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第 35 回東北理学療法学術大会

後援御芳名
岩手県

岩手日報社

盛岡市

株式会社盛岡タイムス社

一般社団法人岩手県医師会

胆江日日新聞社

一般社団法人岩手県作業療法士会

NHK 盛岡放送局

岩手県言語聴覚士会

IBC 岩手放送

一般社団法人岩手県介護福祉士会

めんこいテレビ

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

岩手朝日テレビ

岩手県介護支援専門員協会

テレビ岩手

公益社団法人岩手県看護協会
公益財団法人盛岡観光コンベンション協会
一般社団法人岩手県歯科医師会
一般社団法人岩手県薬剤師会
公益社団法人岩手県栄養士会
一般社団法人岩手県社会福祉士会
岩手県精神保健福祉士会
岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会
一般社団法人岩手県介護老人保健施設協会
一般社団法人岩手県訪問看護ステーション協議会

（順不同・敬称略）
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趣 意書
テーマ 「社会の変革期に理学療法士の質を問う」
昭和 40 年に「理学療法士及び作業療法士法」が施行されて以来、我々理学療法士が社会に提供するサー
ビスの内容は日進月歩で進化してきました。また、我々を取り囲む社会もまた同様に変化し続け、近年では
消費増税に代表する経済、社会保障制度の見直しなど、まさに変革の時と言えます。現在、本邦においては
医療・介護はもちろんのこと、これまでそのサービスを受けてきた地域住民の皆さんまでをも巻き込みなが
ら地域包括ケアシステムの構築が進められ、それは我々のあり方までをも変えています。これまでの医療に
基礎をおいた理学療法士のモデルは病院から地域へ、治療から予防へとその職域は拡大の一途をたどり、また、
医療の中にあっては「高度急性期」の重要性が叫ばれるなど、そこにあるべき理学療法士の姿は「理学療法士」
というキーワードのもとに様々な専門性が存在し様々な職能が存在しています。従来「職能」とは職務とし
ての能力や職業固有の機能と解説されますが、理学療法士に必要な職能とは、職種としての知識・技術を前
提に人としての道徳や職業人としての良識・見識を含む「理学療法士」という基礎力と個人がもつ「専門性」
というプラスアルファによって構成され、ここから創り出される新たな視点と専門性は、その職域を無限に
広げるようにも感じられます。
一方、社会では「若者の使い捨て」「貧困」と言ったネガティブ・ワードに代表されるように急速な格差が
広がっているのも事実です。かつては希少性を持って従事していた理学療法士の雇用形態も日々変化し、平
均給与が減少傾向のまま下げ止まっている状況を鑑みると、高給で拡張性・柔軟性に乏しい熟練者の排除や
新卒者の非正規社員化といった波に我々も飲み込まれる可能性も否めない状況です。その背景には理学療法
士の急激な増加という量的問題と、理学療法士個々のモラルや職能と言った質的問題が複雑に絡み合ってい
るものと考えますが、急速に変革している社会の中で、我々にもこれに応じた変化が求められます。理学療
法士が社会の要請に応えるためには「理学療法士」としての基礎となる「職能」と専門分野としての「職能」
が必要となり、それを兼ね備えるには社会人・職業人としての「質」が求められるものと考えます。
地域包括ケアシステムに代表される社会変革のなかで我々が貢献し、職業人として満足出来る仕事をす
るためには制度の変更に対応するだけではなく、これに関わる「ひとづくり」の視点が必要と考えます。そ
の中にあって「理学療法士」たるべき「質」は重要なポイントであり、今大会ではこの「質」の部分に着目
します。熟練者には熟練者の、新人には新人に必要な「理学療法士」のあるべき姿に焦点をあてるだけでなく、
さらにその卵である学生の「質」にも目を向けることで、社会の変革が我々に何を求め、何を期待し、それ
に答えるためには何が必要なのかといった社会の要請に応えるべきプログラムとなるよう準備を進めており
ます。今大会が自らを見つめ直す機会となり、ひいては社会における理学療法士の役割が盤石のものとなる
ことで今を働く我々、次世代の理学療法士が希望を持って輝かしい未来に働けることを願っております。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

8

第 35 回東北理学療法学術大会

ご挨拶
第 35 回東北理学療法学術大会
大会長

及川 龍彦

このたび，2017 年 11 月 18 日・19 日の 2 日間にわたり，第 35 回東北理学療法学術大会を盛岡市民文化ホール（マ
リオス）にて開催させて頂きます．東日本大震災の影響がまだ残る中，皆様の御協力を得ながら開催に漕ぎ着けた前
回大会から早６年，再び皆様をお迎えできることを嬉しく思っています．また，当時の皆様の御支援に改めまして感
謝いたしますとともに，本大会準備にかかる２年間に多くの御協力を頂きました関係各位に深く感謝申し上げます．

さて，35 回という一つの節目となる本大会では，そのテーマを「社会の変革期に理学療法士の質を問う」とさせ
て頂きました．昨今，我々を取り囲む世界は医療・保健・福祉にとどまらず，経済・教育など様々な分野において急
激な速度で変化を遂げています．そして，その変化は地域包括ケアシステム，介護予防など時代の要請として我々に
高い質の専門性を求めています．一方，理学療法士は養成校の急増に伴い，多くの優秀な人材が育成される一方で，
提供されるサービスの低下や理学療法士個人の社会的資質低下が指摘されている現状もあります．このなかにあって
理学療法士に求められるものは社会の情勢変化に伴う制度やシステム変更への対応力のみならず，個々人が社会に貢
献してゆく人としての「質」
，専門職としての「質」を高め，また，若年層にはより高い目的意識と見識にたった「ひ
とづくり」が必要となります．この観点から本大会では「質」や「ひとづくり」に着目した企画を多く準備いたしま
した．大会テーマに直結する企画として山口光國氏（株式会社セラ・ラボ），高橋俊章氏（山形県立医療大学）から
ご講演を頂くほか，
シンポジウムとして「地域で活きる『ひと』づくり」をテーマに関

裕也氏（訪問リハビリテーショ

ンあすみ）
，岡持利亘氏（霞ヶ関南病院）
，斉藤秀之氏（医療法人社団筑波記念会）にお話を頂き，さらには演題発表
のなかでも教育・人材育成に特化したセッションを準備いたしました．また，新人・熟練者を問わず本大会に参加さ
れた皆様が大会終了後から実践可能となるようなセミナーに山本澄子氏（国際医療福祉大学大学院），木村貞治氏（信
州大学），高橋哲也氏（東京工科大学）を講師にお招きしております．市民公開講座でも田中喜代次氏による高齢者
の体力づくりと認知症の観点からご講演を頂きますことから，明日から使えるセミナーあり，120 題を超える演題発
表による活発な議論ありと，必ずや大会に参加された皆様が「参加して良かった」と思って頂ける内容になるものと
自負しております．また，本大会では東北理学療法学術大会初の試みとして第 19 回岩手県理学療法士学術大会も併
催いたしますので，こちらにも多くの皆様にご参加頂けますと嬉しい限りです．

大会開催時の岩手はちょうど秋の味覚が出そろいます．日中は議論に花を咲かせ，夜は岩手の美味を満喫頂ければ
幸いです．
大会スタッフはこの２年間，皆様に本大会を十分にお楽しみ頂けるよう誠心誠意準備を進めて参りました．岩手県
理学療法士会会員一同，本大会が皆様の日々の活動を見直す機会となり，そしてさらなる飛躍のきっかけとなります
ことを祈念しております．
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諸会議のご案内
【平成 29 年 11 月 17 日（金）
】
会場：マリオス 5F 盛岡市民文化ホール事務所内

第 1、第 2 会議室

（〒 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9 番地 1 号）

＊東北ブロック協議会
盛岡市民文化ホール（マリオス）5F

第 2 会議室

＊東北ブロック協議会
盛岡市民文化ホール（マリオス）5F

～

16：00

10：00

～

12：00

事務局中間会計監査
第 1 会議室

＊東北ブロック協議会
盛岡市民文化ホール（マリオス）5F

13：00

学術局会議

第 2 会議室

＊東北ブロック協議会
盛岡市民文化ホール（マリオス）5F

理事会

10：00

～

11：00

～

16：00

生涯学習担当者会議
第 1 会議室

13：00

【平成 29 年 11 月 18 日（土）
】
会場：盛岡市民文化ホール（マリオス）18F

会議室

（〒 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9 番地 1 号）

＊東北ブロック協議会機関誌編集部拡大会議
盛岡市民文化ホール（マリオス）18F

183 会議室

12：30

～

13：30
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大会日程（１日目）
大会日程（1日目）
平成29年11月18日（土）
大ホール
900
10
20
30
40
50
1000
10
20
30
40
50
1100
10
20
30
40
50
1200
10
20
30
40
50
1300
10
20
30
40
50
1400
10
20

小ホール

展示ホール

2Fホワイエ

受付
9:00～10:00

セミナー①
10:00～11:00
理学療法士としての質とは？
山口	
 光國	
 氏
（有限会社セラ・ラボ）

ポスター受付・貼付

機器搬入・設営

開会式
11:10～11:30
大会長基調講演
11:30～12:00
表彰式・次期大会長挨拶
12:00～12:30

休憩
12:30～13:30

休憩
12:30～13:30

ポスター展示
セミナー②
13:30～14:30
基本動作の
バイオメカニクス
山本	
 澄子	
 氏
（国際医療福祉大学）

セミナー③
13:30～14:30
EBPTの臨床活用
木村 貞治	
 氏
（信州大学）

口述発表１
【基礎・運動器】
14:40～15:40

口述発表２
【教育・人材育成】
14:40～15:40

30
40
50
1500
10
20
30
40
50
1600
10
20
30
40
50
1700
10

シンポジウム
15:50～17:20
地域で活きる「ひと」づくり
・介護予防推進の立場から
岡持 利亘	
 氏
（霞ヶ関南病院）
・生活期リハの立場から
関 裕也	
 氏
（訪問リハビリステーションあすみ）
・災害支援リハの立場から
斉藤	
 秀之	
 氏
（医療法人社団筑波記念会）

セミナー④
15：50～16：50
卒前教育を問う
－今求められる
理学療法教育とは－
高橋	
 俊章	
 氏
（山形県立保健医療大学）

ポスター発表
【A,B,C,D,E,F,G,H,I】
14:40～15:40

機器展示

ポスター展示
15:50～17:30

20
30
40
50
1800
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大会日程（２日目）
大会日程（2日目）
平成29年11月19日（日）
大ホール
900
10
20
30
40
50
1000
10

小ホール

展示ホール

セミナー⑥
9：30～10：30
内部障害領域のフィジカル
アセスメントとリスク管理
高橋	
 哲也	
 氏
（東京工科大学)

ポスター展示

2Fホワイエ

受付
9:00～9:30

セミナー⑤
9：30～10：30
歩行と姿勢制御：
神経システム構成と機能発現メカニズム
松山	
 清治氏
(札幌医科大学)

20
30
40
50
1100
10

機器展示
ポスター発表

口述発表３
【内部障害】
10:40～11:40

口述発表４
【生活環境支援・他】
10:40～11:40

【J,K,L,M,N,O,P,Q,R,学生】

口述発表５
【神経】
11:50～12:50

口述発表６
【動画セッション】
11:50～12:50

ポスター撤去
11:50～12:50

10:40～11:40

20
30
40
50
1200
10
20
30
40
50

閉会式
12:50～13:00

1300
10

公開講座受付・誘導
13:00～13:30

20
30
40
50
1400
10
20

市民公開講座
13:30～14:30
高齢者の体力づくりと認知症予防
田中	
 喜代次	
 氏
（筑波大学）

30
40
50
1500
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新人教育プログラムの単位認定について
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会場への交通案内
会場アクセス
会場：盛岡市民文化ホール（マリオス）

〒 020-0045

岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9 番地 1 号

TEL：019-621-5100
http://www.mfca.jp/shiminbunka/

●徒歩：盛岡駅西口より徒歩 3 分
●車

：盛岡 I.C. より約 10 分，盛岡南 I.C より約 9 分
※駐車場については、近隣の有料駐車場をご利用ください。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

14

第 35 回東北理学療法学術大会

会場案内図
盛岡市民文化ホール（マリオス）

【盛岡市民文化ホール

1F】

大ホール、小ホール、参加者受付

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress
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【盛岡市民文化ホール

2F】

クローク、機器展示会場

【盛岡市民文化ホール

3F

エントランス】

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress
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【盛岡市民文化ホール

4F】

ポスター会場

【盛岡市民文化ホール（マリオス）立体図】
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参加者へのお知らせ
会員は日本理学療法士協会会員証による会員証明・参加受付・ポイント管理を導入しております。当日は会
員証を忘れずにお持ちください。
【参加登録について】
登録受付は、
「事前登録」「デイパス」「当日参加」がございます。
会員の皆様には「事前参加登録」を推奨しております。

事前登録

デイパス

当日参加

5,000 円

4,000 円

6,000 円

非会員

―

―

10,000 円

学生

―

―

1,000 円

会員

ネームカード（参加費領収書を兼ねた大会参加証）は参加当日、該当する受付にてお渡しいたします。
○参加登録費
１）当日参加登録は、現金支払いのみの取り扱いとなります。
２）学生（理学療法士有資格者は除く）の方は、学生証をご持参ください。受付にてご提示がない場合には
非会員の参加費をいただきますので、ご注意ください。
３）市民公開講座のみの参加は無料となります。
○事前参加登録について（会員のみ）
１）事前参加登録は日本理学療法士協会の正会員のみとなります。入会がお済みでない方は、WEB 登録前に
必ず日本理学療法士協会への会員登録をお願いいたします。
２）会費未納者、入会手続き中、休会者、非会員、学生の方ご利用はできません。
３）日本理学療法士協会のマイページからの登録をお願いいたします。
４）事前参加登録完了後はいかなる理由があろうともキャンセルはお受けできません。
５）参加当日、事前登録受付窓口にて会員証を提示し、受付をお済ませください。
＜締切日＞

口座振替

8/1（火）～ 10/15

（日）

現金振込

8/1（火）～ 10/29

（日）

クレジット

8/1（火）～ 11/8

（水）

※お支払い方法によって期日が異なるため、ご注意ください。
※口座振替で参加費決済をご希望の方
引落口座が未登録の方（年会費の決済方法が口座振替ではない方）は、必ず「預金振替依頼書・自動払込
利用申込書」をご郵送ください。日本理学療法士協会マイページからダウンロード可能です。
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○当日参加登録について
１）会員の方は、当日受付窓口にて会員証を提示し、参加費の支払い（現金支払いのみ）及び受付をお済ま
せください。
２）会員外・学生の方は、該当する受付にて参加費の支払い（現金支払いのみ）および受付をお済ませください。
【参加受付について】
《受付場所》 盛岡市民文化ホール

1F ホワイエ

《受付時間》 11 月 18 日（土）

9：00 ～ 15：20

11 月 19 日（日）

9：00 ～ 13：00

１）会員は会員証による会員証明・参加受付・ポイント管理を導入しております。当日は会員証を忘れず
にお持ちください。
２）当日会員証を忘れた場合は、参加申込書に所属・会員番号・氏名を記入の上受付に提出して下さい。
３）受付を済ませた方にネームカード（参加費領収書を兼ねた大会参加証）とネームホルダーをお渡しし
ます。混雑が予想されますので、早めの受付をお願いいたします。
【履修ポイント】
受付で会員証をかざすことにより、履修ポイントが自動管理されます。マイページへの反映は大会終了後
となります。当日は必ず会員証をお持ちください。
【クローク】
《場

所》盛岡市民文化ホール

《お預かり時間》

2F ホワイエ

11 月 18 日（土） 9：00 ～ 18：00
11 月 19 日（日） 9：00 ～ 15：00

１）参加受付後にご利用ください。
２）貴重品やパソコン等の機器類はお預かりできませんので、ご了承ください。
【会場内での留意事項】
１）会場内では、必ずネームカードの入ったホルダーを首から下げ、確認できるようにしてください。ネー
ムカードが確認できない方の入場はお断りさせていただく場合がございます。
２）会場内でのお尋ねやお呼び出しは総合案内にてお受けいたします。緊急性・公共性のある呼び出しは、
会場内のサブスクリーンにてお知らせいたします。
３）携帯電話やスマートフォンは、
会場内では電源をお切りになるか、
マナーモードに設定してください。
また、
会場内での通話はご遠慮ください。
４）会場内での録音、カメラ撮影、ビデオ撮影等はお断りいたします。
５）会場内には Wi-Fi 環境はございませんのでご了承ください。
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演題発表要領
【口述発表について】
○座長へのお願い
１．座長は、必ず「受付」にて参加受付を済ませ、当該セッション開始時刻の 30 分前までに 1F 受付に設置
した「座長受付」で受け付けを済ませてください。また、10 分前までに「次演席」にお着きください。
２．担当セッションの進行に関しては座長に一任いたします。予定時間内に終了するようご留意ください。
口述発表は 1 演題につき 10 分（発表 7 分・質疑 3 分）です。
○演者へのお願い
１．演者は、必ず「受付」にて参加受付を済ませ、当該セッション開始時刻の 90 分前までに 1F 受付に設置
した「演者受付」で受付を済ませてください。その後、「スライド受付」でデータの確認・取り込みを行
います。また、10 分前までには「次演者席」にお着き下さい。
２．スライドは、Windows 版の Microsoft Power Point 2007-2013 を準備しております。
画面レイアウトのずれや文字化けを防ぐため、下記のフォントを推奨いたします。
日本語：MS ゴシック、MS 明朝
英

語：Arial、Century

３．当日、スライドは USB 接続可能なメディア（USB メモリー、ポータブルの HDD や SSD 等）に発表デー
タのみを入れてお持ち下さい。光学ドライブメディア（CD、DVD、BD）やご自身の PC のお持込はでき
ません。
４．発表データのファイル名は「演題番号＿演者名 .pptx」としてください。
（例）1-1 ＿岩手太郎 .pptx
５．持ち込むデータはウィルス感染を予防するため、必ず事前に最新のウィルス対策ソフトで持参される
メディアのチェックをお願いいたします。また、必ずバックアップデータをご持参ください。
６．データを作成した PC 以外で正常に動作するか、windows 版の PC にて事前にご確認ください。
特に、Mac 版 Power Point で作成したデータは、互換性が損なわれる可能性があります。
事前に windows 版の PC にて文字のずれや動作確認を行ってください。
７．口述発表の時間は、1 演題 7 分です。時間の合図として 1 分前にベルを 1 回、7 分経過しましたら 2 回
ならします。時間厳守にご協力ください。
８．パソコンの操作は演者自身が行ってください。不都合な場合は演題管理局が行いますので、お申し出く
ださい。
９．動画発表の演者は、大会 HP の演題募集演要項にありました通り演者の PC をご使用ください
（動作確認を含め自己責任でお願いします）。動画は windows Media Player（動画保存形式：WMV 形式
のみ）で再生できるように作成してください。動画が正常に作動しないこともあるため、動画ファイル
も同じフォルダに入れた状態でお持ちください。
10．動 画セッションで用いるパソコンの OS は windows のみです。Mac はご利用になれませんのでご注意
ください。
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11．動作セッション以外で動画の使用は出来ませんので、ご注意ください。
12．お預かりした発表データは、会期終了後に責任を持ってすべて消去いたします。

【ポスター発表について】
担当セッションの進行についてはすべて座長に一任いたします。発表形式は自由討論となっております。
演者の発表時間は特に設けません。学術大会スタッフがセッションの開始時刻と終了時刻に合図をしますの
で、それに応じて進めてください。
○座長へのお願い
１．座長は必ず「受付」にて参加受付を済ませ、当該セッション開始時刻の 30 分前までには 1F 受付に設置
した「座長受付」で受付を済ませてください。また、10 分前までにポスター会場へお越しください。
２．座長はセッション終了予定時間に演者へ終了を促してください。
○演者へのお願い
１．演者は必ず「受付」にて参加受付を済ませ、演者受付にお進みください。下記の時間帯にポスターの貼
付および撤去を各自で行ってください。
11 月 18 日（土） 貼付 9：00

～

撤去なし

11 月 19 日（日） 貼付 9：00

～

撤去 11：50 ～ 12：50

２．演者は、当該セッションの開始 10 分前にはポスター会場の各自のポスター前に待機して下さい。座長
が演者確認を行います。
３．ポスター掲示には、横 90cm ×縦 210cm のパネルを用意致します。掲示は下部 30cm を除き、パネル
横 90cm ×縦 180cm の範囲とします。パネル左上に貼付する演題番号は大会側で用意いたします。そ
の右側に横 70cm ×縦 20cm 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。
４．ポスターはあらかじめ指定された時間内に、指定された場所（ご自身の演題番号のパネル）に貼付し、
発表後も指定された時間内に撤去して必ず各自でお持ち帰りください。なお、撤去時間以降に残された
ポスターは、学会終了後に事務局にて処分させていただきますのでご了承ください。
20cm

70cm
20cm

演題名
所属 氏名
COI
掲示
※ポスターの最初に掲示してください

160cm
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学術機関誌投稿要領
投

稿

規

定

1．本誌は，公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会の機関誌として，理学療法及び関連領域
における，実践報告と研究発表の場を提示することを主な目的とし，研究論文，症例研究，短報，その
他を掲載するものです。
2．投稿の筆頭著者は本会の会員に限ります。ただし，東北ブロック協議会理事会の決定により，会員外の
著者に投稿を依頼することができます。
3．原稿の採否，掲載順は機関誌編集委員会で決定します。査読の結果，編集方針に従って，加筆，削除及
び一部書き直しをお願いすることがあります。また，編集委員会の責任において，多少字句の訂正をす
ることがあるのであらかじめご了承ください。
4．原稿は，楷書，横書き，現代かなづかいを用い，句読点は正確かつ明瞭に書いてください。数字は算用数字，
数量は国際単位系（SI 単位）を用いてください（例：m，kg，s，℃，Hz 等）。
5．原稿の枚数は，刷り上がりで 8 頁以下となるよう，研究論文，症例研究は図・表・写真，及び文献を含
んで 40 枚以内としてください。なお，詳細な執筆要綱は別に定めます。
6．外国語名（地名，人名，その他）は，原則として原語を用い，タイプもしくは活字体で明瞭に書いてください。
術語はできる限り訳語を用い，必要に応じて（  ）の中に原語を入れてください。
7．文献は文末にまとめて引用順に列挙し，以下の例に倣って掲げてください。
①雑誌の場合
執筆者 : 題名 . 雑誌名 , 巻 ( 号 ): ページ , 発行年．
例）
a) 徳永英世 , 他 : 下肢装具における膝伸展補助装置について . 理 ･ 作 ･ 療法 ,  9(12): 883-886, 1975.
b) Howell S, et al. :   Chest physical therapy procedures

in open heart surgery. Phys Ther, 58:  

1205-1214, 1978.
②単行本の場合
著者名 : 書名 , 引用ページ , 発行所 , 発行場所（外国の場合のみ）, 発行年．
例）
a) 服部一郎 , 他 : リハビリテーション技術全書 , pp. 86-96, 医学書院 , 1974.
b) Kapandji IA : The Physiology of the Joints,  2nd ed, pp. 165-180, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1970.
8．原稿には必ず表紙をつけ表題，著者名，所属を付記してください。また，400 字以内の和文要旨とキーワー
ド（5 個以内，なるべく和語）を必ず添えてください。
9．著者校正は原則として 1 回とします。校正は赤字で行うものとします。なお、消えるインクは使用しな
いでください。
10．他誌へ発表されたもの，または投稿中のものはご遠慮ください。
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学術機関誌への投稿にあたって
〈投稿要綱〉
発刊までは，下図のフローチャートに従って作業が進行します．
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1) 投稿用原稿１）について（上図フローチャート参照）
投稿しようとする場合は，以下に示す執筆方法に注意しながら，
「投稿用原稿」を作成してください．
投稿用原稿送付時には原稿のデータを E-mail で送信してください．E-mail で送信できない場合は，
印字された原稿と共に原稿のデータが保存されているコンパクトディスク（CD）等を郵送してくだ
さい．
投稿された論文は編集部を通じて 2 名の査読者に送付され，4 週間程度で第 1 回目の査読が行われ
ます．査読を受けた原稿（審査済原稿）２）は，編集部にて採用，一部修正，修正，不採用を決定
します．修正が必要な場合は一旦著者に返送され，書き直し修正の依頼が行われます（3 週間程度）．
その後，第 2 回目の査読（１週間程度）が行われ，必要な場合は著者に再修正の依頼を行います（1
週間程度）
．第 3 回目の査読（１週間程度）を経た結果をもとに，編集部にて最終的な採用，不採用
を決定します．
2) 掲載用原稿３）について（上図フローチャート参照）
採用の決まった著者は，編集部宛に「掲載用原稿」を提出してください．掲載用原稿提出の際には，
印字された原稿と共に CD 等をあわせて送付してください．

〈執筆規定〉
１．記事の種類は，研究論文，症例研究，短報，その他の編集区分を表紙の左上に明記してください．
1) 研究論文：新規性および独創性があり，明確な結論を示した論文 .
2) 症例研究：症例の臨床的問題や治療効果について科学的に研究を行い，考察を行った論文 .
3) 短

報：研究速報・略報として簡潔に記載された短い研究論文 .

4) そ  の  他：総説，症例報告，実践報告など編集委員会で掲載が適切と判断された論文および記事
（なお，
症例報告とは症例の治療および経過などに論理的に提示し，考察を行ったもの。実践報告とは，
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理学療法研究，
・教育・臨床等の実践の中で，新たな工夫や介入，結果等について具体的かつ客観的
に情報提示し，その内容が有益と判断されたもの）
また編集部から区分変更のお願いをする場合もありあます．
２．原稿を作成する際はワープロを使用し，1 枚につき 20 字× 20 行のフォーマットで A4 判用紙（原稿用
紙を使用する必要はありません）で作成してください．下記の規定の原稿枚数 ( 図・表・写真の換算方
法は後述します）を守ってください．
研究論文，症例研究は，図・表・写真，および文献を含んで 40 枚以内としてください．
短報は，図・表・写真，及び文献を含んで 24 枚以内としてください．
その他は，32 枚以内としてください．
論文タイトル，著者名，職名，所属，和文要旨，キーワード等は本文の字数（総ページ数）に含めない
でください．本文余白（上下左右 20 ～ 30mm 程度）には必ずページ番号を振ってください．
３．原稿は印刷の薄れやカスレのないように注意し，はっきりと明瞭なものを提出してください．
４．原稿中の英数字はすべて半角文字を，片仮名は全角文字を使用してください．
５．表紙には，最初に和文による論文名及び著者名を記載してください．その次に，和文による著者の所属
と職名，英文による著者名・職名・所属の順で記載してください．
また，表紙の末尾には，表紙枚数，要旨及び Key words の枚数，本文枚数，図の枚数，表の枚数，さらに，
写真を使用する際は写真の枚数を記載してください．
６．和文要旨は，目的，対象，方法，結果，結語を含み，これのみで論文全体の内容がわかるように記述し，
400 字程度に記載してください．本文とは別に，A4 判用紙 1 枚に作成してください．本文との書式は
統一する必要はありません．
７．キーワード
1）要旨の次に「Key words: 」と見出しをつけて記載してください．
2）キーワードはなるべく和語とし５個以内を厳守してください．各キーワード間はセミコロン（; ）で
区切ってください．
（例）Key words: 脳卒中 ; 歩行 ; 下肢装具 ; 下腿三頭筋 ; 床反力
3）キーワードにはできるだけ略語を用いないようにしてください．

〈図・表・写真について〉
１．図表及び写真は，「原図使用」あるいは「原表使用」の指定がない場合は原則としてトレース作図あるい
は作成し直すことになります．「原図使用」あるいは「原表使用」の指定がある場合はそのまま製版しま
すので，縮小しても線があまり細くならないように配慮して，鮮明にかつ適切にトリミングしてください．
２．図表及び写真の大きさは，原則として以下の 3 種類とします．
2 段組で書かれた本文中に割り付ける際に，どのサイズを希望するか，欄外に割り付け希望サイズ（1 頁大，
1/2 頁大，1/4 頁大）を明記してください．本文とあわせて総ページ数を超えないように注意してくだ
さい．
1）1 頁大：文字数換算で 1,600 字程度（400 字詰め原稿用紙 4 枚相当）
刷り上がりで 1 頁分のスペースを要するサイズ
2）1/2 頁大：文字数換算で 800 字程度（400 字詰め原稿用紙 2 枚相当）
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刷り上がりで 1 頁の上半分のスペースを要するサイズ，または，横幅が 1 頁の横半分（左右どちら
かの 1 段分）のスペースを要するサイズ
3）1/4 頁大：文字数換算で 400 字程度（400 字詰め原稿用紙 1 枚相当）
刷り上がりで 1/2 頁大のさらに半分のスペースを要するサイズで，横幅が 1 頁の右のどちらか横半
分以内のもの
３．A4 判用紙に 1 枚ずつ作成してください．郵送で原稿を提出する場合，糊付けは乾燥後の歪み・反りを
防ぐため，必ずスプレー糊やスティック糊を用いてください．写真は，製版時に剥がせるように両面テー
プ等で仮止めしてください．写真について，トリミングが必要な場合には，あらかじめ適切な大きさにカッ
トしておくか，貼りつけた用紙の上からトレーシングペーパーをかぶせ，トリミングラインを記載して
ください．折れやすいものには厚紙等を使用し，台紙を添えるなど保護に努めてください．また，症例
等の写真を使用する場合，被写体のプライバシーを考慮し，
「目隠し」が必要な場合は欄外に「要目隠し」
と朱書きしてください．
４．図表及び写真には図 1，図 2，あるいは表 1，表 2，のようにそれぞれ番号を付けて，必ず見出し ( 表題 )
を付け，説明文が必要な場合は図表の下に添付してください．図の見出しは図下に，表の見出しは表上
に付けてください．
５．原稿 ( 本文 ) 中にはレイアウトせず，挿入場所がわかるように，適宜，文中で触れている説明部分などに，
図 1 や表 1，あるいはカッコで囲んで（図 1）や（表 1）のように記述してください．
６．図表及び写真は，各々の欄外に記載時の希望のサイズを明記し，本文とは別にして一括して原稿の末尾
に添えてください．
７．なお，
写真はモノクロ・キャビネ版の鮮明なものが最適ですが，カラー写真のままでも結構です．電子ジャー
ナル化に伴い，カラーでの掲載も可能となりましたので，カラー掲載をご希望の際はその旨を明記して
ください．

〈文献の記入方法について〉
１．文献は，引用文献のみとし，必要最低限としてください．本文末尾に一括して引用順に記載し，
原稿の規定枚数内としてください．
２．本文中においては必ず引用箇所の右肩に，○○○○１），○○○○１）－４）のように肩番号を付してく
ださい．
３．著者多数の場合には 2 人目以上は省略し，和文文献の場合は “ ○○○○，他 ”，欧文文献の場合は “ ○○
○○ , et al.” と書いてください（下記凡例 1）,2）,5）参照）．
４．著者・訳者・編者名が英名の場合は「姓，名 ( イニシャル ).」の形式とします ( 下記凡例 3),5),7) 参照）．
なお，訳者，編者等に関しては氏名の後に訳・編などを付けてください（欧文文献では，
「edited by ○○」
という形式となる）（下記凡例 4）,6）,7）参照）．
５．雑誌名は公式の文献略称を用いてください．
例：理学療法と作業療法 → 理・作・療法
総合リハビリテーション → 総合リハ
リハビリテーション医学 → リハ医学
Physical Therapy → Phys Ther
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation → Arch Phys Med Rehabil
Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine → Scand J Rehab Med
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６．ピリオド [.]，カンマ [,]，コロン [:] の付け方に注意してください（下記凡例参照）．
７．通巻頁表示のある雑誌の場合は，( ) 内の “ 号数 ” は特別の場合を除き，できるだけ省略してください．
８．ページ数は当該論文の文頭から文末までとしてください．
９．文献記載の形式は下記の通りとし，例にしたがって誤りのないよう注意してください．
注：( ) 内の項目は必要に応じて記入してください．
特に，発行地は外国の場合のみ記入し，発行年は西暦で書いてください．

《文献記載凡例》
［雑  誌］著者名 ( 訳者名 ): 論文題名 . 雑誌名 , 巻 ( 号 ): 頁 , 発行年 .
1) 徳永英世 , 他 : 下肢装具における膝伸展補助装置について . 理・作・療法 , 9(12): 883-886, 1975.
2) 窪田俊夫 , 他 : 片麻痺歩行のエネルギー消費と歩行の能率の評価について . 総合リハ , 12：709 -715,
1984.
3) Howell S, et al.: Chest physical therapy procedures in open heart surgery. Phys Ther, 58: 1205 -1214,
1978.
［単行本］著者名 ( 訳者名 ): 書名 . ( 編者名 ), ( 巻 ), ( 版 ), 頁 , 発行所 , ( 発行地 ), 発行年．
4) 山崎信寿 : 大型床反力計による歩行運動の定量的評価 . バイオメカニズム学会編 , バイオメカニズム第 4
巻 , pp.177-185, 東京大学出版会 , 1978．
5) Voss DE, et al.: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. 3nd ed., pp.289-314, Harper & Row, Philadelphia, 1985.
［書籍中の論文］著者名 ( 訳者名 ): 論文名 , 書名 . ( 編者または監修者があれば編・監 ), ( 版 ), 頁 , 発行所 , ( 発
行地 ), 発行年 .
6) 田川

宏 , 他 : 臼蓋形成不全に対する寛骨臼回転骨切り術（RAO）の適応と手術手技 , 変形性関節症のす

べて . 山本真・他編 , pp.217-227, 医歯薬出版 , 1982.
7) Margareta L: Biomechanics of the lumbar spine, Basic Biomechanics of the Skeletal System. edited by
Victor HF, et al., pp.255-290, Lea & Febiger, Philadelphia, 1980.

〈その他の留意事項〉
１．原稿及び CD 等は，採否に関わらず原則として返却致しません．提出論文のコピーを必ず手元に保存し
ておいてください．
２．著者校正は初校のみとし，校正は誤植の訂正だけにとどめてください．校正の途中で，文章や図・表・
写真を変更することは認められません．
３．校正の途中で表題や共著者名等，目次と関わりがある部分を変更することは避けてください．やむを得
ず変更する場合は編集部内の各号担当者へお知らせ願います．
４．本誌に掲載された論文の著作権は，日本理学療法士協会東北ブロック協議会に属することをご了承くだ
さい．

〈原稿送付時の注意〉
１．投稿原稿
1）
E-mail で提出する場合，タイトルを「第 30 号投稿用原稿在中」としてください．作成したソフト名，ファ
イル名を E-mail 本文中に記載してください．編集部でファイルを開くことができないときは，テキ
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スト形式など再度提出をお願いすることがあります．
2）郵送で原稿を送付する場合，原稿 3 部（うち 2 部は著者名，所属を空欄にしてコピー）と原稿を保
存した CD 等を，封筒に「第 30 号投稿用原稿在中」と朱記し，「簡易書留」を用いてお送りくださ
い．できる限り表紙，要旨，キーワード，本文はキスト形式で保存し，ラベルに著者名，タイトル，
使用したソフト名，ファイル名を明記してください．封筒には，投稿者の所属，連絡先住所，氏名，
電話番号，FAX 番号，メールアドレスを必ず明記してください．何らかの理由で連絡を取り合う場合，
原則，メールで連絡しますので，メールアドレスは必ず記載してください（携帯メール不可）．
3）郵送の場合は，査読済原稿を投稿者に返送するため，宛名を書いた返信用封筒（角形 2 号）に，通
常料金（250 円）と簡易書留料金（310 円）分，合計 560 円分の切手を貼って必ず同封してくださ
い．電子メールの場合，切手等は必要ありません．
２．修正済み原稿
上記の投稿原稿と同様の方法で送付願います．
原稿を修正した場合は，送付された査読者コメント用紙と修正した点や修正しない場合その理由を箇条
書きにした文書を同封してください．この時，2 人の査読者へのコメント一つにまとめずに，それぞれ
分けて文書をご準備ください．
３．掲載原稿
上記の投稿原稿と同様の方法で送付願います．
郵送の場合，掲載原稿 2 部（1 部はコピー可）と CD 等を簡易書留にてご送付ください．

〈第 30 号の原稿締め切り日〉
投稿用原稿の締め切りは，平成 29 年 12 月 20 日（水）（郵送の場合は消印有効）とします．締め切
りを過ぎた原稿は受け付けられませんのでご了承願います．
〈第 30 号の応募先・問い合わせ先〉
第 30 号に関する原稿送付及び原稿作成についての問い合わせは下記宛にお願いいたします．お間違
いのないようご注意ください．
〒 989-2483
社会医療法人将道会

宮城県岩沼市里の杜 1-2-5

総合南東北病院

リハビリテーション科

（公社）日本理学療法士協会東北ブロック協議会
学術局機関誌編集部

第 30 号担当

芝崎

淳

TEL：0223-23-3151
FAX：0223-23-3150             
E-mail：tohoku.rigaku@gmail.com
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第 35 回東北理学療法学術大会

―

大会式次第 ―
開会式

平成２９年１１月１８日（土） 11：10 ～ 11：30
盛岡市民文化ホール（マリオス）大ホール

１．開会宣言

２．挨

第３５回東北理学療法学術大会準備委員長

野

中

一

成

日本理学療法士協会長

半

田

一

登

東北ブロック協議会長

櫻

田

義

樹

第 35 回東北理学療法学術大会大会長

及

川

龍

彦

岩手県知事

達

増

拓

也

盛岡市長

谷

藤

裕

明

岩手県医師会長

石

川

育

成

拶

３．ご 祝 辞

４．来賓のご紹介

閉会式
１１月 19 日（日） 12：50 ～ 13：00

盛岡市民文化ホール（マリオス）大ホール

１．閉会宣言
第 35 回東北理学療法学術大会副大会長

武

田

浩
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大会企画プログラム
11 月 18 日（土） 11：30 ～ 12：00

大ホール

大会長基調講演

テーマ「社会の変革期に理学療法士の質を問う」
及川

龍彦

岩手リハビリテーション学院

11 月 18 日（土） 10：00 ～ 11：00

大ホール

セミナー①

テーマ「理学療法士としての質とは？」
講師：山口

光國

司会：諸橋

勇

氏

有限会社

セラ・ラボ

いわてリハビリテーションセンター

11 月 18 日（土） 13：30 ～ 14：30

大ホール

セミナー②

テーマ「基本動作のバイオメカニクス」
講師：山本
司会：関

澄子

氏

学校法人

公輔

国際医療福祉大学大学院

いわてリハビリテーションセンター

11 月 18 日（土） 13：30 ～ 14：30

小ホール

セミナー③

テーマ「EBPT の臨床活用」
講師：木村

貞治

司会：早坂

郷

氏

国立大学法人

信州大学

滝沢中央病院
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11 月 18 日（土） 15：50 ～ 16：50

小ホール

第 35 回東北理学療法学術大会

セミナー④
テーマ

「卒前教育を問う－今求められる理学療法教育とは－」
講師：高橋

俊章

司会：長野

由紀江

氏

公立大学法人

山形県立保健医療大学

岩手リハビリテーション学院

11 月 19 日（日） 9：30 ～ 10：30

大ホール

セミナー⑤
テーマ

「歩行と姿勢制御：
神経システム構成と機能発現メカニズム」
講師：松山

清治

司会：三浦

正徳

氏				

北海道公立大学法人

札幌医科大学
南昌病院

11 月 19 日（日） 9：30 ～ 10：30

小ホール

セミナー⑥
テーマ

「内部障害領域のフィジカルアセスメントとリスク管理」
講師：高橋

哲也

司会：藤井

祐輔

氏

学校法人片柳学園

東京工科大学

岩手医科大学附属病院
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大ホール

シンポジウム

テーマ「地域で活きる「ひと」づくり」
座長： 及川

龍彦

岩手リハビリテーション学院

佐藤

英雄

いわてリハビリテーションセンター

シンポジスト：岡持

シンポジスト：関

利亘

裕也

氏 （介護予防推進の立場から）

氏

秀之

霞ヶ関南病院

（生活期リハの立場から）
株式会社あすみ

シンポジスト：斉藤

医療法人真正会

氏 （災害支援の立場から）

11 月 19 日（日） 13：30 ～ 14：30

訪問リハビリステーションあすみ
医療法人社団

筑波記念会

大ホール

市民公開講座

テーマ「高齢者の体力づくりと認知症予防」
講師：田中

喜代次

司会：田中

結貴

氏

国立大学法人

筑波大学大学院

岩手県立中央病院
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大会長基調講演

社会の変革期に理学療法士の質を問う

及川

龍彦

岩手リハビリテーション学院
一般社団法人岩手県理学療法士会

平成 29 年 11 月 18 日（土）11：30 ～１2：00

大ホール
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大会長基調講演

社会の変革期に理学療法士の質を問う
及川

龍彦

岩手リハビリテーション学院
一般社団法人岩手県理学療法士会
現在，我が国は誰もが認める情報社会であり，ネットワークの発達によって途切れることなく情報が発信さ
れています．
「昨日の情報はもう古い」などと言われますが，まさにその通りであり，我々は常に最新の情報な
くしては生活が成り立たないのではないかと思えるほどの情報変化に右往左往します．この社会の変化は情報
だけでしょうか？実際には経済や教育はもちろんのこと，医療・保健・福祉の世界も同様であり，刻々とその
様相を変えて行きます．現在，当たり前のように議論される地域包括ケアシステムもその一つであり，このシ
ステムは介護予防・地域ケア会議とともに，我々に専門職としての高い質を求めています．公益社団法人日本
理学療法士協会はこの変化に柔軟に対応するための準備を進めてきましたし，多くの情報を我々に発信してき
ました．当然，我々はこの時代の要請に応える義務とそれに応える十分な技能を有しています．しかしながら
一方で世の中は我々に対する懸念も抱いており，昨今では理学療法士の提供するサービスの低下，ひいては技
能の低下などが指摘されています．この背景には養成校の増加，輩出理学療法士の急増がよく指摘されますが，
その他にも理学療法士個々のモラルや自己成長欲求といった質的問題にも目を向ける必要があります．理学療
法士の急増という量的問題は結果として，養成校教育や新人期の研鑽に良くも悪くも少なからず何らかの影響
を与えることが容易に考えられますし，中堅から熟練期では理学療法士個々の縦や横のつながりといった相互
関係や日々の管理業務に端を発する問題など，経験毎に山積している問題が大きく絡み合いながら我々を取り
巻いているものと考えます．先に示しているとおり，日本理学療法士協会は我々に対して制度への対応力を支
援してくれていますが，個人が社会に貢献してゆくためには理学療法士が持つ「質」をそれぞれが意識して高
めてゆく必要があります．理学療法士が持つべき「質」は理学療法士という職業全てに共通して必要とされる「基
礎力」と理学療法士個々がオリジナリティとして持つべき「専門性」，それらの土台となり良識とも言うべき「社
会性」や「職業人の誇り」などと考えられ，この観点から「ひとづくり」がなされて行かなくてはなりません．
時代は奇しくも格差社会となっています．社会の変革において地域包括ケアシステムが我々の専門性をいか
んなく発揮できる機会であると同時に給与格差や社会的地位の格差も同様に我々を取り囲んでいます．この変
革の時代において，新人や熟練者，そして次代を担う学生たちまでを含む理学療法に関わる人々が輝かしい未
来を進んで行くのか，社会の中でもがく時代が来るのかについては社会のなかの理学療法士としての「質」に
関する議論を避けて通ることはできないと考えます．
本大会では参加された皆様が個人・全体を問わず理学療法士の「質」を見直す機会となり，そして明日から
の自身の「歩み」を見据える機会となることを祈念して企画致しました．「ひとづくり」「質」の視点を持った
企画を通じ，大会全体のなかで自身を，そして理学療法士全体の質を見直す機会とする，そのスタートライン
の位置づけとして基調講演をとらえて頂ければ幸いです．
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市民公開講座

高齢者の体力づくりと認知症予防

田中

喜代次

筑波大学体育系・大学院人間総合科学研究科
スポーツ医学

平成 29 年 11 月 19 日（日）13：30 ～ 14：30

大ホール
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市民公開講座
た な か

き

よ

じ

田中 喜代次
筑波 大 学 体 育 系・大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科スポーツ医 学
学 位：教 育 学 博 士

経歴
筑波大学体育科学研究科修了後、大阪市立大学教養部講師を経て、現在、筑波大学大学院人間総合科
学研究科スポーツ医学専攻教授。

所属学会
American College of Sports Medicine 評議員、
International Society of Aging and Physical Activity 理事、
日本体力医学会理事、日本健康支援学会理事長など， 国内外において要職を多数務める。
筑波大学発研究成果活用ベンチャー企業

株式会社ＴＨＦ

代表取締役社長

30 年以上にわたって、民間病院や大学の附属病院にて肥満・高血圧・糖尿病・虚血性心疾患・高齢者
などに向けた健康運動教室・健康支援活動を、研究の一環として、また保健福祉行政の一翼として展
開している。健康寿命の指標である

活力年齢なる概念の提唱者である。また、スーパーバーザーと

して全国の市町村の健康づくり支援にも協力している。
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市民公開講座

高齢者の体力づくりと認知症予防
田中

喜代次

筑波大学体育系・大学院人間総合科学研究科スポーツ医学

古来より人は不老長寿の夢を追い求めてきた。それは夢であり、実現不可能なことと知りつつも、“ 生き
がいを保ち続けたい ”、“ やりがいを感じる趣味を末長く楽しみたい ” という願望が根底にあって、多くの人
が共有していることではないだろうか。老化の阻止は不可能でも、その程度を多少なりとも抑制できること
を人は経験的に認識している。例えば、90 年の寿命を元気で活力のある期間（活力寿命・健康寿命）と、そ
うでない期間（要介護期間・寝たきり期間）に分けるならば、89 年 11 ヵ月以上が活力のある期間、1 ヵ月
未満が要介護（寝たきり）の期間であることを望む国民がほとんどで、まさに健幸華齢（元気長寿、健康長寿）
な人生を希求していると言えよう。
生きがいはいつの時代でも多種多様であり、文化芸能活動の継続、仕事への精励、家業の繁栄、家族の健康、
旅行、世界中の料理を食べることなど、個人差が大きい。先進国の中には、体力つくりや運動、スポーツを
末長く楽しむことが生きがいという人も少なくない。90 歳まで、人によっては 100 歳あたりまで生きがい
を保って元気にスポーツを楽しむことができれば、幸福度や生活満足度は高まり、不老長寿に近い達成感が
得られるものといえよう。
認知症予防には、従来から米国 NIH によって、① 2 型糖尿病のコントロール、②高血圧と高脂血症の改善、
③体重の維持（肥満の防止）、④社会的交流の促進と知的活動、⑤運動の習慣化、⑥果実と野菜の多い健康食、
⑦禁煙、⑧うつ病の治療が挙げられている。特に運動に関しては、有酸素運動（特にダンス）、太極拳、筋ト
レなどが認知症予防に有効と報告されてきた。しかし、英国でおこなわれた最新の研究結果によると、運動
や食事の効果を否定する例もある。
講演では、体力つくりに精励し、体力や認知機能を高い水準に保持している後期高齢者の日々の様子、従
病（しょうびょう）の精神のもと病気を抱えながら生きながらえている患者の様子とともに、食事・栄養の
重要性、内服薬の功罪（多剤併用投与の危険性）などについて解説する。

表１
●

年をとるごとに起こる身体の変化＊
40 ～ 50 歳台

代謝が鈍くなり、脂肪沈着が進む。腹回りが大きくなり、太ももはたるみ出す。運動
をしていなければ、心臓や肺の機能は顕著に低下し、心臓病も増えてくる。
●

50 ～ 60 歳台

女性ではエストロゲン濃度が急激に低下し、閉経を迎える。骨塩量（カルシウム）が減少
し、5 人に 1 人が骨粗鬆症になる。男性は身長が縮み出し、皮膚がたれ出し、虚脱（疲労）
傾向になる。同年齢でも個人差が大きくなる。
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●

60 ～ 100 歳台

失禁、不眠、免疫機能の低下といった健康障害が顕在化し、精神的安定度も低下し始める。
脊椎が圧迫されるため、身長が縮み、椎間板が悪化する。アルツハイマー病のリスクが
5 年ごとに倍増する。顔の皮膚は弾力性を失い、七面鳥の首と呼ばれるような容姿になっ
てくる。最終的に、心身の病気が雪ダルマ式に増え、90 歳以上になると半数近くが
認知症を抱える。
＊ Elegant S. (2003) Long Lives Well Lived. Time, July 21, 2003, pp.37-43.
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セミナー ①

理学療法士としての質とは？

山口
有限会社

光國
セラ・ラボ

平成 28 年 11 月 18 日（土）10：00 ～ 11：00

大ホール
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セミナー ①
やまぐち

みつくに

山口 光國

有限会社

セラ・ラボ

代 表 取締 役

経歴
長野県上田市出身
理学療法士

健康心理学修士

高校卒業後、日本サッカーリーグの日立製作所（現

柏レイソルズ）に選手として入団 (1980 年 )。

故障から 21 歳で引退し、理学療法士免許取得。1986 年、昭和大学藤が丘リハビリテーション病院に
勤務し、整形外科疾患、特に肩関節を専門として臨床、研究、教育活動に携わる。その後、牛島和彦
監督からの要請にこたえ横浜ベイスターズフィジカルコーチに就任（2005 年）。
監督退任と合わせ、同球団を自主退団し、2007 年独立。同時に、多角的な観点からの対応を図るため、
桜美林大学大学院に進学し、健康心理学修士課程修了。
現在、セラピーを研究する場として、㈲セラ・ラボ

を立ち上げ、代表を務める

著書
投球障害肩

こう診てこう治せ

メジカルビュー社

結果の出せる整形外科理学療法

メジカルビュー社

野球人牛島和彦の「偶然を必然に変える」投球術
セラピストの動きの基本
その他

社会評論社

文光堂

共著多数

学会
日本肩関節学会・アジア肩関節学会
日本理学療法士協会
日本健康心理学会

会員

会員
会員

その 他
群馬パース大学客員教授
NPO 法人 スポーツ・健康 医科学アカデミー理事
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セミナー ①

理学療法士としての質とは？
山口
有限会社

セラ・ラボ

光國

代表取締役

理学療法士として責務を果たすために最も大切なことは、理学療法士としてのモラル (moral) とモラール
(morale) ではないでしょうか？
モラルは、もちろん「倫理」「道徳」。我々の業務を果たす上で決められたルールに準じた行動をすること。
これはどのような理学療法士でも守らなければならない最重要事項であることは言うまでもありません。
そして、モラール。モラールとは、目標を達成しようとする意欲や態度。理学療法士としての目標に向け努
力する態度と言うことになります。さて、それでは、理学療法士の役割、目標とは何でしょうか？
この目標が、個々に違っていたら集団としての目標ではなくなり、てんでんばらばらな行動となってしまい
ます。中枢であろうが、運動器であろうが、小児であろうが老人であろうが、そして、終末期医療であろうが
予防医学であろうが、核となる目標は共通でなければなりません。
個々に違いがあってしまうと、理学療法士としての質を論ずることはできません。
さて、皆さんは、どのようにお考えでしょうか？
今回は、理学療法士の質を考える上で、どうしても共通する目標を掲げる必要があり、歴史等を振り返り、
そしてたどり着いた、私自身の考える集団としての目標を基本としてお話しいたしたいと考えます。
私自身の集団としての理念、目標は、理学療法士法に基づく観点ではなく、元来のセラピストとしての目標
を共通の理念、目標として考えています。元来セラピーの語源は、
「癒し」と言う言葉であり、意味としては「苦
しみの是正」と言うことになります。
よって、医療の場に身を置く我々にとっての集団としての目標は、「治癒」であり、治して苦しみの是正を図
る場合と、治めて苦しみの是正を図る、この両者が元来のセラピストの集団目標であると考えています。
これを基準にして、セラピストの質を考えると非常に簡単であり、この目標に向かって努力している人が質
の良いセラピストであり、努力していない、あるいは違う目標のための努力となっている場合、質の良くない
セラピストとなる訳です。
目の前の方の本当の苦しみは何かを追求し、自分自身にできる役割を探す。ただ、これだけのことではない
でしょうか？
しかし、これが結構大変なことでもありそうです。例えば、非外傷性の運動器疾患を考えてみましょう。非
外傷性の運動器疾患において、関節の保護を考えると、動かさないが最も安全。当たり前のことですが、関節
が動くと言うことは、それがすでに関節に対して負荷となっている訳です。動かしてきたから壊れたわけで、
壊れてきた機序も考えず、関節の動く範囲を広げる、筋力を増強させるは、単に壊れた関節へ負担を強要する
ことになりかねません。動作に不備を生じているのは問題ですが、根本的な問題はそこではないかもしれません。
動かす、止めるはとてつもない関節への負担を強いることになり、関節を保護する機能が獲得できていなければ、
むやみに可動域、筋力をつけると、取り返しのつかないことになりかねません。むしろ、十分に関節を保護す
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る機能を獲得できていないから、動く範囲を狭め、力を出さないようにしている場合も臨床では多いようです。
「動くか動かないか」、「筋力があるかないか」だけで、短絡的に可動域拡大、筋力強化は、本当の苦しみを追
求し、自分自身ができる役割を果たそうとしているとは言えないかもしれません。
これは、ごくごく一部。
目の前に表れている事実をどのように受け取り、どのように考えるか？
セラピストの質で最も大切なことは、集団の目標を踏まえ「考えること」。最も危険なことは、思考を停止さ
せ、
「ただ従うこと」。
今回は、このあたりを実際の臨床と照らし合わせ皆さんと考えて行きたいと思います。
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セミナー ②

基本動作のバイオメカニクス

山本

澄子

国際医療福祉大学大学院

平成 29 年 11 月 18 日（土）13：30 ～ 14：30

大ホール
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セミナー②
やまもと

す み こ

山本 澄子
国際医療福祉大学大学院

学歴
１９７４年

慶応義塾大学工学部電気工学科卒業

１９７６年

慶応義塾大学大学院工学研究科修士課程修了

１９８５年

工学博士号取得（慶応義塾大学）

職歴
１９７６年

東京都補装具研究所研究員

１９９７年

東京都福祉機器総合センター主任技術員

１９９８年

東北大学大学院医学系研究科運動機能再建学分野助手

１９９９年

同分野講師

２０００年

同分野助教授

２００１年

国際医療福祉大学大学院教授

現在にいたる。

所 属 学 会、役 員等
国際義肢装具連盟（ISPO）日本支部副会長
バイオメカニズム学会会長（2014 年 ~2016 年）現監事
日本義肢装具学会評議員、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会会員、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会会員、
第 27 回日本義肢装具学会学術大会大会長（2011 年 10 月）

受賞
・

バイオメカニズム学会論文賞、片麻痺者の歩行の連続計測―装具の矯正モーメントに着目してー、
1993

・

日本義肢装具学会飯田賞奨励賞、下肢装具の生体工学的研究に対する貢献、1996

・ 日本義肢装具学会第一回土屋和夫論文賞、片麻痺者のための背屈補助つき短下肢装具（DADS AFO）
の開発、1998
・

文部科学大臣表彰

科学技術賞開発部門、下肢装具の開発、2011

・

日本義肢装具学会飯田賞本賞、永年にわたる下肢装具の研究・開発および下肢装具の発展に対する
貢献、2012
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セミナー ②
基本動作のバイオメカニクス

山本

澄子

国際医療福祉大学大学院
理学療法士にとってバイオメカニクスは必要不可欠な知識である。バイオメカニクスの観点から人がどのよ
うに動作を遂行しているかを知ることで、動作が難しい方の問題点や治療の方針を考えることができる。その
ためにはまず、基本動作中の重心の動き、身体各部の動き、床反力、筋の働きを知り、それぞれの関係を理解
することが重要である。今回はいすからの立ち上がりと歩行について、3 次元動作分析装置で計測した動画を
使用して身体の動きと床反力や筋活動の関係を説明する。
いすからの立ち上がりは座位の低い位置から立位の高い位置まで重心を持ち上げていく動作であるが、同時
に座位の広い基底面から立位の狭い基底面に重心を移動させる動作でもある。立ち上がりがうまくできない方
の多くは、殿部がいすから離れるまでの期間に問題があることが多い。通常の立ち上がりの際にはこの期間に
何を行っているかを知ることで、うまく立てない方への教示や誘導の手掛かりを得られると考える。ここでは
特に骨盤を含めた上体の動かし方と座面反力、足部の反力に着目して立ち上がり動作について解説する。
通常の歩行については過去から非常に多くの研究がなされているが、世界的にもっとも多く引用されている
のがペリーの提唱したロッカー機能の理論である。この理論では、通常歩行の立脚期中には３つのロッカー機
能があり、立脚初期の踵、中期の足関節、後期の前足部を中心とした回転によって重心を前方に進める、とい
う考え方である。さらにこのとき、骨盤から上の上体が直立を保つことが効率のよい歩行のために必要とされ
ている。回転中心は足部の中で徐々に前方に移動していくが身体全体の動きは足部を中心とした回転であるた
め、立脚期の重心は前半で上昇し後半で下降する円弧の動きを示す。関節モーメントや筋電図の計測結果から、
歩行時の筋活動が大きいのは立脚後期であり足関節底屈筋と股関節屈曲筋が歩行 1 周期でもっとも大きな求心
性収縮をすることが明らかになっている。さらに多くの先行研究で、歩行速度とこれらの筋活動には密接な関
係があることが示されており、特に底屈筋の筋力強化が歩行速度の増加に重要であるといわれることが多い。
歩行速度増加のために底屈筋の筋力が必要なことは事実であるが、単に筋力強化するのではなく立脚後期に底
屈筋の筋力が発揮しやすい姿勢を作ることも考慮する必要がある。そのためには立脚初期の踵ロッカー、中期
の足関節ロッカーを改善して立脚期前半で重心を持ち上げることも１つの方法である。過去に筆者らは多くの
片麻痺者を対象とした歩行計測結果に基づいて踵ロッカーを補助する油圧ダンパーを使用した短下肢装具の開
発を行った。この装具を使用した歩行では、踵ロッカーの改善が足関節ロッカーの改善や底屈筋の関節モーメ
ントの増加につながることが明らかになっている。今回は 3 次元動作計測で得られた動画を使用して、通常歩
行ならびに装具を使用した片麻痺者の歩行の変化を提示し、3 つのロッカー機能の関係について示していく。
いうまでもなく人の動きは連続しているため、立ち上がり時の離殿の問題はそこに至るまでの身体の動きの
結果であり、歩行中の立脚後期のつま先離れの問題はその前の立脚初期と中期の動きが影響している。これら
について実際のデータを示しながら解説していく。
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セミナー ③

EBPT の臨床活用

木村
国立大学法人

貞治
信州大学

平成 29 年 11 月 18 日（土）13：30 ～ 14：30

小ホール
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セミナー③
き む ら

て い じ

木村 貞治
信州大学医学部保健学科理学療法学専攻

略

職

資

歴

1981 年
1989 年
1997 年

3月
3月
2月

2000 年

3月

歴

1981 年 4 月
1993 年 6 月
2000 年 4 月
2002 年 4 月
2002 年 10 月
2003 年 4 月～
2014 年 4 月～

格

1981 年
1995 年
2014 年

教授

川崎リハビリテーション学院理学療法学科卒業
工学院大学工学部第Ⅱ部電気工学科情報工学コース卒業 学士（工学）取得
（韓国）順天郷大学校工科大学大学院修士課程電気工学科
制御工学専攻修了 修士（工学）取得
信州大学大学院工学系研究科博士後期課程システム開発工学専攻修了
博士（工学）取得
東京厚生年金病院リハビリテーション室勤務（理学療法士）
信州大学医療技術短期大学部理学療法学科
講師
同
助教授
同
教授
信州大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授
信州大学医学部保健学科長補佐
信州大学医学部副学部長

理学療法士免許
（財）日本体育協会公認アスレティックトレーナー
公益財団法人日本水泳連盟 有功章 受賞

社会活動

＜過去＞
・1991 年～ 2011 年 （財）日本オリンピック委員会強化スタッフ（水泳）
・2000 年～ 2010 年 （財）日本水泳連盟医科学委員会医事部連携組織水泳トレーナー会議代表
・2007 年～ 2011 年 （財）日本水泳連盟医科学委員会医事部委員
・2003 年～ 2009 年 （社）日本理学療法士協会専門領域研究部理学療法基礎系研究部会部会長
・2006 年～ 2008 年 （社）日本理学療法士協会 EBPT プロジェクト特別委員会委員長
＜現在＞
・2001 年～
雑誌『理学療法』編集委員
・2002 年～ （財）日本体育協会公認アスレティックトレーナー連絡会議運営委員
・2006 年～ （財）日本体育協会公認アスレティックトレーナー北信越ブロックディレクター
・2007 年～
日本物理療法学会評議委員幹事
・2009 年～
松本市「健康寿命延伸都市・松本の創造協議会」委員
・2011 年～ （財）日本水泳連盟医科学委員会医事部連携組織水泳トレーナー会議顧問
・2012 年～
日本アスレティックトレーニング学会理事
・2017 年～
一般財団法人 松本ヘルス・ラボ理事

著

書

・木村貞治・編集：物理療法臨床判断ガイドブック．文光堂，2007
・木村貞治，
沖田 実，Goh Ah Cheng・編集：物理療法学テキスト．理学療法学テキストシリーズ．南江堂，
2008
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セミナー ③

EBPT の臨床活用
木村

貞治

信州大学医学部保健学科
対象者の心理状態に応じたコミュニケーションの取り方，臨床状況に応じた評価法の進め方，痛みに対す
る物理療法や徒手療法の内容，レジスタンストレーニングの負荷強度や回数，随意性を改善するための自動運
動の進め方，歩行練習における教示の内容等々，理学療法の臨床実践においては，様々な臨床判断（clinical
decision making）に基づいて，理学療法士の行動が選択されます。したがって，この臨床判断の妥当性が，対
象者に提供する理学療法の内容を大きく左右することになります。
従来，このような臨床判断の要素としては，卒前教育や教科書の内容，先輩からの助言，施設の方針，研修
会で学んだ内容，自身の経験則などが多くの割合を占めてきたものと思われます。これらの要素は，それぞれ
重要な臨床判断の要素と思われますが，もし，これらの要素における妥当性が低かったり，何らかの偏りであ
るバイアスが含まれていたりすると，実践される理学療法の質を低下させるだけでなく，対象者にマイナスの
影響を与える可能性も生じてしまいます。
そこで，対象者に関する臨床的疑問点に対する臨床判断を行う際に，理学療法士の知識，技術，技能，中立
的な経験則などの臨床能力や，施設の設備・環境とともに，質の高い臨床研究による実証結果であるエビデン
ス “ も ” 参照することによって基本的な方針を整理し，それを対象者に丁寧に説明することによって，対象者の
意向や価値観との折り合いをつけながら，できるだけ安全で効果的な臨床実践を提供するための行動指針であ
る「根拠に基づく理学療法（Evidence-based Physical Therapy, EBPT）」の概念と手法を，臨床現場において丁
寧に実践していくことが重要な課題となります。
EBPT の実践方法は，次のような 5 つのステップからなります。
ステップ１：臨床的疑問点の定式化
ステップ２：臨床的疑問点に関する情報の収集
ステップ３：得られた情報の批判的吟味
ステップ４：得られた情報の対象者への適用の検討
ステップ５：自身の EBPT プロセスの評価
EBPT の真骨頂は，ステップ１～３の手続きで効率よく絞り込んだ情報の内容を，ステップ４として，実際に
目の前におられる対象者に適用するかどうかを，対象者の臨床的特性と情報における臨床像との類似性や，自
身の臨床能力，施設の設備や環境，そして，対象者の意向や価値観との折り合いの中で，丁寧に吟味すること
によって，できるだけ安全で効果的な理学療法を提供することにあります。
このような EBPT の概念や手法に関する啓発活動は，我が国の理学療法の領域において，15 年以上前から行
われてまいりました。しかし，我が国の理学療法の臨床現場においては，まだ，EBPT の行動様式が浸透してい
るとは，言い難い状況にあるのではないかと感じております。
そこで，まさに，本学術大会のテーマとして掲げられている “ 理学療法士の質 ” として，今，社会から問わ
れている大切な能力の 1 つが，“EBPT の実践能力 ” であると考えます。そして，そのような社会からの要請に
応えていくためには，これまで経験的に実施してきた自身の臨床判断の要素に，もう一つ，質の高い臨床研究
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の検証結果であるエビデンス “ も ” 付け加えた，より妥当性のある臨床判断を行うことによって，より安全で効
果的な理学療法を，お一人おひとりの対象者に提供するという “ 理学療法士としてのプロフェッショナリズム ”
を高めていくことが重要な課題になると思います。
また，そのような “ エビデンスを使う ” という取り組みにおいて，参照できるエビデンスが不十分な場合
には，我が国の制度・文化・風土の下で実践された理学療法の内容とその結果に基づいて “ エビデンスを作る ”，
すなわち，質の高い臨床研究の結果を論文として社会に発信するという取り組みを地道に展開していくことが，
社会から理学療法に求められている重要な課題であると思われます。
セミナー③では，EBPT の概念と，それを多忙な臨床現場で効率よく実践していくための具体的な進め方に
ついてお話をさせていただきたいと思います。
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セミナー ④

卒前教育を問う
―今求められる理学療法教育とは―

高橋

俊章

山形県立保健医療大学

平成 29 年 11 月 18 日（土）15：50 ～ 16：50

小ホール
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セミナー ④
たかはし

としあき

高橋 俊章
山形県立保健医療大学

学歴
昭和 59 年

東京都立府中リハビリテーション専門学校理学療法学科卒業

平成 10 年

中央大学法学部卒業

平成 18 年

山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻理学療法学分野修了

平成 21 年

山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻医療政策学講座 ( 博士後期課程 ) 修了

職歴
昭和 59 年

山形県立総合療育訓練センター

平成 14 年

山形県福祉相談センター

平成 19 年

山形県立保健医療大学

社会活動
平成 23 年

一般社団法人山形県理学療法士会会長
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セミナー ④

卒前教育を問う
―今求められる理学療法教育とは―
高橋

俊章

山形県立保健医療大学
社会科学的な常識として、
「量的拡大は質的転換をもたらす」と言われている。確かに、理学療法士数の急激な増大
とともに、理学療法士の質を問う声が多く聞かれる。理学療法士業界においても、量の増大に伴う質の変化にどう対応
するかが大きな課題となっている。
近年、学生が習得しなければならない知識・技術は漸増的に増加し続けていることに加えて、国家試験は以前より難
しくなっている。学生たちはこれを乗り越え資格を取得し、理学療法士としての最低限の知識は身についている。
では、質の低下とは何を意味しているのだろうか。理学療法教育に対する社会の要請を考えるに、就職直後から理学
療法を行い診療報酬を得ていることから、基本的な理学療法を実施できることを最低限担保しながら、臨床経験の過程
で高度な課題解決能力を持ち効果的・効率的理学療法を行う、すなわち臨床力を自律的に高められる能力や医療専門職
としての意識や個々人が持つモラルの低さを指し、質の低下と言われているのではないだろうか。
理学療法士の質が変化したことには、量の増大以外の要因も考えられる。まず指定規則の変遷からみるに、一般基礎、
専門基礎及び専門科目の内容や時間数をみれば知識レベルは向上していると考えられる。一方で臨床実習時間が 1966
年当初から半減したことにより、臨床能力レベルが低下していることは考えられるところである。また、昨今の医療制
度改革による病院の機能分化に伴い在院日数の短縮化が常識となり、より効率的かつ効果的な介入が求められている。
また、地域包括ケアシステムの推進とともに、リハビリテーション医療の領域が医療施設から地域、在宅へとますます
急速に広がっている。そこでは、多職種との連携も必要でありかつ困難症例への対応が必須となっている。しかしまだ
そこには十分な卒前卒後の教育体制が未整備であり、養成施設ではその必要性を感じながらもその教育内容は医療モデ
ルに偏重している傾向が見られる。
そのような状況の中で、理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会において、理学療法士学校
養成施設の現状と課題が明らかにされながら、カリキュラムの追加、臨床実習の在り方、専任教員の要件等の指定規則
の改定の議論が行われている。
ここで考えておかなければならないことは、理学療法士は臨床を通じて生涯学び続ける職業であることである。卒前
教育では、理学療法学生が知識・技術の向上の必要性に対する認識の上に立って、自身に必要な自律性を理解し、理学
療法士として必要な知識や技術を自律して学ぶ能力と習慣を身につけることが重要であると考える。
理学療法教育の質の保証は、医療の高度化や多様化そして社会環境の変化に関連して、理学療法の発展や職域の拡大
している状況下での課題である。その点で、養成校へ入学者、養成校内教育及び臨床への架け橋となる臨床実習等の変
化を整理し、社会が求める理学療法教育の質の担保について、今こそ理学療法士全体の問題として教育のあり方を考え
ていく必要がある。
卒前教育については、いろいろな考え方があると思う。本セミナーでは皆様からご意見をいただきながら、今求めら
れている理学療法教育を考えていきたい。
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セミナー ⑤

歩行と姿勢制御：神経システム構成と
機能発現メカニズム

松山

清治

札幌医科大学保健医療学部
作業療法学科 作業療法学第二講座

平成 29 年 11 月 19 日（日）9：30 ～ 10：30

大ホール
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セミナー ⑤
まつやま

き よ じ

松山 清治

北 海 道 公 立 大 学 法 人 札 幌 医 科大 学
保健医療学部 作業療法学科 作業療法学第二講座

略歴
1984 年

旭川医科大学医学部医学科

卒業

1984 年

医師免許取得

1988 年

旭川医科大学大学院医学研究科

1988 年

医学博士取得

1988 年

山形大学医学部生理学第一講座

1991 年

旭川医科大学医学部生理学第二講座

1993 年

岡崎国立共同研究機構生理学研究所生体システム研究部門 助教授

1993 年

カナダ

1994 年

総合研究大学院大学生命科学研究科

助教授［併任］

2000 年

札幌医科大学医学部生理学第二講座

助教授

2003 年

スウェーデン イェーテボリ大学生理学薬理学講座 招請研究員（～ 2003 年 3 月）

2007 年

札幌医科大学医学部生理学第二講座

2008 年

札幌医科大学保健医療学部作業療法学科

2008 年

札幌医科大学附属病院神経精神科

2011 年

札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 学科長 （～ 2015 年 3 月）

2014 年

精神保健指定医（厚生労働省指定）

2015 年

生理学エデュケーター（日本生理学会認定）

修了
助手
助手

モントリオール大学医学部生理学講座 客員研究員 （～ 1994 年 3 月）

准教授
教授

兼務教授

現在に至る

活動
1989 年

日本生理学会

評議員（～現在）

2001 年

日本エム・イー学会（現 生体医工学会） 北海道支部幹事（～ 2010 年 3 月）

2003 年

第 81 回日本生理学会大会

2004 年

日本生理学会研究倫理委員会

2005 年

第 85 回北海道医学大会生理系分科会

2008 年

日本生理学会

2008 年

柔道整復師国家試験

2010 年

日本生理学会北海道地方会

庶務幹事（～ 2012 年 3 月）

2012 年

第 8 回日本統合失調症学会

実行委員（～ 2013 年 5 月）

2012 年

北海道精神保健福祉審議会部会

2012 年

公立大学協会看護・保健医療部会

2015 年

第 93 回日本生理学会大会

大会事務局長（～ 2004 年 9 月）
委員（～現在）
幹事（～ 2005 年 10 月）

常任幹事（～ 2012 年 3 月）
委員（～ 2016 年 3 月）

委員（～ 2013 年 1 月）
副部会長（～ 2014 年 9 月）

監事（～ 2016 年 3 月）
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セミナー ⑤

歩行と姿勢制御：神経システム構成と機能発現メカニズム
松山

清治

札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 作業療法学第二講座

歩行運動は四肢の屈伸運動、左右及び前後肢間の交互運動など種々の運動要素が組み合わさった周期性・自動性を特
徴とする全身性協同運動であるが、歩行の開始や停止、方向転換、障害物回避などの際には随意運動としての性質も示
す。一方、姿勢は頭部、体幹、四肢など身体各部位の相対的位置を指し、姿勢調節とは空間内で身体位置を調節するた
めに姿勢を定位かつ安定させることであり、これは身体の静的状態だけでなく、運動中など動的状態においても行われる。
Bernstein（1967）は歩行運動の特徴の一つに “ 並外れた安定性 unusual stability” を挙げたが、通常我々は歩行の最中
に余程の外乱が加わらない限り転倒することはなく、またヒトは二足歩行を完全獲得した後、生涯長きにわたり安定歩
行を続けることができる。このような安定した歩行運動が行われるには、安定した姿勢の維持も必要であり、このため
には歩行制御と姿勢調節が協調して行われる必要がある。
歩行制御や姿勢調節に関わる神経機構の中で、歩行パターンの発現や反射的な姿勢調節に関わる神経機構は、共通し
て脳幹・脊髄系の下位神経機構に存在する。一方、個体を取り巻く環境に合わせて歩行や姿勢を逐次調節する神経機構は、
大脳皮質・基底核・小脳など上位神経機構に存在する。下位神経機構に障害を受けた脊損患者が歩行や姿勢維持が困難
であることや、上位神経機構が障害された脳卒中患者が歩行中に転倒リスクが増すことは臨床上よく観察されることで
あり、安定した歩行や姿勢調節が行われるためには上位および下位神経機構の協調的働きが必須となる。
下位神経機構について見ると、脊髄には中枢歩行パターン生成機構（CPG）が複数配置されており、また脳幹からは
歩行制御や姿勢調節に直接関わる下行性投射系である網様体脊髄路と外側前庭脊髄路が始まる。網様体脊髄路は歩行及
び姿勢筋緊張の制御に関わり、網様体脊髄路を介して複数の CPG の活動が統合を受け、さらに四肢・体幹の筋緊張が合
目的的調節を受けることで全身性協同運動としての歩行運動が発現する。CPG の構成要素の一つである脊髄交連ニュー
ロンは、網様体脊髄路から興奮入力を受け、歩行周期に一致してリズム性発射を示す。一方、外側前庭脊髄路は前庭感
覚や小脳と密接な関係を持っており、歩行運動に伴って発生する前庭感覚入力の影響を受けて活動が逐次変化し、四肢
筋緊張を反射性に調節することで歩行運動中の姿勢の安定維持に働く。
網様体脊髄路が始まる脳幹網様体は、種々の感覚フィードバック信号に加えて、各種歩行中枢（歩行誘発野）や上位
神経機構などから様々な神経入力を受ける。中でも下等脊椎動物からヒトまで共通して存在する中脳歩行誘発野（MLR）
は、その出力線維を脳幹網様体に投射している。この MLR の神経出力が網様体脊髄路と CPG から成る歩行の基盤神経
機構を効率よく駆動することで歩行運動が発現する。上位神経機構である大脳皮質運動野（一次運動野・運動前野）は、
皮質網様体投射を介して脳幹網様体の広範囲に神経出力を送る。皮質網様体投射は上位神経機構からの歩行司令信号に
加えて予測的姿勢調節に関わる姿勢制御信号も脳幹網様体に伝達すると考えられている。したがって、歩行運動中に随
意的に行われる方向転換や障害物回避などの際に、発生する姿勢の動揺が予測的調節されて最小限に抑えられることで、
安定した姿勢を保持しながら歩行運動することが可能になるものと推測される。
歩行制御と姿勢調節に関わる神経システムについて上述したが、本セミナーでは、動物実験による基礎研究から得ら
れた成績をもとに、これら神経システムの構成と機能発現メカニズムについて解説する。
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セミナー ⑥

内部障害領域のフィジカルアセスメントとリスク管理

高橋

哲也

東京工科大学医療保健学部理学療法学科

平成 29 年 11 月 19 日（日）9：30 ～ 10：30

小ホール
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セミナー ⑥
たかはし

て つ や

高橋 哲也

東 京 工 科 大 学 医 療 保 健 学 部 理 学 療 法学 科

学歴
平成元年

3月

国立仙台病院附属リハビリテーション学院理学療法学科卒業

平成 9 年

4 月～平成 13 年 3 月 （オーストラリア）カーティン大学大学院理学療法研究科（修士）

平成 13 年

4 月～平成 16 年 3 月

広島大学大学院医学系研究科保健学専攻（博士）

職歴
平成元年

4 月～平成 7 年 6 月

聖マリアンナ医科大学病院

理学療法士

平成 8 年

4 月～平成 9 年 3 月

石岡循環器脳神経外科病院

理学療法士

平成 10 年 9 月～平成 19 年 3 月

群馬県立心臓血管センター

リハビリテーション課長

平成 19 年 4 月～平成 23 年 3 月

兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科

教授

平成 23 年 4 月～現在

東京工科大学医療保健学部理学療法学科

教授

平成 27 年 4 月～現在

東京工科大学医療保健学部理学療法学科

学科長

平成 27 年 4 月～現在

昭和大学医学部リハビリテーション医学講座

客員教授

主な 役 職 等：
平成 18 年 7 月～日本心臓リハビリテーション学会、理事（副理事長

平成 22 年 7 月～現在に至る）

平成 26 年 5 月～

日本集中治療医学会

早期リハビリテーション検討委員会

平成 27 年 6 月～

日本理学療法士協会

理事

委員長 （現在に至る）

国際対策本部長 （現在に至る）

その他の役職等：
平成 21 年 7 月～

日本循環器学会

チーム医療委員会

平成 24 年 1 月～

日本腎臓リハビリテーション学会

平成 24 年 5 月～

日本心不全学会チーム医療推進委員会

平成 25 年 12 月～

日本心血管理学療法学会

平成 28 年 11 月～

日本心臓病学会

委員

( 現在に至る )

代議員（現在に至る）
委員（現在に至る）

運営幹事 （現在に至る）

チーム医療委員会

委員 （現在に至る）

受賞
2001 年

第 35 回日本理学療法学術大会

学術奨励賞

2004 年

日本心臓リハビリテーション学会

Young Investigator Award (YIA)

2013 年

日本心臓リハビリテーション学会

第 10 回木村登賞

2013 年

第 61 回日本心臓病学会

2015 年

第２１回日本心臓リハビリテーション学会 JACR International Session Award

2016 年

第２２回日本心臓リハビリテーション学会 JACR International Session Award

2017 年

第２３回日本心臓リハビリテーション学会 JACR International Session Award

Medical Staff Award
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セミナー ⑥

内部障害領域のフィジカルアセスメントとリスク管理

高橋

哲也

東京工科大学医療保健学部理学療法学科

平成 18 年度診療報酬改定により、
「疾患別リハビリテーション」が導入された。この当時、これほどまでに、
重複障害を有する高齢患者が増えるとは予想できなかったのかもしれない。「疾患別リハビリテーション料」に
よる診療報酬上の評価は良い面もあると思うが、診療報酬体系の中から理学療法料を消滅させ、ひとを診る理
学療法から、疾患を診る理学療法にある意味後退させてしまったのかもしれない。
人の体を動かす仕事であるからこそ、人の体に運動面や精神面のストレスをかける仕事であるからこそ、生
体システムの根本である、呼吸、循環、代謝系は基本中の基本でもある。骨関節系や神経系にめっぽう強い一
般の理学療法士は、呼吸循環といった瞬間に、特別な苦手意識を感じるかもしれない。しかし、呼吸循環は生
命活動の基礎、根源（fundamental）であり、運動療法を主たる治療手段とする理学療法士にとっては、最も基
礎となる知識や分野である。呼吸循環系診ずして人に負荷をかける運動療法の専門家とはいえない。呼吸循環
系の知識は理学療法の基礎なので、全員が呼吸循環のエキスパートである必要はない。むしろ当たり前になっ
てほしいと願う。
【内部障害領域からみるリスク管理とコアコンピテンシー】
「リスク管理」と聞くと、「リハビリテーション医療における安全管理推進のためのガイドライン」に掲載さ
れているリハビリテーションの中止基準や、土肥・アンダーソンの基準を思い浮かべるひとも少なくないと思う。
それ自体は間違いではないし、重要なことである。しかし、その中の基準値を覚えることだけでは、
「リスク管理」
は難しい。
現在、日本理学療法士学会では理学療法士が地域包括ケアに参画するにあたり、対象者に対してある程度
のリスク管理しながら安全な参加・活動へつなげるために理学療法士に必要な「コアコンピテンシー」が議論
されている。コア・コンピタンス (Core competence) とは、ある企業の活動分野において「競合他社を圧倒的
に上まわるレベルの能力」、「競合他社に真似できない核となる能力」、そして、コア・コンピテンシー (Core
competencies) とは、「核となる能力水準」、「必須の実践能力」、「仕事上の役割や機能をうまくこなすために、
個人に必要とされる、測定可能な知識、技術、能力、行動、およびその他の特性のパターン」と解釈されている。
理学療法士に必要なコアコンピテンシーの一つとしてフィジカルアセスメントが挙げられ、その項目は、問診（安
静時や労作時息切れの有無、胸部症状、動悸）、脈拍・血圧・BMI 測定、酸素飽和度、呼吸数、浮腫の確認、四
肢の冷感などが挙げられているが、これらをルーチンに測定することが理学療法士に必要なコアコンピテンシー
ではないと思う。
私自身は理学療法士に必要なコアコンピテンシーとは、１）病歴聴取、基礎疾患の把握をする、２）基礎疾
患に応じたリスク管理指標が抽出できる、３）基準を参考に重みづけができる、４）変化に敏感になり、変化
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に気付くことできる、５）臨床的意思決定ができる、ことだと考えている。すなわち、検査測定だけでなく、
気づかなければいけない指標を熟知し（Risk Perception）、評価・判断でき（Risk Assessment）、実践する能力
である。これこそが理学療法士のリスク管理である。
本セミナーにおいても基本的なフィジカルアセスメントを含めた患者の理解とリスク管理について強調し、
少しでも明日からの臨床に役立つ内容としたい。
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テーマ「地域で活きる「ひと」づくり」

シンポジスト

岡持 利亘

関 裕也

斉藤 秀之

霞ヶ関南病院

訪問リハビリステーションあすみ

筑波記念会

介護予防推進の立場から

生活期リハの立場から

災害支援リハの立場から

埼玉県では、地域包括ケアシステムの
構築に向けた、地域リハビリテーショ
ン支援体制の整備を平成 26 年度より
開始した。県内の保健医療圏域にあわ
せ、関係機関や医療機関等の協力のも
と、地域包括支援センターや市町村等
が行う様々な事業に、リハビリテーシ
ョン専門職（以下、リハ職）が協力し
ている。今回、本学会シンポジウムに
おいて、介護予防推進の立場から「人
づくり」に関する発言機会をいただい
たので、以下、報告する ...

平成 27 年度介護報酬改定では，通所
および訪問リハビリテーション ( 以下，
リハ ) にリハマネジメント加算が新設
され，活動と参加に焦点を当て PDCA
サイクルに基づいた定期的な評価とリ
ハ計画の見直しが求められるようにな
った。この PDCA サイクルによるリ
ハマネジメントは，理学療法の業務に
おいて従来から行われているものであ
り，真新しいことではないように感じ
る ...

本大会のテーマは「社会の変革期に理
学療法士の質を問う」であり、社会が
求めている理学療法士の質を今日的な
大きな視点で検討するテーマである。
シンポジウムでは「地域で活きる “ ひ
と ” づくり」をテーマに、生活期リハ、
介護予防推進、災害支援リハ、の立場
から討論する企画であり、筆者は災害
支援リハの立場から発言する ...

11 月 18 日（土） 15：50 ～ 17：20

大ホール
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シンポジウム
お か じ

としのぶ

岡持 利亘
医 療 法 人 真 正 会 霞ヶ関 南 病 院
地 域リハビリテーション推 進 部 統 括部 長

略暦
岡持利亘（おかじとしのぶ）昭和 41 年（1966）2 月 6 日生（51）
理学療法士
公益社団法人

埼玉県理学療法士会

一般社団法人

埼玉県リハビリテーション専門職協会

埼玉県

副会長

地域包括ケアシステムモデル事業

会長

介護予防・自立促進

埼玉県地域リハビリテーション・ケアサポートセンター

アドバイザー

川越比企圏域担当

職歴
昭和 63 年 3 月

埼玉リハビリテーション専門学校

卒業

昭和 63 年 4 月

医療法人真正会

入職

平成 13 年 4 月

医療法人真正会

リハビリテーション部

平成 20 年 7 月

医療法人真正会

キャプテン（運営企画推進部長）

平成 29 年 3 月

医療法人真正会

地域リハビリテーション推進部長

平成 29 年 9 月

医療法人真正会

地域リハビリテーション推進部

部長

統括部長

現在に至る

その 他
平成 9 年

4 月〜日本医療科学大学

非常勤講師（地域理学療法学）

平成 23 年 7 月〜
（公社）埼玉県理学療法士会

副会長

平成 25 年 9 月〜埼玉県地域リハビリテーション・ケアサポートセンター担当
平成 26 年 4 月〜地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業

埼玉県アドバイザー

平成 29 年 4 月〜埼玉県地域包括ケアシステムモデル事業
介護予防・自立促進

県アドバイザー

現在に至る
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シンポジウム

地域で活きる「ひと」づくり − 介護予防推進の立場から−
岡持
医療法人真正会

利亘

霞ヶ関南病院

地域リハビリテーション推進部

統括部長

【はじめに】
埼玉県では、地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域リハビリテーション支援体制の整備を平成 26 年
度より開始した。県内の保健医療圏域にあわせ、関係機関や医療機関等の協力のもと、地域包括支援センター
や市町村等が行う様々な事業に、リハビリテーション専門職（以下、リハ職）が協力している。今回、本学会
シンポジウムにおいて、介護予防推進の立場から「人づくり」に関する発言機会をいただいたので、以下、報
告する。

【背景・経緯】
国をあげて取り組まれている地域包括ケアシステムの構築においては、市区町村を主体に、身近な圏域内で
の医療・介護連携や介護予防等を総合事業として進めていく際に、リハ職を活用するというデザインが示され
たものの、中核となる地域包括支援センターに勤務するリハ職は、全体の 0.14％（平成 24 年度老人保健健康
増進等事業：地域包括支援センターにおける業務実態や機能の在り方に関する調査研究事業、三菱総研）であり、
「どこからリハ職を見つけるのか？」という声が聞かれる状況であった。地域包括支援センターの業務、特に地
域支援事業には、リハ職の配置が有効と言われるものの、療法士のほとんどは病院に所属しているため、現実
的には、地域包括支援センターを医療機関等がサポートする形でリハ職がかかわる体制の整備が求められた。
平成 25 年 9 月、埼玉県地域リハ推進協議会が設置され、活動を開始した。協議会は、県の医師会・歯科医師会・
理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会・市町村保健師協議会・介護支援専門員協会・地域包括支援セン
ター・相談支援専門員協会・県（福祉部・保健医療部・総合リハセンター）で構成され、地域リハ支援体制づ
くりとして、①県内の保健医療圏域毎に、リハ資源を有効活用できるよう、医療機関等を中心とした地域のネッ
トワークづくり、②地域包括支援センターや市町村（障害者相談支援センター）の事業への支援、③県内の資
源の情報収集と提供、④平成 25 年度に３圏域でのモデル事業を実施することを確認した。聞き取り調査・情報
交換会・人材派遣などを実施した結果、医療機関等に勤務するリハ職を派遣できる統一されたシステムを県全
域で用意する必要性がわかったため、平成 26 年度に県新規事業として、「地域リハ支援体制整備事業」が予算
化され、地域リハビリテーション・ケア

サポートセンター（以下、サポートセンター）を県内 5 ヶ所指定し（平

成 28 年より 10 ヶ所に増やされた）、各市町村の協力医療機関等と協働で事業を進めることとなった。
【事業の結果と今後・人材育成について】
平成 28 年度は、介護予防ボランティア養成講座 409 件、介護予防教室 1,258 件、地域ケア会議 342 件、そ
の他の会義や研修会講師等 258 件で、合計 2,267 件の派遣に 3,380 名のリハ職が参加した。また、各圏域で市
町村・地域包括支援センター・リハ職に向け、当事業の説明会と交流会、情報交換会等を開催し、多くの関係
者が参加した。サポートセンター以外にリハ職を派遣する協力医療機関として、県が 201 施設を指定した。各
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圏域を担当するサポートセンターの事業実施状況共有や、課題への対策のため、サポートセンター会議を定期
的に開催した。
派遣する人材の育成においては、日本理学療法士協会の推進リーダー制度を元に、埼玉県リハビリテーショ
ン専門職協会と県とで協力し、介護予防および地域ケア会議で役立つ実践者の育成を目指している。年度の前
半及び後半に、介護予防およびケア会議の基本コース・実務者コースを開催し、修了者かつ協力医療機関スタッ
フから順に派遣調整をしている。
平成 29 年度は、さらに多くの市町村からの派遣依頼を受け、地域ケア会議や介護予防事業への協力体制が
進んでいるため、派遣するリハ職の知識や技術の向上による事業品質管理や、市区町村の事業担当行政職と共に、
事業デザインを相談できるようなコーディネーター的技能を持つリハ職の育成も必要となり、人材育成につい
ては「実務者のフォローアップ」に注力している。
今後、人材育成において、以下の推進能力を発揮できるよう、必要な準備を進めている。
介護予防を推進する能力（私見）
要素１：基本的推進能力
①介護予防の考え方、事業の理解力、②具体的取り組みを進める能力、③プレゼンテーション能力
要素２：応用的推進能力
①進捗状況（段階）に応じた対応能力、②状況の異なる複数の市町村での対応能力、
③実情に合わせた対応（進
化）
、④行政・地域包括職員との協業能力、⑤会議能力
要素３：発展的推進能力
①事業評価能力、②事業提案能力、③関連する事業の連動に関する企画能力、④関連職種の人材育成能力、
⑤合意形成能力
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シンポジウム
せき

ゆ う や

関 裕也

株 式 会 社あすみ

訪 問リハビリステーションあすみ

学歴
平成

８年

３月 国立療養所犀潟（さいがた）病院附属リハビリテーション学院

平成 １６年

３月 放送大学 教養学部

平成 ２５年

３月 弘前大学大学院 保健学研究科 前期博士課程 修了（修士取得）

理学療法学科卒業

修了（学士取得）

職歴
平成

８年

４月信楽園（しんらくえん）病院（新潟市）リハビリテーション科 入職

平成 １１年

７月専門学校 東京医療学院 理学療法学科（専任教員）入職

平成 １８年

４月大里脳神経リハビリテーションクリニック（八戸市）入職

平成 ２５年

９月株式会社あすみ 代表取締役 就任

平成 ２５年 １０月訪問リハビリステーションあすみ 開設（現在に至る）

免許
平成

８年

４月理学療法士免許 取得

その 他
専門理学療法士（神経）、3 学会合同呼吸療法認定士
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シンポジウム

地域で活きる「ひと」づくり
関
株式会社あすみ

裕也

訪問リハビリステーションあすみ

平成 27 年度介護報酬改定では，通所および訪問リハビリテーション ( 以下，リハ ) にリハマネジメント加算
が新設され，活動と参加に焦点を当て PDCA サイクルに基づいた定期的な評価とリハ計画の見直しが求められ
るようになった。この PDCA サイクルによるリハマネジメントは，理学療法の業務において従来から行われて
いるものであり，真新しいことではないように感じる。しかし，年々増加する社会保障費を抑制するために，
費用対効果という新たな視点からリハマネジメントを実施していく必要がある。これは急性期リハから回復期
リハへ，回復期リハから生活期リハへとできるだけ早期に，切れ目なく移行していくことを意味している。さ
らに生活期リハの後は，通所介護，もしくは総合事業等の互助・自助といったサービスに移行していく必要が
ある。このような制度の変革の中で，生活期リハを担う「ひと」づくりについて考えてみたい。
前述の通り生活期リハは，サービスの終着点ではなく，その後のサービスに繋いでいく役割を持つ。よって，
活動と参加の目標達成によって生活期リハを終了し，次のサービスに繋いでいける人材を育成していく必要が
ある。当事業所で行っている管理者による具体的な関わりは以下の通りである。
1. 生活期リハを取り巻く社会保障制度の変革の方向性について説明し理解を得る。
2. 適切な評価により達成可能な活動と参加の目標設定を行えるように，社内研修や個別指導を実施する。
3. 活動と参加の目標設定を具体的かつ明確にし，サービス担当者会議（もしくはリハ会議）で，目標達成に
よるリハ終了に関する共通理解 ( 利用者・家族・ケアマネージャー ) の形成を促す。
4. サービス提供時に自主トレーニングを課すようにさせ，利用者の自律を支援する取り組みを行わせる。
5. リハに家族を巻き込み，障害の理解や自主トレーニングへの協力を促す取り組みをさせる。
6. リハ終了が上手くいったケースや失敗したケースを報告し合い，経験を共有する機会を持つ。
7. 全ての過程において，管理者と話し合える環境を整える。

上記の取り組みの結果，当事業所の平成 28 年 1 月から 12 月までの間の終了者数は 52 名で，うち社会参加
に資する取り組み ( 目標達成もしくは通所サービスに移行 ) を実施できた者の数は 25 名 ( 約 48%) であった。
社会参加支援加算の算定要件の基準が 5％であることから，当事業所の 48％という実績は高い値であることが
わかる。
その反面，目標達成はできてもリハを終了できない利用者が依然として多い事実がある。その理由は，リハ
を受けられなくなると機能が低下するのではないか，との不安である。また，利用者本人が終了を望んでも，
家族が今よりも動けなくなると困るという理由で終了できないケースも多い。この対策として，今後は地域包
括支援センターが主催する地域ケア会議等に積極的に出席し，多職種間の連携を図りながら，地域課題として
の生活期リハ終了後の受け皿の創出を実現させる必要がある。そして，将来的に地域の受け皿となる集いの場
等において，個別もしくは集団に対する直接的なリハサービスの提供，またはボランティア育成等で間接的に
関与し，活動と参加の状況を維持・向上することに貢献できる人材を育成していきたい。
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シンポジウム
さいとう

ひでゆき

斉藤 秀之

医療法人社団 筑波記念会
（公 益 社 団 法 人 茨 城 県 理 学 療 法 士 会）
学歴・職歴
昭和４１年１０月２７日生

出身

石川県金沢市

昭和６３年

３月金沢大学医療技術短期大学（現金沢大学医学部保健学科）卒業

昭和６３年

５月第 23 回理学療法士国家試験 合格 ( 理学療法士免許第 16484 号 )

平成

５年 ４月藤井脳神経外科病院リハビリテーション科主任

平成

６年 ９月学士（社会学，佛教大学）
   

平成

９年 ５月筑波記念病院リハビリテーション科科長

平成１１年

３月修士（医科学，筑波大学）

平成１４年

３月博士（医学，筑波大学）

平成１４年

４月同病院リハビリテーション部科長

平成１６年

２月同病院リハビリテーション部部長

平成２４年

５月筑波記念会事務本部 本部次長（リハビリテーション部部長兼任）

平成２４年 １２月筑波記念病院

リハビリテーション部部長

平成２６年

１月筑波記念病院

リハビリテーション部顧問

平成２６年

３月筑波記念会 リハビリテーション事業

統括

平成２８年

７月筑波記念会 リハビリテーション事業

顧問

平成２９年

６月筑波記念会 顧問

現在に至る

平成１６年

９月( 公社 ) 日本理学療法士協会 専門理学療法士 認定（神経，物理療法，教育 ･ 管理）

平成２３年

４月( 公社 ) 日本理学療法士協会 認定理学療法士 認定（臨床教育，教育管理）

平成２４年

１月( 一社 ) 回復期リハビリテーション病棟協会セラピストマネジャー認定

平成２４年 １０月障害者相談支援従事者研修（初任者研修）修了
平成２６年

２月( 一社 ) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問療法士認定

平成２７年

２月障害者サービス管理責任者研修（就労）修了

平成２７年

３月障害者サービス管理責任者研修（地域生活 ( 身体 )）修了

平成１４年

４月茨城県立医療大学

臨床実習講師

平成１８年

８月新潟医療福祉大学

臨床実習教授

平成２３年

１月筑波大学大学

非常勤講師

平成２５年

１月東京工科大学

臨床教授

平成２５年 １２月筑波大学

客員教授
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主な 社 会 活 動
公益社団法人日本理学療法士協会 副会長・専務理事
公益社団法人茨城県理学療法士会 会長
一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会理事・PTOTST 委員会委員長・ありかた委員会委員
NPO 法人日本医療マネジメント学会 評議員
全国地域リハビリテーション研究会 役員
厚生労働省老健局介護予防活動普及展開事業 カリキュラム委員
一般社団法人公衆衛生協会 地域保健総合推進事業 委員
一般社団法人日本リハビリテーション病院 ･ 施設協会 広報委員会 委員
いばらき高齢者プラン 21 推進委員会 委員
茨城県地域リハビリテーション普及促進議会 委員・リハビリテーション研修体制構築専門部会 部員
茨城県高次脳機能障害者生活支援システム整備協議会
茨城型地域包括ケアシステム検討委員会委員

委員

委員

茨城県障害者施策推進協議会 委員
茨城県障害者差別解消支援協議会 委員
茨城県総合がん対策推進計画 - 第四次計画 - 検討委員会

委員

第 19 回全国障害者スポーツ大会 茨城県選手育成・強化検討委員会 部会委員
一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会

理事・事務局長

NPO 法人日本医療マネジメント学会茨城県支部 幹事
茨城県リハビリテーション病院・施設協会 理事
茨城県総合リハビリテーションケア学会 理事
茨城の回復期リハビリテーション病棟の会 世話人・世話人副代表
茨城フットケア研究会 幹事
つくば市高齢者保健福祉推進会議 委員、つくば市在宅医療介護推進協議会 委員、つくば市障害者自立
支援懇談会 座長・相談支援体制部会長、土浦市地域ケア会議・老人福祉計画及び介護保険事業計
画推進会議・土浦市地域包括支援センター運営協議会・土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協
議会委員、桜川市在宅医療・介護連携推進事業 推進協議会・地域ケア会議 委員

その他

所 属 学 会・研 究 会
日本理学療法士協会、日本老年医学会、日本公衆衛生学会、日本体力医学会、日本集中治療医学会、
日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会、日本医学教育学会、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学会、日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会、日
本褥瘡学会、日本集団災害医学会、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会、日本物理療法学会、全国地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ
ｮﾝ研究会、ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ学会、理学療法科学学会、茨城県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｹｱ学会、他

主な 著 書
上肢の理学療法 ‐ 局所機能と全身運動を結びつけるインタラクティブ・アプローチ、プロフェッショ
ナルを目指す !! ( 三輪書店 )、感覚入力で挑む、筋緊張に挑む、図解 訪問理学療法技術ガイド、理
学療法士育成 OJT ﾃｷｽﾄ ( 文光堂 )、他
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シンポジウム

シンポジウム：地域で活きる「ひと」づくり
‐ 災害支援リハの立場から ‐
斉藤

秀之

医療法人社団 筑波記念会
（公益社団法人茨城県理学療法士会）

本大会のテーマは「社会の変革期に理学療法士の質を問う」であり、社会が求めている理学療法士の質を今
日的な大きな視点で検討するテーマである。シンポジウムでは「地域で活きる “ ひと ” づくり」をテーマに、生
活期リハ、介護予防推進、災害支援リハ、の立場から討論する企画であり、筆者は災害支援リハの立場から発
言する。
さて、我が国における地域医療構想や地域包括ケアシステムの推進をはじめとした施策を考慮すると、ある
べき理学療法士像とは、病院・施設・在宅等におけるハイリスクアプローチに絶対的に対応できる臨床実践を
兼ね備え、国・都道府県・市区町村という行政システムやポピュレーションアプローチにも対応できる理学療
法士像と思われる。そうした「理学療法士づくり」には、医療・介護・福祉の現場感覚に明るく、医師をはじ
めとした他職種や他機関・団体とコミュニケーションが取れ、理学療法の学問的新規性を追求でき、そこで得
られた知見と臨床実践を結び付けられ、個人としても組織人としても社会的活動の経験があり、利害関係者の
動機づけを高められるビジョン・パッションを持ち合わせ、高い使命感を有し、創造的な社会実践を推進できる、
こうした要件を備えた理学療法士により「ひとづくり」を委ねるべきである。
そのためには「自分本位」ではなく、「全体最適」、「国民の生活本位」であるべきであり、言葉だけではなく
行動を起こす勇気と覚悟が求められる。「介護予防＝自立支援」の意味を真に把握し、「中・重度者に対する医
療と介護の連携」と「軽度者・虚弱者に対する介護予防・生活支援」における理学療法を見極め、
「リハビリテーショ
ン」と「理学療法」の整理をすることができ、評論家としてではなく活動家として「社会的価値の創造＝イノベー
ション」を志す理学療法士、「理学療法士の一分」を今日こそ示すべきである。
こうしたプロフェッション理学療法士の有りようは、災害支援の場面においても如実に表れる。我が国の災
害支援リハの現状（図）を鑑み、災害支援で活きる「理学療法士」とは、まさしく「利他的」を実践でき、「ハ
ンドオーバー」と「コミュニティパーソンへ」を目的として、「深追いせず」「既存サービスにつなげ」「平時に
戻す」方針のもと活動できるクールブレインとホットハートが兼ね備えたひとである。そうした人物はどのよ
うな環境においてもどのような役割を与えられても、その任を全うする。
災害支援リハの対場からでこそ、地域で活きる「ひと」づくりの真髄を痛感できることがあることを提言し
て結びとする。
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一 般演題プログラム
《１日目（11 月 18 日 ( 土 )》

口述発表 （盛岡市民文化ホール）
11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

佐藤

真

2-1
2-2

会場：1F: 大ホール

盛岡市立病院

手の支えの有無は継ぎ足歩行の練習効果に影響するか？
津軽保健生活協同組合健生病院

木村

敏行

超音波を用いた鳥口上腕靱帯の硬さと関節可動域の相関性の調査
岩手県立中央病院リハビリテーション技術科

大鷲

泰輝

高等学校学校保健における理学療法士の関わり
仙台青葉学院短期大学

リハビリテーション学科

遠藤

康裕

大腿骨近位部骨折術後急性期患者における基本動作能力と日常生活動作能力の関連性
山形市立病院済生館 リハビリテーション室

加藤

直也

フレイルの有無は 65 歳以上の人工膝関節全置換術患者の身体機能および QOL 予後に関係
するか
一財）総合南東北病院リハビリテーション科

折内

英則

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長

口述発表 1 【基礎・運動器】

村上

康拓

口述発表 2 【教育・人材育成】

会場：1F: 小ホール

岩手リハビリテーション学院

当院におけるキャリアパスの取り組み（第 2 報）
（一財）総合南東北病院

リハビリテーション科

本田

知久

当院におけるキャリアパスの各世代への影響  
（一財）総合南東北病院

リハビリテーション科

本田

知久

岩手県立磐井病院リハビリテーション技術科

関谷

淳一

2-3

感染症を恐れるな

2-4

臨床実習生用情意領域評価表の細項目間の関連
東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

桂

当院クリニカル・クラークシップ指導における指導者のストレス有無に関わる因子
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科

高野

2-5

理江子
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ポスター発表 （盛岡市民文化ホール）
11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長

鈴木

ポスター発表 1 【基礎・1】

博人

会場：4F: ポスター会場

東北文化学園大学

A-1

多連カフを用いた駆血が表在血流及び深部血流に与える影響

A-2

腰痛関連刺激による脳機能計測

A-3

郡山健康科学専門学校

荻原

久佳

東北福祉大学健康科学部

田邊

素子

脊柱後弯を有する高齢者に対する踵補高の効果 - 脊柱アライメントと歩行能力への影響 JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター

佐藤

大道

A-4

圧力分布測定システムを用いた起き上がり動作の定量的解析

渡邉

哲朗

A-5

視覚と Functional reach test

吉田

心之介

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長

中野渡

郡山健康科学専門学校
公益財団法人

ポスター発表 1 【基礎・2】

達哉

総合花巻病院

会場：4F: ポスター会場

山形県立保健医療大学

B-1

目的別の端座位位置の比較 いわてリハビリテーションセンター

沢田

行秀

B-2

運動開始条件が立位での一側上肢挙上に伴う予測的姿勢制御の出現頻度に与える影響
青森県立保健大学大学院

木村

文佳

健常者における加速度計を利用した短下肢装具の歩行特性の検討
一般財団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

小田桐

B-3
B-4
B-5

長下肢装具の長さが歩行時の下肢筋活動に及ぼす影響
自動車運転に必要な空間認識能力の検討

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長

伶

久野

いわてリハビリテーションセンター

佐藤

弘樹

財団医療法人謙昌会総合リハビリ美保野病院

外舘

洸平

ポスター発表 1 【神経・1】

純治

会場：4F: ポスター会場

岩手県立中部病院

C-1

回復期重症脳卒中患者の自宅復帰因子の検討

秋田県立脳血管研究センター

竹内

ひなた

C-2

当院回復期病棟における脳血管障害患者に対する装具カンファレンスの実態調査
盛岡医療生活協同組合 川久保病院

髙橋

由紀恵

C-3

回復期脳卒中患者の肥満度と機能転帰との関係

佐々木

C-4

回復期脳卒中者における歩行能力の層別化に関する妥当性の検証第一報
医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院

本間

一成

回復期脳卒中者における歩行能力の層別化に関する妥当性の検証第二報
医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院

平野

雄三

C-5

秋田県立脳血管研究センター
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11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長
D-1

大原

ポスター発表 1 【神経・2】

隆洋

会場：4F: ポスター会場

北村山公立病院

脳卒中後の歩行自立者と非自立者の足圧分布の違いについて
秋田県立脳血管研究センター

D-2

岩手病院における HAL® 医療用下肢タイプの運用と効果について
独立行政法人国立病院機構

越後谷

和貴

岩手病院

黒沢

健

D-3

タオルギャザーを用いた筋力増強における運動負荷量の検討

栃内第二病院

栗林

明

D-4

体幹装具と頸椎カラーを併用してロボットスーツ HAL による治療を行った脊髄性筋萎縮症
の1例
弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部

前田

和志

中心性脊髄損傷患者に対する機能的電気刺激の使用が歩行時の下肢筋活動に及ぼす影響
医療法人社団 新生会 南東北第二病院

三瓶

あずさ

D-5

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長
E-1
E-2
E-3

長谷川

ポスター発表 1 【運動器・スポーツ・1】 会場：4F: ポスター会場

至

弘前記念病院

前十字靱帯損傷患者と健常人の足部アライメントの比較
いわき市立総合磐城共立病院

リハビリテーション室

佐原

潤

TKA 術後症例に対するロボットスーツ HAL 単関節タイプを用いた訓練の有効性についての
予備的検討
医療法人 友愛会 盛岡友愛病院

米澤

瑞起

THA 術後の股関節内転筋力は足趾の荷重量と相関する
JA 秋田厚生連

秋田厚生医療センター

鎌田

哲彰

E-4

臼蓋形成不全症の骨盤前傾角度の変化における応力解析

秋田大学医学部附属病院

畠山

和利

E-5

大腿骨遠位部骨折による膝関節拘縮に対して理学療法とエコーガイド下での癒着剥離の併用
により改善した１例
秋田大学医学部附属病院

渡邉

基起

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長
F-1

山本

喜文

ポスター発表 1 【運動器・スポーツ・2】 会場：4F: ポスター会場

宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる

当院回復期リハビリテーション病棟に入院した大腿骨近位部骨折患者の転倒状況の傾向
福島医療生協 わたり病院

坂田

真也

F-2

腰椎圧迫骨折を背景とした慢性腰痛に対する介入

竹田綜合病院

寺田

汐里

F-3

スタティック及びダイナミックストレッチが下肢の動的パフォーマンスに与える影響
弘前記念病院

花岡

将来

回復期病棟入院整形外科疾患患者の FIM 利得及び FIM 効率に及ぼす要因の検討
石巻健育会病院

蓬田

浩学

第 16 回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）コンディショニングルーム運営事業
について
岩手県理学療法士会 健康事業担当理事

及川

哲

F-4
F-5
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11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長

長沼

ポスター発表 1 【物理療法】 会場：4F: ポスター会場

誠

山形医療技術専門学校

G-1

キネシオテープの貼付が筋出力に与える変化量の検討

G-2

ハムストリングスの冷却時間の違いが立位体前屈に与える影響
いわてリハビリテーションセンター

江口

舞人

起立運動前の下肢への全身振動刺激が筋疲労に及ぼす影響
医療法人社団

南東北第二病院

近藤

貴大

B-SES（ベルト式電極骨格筋電気刺激法）を使用したマイオカインに関する研究
秋田大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学講座

冨田

浩輝

異なる電気刺激強度の違いが運動パフォーマンスに及ぼす影響
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属

渡邉

靖子

G-3
G-4
G-5

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分

座長
H-1
H-2
H-3

H-4
H-5

佐藤

友則

青森新都市病院

新生会

南東北福島病院

ポスター発表 1 【地域包括ケア】

繋

教公

会場：4F: ポスター会場

東北労災病院治療就労両立支援センター

介護予防事業における健康状態からみた介入効果への影響
公立高畠病院リハビリテーション科

高橋

寿和

介護予防推進支援事業における理学療法士の役割
（一財）総合南東北病院

リハビリテーション科

室井

宏育

通所リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算算定者の日常生活活
動、基本動作、認知機能、歩行バランス機能における検討 第 2 報
青森県立保健大学大学院健康科学研究科

佐藤

雅昭

岩手県シルバーリハビリ体操指導者養成講習会における療法士の役割について
公益財団法人 いわてリハビリテーションセンター

村上

敏昭

小規模地域包括ケア病床開設 1 年の動向と課題

阿部

正大

岩手県立東和病院

11 月 18 日（土）14 時 40 分〜 15 時 40 分 ポスター発表 1 【その他のセッション・1】 会場：4F: ポスター会場

座長

橋本

健一

岩手県立久慈病院

I-1

どうする 2025 年以降の福島県理学療法士

I-2

災害医療の経験と今後

I-3

平成 28 年台風 10 号被害による岩泉町におけるいわて JRAT 活動の実際
いわてリハビリテーションセンター

小野寺

I-4

理学療法士が公的に活動できる災害支援体制

福島県理学療法士会災害対策委員会

蔵品

利江

I-5

マラウイにおける理学療法の現状と CBR における理学療法士の役割についての考察
浜通り訪問リハビリステーション

玉枝

香澄

いわき明星大学

古川

勉寛

岩手県立中央病院

藤井

光輝
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一 般演題プログラム
《２日目（11 月 19 日 ( 日 )》

口述発表 （盛岡市民文化ホール）
11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
3-1
3-2

3-3
3-4
3-5

伊藤

雄平

4-1
4-2

会場：1F: 大ホール

秋田厚生医療センター

人工透析中の DVD トレーニング長期介入による身体的効果の検討
常磐病院リハビリテーション課

高松

克守

ICU への専従理学療法士配置は患者のアウトカムを改善する
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
総合リハビリテーションセンター 理学療法科

石附

春樹

閉塞性動脈硬化症患者の歩行障害に影響を及ぼす要因の検討
医療法人友愛会

盛岡友愛病院

小笠原

祐未

高齢心不全患者に対する Geriatric Nutritional Risk Index(GNRI) の有用性の検討
社会医療法人明和会中通総合病院 リハビリテーション部

長谷川

壮

先天性心疾患患者の右肺上葉無気肺への聴診下全周期呼吸介助手技の効果
岩手医科大学附属病院循環器医療センター

佐藤

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長

口述発表 3 【内部障害】

熊谷

大輔

口述発表 4 【生活環境支援・他】

滋

会場：1F: 小ホール

訪問リハビリテーションこずかた

デイサービス利用者への個別介入が介入後 6 か月の利用者の身体機能及び認知機能に及ぼ
した効果
青森県立保健大学大学院健康科学研究科

佐藤

衛

当院訪問リハを利用した在宅 ALS 患者の呼吸療法の実施と転帰
須藤内科クリニック

リハビリテーション科

平林

大輔

4-3

当院での小児疾患に対する訪問リハビリの実態調査

須藤内科クリニック

橫田

久孝

4-4

当院回復期病棟における 365 日リハビリテーション体制導入による効果と今後の課題
公益財団法人 総合花巻病院

日下

美桜

当院回復期リハビリテーション病棟における患者の入院時及び退院時 FIM が退院先選択に
与える影響について
公益財団法人 総合花巻病院

原田

大暉

4-5

11 月 19 日（日）11 時 50 分〜 12 時 50 分

座長

阿部

口述発表 5 【神経】

圭悟

会場：1F: 大ホール

栃内第二病院

5-1

脳卒中片麻痺患者の重複歩距離に関連する因子の検討

5-2

軽症くも膜下出血患者の術後ドレーン管理日数の延長は急性期機能転帰に影響する
秋田県立脳血管研究センター

皆方

伸

上肢の肢位別における荷物携帯方法の違いが歩行に与える影響
学校法人臨研学舎

山田

文武

5-3
5-4
5-5

訪問リハビリステーションあすみ

東北メディカル学院

関

裕也

リーチ動作における三角巾装着と体幹固定型アームスリング装着の差異に関する研究
弘前大学大学院保健学研究科

抱

Fugl-Meyer assessment scale の下肢深部覚検査 4 項目とパフォーマンステスト、FIM 運動
項目との関係
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

荒谷

志織
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11 月 19 日（日）11 時 50 分〜 12 時 50 分

座長
6-1

安倍

恭子

口述発表 6 【動画セッション】会場：1F: 小ホール

山形済生病院リハビリテーションセンター

超音波診断装置を用いた fascia の評価・治療が有効であった腱板修復術後の右肩痛の一例
近江整形外科

平山

和哉

リハビリテーション科

本木

里奈

6-2

慢性大動脈解離を合併した脳梗塞症例

6-3

麻痺側初期接地から荷重応答期に麻痺側膝関節が屈曲位となる歩容異常が観察された Ataxic
hemiparesis を呈する症例の理学療法経験
一般財団法人 広南会 広南病院

上松野

80 歳以上の高齢者に対する 8 週間のダイナミックストレッチング・ホームエクササイズが
身体機能へ与える効果の検討
秋田県立脳血管研究センター

木元

裕介

急性期から歩行練習アシストを使用し、歩行能力が改善した右片麻痺の一症例
秋田大学医学部付属病院

須田

智寛

右視床出血後に Listing phenomenon を呈した症例の独歩獲得を目指した歩行練習
南相馬市立総合病院

冨澤

恵美

6-4
6-5
6-6

（一財）総合南東北病院
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ポスター発表 （盛岡市民文化ホール）
11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
J-1

石田

水里

ポスター発表 2 【基礎・3】

会場：4F: ポスター会場

鳴海病院リハビリテーション部

体幹深部筋トレーニングとしての深呼吸はどの肢位で最も効果があるのか？
社会医療法人 明和会 中通総合病院 リハビリテーション部

高橋

和成

片脚着地時の下肢回旋が膝関節に与える影響
市立秋田総合病院 外科診療部 リハビリテーション科

新出

卓斗

J-3

端座位での骨盤運動が身体の柔軟性及び安定性に与える影響

公立置賜総合病院

渡部

美穂

J-4

姿勢の違いによる側腹筋の筋厚・筋硬度の変化

山形県立中央病院

金子

絵梨花

J-5

中間広筋の筋厚が大腿直筋の筋内腱形態に与える影響

秋田大学医学部附属病院

髙橋

裕介

J-2

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長

小野寺

一也

ポスター発表 2 【神経・3】

会場：4F: ポスター会場

いわてリハビリテーションセンター

K-1

著明な感覚障害が生じた脊髄動静脈奇形の症例

白河厚生総合病院

川井

貴彦

K-2

重度運動麻痺、多様な高次脳機能障害を呈した症例に対しての装具療法
医療法人 社団 脳健会 仙台リハビリテーション病院

志田

充啓

麻痺側立脚相に sway が生じる重度片麻痺者 1 例における無杖歩行と平行棒内歩行時の
sway の程度と麻痺側下肢筋活動の比較：Pilot study
一般財団法人広南会 広南病院 リハビリテーション科

大鹿糠

K-4

自室・トイレの場所がわからない

みゆき会病院

草苅

尚志

K-5

両側ラクナ梗塞により著明な体幹失調を呈した症例
( 一財 ) 総合南東北病院 リハビリテーション科

三瓶

一雄

K-3

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長

藤岡

求

JA 福島厚生連

ポスター発表 2 【神経・4】

脳卒中後の痙縮発生に関連する要因の調査 : リテラチャーレビュー

L-2

脳卒中片麻痺者における下肢筋力の推移と歩行能力の関連
一般財団法人

L-4
L-5

会場：4F: ポスター会場

とちない脳神経外科クリニック

L-1

L-3

徹

済生会

山形済生病院

渡邊

慎吾

竹田健康財団

竹田綜合病院

竹山

大輔

心原性脳塞栓症患者の皮質脊髄路におけるワーラー変性の有無と運動麻痺の重症度との関係
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科

岸

自宅復帰可能となった超高齢脳卒中患者の回復期病棟入棟時の特徴
秋田県立脳血管研究センター

高橋

亜紀穂

皮質脊髄路の明らかな損傷と皮質網様体路の残存を認めた重度片麻痺者の近位筋優位な運動
機能の回復と歩行能力の回復についての一考察
一般財団法人 広南会 広南病院 リハビリテーション科

辻本

直秀

広樹
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11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

加藤

ポスター発表 2 【運動器・スポーツ・3】会場：4F: ポスター会場

義人

なかざわスポーツクリニック

人工膝関節置換術後の退院時 10m 歩行速度カットオフ値に影響する因子について
いわき市立総合磐城共立病院

小泉

康之

人工膝関節全置換術後患者の TUG が 11 秒未満となる因子とカットオフ値の検討
総合磐城共立病院 リハビリテーション室

天野

広泰

両側人工膝関節置換術後に約 10 年ぶりの歩行を獲得した関節リウマチ患者の１例
医療法人社団丹心会吉岡病院リハビリテーション部

伊豆田

人工膝関節全置換術を施行した患者における術後痛に影響を与える身体機能の検討
( 一財 ) 総合南東北病院

影山

喜也

秋馬

明子

人工膝関節置換術における術前・退院時の筋力と関節可動域
いわき市立総合磐城共立病院

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
N-1

愛

大坂

ポスター発表 2 【運動器・スポーツ 4】会場：4F: ポスター会場

祐太

盛岡医療生活協同組合 川久保病院

高校生テニス選手の身体的特徴について
東あおば整形外科

原田

久満

N-2

勤労世代における筋量と関連する因子

中央リハビリテーション部

安保

泰宏

N-3

病院職員に対するストレッチポールエクササイズによる腰痛軽減および活動性への影響
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

佐藤

竜乃介

高校生を対象とした運動器チェックシートの有用性
北上済生会病院

リハビリテーション科

佐藤

晋樹

竹田綜合病院

阿部

裕哉

N-4
N-5

セラピストの先入観による介入とその反省

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
O-1

秋田労災病院

本田

貴博

ポスター発表 2 【内部障害】 会場：4F: ポスター会場

医療法人平野医院

リハビリテーション部

循環器疾患患者に対する二重積を用いた至適運動強度の推定
国立大学法人

大森

允

総合南東北病院

山本

瑞穂

経カテーテル大動脈弁置換術に対する短期入院を目指した術後リハビリテーション介入の実
態
いわき市立総合磐城共立病院 リハビリテーション室

鈴木

園恵

O-4

在宅復帰が可能となった低心機能の心不全の一症例

白河厚生総合病院

百足

昭一郎

O-5

僧帽弁手術後の運動負荷時心拍応答と最高酸素摂取量の関連についての検討
岩手県立中央病院

豊田

舞子

O-2
O-3

超高齢心不全患者における転帰先と ADL スコア (FIM) との関連
一般財団法人 脳神経疾患研究所

山形大学医学部附属病院
附属

JA 福島厚生連
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11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長
P-1

風祭

ポスター発表 2 【小児・がん・他】

総子

会場：4F: ポスター会場

岩手県立療育センター

先天性心疾患術後に無気肺を生じた症例への聴診下全周期呼吸介助手技の試み
岩手医科大学附属病院循環器医療センター

心臓リハビリテーション室

外川

諒

脊柱・胸郭変形を呈した重症心身障害者へ呼吸理学療法を行い効果不十分であった一例
いわき市立総合磐城共立病院

須田

千寿

P-3

学童期発達障害児の足部形態について

東北メディカル学院

越後

あゆみ

P-4

当院における乳癌術後のリンパ浮腫予防指導の見直し～理解度テストを通して～
（一財）総合南東北病院

佐藤

友里絵

当院における廃用症候群の現状

佐々木

P-2

P-5

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分

座長

菊池

秋田赤十字病院

ポスター発表 2 【生活環境支援】

圭

彩

会場：4F: ポスター会場

岩手県立千厩病院

Q-1

当院訪問リハビリテーション科における COPD 患者の転帰

Q-2

高齢入院患者における 2 種類のフレイル評価の比較

盛岡市立病院

中村

洋平

Q-3

施設入所者に対する転倒リスク評価としての手すり支持椅子立ち上がりテスト (HSCS30) 有
用性の検討
会津中央病院

野邉

歩美

Q-4

認知機能と身体能力が介護負担に与える影響について

紫泉の里

長島

慶太

Q-5

地域後期高齢者における認知機能と運動機能の関係について
公立岩瀬病院リハビリテーション科

鈴木

一良

須藤内科クリニック

医療法人慈繁会

佐々木

謙

11 月 19 日（日）10 時 40 分〜 11 時 40 分 ポスター発表 2 【その他のセッション・2】 会場：4F: ポスター会場

座長

吉田

裕也

盛岡医療生活協同組合

R-1

独居者の転帰先に関わる要因について

R-2

認知機能低下に対するグループエクササイズの介入効果

R-3

川久保病院

医療法人社団

帰厚堂

南昌病院

田中

千夏

中通リハビリテーション病院

佐藤

遥菜

当院におけるせん妄症状を呈する患者に対してのアプローチ内容の効果・検証の調査報告
中通リハビリテーション病院

阿部

加菜子

R-4

二重課題運動における副課題の選択に関する一考察

小田島

R-5

在宅復帰にむけた回復期リハビリテーションの役割

特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院
特定医療法人弘慈会

宮古第一病院

熊沢
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口述発表1

【基礎・運動器】

2017年11月18日

キーワード：運動学習・継ぎ足歩行・バランス能力

14:40 ～ 15:40

手の支えの有無は継ぎ足歩行の練習効果に影響するか？
健康な青年での検討
木村 敏行 1)・石川 玲 2)
1)
津軽保健生活協同組合健生病院
2)
弘前大学大学院保健学研究科

【目的】

Tandem Gait Index（TGI＝5mの所要時間＋失敗回数

継ぎ足歩行練習では転倒を防ぐために手の支えを利

を2倍した値）を算出した。統計解析にはR2.8.1を使

用することがある。一方，運動学習の面では，介助

用し，分割プロットデザインによる解析を行った。

や支持物を利用しすぎることは失敗体験の機会を減

有意水準は10％とした。

らし，学習者の能力向上には好ましくないとされて

【結果】

いる。しかし，継ぎ足歩行練習での手の支えの有無

床上課題と平均台課題では，所要時間とTGIのどちら

と練習効果の関係を検討した報告は見当たらない。

も練習前・練習後・翌日のそれぞれの時点で3群間

本研究の目的は，継ぎ足歩行練習中の手の支えの有

に有意な差がみられなかった。所要時間は両課題と

無が練習効果に及ぼす影響を，パフォーマンス（所

もに全ての対象者で練習前よりも練習後，練習前よ

要時間，継ぎ足の失敗数），練習効果の保持（翌日

りも翌日の方で短縮し（p<0.05），練習後と翌日に

への持ち越し）と転移（より難易度の高い課題への

差はなかった。TGIは床上課題において全ての対象者

応用）の面から検討することである。

で練習前よりも練習後，練習後よりも翌日，練習前

【方法】

よりも翌日の方が低値だった（p<0.05）。平均台課

健康な男女30名（年齢22.3±2.5歳）を，何にも掴

題では交互作用がみられ，把持無し群でのみ練習前

まらず床上で継ぎ足歩行を練習する群（把持無し

よりも練習後，練習前よりも翌日の方が低値であり

群），常に平行棒に両手で掴まりながら練習する群

（p<0.05），練習後と翌日では差がなかった。

（把持あり群），練習を行わず測定のみを行う群

【考察】

（CONT群）の3群に10名ずつ無作為に割り付けた。

床上課題では，3群とも介入後にパフォーマンスが

実験に先立ち，片側のつま先が対側の踵に触れてい

向上し，効果が翌日に保持されていた。CONT群に

るかを確認する装置（アルミ板4枚，導線，電池，

とっても測定中の課題遂行が運動学習の機会になっ

LED電球から成り，つま先と踵が接触すると電球が

たと考えられた。平均台課題では，把持あり群より

点灯）を自作した。この装置を対象者に装着し，床

も把持無し群で保持と転移が良好である傾向がみら

に引いた直線上（5cm幅・5m長＋予備歩行路前後

れた。把持あり群では，練習で平行棒を把持するこ

1m）と，同じ直線を引いた平均台上（15cm幅・

とで失敗経験が減り，注意が把持にも向き，各課題

7.3m長・13cm高）で，手の支えのない継ぎ足歩行

間の類似性が低かったことが結果に影響したと考え

を最大速度で3回ずつ行わせた（以下，前者を床上

られた。手の支えが継ぎ足歩行練習の効果に影響す

課題，後者を平均台課題）。同時に，電球の点灯と

る可能性が示唆された。今後は年齢・疾患などの対

直線からの足部の逸脱を確認するために課題遂行の

象者の属性や長期的な視点に立った検討が必要であ

様子を前方と側方から撮影した。その後，把持無し

る。

群・把持あり群には，それぞれ最大速度での継ぎ足

【倫理及び説明と同意】

歩行を床上あるいは平行棒内の直線（長さ2.25m）

対象者には事前に研究の目的と測定方法を十分に説

上で10往復×3セット練習させた。CONT群は座位で

明し，書面で同意を得た。また，本研究は弘前大学

安静を保たせた。これらの測定・撮影は練習（CONT

大学院保健学研究科倫理委員会の承認を受けて実施

群は安静保持）後と翌日にも行った。後刻，動画

された。

から各課題の所要時間と継ぎ足の失敗数を求め，
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口述発表1

【基礎・運動器】

2017年11月18日

キーワード：関節可動域・肩関節・硬さ

14:40 ～ 15:40

超音波を用いた鳥口上腕靱帯の硬さと関節可動域の相関性の調査
大鷲 泰輝・高橋 俊明・穂高 弘和
岩手県立中央病院リハビリテーション技術科
【目的】

については，前方拳上（neutral position）では

肩関節における鳥口上腕靱帯(CHL)の調査報告にて，

p=0.0115，前方拳上（external rotation）ではp＜

CHLの瘢痕化がROMに影響を及ぼしていることは解

0.001と相関を認めた。ER（neutral position）ではp

剖学的に明らかになっている。肩関節拘縮に対する

＝0.0026，ER（external rotation）ではp＜0.001と

授動術ではCHLの部分切除も併用され，臨床的にも

CHLとROMに相関を認めた。

ROMと切り離せないものとして認識されている。そ

＃3．年齢層別の烏口上腕靭帯の硬さとROMと

の中で，CHLの文字通り「硬さ」とROMとを調査し

の相関関係については，20～30代グループのER

た報告は少ない。そこでShear Wave Elastgraphy を

（neutral position）ではp＝0.047，40～50代グ

用いて鳥口上腕靱帯の硬さと年齢，関節可動域，利

ループのAER(External position)ではp＜0.001，60

き手と非利き手の関係性について相関性があるか調

代グループのER（external position）ではp=0.020，

査した。

AER（external position）ではp＝0.003とそれぞれ相

【方法】

関性を認めた。

肩外傷歴・手術歴のない成人84人：男性39，女性

＃4．利き手と非利き手のROMについて，AER(利

45人（22歳〜69歳）を対象に，肩甲上腕関節の可

き手)：93°，AER（非利き手）90°となり，

動域測定，Shear Wave Elastgraphyによる鳥口上腕

pearsonの相関係数にてp＝0.0119と有意差が認め

靱帯の硬さを測定した。関節可動域は，測定肢位は

られた。また結滞動作の平均値(標準偏差)は利き手

立位，他動運動での測定，両側での測定とした。前

T6(T5-T8)，非利き手:T5(T4-6)でp≦0.001と相関を

方拳上，外転，外旋(first position，以下ER)，外旋

認めた。

(second position，以下AER)，内旋(first position，以

【考察】

下IR)，内旋(second position，以下AIR)，水平内転，

Shear Wave Elastgraphyを用いた調査から，烏口

結滞動作(母指の棘突起到達位，以下HBB)を他動的

上腕靭帯の硬さとROMに相関性が確認された。さら

に計測した。Shear Wave Elastgraphyによる測定で

には年齢が高いほどROMと硬さの相関性が高いこと

は，neutral position，external rotation (30°) の2ポ

が分かった。またER，AERといったSScによる影響を

ジションにてCHL elastic modulus (kpa)を計測した。

受けるROMにて相関性が高いことが確認され，CHL

尚，測定範囲は烏口突起 (CP) と肩甲下筋(SSc)付着部

が硬くなることが肩関節外旋ROMを制限しているこ

の鳥口上腕靱帯（CHL）の中間を1.5mm径のcircleで

とが確認できた。前方拳上ROMにおいてもCHLの硬

計測することに統一した。

さが相関していることについては，CHL前方繊維を

【結果】

測定範囲としたため肩拳上位にて伸展緊張されるこ

＃1． 烏口上腕靭帯の硬さと年齢との相関関係に

とが推察される。今回のように健常人でも「硬さ」

ついては，Neutral position (利き手)：p＜0.001，

が加齢とともに進行しROMに影響を及ぼしているこ

Neutral position (非利き手)：p＜0.001，External

とから，腱板と同様にCHLに対しても理学療法的ア

rotation (30°) (利き手)：p＜0.001，，External

プローチの必要性があることが再確認された。

rotation (30°) (非利き手)：p＜0.001，以上のよう

【倫理及び説明と同意】

にCHLと年齢に相関を認めた。

本研究の目的を説明し同意を得ている。

＃2．烏口上腕靭帯の硬さとROMとの相関関係
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口述発表1

【基礎・運動器】

2017年11月18日

キーワード：学校保健・事後措置・運藤器検診

14:40 ～ 15:40

高等学校学校保健における理学療法士の関わり
遠藤 康裕 1)・木暮 洸一 2)・笛木 真 3)・坂本 雅昭 4)
1)
仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科
2)
あさくら診療所
3)
医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院 呼吸器内科
4)
群馬大学大学院保健学研究科
【目的】

うち54名に対して理学療法士がストレッチング，

今日，小学校から高校年代において競技スポーツの

筋力増強運動を指導した。運動部の生徒で個人指導

過熱化や練習過多により四肢・脊柱の運動器障害を

を希望したのは44名で，サッカー部20名，野球部7

生じるものが増加している。一方，生活習慣・様式

名，女子バスケットボール部10名，バドミントン部

の変化や運動機会，外遊びの減少により運動不足の

1名，アーチェリー部1名，体操部3名，陸上部2名で

子どもも問題として挙げられている。文部科学省も

あった。既往歴等に応じて再発予防の運動指導やリ

運動する子どもとしない子どもの二極化の傾向が指

コンディショニングの指導を行った。ソフトボール

摘されているとしている。対策として平成28年度

部，体操部，女子バスケットボール部においては部

からは小学，中学，高校で運動器検診が義務化され

全体に対してトレーニング，ウォーミングアップ指

た。我々は高校の運動器検診おいて事後措置の一環

導も行った。

として理学療法士による運動指導を行った。合わせ

【考察】

て運動部所属の生徒に対して個別相談，指導を行っ

運動器検診の結果，最も陽性率が高かったのはしゃ

た。1年間の関わりの結果から学校保健分野への理学

がみ込みで全体の13.3%であった。そのほか側弯が

療法士介入の必要性を提言する。

5.4%，体幹前後屈が4.2%，膝関節の疼痛が2.8%であ

【方法】

り，少なくとも一つ以上の項目で陽性となった者は

群馬県内公立高校1校の全校生徒を対象とした。運動

27.1%いた。これは推進モデルで報告されたものと

器検診は学校医，養護教諭により日本学校保健会発

ほぼ同様の結果であった。本来，陽性項目があるも

行のマニュアルに従い実施された。専門医受診の結

のは専門医を受診し，事後措置が行われるが，実情

果，経過観察とされたものを対象に理学療法士がス

としては専門医を受診する者は少なく，受診した者

トレッチング，筋力増強運動を指導した。運動指導

も経過観察のみで事後措置が実施されていないこと

は各対象者，11月と2月に2回を行った。また，運動

が多い。その点において今回のように傷害予防・運

部に所属し障害の既往のあるもの，希望のあるもの

動の啓発の観点から理学療法士による指導を行うこ

に対し年間で8回に分け，個別相談，指導を行った。

とが重要であると考える。また，今回の運動部員へ

この中には部活毎の集団指導も含まれる。本調査で

の介入のように定期的な学校訪問により運動指導や

は運動器検診の各項目の陽性者数，事後措置として

ケア・受診に関する相談を行うことができ障害の早

理学療法士が運動指導を行った人数，個別相談・指

期発見，予防につながると考える。我々の活動は学

導を行った人数を集計した。

校保健分野における理学療法士の重要な役割を提言

【結果】

できるものと考える。

運動器検診を受けた者は708名（1年240名，2年

【倫理及び説明と同意】

234名，3年231名）であった。運動器検診の各項目

本活動は，該当高校の学校長，養護教諭の協議の

の陽性者は，片脚立ち2名，しゃがみ込み94名，側

上，理学療法士に介入依頼があり，学校医の承認の

弯38名，上肢挙上4名，肩関節の疼痛9名，肘伸展

もと実施した。各対象者および部活動責任者，保護

制限5名，体幹前後屈30名，膝関節疼痛20名であっ

者へは学校長，各学年担当教諭，養護教諭から調査

た。側弯，疼痛の項目で陽性になった者は全員専門

内容に関して十分に説明し，理解を得た上で実施し

医受診が勧められたがほとんどは治療を要さないと

た。

の診断であった。しゃがみ込みで陽性となった者の
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口述発表1

【基礎・運動器】

キーワード：大腿骨近位部骨折・基本動作・日常生活動作

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

大腿骨近位部骨折術後急性期患者における基本動作能力と
日常生活動作能力の関連性
Ability for Basic Movement Scale Ⅱ(ABMSⅡ) を用いて

加藤

直也 1)・中野渡

達哉 2)・中川

響子 1)・奥山 哲平 1)・坂井 一哉 1)・大泉
齊藤 元太 3)
1)
山形市立病院済生館 リハビリテーション室
2)
山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科
3)
山形市立病院済生館 リハビリテーション科

龍太郎 1)

【目的】

た。有意水準は5%とした。

基本動作能力を定性的に評価するものにAbility for

【結果】

Basic Movement ScaleⅡ(以下ABMSⅡ)がある。ABMS

最終BIとABMSⅡとの相関係数は初回ABMSⅡが0.49，

Ⅱは寝返り・起き上がり・座位保持・立ち上がり・立

最終ABMSⅡが0.82で(p<0.001)で，最終ABMSⅡの方

位保持の5項目から成り，介助量・自立度別に1点(禁

が強い相関を示した。さらに最終BIと最終ABMSⅡ各

忌)～6点(完全自立)までを評価し，30点満点で採点す

項目との相関係数は，寝返りが0.70，起き上がりが

るものである。主に脳卒中領域にて活用されているも

0.80，座位が0.57，立ち上がりが0.79，立位保持が

のだが，当院では疾患を問わずABMSⅡを用い，患者

0.79であった(p<0.01)。更に，重回帰分析の結果，

の基本動作能力を客観的に評価し情報共有に役立てて

選択された項目の標準化係数は，最終ABMSⅡ立ち上

いる。今回，当院に入院した大腿骨近位部骨折術後患

がりが0.34，最終ABMSⅡ起き上がりが0.29，初回BI

者における基本動作能力と日常生活動作(Activities of

が0.25，在院日数が0.21(以上4項目 p<0.01)，認知症

Daily Living，以下ADL)能力の評価から，急性期病院退

の有無が0.14(p<0.05)であった。最終BIに対して最終

院時における基本動作能力とADL能力の関連性を明ら

ABMSⅡの「立ち上がり」が最も強く影響していること

かにすることを目的とした。

が示された。

【対象】

【考察】

平成28年4月1日～12月31日に当院整形外科に大腿骨

今回，大腿骨近位部骨折術後患者の基本動作能力と

近位部骨折の診断にて入院した患者96名のうち，手術

ADL能力を，それぞれABMSⅡとBIを用いて評価し，そ

適応となり，術翌々日までに患肢全荷重可，安静制限

の関連性を調査した。結果，急性期病院退院時(術後約

なく理学療法を開始し，退院まで重篤な合併症や安静

3週)でのADL能力は，在院日数や認知症の有無，受傷

制限等なく経過した73名を対象とした。対象患者73

前歩行能力以上に，術後約3週での立ち上がり動作や起

名の平均年齢は82.0歳，平均在院日数は23.7日であっ

き上がり動作の自立度が影響していることが考えらえ

た。退院先の内訳は，自宅退院1名，回復期病院等へ転

た。大腿骨近位部骨折術後の急性期リハビリテーショ

院した者が60名，施設入所が12名であった。

ンを実施するに当たり，特に立ち上がりや起き上がり

【評価方法】

をはじめとする基本動作の評価や治療をより重点的に

   基本動作能力の評価にはABMSⅡ，ADL能力の評価に

実施することで，結果としてADL能力を高めることが

はBarthel Index(以下BI)を用いた。ABMSⅡ，BI共に初

出来る可能性が示唆される。

回評価は術後2日以内，最終評価は退院前2日以内に評

【まとめ】

価した得点を用いた。

大腿骨近位部骨折術後急性期患者におけるADL能力

得られた得点より，はじめに初回・最終ABMSⅡのどち

は，術後立ち上がりと起き上がり動作能力が影響して

らが最終BIとより関連するかをみるために，Spearman

いることが明らかとなった。これにより，大腿骨近位

の順位相関係数を求めた。強い相関の認められた評

部骨折術後急性期におけるADL能力改善のためには，

価時期のABMSⅡにおける各動作項目と最終BIとの

立ち上がりや起き上がりの動作能力を高めるようアプ

Spearmanの相関係数を求めた。さらに最終BIを従属変

ローチしていくことが重要であることが考えられる。

数とし，ABMSⅡと他の因子（年齢，認知症の有無，

【倫理及び説明と同意】

受傷前歩行能力，在院日数，初回BI）を独立変数とす

カルテから得られた情報は，当院倫理規定に則り，個

る重回帰分析（ステップワイズ法）にて関連性を調べ

人が特定出来ない状態にして管理した。
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【基礎・運動器】

キーワード：フレイル・人工膝関節全置換術・身体機能

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

フレイルの有無は65歳以上の人工膝関節全置換術患者の身体機能
およびQOL予後に関係するか
折内 英則・影山 喜也・佐藤 純也・室井 宏育
一財）総合南東北病院リハビリテーション科
【目的】

のTUG，体重，10m歩行速度，BMI，AMC，VAS，

フレイルは生理的な予備能力あるいはストレスに対

B.I，JKOMの各項目と比較・検討した。なお，統計

する抵抗性が低下し，健康障害を招く危険性が高い

学的解析はR2.8.1を用い，解析はKruskal-Wallisにて

状態とされており，我が国の高齢者における有症率

分析を行った。統計学的有意水準は5%とした。

は60%を越えるという報告もある。フレイルは疾病

【結果】

や手術などの事象が生じた場合の治療後機能・能

術前フレイル評価では，「フレイルなし」群が7名，

力回復の過程に影響を及ぼす可能性が指摘されてお

「プレフレイル」群が23名，「フレイル」群が12名

り，その評価はリハビリテーションを実施する上で

であった。フレイルの各群間比較では，術後3カ月

も重要であるといえる。現在，大腿骨頸部骨折とフ

後TUG，10m歩行速度，体重に有意な関係を認めた

レイルに関する報告は多くみられるが，人工膝関節

（p<0.05）。術後QOLとの比較では群間に有意な関

全置換術（以下TKA）施行患者に着目し，術前のフ

係を認めなかった。

レイルの有無と予後との関係について検討されてい

【考察】

る報告は少ない。本研究の目的は，フレイル有症率

本研究で注目したい点は，術前のフレイル評価の結

が高くなるといわれる65歳以上で同手術の施行患者

果として，「プレフレイル」群と，「フレイル」群

における，フレイル状態と身体機能およびQOL予後

が全体の約70％に及び，フレイルである者はフレイ

との関係を明らかにすることである。

ルでないものより，術後機能予後が不良になる傾向

【対象と方法】

が明らかになった点である。高齢者のフレイルは機

対象は，2016年6月～2017年1月までに当院に入院

能予後阻害因子として着目されているが，機能的側

した65歳以上のTKA施行患者42名（平均年齢78.3

面だけではなく社会的フレイルや心理面からの影響

±9.19歳，男性8名，女性34名）である。本研究は

も強い。TKA施行予定の対象者のように疼痛や運動

カルテおよび質問指標を用いた後ろ向き研究とし

機能低下により活動性が低下するなどして，いわゆ

た。評価項目としては，年齢，性別，疼痛（visual

るフレイルサイクルに陥りやすい環境が背景に考え

analog scale

以下VAS），体格指数body mass

られ，術後自宅復帰後の機能面にも影響を及ぼすこ

index（以下BMI），上腕筋周囲長（arm muscle

とが示唆された。このことから術後のリスクや予後

circumference

以下AMC），ADL（Barthel index

を想定し入院中の推移も随時的確に評価することが

以下B.I），10m歩行速度，Time up and go test

重要であるといえる。一方で，本研究では術後QOL

（以下TUG），QOL評価（日本版膝関節症機能評

との関係は証明できなかった。今回の検証では不十

価尺度（Japanese Knee Osteoarthritis Measure以

分な心理面や疼痛との因果関係も検証していく必要

下JKOM）），フレイル評価を実施した。なおフレ

があり，今後の課題としたい。

イル評価法は日本版CHS（Cardiovascular Health

【倫理及び説明と同意】

Study）基準（J-CHS基準）を使用した。また，

ヘルシンキ宣言に沿い研究を実施した。個人を特定

JKOMはⅡ～Ⅴまでの項目の総点で評価した。術前

するデータは記号化し配慮した。当院倫理委員会学

に測定したフレイル評価法における質問票内の点

術倫理検討会の承認を受けた。承認番号D17-10。

数から対象者を「フレイルなし」群と「プレフレ
イル」群，「フレイル」群に分類し，術後3カ月後
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口述発表2

【教育・人材育成】

2017年11月18日

キーワード：卒後教育・アンケート・年次変化

本田

14:40 ～ 15:40

当院におけるキャリアパスの取り組み（第2報）
‐運用改善による職員意識の年次変化‐

知久 1,2)・大竹 政充 1)・高野 稔 1)・佐藤 聡見 1)・三瓶 一雄 1)・舟見
1)
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
2)
（一財）総合南東北病院 教育研修室

敬成 1)

経験年数と意識項目8項目(期待理解，思いの伝達，

【目的】
理学療法士(以下，PT)数の急増に伴いその質が問わ

満足度，ストレス，意欲向上，行動変化，仕事への

れ(山田ら2012)，専門性に加え人間性も重視(芳野

良い影響，継続)を7件法(7:強くそう思う，から1:全

ら2009)されている。近年，キャリパス等の卒後教

くそう思わない)で回答とした。質問紙回収後，意識

育システム構築の報告(川田ら2015)も散見される。

項目の肯定的回答(7～5)の割合を求め，平成27年度

我々も第34回東北理学療法学術大会にてキャリアパ

分は半年群，平成28年度分は1年半群の2群に分け比

スの取り組みとその満足度に影響を与える要因を報

較を行った。

告した(本田ら2016)。しかし，キャリアパス導入か

【結果】

ら職員の意識を年次で比較した報告はあまり見られ

結果を半年群，1年半群の順に示す。回収率は

ない。そこで本研究は，当院のキャリアパス導入半

（92.1%,92.5%）。経験年数の中央値（四分位範

年後に調査した意識項目と同様の調査を，運用改善

囲）は5.5（2-11），4.5（2-11）年目。肯定的回答

の取り組みを行った導入1年半後の時点でも調査する

割合は「期待理解」(67.2%,72.6%)，「思いの伝達」

ことでその年次変化を明らかにすることを目的とし

(86.2%,87.1%)，「満足度」(74.1%,74.2%)，「スト

た。

レス」(51.7%,46.8%)，「意欲向上」(48.3%,59.7)，

なお，当院では平成27年10月より人材育成のため

「行動変化」(51.7%,62.9)，「仕事への良い影響」

のキャリアパス運用を開始した。当院においてキャ

(50.0%,69.4%)，「継続」(65.5%,72.6%)であった。

リアパスの運用は，段階的に具体的な行動評価がで

【考察】

きる専門性スキルの「部署別キャリアパスシート」

キャリアパス導入半年の群と比較し，1年半の群で

と，医療人・社会人スキルの「共通キャリアパス

肯定的回答の割合が10ポイント以上高い意識項目は

シート」(社会人基礎力を参考に作成)を用い，被評

「意欲向上」「行動変化」「仕事への良い影響」で

価者の行動を自己評価と評価者評価をすることであ

あった。これは，平成28年度の運用改善の取り組み

る。評価者は被評価者8名以内に対し1名とし，年2

により，1年半の方がキャリアパスを有効活用する

回の個人面談で評価結果を踏まえた自己目標の設定

ことができたためと考える。また導入半年の時点で

を「目標管理シート」を用いて行う。

は，現状維持バイアスの心理作用により，新しい卒

平成28年度のキャリアパス運用改善の取り組みと

後教育システムは受け入れ難かった可能性がある。

して，平成27年度アンケート結果報告会，キャリア

一方，1年半ではキャリアパス評価や面談の経験が増

パスの理解向上を目的とした教育委員による個人面

えたため，受け入れが良くなり，肯定的回答の割合

談，アンケートや面談結果に基づき評価項目の削減

が増加する一因になったと考えられる。今後も職員

やリハ科目標の設定，キャリアパス評価者研修2回，

の声やアンケート結果を活かした運用改善の取り組

キャリアパス研修を3回行った。

みを行っていきたい。

【方法】

【倫理及び説明と同意】

対象は当院で被評価者として面談したPTと作業療

口頭とアンケート書面上で被験者に対し研究内容の

法士(以下，OT)。平成27年度下半期面談を実施した

説明を行い，回答を持って同意を得たものとした。

PT43名OT20名と，平成28年度下半期面談を実施し

また質問紙は当院の個人情報保護管理規定に準じて

たPT47名OT20名の延べ130名とした。意識調査は

管理した。なお，当研究は当院学術倫理検討委員会

留置法による無記名自記式質問紙調査を実施。調査

の承認を受けている(承認番号D17-17)

時期は面談後1か月以内とした。調査内容は面談時の
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口述発表2

【教育・人材育成】

2017年11月18日

キーワード：卒後教育・アンケート・世代比較

14:40 ～ 15:40

当院におけるキャリアパスの各世代への影響
本田

知久 1,2)・大竹 政充 1)・高野 稔 1)・佐藤 聡見 1)・三瓶 一雄 1)・舟見
1)
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
2)
（一財）総合南東北病院 教育研修室

【目的】

敬成 1)

中央値 ( 四分位範囲 ) で以下に示す。経験年数は若手

理学療法士数の急増に伴いその質が問われ ( 山田ら

3(1-3) 中堅 6(4-10) ベテラン 16(14-22) ですべての群

2012)，専門性に加え人間性も重視 ( 芳野ら 2009) され

間に有意差があった (p<0.01)。意識項目の点数は，期

ている。近年，キャリパス等の卒後教育システム構築

待理解が若手 6(5-6) ベテラン 5(4-5) で有意差があった

の報告 ( 川田ら 2015) も散見される。しかし，このよ

(p<0.05)。思いの伝達は若手 6(5-6) ベテラン 5(4-5) で

うな卒後教育システムが各世代にどのように影響して

有意差 (p<0.01)，中堅 5(5-6) ベテラン 5(4-5) で有意差

いるかを明らかにした報告はあまり見られない。そこ

があった (p<0.05)。意欲向上は若手 6(4.5-6) ベテラン

で本研究の目的は，当院の卒後教育システムであるキャ

4(4-5) で有意差 (p<0.05)，行動変化は若手 5(5-6) ベテ

リアパスに対する意識を調査し，世代間で比較するこ

ラン 4(3-5) で有意差があった (p<0.05)。

とでその影響を明らかにすることとした。なお，当院

【考察】

では平成 27 年 10 月よりキャリアパス運用を開始。当

期待理解や思いの伝達の結果から，ベテランと比較し

院においてキャリアパスの運用は，段階的に具体的な

若手や中堅はキャリアパスの運用により自己に関する

行動の評価ができる専門性スキルの「部署別キャリア

対話が評価者と図れたと言える。これは通常業務にお

パスシート」と，医療人・社会人スキルの「共通キャ

いて若手や中堅は評価者と意思疎通を図りにくく，シー

リアパスシート」( 社会人基礎力を参考に作成 ) を用い，

トを用いた面談が，意思疎通の機会になったためと考え

被評価者の行動を自己評価と評価者評価をすることで

られる。また，ベテランは若手よりもキャリアパスが意

ある。評価者は被評価者 8 名以内に対し 1 名とし，年

欲向上や行動変化に影響しないことが明らかになった。

2 回の個人面談で評価結果を踏まえた自己目標の設定を

ノールズの成人教育では子供は依存的，成人は自己決

「目標管理シート」を用いて行う。

定的と述べている。ベテランの方がより自己決定的だ

【方法】

とすると，キャリアパスよる人材育成を評価者主導で

対象は当院で被評価者として平成 28 年度下半期評価

行うことは，ベテランにとって抑制因子となる可能性

と面談をした理学療法士 47 名と作業療法士 20 名の合

がある。今後は通常業務時も含み階層別で介入を変え

計 67 名。意識調査は留置法による無記名自記式質問紙

ることと，経験年数を重ねるほど自律的に自己成長で

調査。調査時期は平成 29 年 5 月。調査内容は評価時の

きる環境が必要であることが示唆された。なお，本研

経験年数と意識項目 8 項目 ( 期待理解，思いの伝達，満

究の限界としてキャリアパス導入 1 年半後の当院を対

足度，ストレス，意欲向上，行動変化，仕事への良い影響，

象とした調査で，当院の独自の環境下で行われている

継続 ) を 7 件法 (7: 強くそう思う，から 1: 全くそう思わ

ため，一般化されたものとは言い難い。

ない ) で回答とした。質問紙回収後，対象を経験年数 1

【倫理及び説明と同意】

～ 3 年は若手，4 ～ 10 年は中堅，11 年以上はベテラ

口頭とアンケート書面上で被験者に対し研究内容の説

ンの 3 群に分け比較を行った。統計学的解析は R2.8.1

明を行い，回答を持って同意を得たものとした。また

を使用し，経験年数はマン・ホイットニー検定，意識

質問紙は当院の個人情報保護管理規定に準じて管理し

調査項目は Kruskal-Wallis 検定，Steel-Dwass 法を行い，

た。なお，当研究は当院学術倫理検討委員会の承認を

有意水準は 5％とした。

受けている ( 承認番号 D17-16)

【結果】
回収率 92.5％。群間比較にて有意差があった結果を

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

88

第 35 回東北理学療法学術大会
2-3

口述発表2

【教育・人材育成】

2017年11月18日

キーワード：感染対策・標準予防策・感染対策意識

14:40 ～ 15:40

感染症を恐れるな
－当院リハビリテーション技術科での感染対策について－
関谷 淳一
岩手県立磐井病院リハビリテーション技術科
が問題の無いレベルであった。また，ホットパック

【目的】
当院は，岩手県南部に位置する315床の県立病院

加温器内の水質は40度以上の水では微生物は繁殖で

で急性期を担っている中核病院である。リハビリ

きないとの事であった。④担当患者調整については

テーション技術科（以下リハ科と略す）も急性期疾

疾患別リハ別や病棟別の担当者選定ではないが診療

患や術後早期からの介入に対し，感染対策が求めら

科別で担当者を調整するように心掛けている。

れる。しかし，リハ科スタッフは他部門のコ・メ

【考察】

ディカルと比較し感染対策の意識が低下している傾

リハ科が対応する患者は外来及び入院，診療科も

向があると感じていた。そこで今回，リハ科での感

多岐に渡り，院内全ての病棟で対応している。しか

染対策について取り組んだので考察を加え報告す

も高齢者や免疫機能が低下している患者に対し身体

る。

同士が濃厚に接触する治療を提供するが，スタッフ

【方法】

が感染症に罹患してしまうと感染源媒体となり感染

リハ科の感染対策としては，①平成28年10月リハ

の拡大が懸念される。マニュアルの改訂や勉強会の

科内感染対策マニュアルの改訂，②過去3年間の勉

開催にてスタッフの感染対策に対する意識も高まり

強会内容，③平成28年6月環境衛生としての水質調

つつある。また，診療科担当制及び疾患別リハチー

査，④担当患者調整について実施した。

ム制の導入を行う事で感染発生時拡大の防止や医師

【結果】

及び看護師との情報共有の観点からも有効と思われ

①リハ科内感染対策マニュアルの改訂は感染管理

るため導入を検討したい。リハ科スタッフ一人一人

認定看護師（以下ICNと略す）の協力を得て，リハ室

が感染対策の意識を高め，コンプライアンスを遵守

での基本的患者対応（枕シート，時間帯，標準予防

し対応する事で，感染症に過敏に反応し過ぎず，安

策等），感染経路別対応，職員感染時対応，環境衛

心・安全なリハビリテーション治療の提供が遂行で

生（感染性廃棄物の取り扱い，手洗い後の水滴拭き

きると思われる。

取り，リハ室内清掃）等について行った。②勉強会

【倫理及び説明と同意】

はICNやリハ科感染担当者が講師となり，手指消毒，

本報告の感染対策は，患者に対して不利益が生じ

標準予防策，感染経路別対応，リハ室での感染症罹

ないための責務・責任，感染発生時の拡大防止，職

患者の対応等について学んだ。③水質調査は患者使

員の感染予防についてコンプライアンスに基づく対

用後の上肢用過流浴の水とホットパック加温器の水

策として岩手県立磐井病院倫理委員会の承認を得

をそれぞれ採取し，検査科へ細菌チェックを依頼し

た。

た結果，過流浴の水質は一般的な細菌は検出された
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口述発表2

【教育・人材育成】

2017年11月18日

キーワード：臨床実習・情意領域評価・相関分析

14:40 ～ 15:40

臨床実習生用情意領域評価表の細項目間の関連
桂 理江子・小林 武・三木 千栄・黒後 裕彦
東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
【目的】

=0.56），「対象者情報の守秘」と「対象者プライ

本学では，臨床実習生（以下，実習生）の行動特

バシーへの配慮」（ρ=0.55），「報告・連絡・相

性・情意領域の把握とそれらのアドバイスツールと

談」では「共感的な行動」（ρ=0.56），「判断の

して活用するため，平成20年度から情意領域評価表

適切さ」（ρ=0.57），「積極性」（ρ=0.56），

を採用した。平成24年度には細項目と配点を見直し

「向上心・自己啓発・探究心」（ρ=0.56），

た改訂版を作成し，現在に至っている。この情意領

「向上心・自己啓発・探究心」と「積極性」（ρ

域評価表は，新医師臨床研修制度指導ガイドライン

=0.62），「組織人としての自覚1」では「社会的正

資料編に掲載された医療職の人事考課表を改編した

義」（ρ=0.59），「組織人としての自覚2」（ρ

ものであり，接遇や課題解決型の思考に関する項目

=0.51），「対象者の意向の尊重」と「情報提供」

のほか，柔軟性や傾聴力など対人関係スキル等を含

（ρ=0.52），「異なる意見を聞く」と「使命感」

めた全33細項目を11の中分類で括った構成になって

（ρ=0.52）となった。また，偏相関分析の結果，

いる。これは医療職に求められる項目を網羅してい

関連が認められたのは「課題の遂行」と「約束の履

る一方，実習生に相応しいとはいえない項目がある

行」（ρ=0.51），「対象者プライバシーへの配慮」

との指摘もあり，細項目の精査が求められている。

と「対象者情報の守秘」（ρ=0.51）であった。

本研究は，情意領域評価表の細項目間の関連を検討

【考察】

し，実習生の評定に適した評価表へ改編の可能性を

単相関分析では12組で中程度以上の相関が認められ

探索することを目的とした。

たのに対し，偏相関分析では2組となった。このこ

【方法】

とから本評価表の各項目はある程度独立し，異なる

対象は，臨床実習の全単位を修得した本学学生のう

視点をもっていることが明らかとなった。偏相関分

ち，研究の主旨を文書と口頭で説明し同意が得ら

析の結果「課題の遂行」と「約束の履行」に有意な

れ，かつデータが揃っている110名（男性56名，女

関連が認められた。実習生の課題は指導者から提示

性54名）とした。総合臨床実習終了時に実習指導

されるものが多いため，それを確実に遂行できるこ

者が0〜3点の4段階順序尺度で評定した33の細項目

とは約束を守ることと同義だったと考えられる。ま

から，満点到達率が90％以上であった「身だしな

た，「対象者プライバシーへの配慮」と「対象者情

み」と「公私の区別（もの）」の2項目と，空欄率が

報の守秘」の関連に関しては，守るべき対象者情報

50％以上であった「組織人としての自覚3」の1項目

のほとんどが個人情報の保護に関するものであると

を除いた計30細項目について，スピアマンの順位相

想定されるため，相関分析の結果は妥当であると思

関係数（ρ）による単相関および偏相関分析を行っ

われた。以上より，細項目同士を統合し項目数を削

た。ρの絶対値が0.5より大きくかつ有意確率（p

減するための目算がついたといえる。今後は，細項

値）が0.05未満のものを相関ありとした。なお，分

目間の因果・階層関係を検討し，臨床実習生用の情

析には統計解析ソフトIBM SPSS 23.0Jを用いた。

意領域評価表の改編の可能性を探索していきたい。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

総合実習終了時の情意領域評価30細項目の中央値

対象者には，研究の主旨を文書と口頭で説明し，書

は2.47点であった。単相関分析の結果，|ρ|>0.5で

面による同意を得た。また，分析には個人が特定さ

あった組み合わせは，「課題の遂行」では「約束

れないよう配慮した。

の履行」（ρ=0.71），「感情コントロール」（ρ

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

90

第 35 回東北理学療法学術大会
2-5

口述発表2

【教育・人材育成】

キーワード：臨床実習・クリニカルクラークシップ・ストレス

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

当院クリニカル・クラークシップ指導における指導者のストレス有無に
関わる因子
高野 稔・本田 知久・佐藤 聡見
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
ト設問の結果を群間比較した。統計解析にはR2.8.1

【目的】
臨床実習の実習形態は理学療法教育ガイドライン(1

を用いMann-WhitneyのU検定で検証した。尚，統計

版)によると「学生が主体となって患者を担当する形

学的有意水準は5％とした。

態を排除し，クリニカル・クラークシップ(以下CCS)

【結果】

を基本とすることを提言する」と示されている。近

アンケート回収率は76.5％であった。各群の内訳

年では養成校からCCSによる実習形態を提示される

は，ストレスあり群51名(男性30名，女性21名)，

ことも増えてきた。当院でもH25年度よりCCSによ

ストレスなし群14名(男性8名，女性6名)であった。

る実習形態を主とした臨床実習指導を続けている。

ストレスあり群における経験年数の中央値(四分位範

またCCS開始時よりアンケート調査を行っている。

囲)は8(6.5~9)年目，実習指導回数は3(1~3)回，CCS

その結果から臨床実習指導にストレスを感じる指導

理解ができた4(3~5)，学生の成長を感じられた4(4-

者が一定数存在することがわかった。臨床実習にお

4)，実習期間の妥当性4(3-5)であった。一方ストレ

けるストレスの報告は学生を対象とした報告は多く

スなし群における経験年数の中央値は8(6.25~9)年

見られるが，CCSを導入した指導者のストレス調査

目，実習指導回数は3(3~3.75)回，CCS理解ができた

はあまり見られない。そこで，本調査の目的は，ア

5（4~5），学生の成長を感じられた4(4~5)，実習期

ンケート結果をもとに，CCSを実践する臨床実習指

間は妥当であった4(3.25~5)であった。群間比較の結

導者のストレス有無に関連する因子を探索すること

果，実習指導回数とCCS理解ができたの各項目に統

である。

計学的有意差を認めた。

【方法】

【考察】

対象は当院でH25~28年度の間に臨床実習指導を

ストレスありとなしの2群で比較した結果，実習

行った指導者延べ85名の対象うち実習終了時にアン

指導回数とCCS理解ができたに有意な差が認められ

ケートを回収できた延べ65名とした。対象者には調

た。以上よりCCS形態を導入しストレスを少なく実

査の趣旨や参加が自由意志であることを説明し，ア

習指導を行うためには，CCS理解の向上に対する取

ンケートの回収をもって調査の同意を得られたもの

り組みの強化と実習指導回数を重ねていく必要性が

とした。

示唆された。一方で臨床実習指導におけるストレス

アンケートは実習終了時に調査した。調査項目は基

因子を考えると本調査では設問項目に不足を感じて

本情報3項目（性別・経験年数・実習指導回数），

おり，今後も設問項目を増やしCCSとストレスの関

およびアンケート設問の4項目(ストレスがあった・

連性を検討していきたいと考えている。

CCS理解ができた・学生の成長を感じられた・実習

【倫理及び説明と同意】

期間は妥当であった)の計7項目とした。尚，設問に

口頭とアンケート紙面上で被験者に対し研究内容の

対しては5件法（1;いいえ~3;どちらでもない~5;は

説明を行い，回答を持って同意を得たものとした。

い）で調査した。

また質問紙は当院個人情報保護管理規定に準じて管

分析方法はストレスがあった項目で3~5を選択した
者をストレスあり群，1・2を選択したものをストレ

理した。なお，当院学術倫理検討委員会の承認を受
けている（承認番号D17-12）

スなし群の2群に分け，基本情報および他のアンケー
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ポスター発表1

【基礎・1】

2017年11月18日

キーワード：駆血・表在血流・深部血流

14:40 ～ 15:40

多連カフを用いた駆血が表在血流及び深部血流に与える影響
荻原

久佳 1)・藤原

孝之 2)・佐々木

広人 3)・古川 勉寛 2)・楊箸
福田 博司 5)
1)
郡山健康科学専門学校
2)
いわき明星大学
3)
青葉学院短期大学
4)
株式会社 ライフサポート
5)
ふく整形外科

隆哉 1)・山崎

由久 4)

【目的】

と，時間区分P5，MC3，Post1，Post10に対して反

Multi Cuff Care（以下MCC）は，多連カフ(特開

復測定による二元配置分散分析を行い，交互作用を

2015-211820)を使用して組織血流を制限すること

認めた項目について，多重比較検定（tukey-HD）を

で，効果的な筋力増強や組織循環の改善を図る手法

行った。有意水準は5%とした。

である。そのため，MCCによる血流制限が循環動態

【結果】

に与える影響を把握することは，MCCの安全性や

深部血流の変化は，統計解析の結果の結果，deoxy-

効果を知る上で重要になる。今回，MCCの駆血圧

Hb，total-Hbに交互作用を認めた（全てp<0.01）。

の違いが表在・深部血流に与える影響を検討するこ

多重比較検定の結果は，deoxy-Hb，total-Hbとも

とで，至適駆血圧について考証することを目的にし

に140㎜Hg，200㎜Hgにおいて，P5に対しMC3で

た。

有意に増加（p<0.01）し，MC3に対し，Post1及び

【方法】

Post10は減少した（p<0.01）。Flowは，MC3で有

対象は，本研究の主旨を説明し同意が得られた呼

意に減少し（p<0.01），Post1及びPost10では有意

吸・循環器系に既往の無い健常成人男性10名（平均

に増加した（p<0.01）。更に，80mmHgに比べて，

年齢21歳）とした。測定項目は，血行動態として，

140㎜Hg，200㎜Hgでは，変化が大きくなる傾向を

レーザー・ドップラー血流計（FLO-C1，オメガウ

認めた。

エーブ社製）を用いて表在血流量（Flow），近赤外

【考察】

線分光器（NIRO-200，浜松ホトニクス社製）を用い

MCCによる駆血により，表在血流は減少し，駆血終

て酸素化ヘモグロビン，還元ヘモグロビン，総ヘモ

了後速やかに増加した。深部血流は，駆血中deoxy-

グロビンとした。測定姿勢は，座位とし，両側大腿

Hbが増加し，oxy-Hbは有意な変化は認めなかった。

部にMCCカフを装着し，近赤外線分光器のプローブ

このことから，大体深部では酸素の乏しい静脈血が

は，右大腿中央部と右大腿遠位部に貼付した。レー

増加することにより血液量が増加したことが考えら

ザー・ドップラー血流計のプローブは，右大腿部中

れ，駆血による血液鬱滞を示すことが示された。こ

央に貼付した。10分間の安静座位後，安静状態5分

の現象は，80㎜Hgでは認めず，140㎜Hgと200㎜

間の血行動態を1分間隔で観察（P1，P2，P3.P4，

Hgに認められた。これらの結果から，140㎜Hg付近

P5）した。次に3分間のMCCによる駆血を行い，1

が至適駆血圧である可能性が示唆された。

分間隔で観察した(MC1，MC2，MC3)．その後10

【倫理及び説明と同意】

分間の安静座位(Post1-Post10)を保った。MCCは，

研究に先立ち，研究実施施設内に設置された倫理審

80mmHg，140mmHg，200mmHgの3条件で検討を

査委員会の審査，承認(倫理委：R1601 )を得て行わ

行った。それぞれの測定項目ごとに，MCC，3条件

れた。
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ポスター発表1

【基礎・1】

2017年11月18日

キーワード：慢性腰痛・NIRS・腰痛関連刺激

田邊

腰痛関連刺激による脳機能計測
－近赤外線分光法による検討－

素子 1)・庭野 賀津子 2)・佐藤 洋介 1)・鈴木
1)
東北福祉大学健康科学部
2)
東北福祉大学教育学部

14:40 ～ 15:40

堅二 1)

去4週間最大の強い痛み」得点と，2条件の各々の

【目的】
慢性腰痛は3ヶ月以上続く腰痛と定義されている。

oxyHb値について，Spearmanの相関係数を求めた。

腰痛症状が遷延化する背景には，脊柱や椎間板の変

危険率5％を統計学的有意とした。使用ソフトはIBM

性などの解剖学的な要因の他に，心理社会的要因に

SPSS Statistics 24.0(IBM Co.)を用いた。

よる脳機能の不全が影響しているとされる。自発痛

【結果】

を感じている時の慢性腰痛者の脳賦活は，実験的な

腰痛症状について，対象者25名の「過去4週間最大

痛み刺激行っている時の脳賦活とは異なる部位であ

の強い痛み」得点は，平均2.68（SD 2.50，範囲0－

ると報告されおり，慢性的な痛みを経験しているも

6）点であった。過去4週間最大の強い痛み得点と

のの脳反応が特異的である可能性が考えられる。本

oxyHb値の相関について，Harmful条件では，PFC領

研究の目的は，腰痛症状と腰痛関連刺激を呈示した

域にあるCh.25 ( rs=－0.438, p= 0.028)，Ch.26( rs=

時の脳機能の関連について検討することである。

－0.443, p= 0.027)，Ch. 40 ( rs=－0.406, p=0.044)

【方法】

の3つのチャンネルで有意な負の相関が認められた。

研究対象は，健常な女子大学生25名（平均年齢21.4

Harmless条件では，今回対象とした19チャンネルの

歳，全員右利き）である。腰痛症状については，

全てで有意な相関はみられなかった（p＞0.05）。

Pain DETECT日本語版にて，「過去4週間最大の痛

【考察】

み」を0－10点の範囲で評価した。脳活動計側は

腰痛症状の結果から，過去4週間の痛みの程度が高

NIRS（日立メディコ社製，ETG-4000）を使用し

いものは，強い疼痛経験が心理面に影響するものと

た。対象者の姿勢は背もたれのある椅子で体幹およ

推測できる。腰痛症状と脳機能計測について，腰痛

び頭部が安定した姿勢とした。腰痛関連刺激は，27

に影響する刺激条件を呈示した時にのみOxyHbと痛

インチの液晶モニター（iiyama ProLite GB2773HS）

み得点間に有意な負の相関を示すことから，腰痛の

で呈示した。モニターは対象者の頭部から約120cm

程度が強いものほど，脳機能活動を抑制的に処理し

前方で，床からの高さが90cmに画面の下端が配置

たと考える。今回有意な差があった部位はPFC領域

するよう設置した。刺激は，安静30秒と刺激20秒を

の前頭極と呼ばれ，意思決定や認知コントロール等

繰り返すブロックデザインとし，安静課題は画面上

様々な高次な機能があるといわれている。腰痛に影

に点滅するクロスの固視点を示した。刺激課題は，

響する有害な刺激に対し，自己の腰痛経験を無難に

腰痛に影響する身体動作（フラワーポットの移動，

処理する過程が影響したと推測する。

掃除機の使用：Harmful条件）と，腰痛に影響のな

【謝辞】

い身体動作（歩行，階段：Harmless条件）の2条件

本研究は，JSPS科研費（課題番号:15K01428）の研

とした。脳機能計測の指標はOxyHb（mM・mm)と

究助成を受けたものです。

し，移動平均を5秒に設定，各刺激条件について3回

【倫理及び説明と同意】

分を加算平均した。刺激課題開始後5秒経過時点から

研究対象者には研究内容および研究参加の任意性に

の15秒間の平均値をOxyHb値をとした。計側部位は

ついて，十分に説明を行い書面にて参加の同意を得

前頭前皮質領域の(PFC)の19チャンネル（Ch.）とし

た。本研究は東北福祉大学研究倫理委員会において

た。腰痛症状と脳機能の関連を検討するため，「過

審査され承認を得ている（RS170201）。
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ポスター発表1

【基礎・1】

2017年11月18日

キーワード：脊柱アライメント・歩行・脊柱後弯

佐藤

14:40 ～ 15:40

脊柱後弯を有する高齢者に対する踵補高の効果
-脊柱アライメントと歩行能力への影響-

大道 1,2)・岡田

恭司 2)・若狭
正彦 2)・齊藤 明 2)・木元 稔 2)・髙橋
柴田 和幸 2)・鎌田 哲彰 2)・新出 卓斗 2)
1)
JA秋田厚生連秋田厚生医療センター
2)
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座

裕介 2)

【目的】

独歩が不能なもの，認知機能の低下により指示に従

高齢者における脊柱後弯は歩行能力の低下をきたす

えないもの，運動麻痺を有するもの，歩行時に下肢

ことで知られている。従来の脊柱後弯変形に対する

痛を有するもの，脊柱あるいは下肢の手術歴がある

理学療法介入は，脊柱起立筋の筋力強化や脊柱可動

ものとした。統計学的解析には対応のあるt検定を用

性維持のためのストレッチ等の運動療法が主である

い，危険率5%とした。

が，脊柱後弯変形を有する高齢者では椎体関節周囲

【結果】

組織の変性や変形が生じている場合もあり，必ずし

脊柱アライメントにおいて補高なしに比べ補高あり

も運動療法の適応にならないこともあると考えられ

では脊柱傾斜角(7.3 ± 7.5° vs 4.9 ± 8.1°，p <

る。そこで本研究では踵補高による介入を行い，脊

0.01)，胸椎後弯角(42.6 ± 15.4° vs 35.6 ± 13.6

柱アライメントと歩行能力への影響を検討すること

°，p < 0.01)は有意に低値を示し，腰椎前弯角(6.7

とした。

± 14.8° vs 9.0 ± 16.4°，p < 0.05)は有意に高値

【方法】

を示した。仙骨傾斜角で有意差は見られなかった。

脊柱後弯を有する高齢者33名(年齢;77.7±9.5歳，男

歩行速度(0.79 ± 0.24m/s vs 0.89 ± 0.27m/s, p <

性;4名，女性;29名)を対象とし，脊柱アライメント，

0.01)，歩幅(0.42 ± 0.10m vs 0.45 ± 0.11m, p <

歩行速度，歩幅の測定を行った。脊柱アライメント

0.01)では補高なしに比べ補高ありが有意に高値を示

の測定にはSpinal Mouse(Idiag AG)を用い，自然立

した。歩きやすさの指標であるNRSでは2条件の間に

位での脊柱傾斜角，胸椎後弯角，腰椎前弯角，仙骨

有意差は見られなかった。

傾斜角を算出した。歩行速度と歩幅は快適歩行速度

【考察】

にて10m歩行テストを実施し，その結果から算出し

脊柱後弯を有する高齢者に踵補高することで胸椎

た。そして各測定項目を，踵補高をしていない状態

および腰椎の伸展が生じ，脊柱の前方への傾きが

(補高なし)と10mmの踵補高(中村ブレイス)をした状

減少した。また，歩行速度と歩幅の改善もみられ，

態(補高あり)の2条件(順番は無作為)で行い，3回ずつ

10mmの踵補高では歩きづらさにも影響しないよう

施行した平均値を用いた。また，歩きやすさの指標

であった。踵補高は脊柱後弯を有する高齢者の脊柱

としてNRSを用い，補高なしの状態を基準値5とし，

アライメントを改善し，歩行能力の改善に寄与する

補高をして歩きやすくなった場合を0に近い値，歩

結果となった。

きにくくなった場合を10に近い値として測定を行っ

【倫理及び説明と同意】

た。本研究では高齢者における胸椎後弯角と腰椎前

本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，被験者本人に文

弯角の平均値±SDを基準とし，胸椎後弯角が53°

書を用いて口頭で説明を行い，同意が得られた方の

よりも大きいまたは腰椎前弯角が13°よりも小さい

みを対象とした。

場合を脊柱後弯と定義した。また，除外基準として
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ポスター発表1

【基礎・1】

2017年11月18日

キーワード：起き上がり・圧力中心・重回帰分析

14:40 ～ 15:40

圧力分布測定システムを用いた起き上がり動作の定量的解析
渡邉

哲朗 1,2)・荻原 久佳 1)・藤原 孝之 3)・吉田
1)
郡山健康科学専門学校
2)
信州大学大学院
3)
いわき明星大学大学院 理工学研究科

宏昭 2)

2

【目的】

であった(p<0.01，R =0.84)。θに影響する要因は，

起き上がり動作時の圧中心情報を定量的に解析し，

肘関節屈曲90°/s時のピークトルク値(β；0.87)，

起き上がり動作の動揺性と速さ，運動方向パターン

肘伸展90°/s時のピークトルク値(β; -0.57)であった

に影響を与える要因を筋力，柔軟性等の身体特性か

(p<0.01，R =0.41)。

ら検討することを本研究の目的とした。

【考察】

【方法】

結果より圧中心軌跡長は体幹屈曲で負の回帰係数が

対象は，健常男女29名であった。プラットホーム上

得られ，体幹屈筋を素早く発揮できない対象ほど，

に圧力分布測定システム(ニッタ株式会社)を設置し，

他の関節運動により代償し圧中心軌跡が長くなった

対象の自由な方法，速度にて3回の起き上がり動作

と考えられる。また，rは起き上がり動作時のrow，

を実施した。動作は，口頭合図にて背臥位より開始

columnの平均の速さから算出され，単位時間当たり

し，端座位になった後，対象の前方に設置した台に

の移動距離が小さいほど値は小さくなり，動作の速

手掌面を着くところまでとした。動作時の圧中心情

さを表す指標として捉えられる。結果よりrは，所要

報の直交座標からrow(身体の左右方向)，column(身

時間と長座体前屈で負のθで正の回帰係数が得られ

体の頭尾方向)の平均の速さを絶対値として算出し

た。これは，柔軟性が低下している対象ほど前後へ

た。得られた平均の速さを極座標系へと変換し，原

の運動を素早く行い結果的にr，つまり前後への動揺

点からの距離rと角度θを算出した。身体指標は，長

性が増したと考えられる。またθは，逆三角関数に

座体前屈，体重比ピークトルク値とした。長座体前

より決定し，左右方向への速さが前後方向より相対

屈はデジタル長座体前屈計(竹井機器工業株式会社)

的に小さいほどθは大きくなり，運動方向のパター

を使用し，2回の平均値を代表値とした。体重比ピー

ンを大まかに表現している。θに影響を与える要因

クトルク値は，多用途筋機能評価運動装置(Biodex

として肘関節伸展が抽出された。プッシュアップに

社)を使用し，肘関節，体幹，膝関節の屈曲および

より上体を起こす際，圧中心は左右方向へと素早く

伸展を等速性運動筋力としてピークトルク値を抽出

移動すると考えられ，肘伸展で回帰係数が負の値を

した後，対象の体重で除した値とした。ピークトル

とったと推察される。本研究の結果より，起き上が

ク評価時の角速度を各部位30～150°の範囲で設定

り動作の評価方法として，単に筋力をみるのではな

した。圧中心軌跡長と極座標変換から得られたr，

く，対象の柔軟性を把握することの重要性が示唆さ

θを従属変数とし，起き上がり所要時間，長座体前

れた。また，圧力測定システムを用いることによ

屈，身体各部位ピークトルク値を独立変数とし重回

り，起き上がり動作を定量的に評価でき，臨床へと

帰分析を行った。統計解析には統計解析ソフト(SPSS

発展させられる可能性が示唆された。

Statistics ver. 24.0 ，IBM社)を使用し，有意水準は

【倫理及び説明と同意】

5%とした。

本研究は，学校法人こおりやま東都学園倫理委員会

【結果】

の承認(承認番号:R1502)を得た上で，ヘルシンキ宣

圧中心軌跡長に影響する要因は，体幹屈曲120°/s

言に則り行った。また，研究に関する主旨および個

時のピークトルク値(β；-0.38)であった(p<0.01，

人情報の保護等に関して，口頭ならびに書面にて十

2

R =0.15)。rに影響する要因は，所要時間(標準偏回帰

2

分な説明し，同意を得た上で実施した。

係数β；-0.91)，長座体前屈 (β;-0.26)，θ(β;0.21)
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【基礎・1】

キーワード：視覚・動的バランス・Functional reach test

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

視覚とFunctional reach test
開眼・閉眼での検討
吉田

心之介・後藤 史穂理・高橋 皓太・石川
公益財団法人 総合花巻病院

悠人

的バランスに重要である。本研究の結果から動的バ

【目的】
姿勢制御において視覚，前庭感覚，体性感覚から

ランスにおいても視覚情報が大きく影響しているこ

の情報がそれぞれ中枢神経で統合され，姿勢を維持

とが示唆された。視覚情報が姿勢制御に与える影響

している。特に視覚は運動遂行中の環境や身体状況

として，身体動揺によって生じる網膜像の変化を知

を把握するための重要な情報源である。視覚情報を

覚することや空間座標の決定，自己身体の位置関係

遮断した状態での片脚立位や立位での重心動揺等，

の認識によるフィードフォワード，フィードバック

視覚と静的バランスの関係性についての研究は多く

機構があげられる。さらに視覚情報の変化は速度ベ

されているが，動的バランスとの関係性を述べてい

クトルとして知覚されるため運動速度のコントロー

るものは数少ない。本研究の目的は，開眼及び閉眼

ルに関与している。これらのことから開眼FRTにお

の2つの条件においてFunctional reach test(以下，

いて有意に高い値が得られたと考えられる。また，

FRT)を行うことで，視覚が動的バランスにどのよう

閉眼FRT時に体幹を側屈させ，角棒に向かうように

な影響を与えているかを明らかにすることとした。

動作を行う被検者が数名見られた。これは，今回閉

【方法】

眼FRTの指標として角棒を用いていたため，触覚刺

対象は健常成人20名(男性7名，女性13名，年齢

激による身体の傾きが生じており，運動方向の補正

23.3±1.6歳，身長164.6±18.2cm)とした。実施に

が行えず不安定であったことが考えられる。加えて

あたり被検者は裸足とし，閉脚した状態で壁に踵と

視覚情報が得られない状況では触覚情報に頼った代

肩甲骨を接地させた。検査側は右上肢とし，手指伸

償動作がみられたとも考えられる。本研究では健常

展位・前腕中間位・肩関節90°屈曲位を開始肢位と

成人での比較検討であったが，他研究で静的バラン

した。検査側壁には測定用に方眼紙を貼り付け，さ

スにおいて競技特性が姿勢制御における感覚の重み

らに閉眼FRT時の指標とするためにおおよそ直線の

づけを引き起こしていることを報告しており，サン

木製角棒を第2指先端から中手指節関節まで橈側に沿

プルの抽出条件を限定すると動的バランスにおける

わせて方眼紙に貼り付けた。そして第2指先端を0cm

視覚の影響が抽出条件別に異なる可能性も考えられ

として角棒に沿わせて開眼及び閉眼でのFRTを各3回

る。このことから競技特性以外にも文化や生活習慣

ずつ実施した。注意事項として踵が浮かないことと

等によって優位に働く感覚情報が異なると推測され

壁や角棒に寄りかからないことを伝え，心理的な影

る。また，身体図式やボディーイメージは感覚情報

響を考慮して検査者への値の告知は避けた。各被検

を基盤として作られていることから動的バランスに

者の開眼及び閉眼のFRT3回の最大値を身長で除した

影響していることも考えられる。今後視覚情報遮断

値の差を比較検討した。統計手法は対応のあるT検定

条件下でFRT以外の課題で前庭感覚や体性感覚の影

を用い，有意水準を5%とした。

響を検討していくことや条件付けを行ったサンプル

【結果】

での動的バランスにおける視覚情報，感覚情報の影

開眼及び閉眼FRTを比較した結果，開眼FRT0.17±

響についての研究が期待される。

0.02cm/height，閉眼FRT0.16±0.02cm/heightであ

【倫理及び説明と同意】

り，有意差が認められた（p＞0.05）。

対象者には事前に本研究の目的と方法を十分に説明

【考察】

し，同意を得た上で実施することで倫理的配慮とし

安静立位において開眼時と比較して閉眼時は身体

た。

動揺が50％以上増加するといわれおり，視覚は静
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【基礎・2】

2017年11月18日

キーワード：健常者・端座位・膝関節屈曲角度

14:40 ～ 15:40

目的別の端座位位置の比較
－異なる端座位条件の違いが端座位位置に与える影響－
沢田 行秀・山下 浩樹・関 公輔
いわてリハビリテーションセンター
【目的】

らベッド端までの距離を，一元配置分散分析を行っ

臨床上，患者に立ち上がり動作を指導する際に，こ

た後に多重比較検定を行った（p<0.05）。また，

れまでの経験則に応じて立ち上がりやすい位置への

端座位時の膝関節屈曲角度においても同様に検定を

誘導や設定を行うことが多い。日常生活の中でも，

行った。

起き上がり動作後の端座位から立ち上がり動作を行

【結果】

うまでに，無意識に端座位の位置を調整している。

各端座位の尾骨後面からベッド端までの距離は座位

これらの端座位は目的や課題により座位を取る位置

A34.3±7.2cm，座位B38.7±4.6cm，座位C27.7±

が異なってくることが考えられるが，どの程度，

4.3cmであった。また，膝関節屈曲角度は座位A81.1

位置が違うか具体的に示した数値は渉猟しえなかっ

±19.6°，座位B85.0±9.8°，座位C101.3±6.8°

た。そこで，健常者における目的別の端座位位置に

であった。尾骨後面からベッド端までの距離におい

ついて比較・検討を行うことを目的とした。

て座位Cとその他の座位において有意な差を認めた

【方法】

（p<0.05）。膝関節屈曲角度においても座位Cとそ

対象は健常者18名（年齢23.2±1.6歳，身長165.3±

の他の座位の間に有意な差を認めた（p<0.05）。

8.3cm）であった。使用機器はゴニオメーターとメ

【考察】

ジャーとした。計測項目は①端座位時の尾骨後面か

座位Cと座位A，Bの違いとして考えられるのは，こ

ら膝蓋骨の距離，②端座位での尾骨後面からベッド

れから活動に移るための，構えの状態にあることで

端までの距離，③端座位での膝関節屈曲角度計測を

はないかと考える。座位Cでは立ち上がり動作を開

行った。測定は昇降ベッドで行い，ベッドの高さの

始すると，体重が坐骨支持から，両足底での支持

設定は端座位姿勢で下腿を床面に対し垂直にしたと

に変化していく。そのため，重心移動の行いやすさ

き，膝関節裂隙の高さとした。計測は3種類の端座位

や，床反力の受け方を想定した構えの状態であるこ

（安楽座位（以下，座位A）起き上がり動作後の座

とから，その他の座位の位置や膝関節屈曲角度に違

位（以下，座位B）立ち上がり動作前の座位（以下，

いが生じたと考えられる。これらの結果を踏まえる

座位C））の3条件とした。各端座位姿勢の規定とし

と，起き上がり動作後から立ち上がり動作までを効

て，座位Aは被験者の主観で安楽な端座位姿勢とし，

率的に遂行するための手段の一つとして，座位Aか

座位Bはベッド上で背臥位を取り，on elbowを経由し

ら約7cm，Bの位置から約11cm前方へ移動し，さら

た端座位までの起き上がり動作を5回練習し，起き上

に座位Aでは膝を約20°，座位Bでは約16°屈曲さ

がりやすい位置に背臥位を取った。その後，決定し

せることで効率的に動作を遂行できることが示唆さ

た位置より起き上がり動作を行い，端座位となるこ

れる。また，健常者はこれらを主観的にとらえ，動

ととした。座位Cは両上肢を胸の前で組み，5回立ち

作・行為に結び付けている可能性が示唆された。

上がり動作を練習し，立ち上がりやすい位置に端座

【倫理及び説明と同意】

位を取った。なお，立ち上がり動作のスピードや下

ヘルシンキ宣言に基づき，すべての対象・検者に，

肢の位置は任意とした。座位A，座位B，座位Cの各

研究内容・被験者の権利・自由参加・研究による身

端座位の順序は被験者1人1人をランダムに振り分け

体への影響の可能性などをあらかじめ口頭および文

た。統計処理は座位A，座位B，座位Cの尾骨後面か

面にて説明し，参加協力の同意を得て実施した。
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【基礎・2】

2017年11月18日

キーワード：立位・一側上肢挙上・予測的姿勢制御

14:40 ～ 15:40

運動開始条件が立位での一側上肢挙上に伴う予測的姿勢制御の出現頻度
に与える影響
木村 文佳・岩月 宏泰
青森県立保健大学大学院
るためにχ2検定を行った。

【目的】
身体重心の偏倚を予測し，運動の構えとして行

【結果】

う姿勢制御を予測的姿勢制御(Anticipatory Postural

対象者8名中1名は，5～8秒間のランダムな単

Adjustments :APA)と呼ぶ。随意的に一側上肢挙上

純反応課題及びGo/No Go課題の2条件で挙上側

を行う場合，主動筋の三角筋が筋活動を開始する前

と同側の大腿二頭筋に全くAPAの出現を認めな

に，挙上側と同側の大腿二頭筋が筋活動を開始する

かった。各条件のAPA出現回数は，自己ペースで

ことが確認されている。この主動筋に先んじて起こ

72/80回(90.0%)，5秒毎の単純反応課題で80/80

る挙上側大腿二頭筋の筋活動はAPAと見なされ，上

回(100.0%)，5～8秒間の単純反応課題で68/80回

肢挙上時に生じる身体重心の後方偏倚を予測して生

(85.0%)，Go/No Go課題で69/80回(86.3%)であっ

じると考えられている。APAはバランス障害や転倒

た。各条件でのAPA出現頻度に有意な差を認め(χ

との関連が報告されており，APAの発現様式を明ら

＝12.68，df=3，p=0.005)，5秒毎の単純反応課題で

かにすることは運動療法の一技法として転倒予防に

APA出現頻度が最も高かった。

応用できる。本研究では，運動開始条件が健常者の

【考察】

立位での一側上肢挙上に伴うAPAの出現頻度に影響

本研究において，4条件の中で最もAPA出現頻度が

を与えるかを検討した。

高かったのは5秒毎(0.2Hz)の単純反応課題であっ

【方法】

た。反応刺激が一定の間隔で提示される場合，次に

2

対象は下肢関節疾患の既往がない右利きの健常青

提示される反応刺激を予期しやすくなる。本研究の

年8名であった。立位で肩関節屈曲90°の高さに設

結果，反応刺激の出現が予期できる運動開始条件で

定した眼前の固視標に向け，素早く右上肢を挙上す

APA出現が増え，運動開始条件はAPA出現頻度に影

るというのが運動課題であった。運動開始条件は自

響を与えることが考えられた。0.2Hzの信号で立位

己ペース，5秒毎の単純反応課題，5～8秒間のラン

における一側上肢挙上に応ずることが出来る場合，

ダムな単純反応課題及びGo/No Go課題とした。測定

APAは高頻度に見られ，姿勢を乱しにくいと推察す

順序は自己ペース，5秒毎の単純反応課題，5～8秒

る。しかし，自己ペースや反応刺激のタイミングが

間の単純反応課題，Go/No Go課題の順であった。

予測困難な条件で随意的に一側上肢挙上を行う場合

5秒毎の単純反応課題，5～8秒間の単純反応課題，

は，姿勢を乱しやすく転倒を誘う危険性が高くなる

Go/No Go課題では聴覚反応刺激に応じて運動課題

ことが示唆された。

を行った。各条件の測定開始前には2～3回の練習を

【倫理及び説明と同意】

設けた。全4条件で各10回運動課題を実施し，運動

対象者には，本研究の目的，個人情報の保護などに

時に右三角筋と両側大腿二頭筋から表面筋電図を記

ついて口頭及び文書で説明し，書面にて同意を得

録した。統計解析にはIBM SPSS Statistics 23を使用

た。なお，本研究は青森県立保健大学研究倫理委員

し，各条件でのAPA出現頻度の相違について検討す

会にて承認された (承認番号1705)。
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【基礎・2】

キーワード：後方平板支柱・油圧制動短下肢装具・加速度

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

健常者における加速度計を利用した短下肢装具の歩行特性の検討
小田桐

伶 1)・吉田 英樹 2)・原 幹周 2,3)・前田 貴哉 2,4)・花田 真澄 2,5)・山本
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賢雅 1)

【はじめに】

で1.33±0.11m/s，APS－AFO条件で1.32±0.11m/s，

   脳卒中片麻痺患者の運動学習のために，短下肢装具

装具なし条件で1.38±0.13m/s，歩数の中央値はGS条

を用いて，自由度制約を通した運動の単純化を図るこ

件で14歩，APS－AFO条件で14歩，装具なし条件で13

とが良いとされている。後方平板支柱付き短下肢装

歩。加速度実効値の中央値（上下方向〔m/s2〕： 前後

具（以下，APS－AFO）は底背屈角度を自由に調整で

方向〔m/s 〕： 左右方向〔m/s 〕）について，立脚

き，内外反を防止することができる。また，ゲイトソ

初期のGS条件で（56.7：62.1：50.3），APS-AFO条件

リューション継手短下肢装具（以下，GS）は底屈制動

で（69.3：102.2：57.0），装具なし条件で（58.9：

を適切に調整することで，踵接地から足底接地までの

67.3：59.7），立脚中期のGS条件で（44.9：18.4：

Heel Rockerを生じさせ，立脚中期以降の膝関節過伸

49.6），APS-AFO条件で（42.6：18.8：48.9），装具

展・過屈曲を防止できるとされている。APS-AFOとGS

なし条件で（43.8：16.7：48.8）。立脚後期のGS条

では目的とする機能と適応は異なるが，各歩行周期に

件で（58.7：18.8：43.2），APS-AFO条件で（53.3：

どのように短下肢装具が機能しているのかを確認する

8.6：48.1），装具なし条件で（61.1：17.1：40.8）で

ことには意義がある。そこで，GSとAPS－AFOを使用

あった。立脚後期では，APS－AFO条件がGS条件と比

した歩容を分析するため，下腿近位部にかかる加速度

べ前方への加速度が有意に大きかった。

を調査した。

【考察】

【方法】

本研究結果から，APS－AFO条件ではリジットの支柱

2

2

健常男性9名（27.5±3.5歳）を対象とした。方法は，

を使用しているため立脚初期に膝伸展筋群により下腿

装具なしでの歩行（以下，装具なし条件），右足にGS

を後方へ強く引くことが示唆された。立脚中期以降に

を使用した歩行（以下，GS条件），右足にAPS－AFO

は前下方への加速度が高まり，足尖離地を早めるよう

を使用した歩行（以下，APS－AFO条件）の3条件で，

な動きが確認された。足尖離地が適切に行うことがで

10m快適歩行速度を1回ずつ測定し，矢状面よりビデ

きない脳卒中片麻痺患者に対しAPS-AFOを使用するこ

オ撮影した。その際，前後・左右・上下の3軸方向の加

とで，遊脚初期の引っかかりを改善させることができ

速度を測定できる加速度計（6軸モーションセンサー，

る可能性が示唆された。また，GSは正常歩行に近似

マイクロストーン株式会社製）を右腓骨頭付近に取り

した加速度波形が確認できた。双方の特性を理解し，

付けた。GSの初期背屈角度は5度で油圧制動は4，APS

対象の症状と時期に見合った装具を選別する必要があ

－AFOの支柱はリジットで初期背屈5度から背屈遊動と

る。

し，演者が所属する施設の備品の装具を使用した。各

【倫理及び説明と同意】

条件の実施順序はくじ引きで決めた。加速度計より得

本研究はヘルシンキ宣言に基づいて行われた。全ての

られたデータから，歩行周期を10%ごとに分割した加

対象候補者に対しては，本研究の目的や，参加への同

速度の実効値を計算し，各条件間で反復測定分散分析

意及び撤回の自由，プライバシーの保護の徹底等につ

と事後検定（多重比較検定）を行うことで比較した。

いて予め十分に説明し，書面による同意が得られた時

統計学的分析は，統計ソフトウェア「R」を用いて実施

点で本研究の対象とした。なお，本研究は，弘前脳卒

し，有意水準は5%とした。

中・リハビリテーションセンター倫理委員会の承認を

【結果】

受けた（承認番号：16A012）。

10m快適歩行速度（平均値±標準偏差）は，GS条件
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【基礎・2】

2017年11月18日

キーワード：長下肢装具・筋活動・歩行

14:40 ～ 15:40

長下肢装具の長さが歩行時の下肢筋活動に及ぼす影響
～KAFOとsemi-KAFOの筋電図学的分析～
佐藤 弘樹・工藤 寛智・関 公輔
いわてリハビリテーションセンター
IEMGの平均値を100とした際の，KAFOおよびsemi

【目的】
臨床上，重度の運動麻痺を呈した患者に対しては

歩行時の標準化IEMG（以下；%IEMG）を求めた。

長下肢装具（Knee Ankle Foot Orthosis；以下，

統計処理についてはエクセル統計Statcel4を用い，一

KAFO）を用いることが多いが，KAFOを用いるこ

元配置分散分析もしくはクラスカル・ワーリス検定

とのエビデンスは十分ではなく，カットダウン時

を行い，3群間に有意差が認められた場合にpost hoc

期の明確な基準が存在しない。また，カットダウ

testとしてSteel Dwass法を用いて比較した（有意水

ン後に異常歩行パターンが定着してしまうことは

準5%未満）。

少なくなく，中間的な難易度としてsemi-KAFO（以

【結果】

下，semi）を用いる機会が増えてきているが，そ

VMの%IEMGについては，KAFO（148.7±69.0%）

の特性は明らかにされていない。そこで本研究で

がnormalと比較して有意に高値を示したが，semi

は，KAFOとsemiそれぞれを用いた歩行時の筋活動

（157.7±80.5%）は有意差を認めなかった。RF

（Electromyogram；以下，EMG）から，それぞれの

は，semi（176.7±86.6%）がnormalと比較して有

特性を考察することを目的とした。

意に高値を示したが，KAFO（150.1±98.6%）は有

【方法】

意差を認めなかった。STのKAFO（144.7±53.9%）

対象は，健常男性8名（年齢：23.6±1.6歳，身長：

とsemi（121.5±44.3%），GMのKAFO（114.4±

172.1±3.8cm，体重：62.9±2.6kg）とした。使

31.8%）とsemi（115.3±35.9%）はnormalと比較し

用する装具は当院の備品の左KAFOとし，膝関節継

て有意差を認めなかった。

手はリングロック，足関節継手は両側ダブルクレ

【考察】

ンザックで底背屈制限なし，対象の体格に応じて

ICからMStにかけての骨盤の前方移動について考察

カフの高さおよび周径の調節が可能なモジュラー

する。KAFOとsemiではGMのEMGに大きな差はみ

型KAFOを用いた。また，大腿近位カフを取り外

られず，てこが長いKAFOではSTのEMGが大きくな

したものをsemiとした。対象とする筋は内側広筋

る傾向がみられた。これは，semiでは大腿骨の自由

（Vastus Medialis；以下，VM），大腿直筋（Rectus

度が大きくなり膝関節屈曲位となることから二関節

Femolis；以下，RF），半腱様筋（Semitendinosus；

筋であるSTの張力が低下したためと推測される。ま

以下，ST），大殿筋（Gluteus Maximus；以下，

た，semiにおけるVMとRFは，膝関節屈曲位となっ

GM）の4筋とし，表面筋電計（Noraxon社製

ているところから膝関節伸展，すなわち大腿骨の前

Myosystem1400）を用いて測定した。歩行路は4m

傾を生じさせながら骨盤の前方移動を生じさせてい

とし，およそ4秒で左右4歩ずつ歩行できるよう十分

ると考えられる。したがって，骨盤の前方移動に必

に練習を行い，ランダムにKAFO，semi，靴のみ（以

要な運動について，KAFOでは股関節伸展が大部分を

下，normal）の3条件を，それぞれ4回ずつEMGを

占めていたが，semiにカットダウンすることで膝関

測定した。また，ウェブカメラを用いて，2歩目，

節伸展の貢献度が増えるのではないか。

3歩目のそれぞれのInitial Contact（以下，IC）から

【倫理及び説明と同意】

MidStance（以下，MSt）までの区間を抽出し，そ

ヘルシンキ宣言に基づき，全ての対象者に本研究の

の区間における筋電図積分値（Integrated EMG；

目的と方法について事前に説明し，研究協力への同

IEMG）を算出し，立脚期における抽出区間が占める

意を得た上で本研究を開始した。

割合によって標準化した。その後，normalの標準化
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【基礎・2】

2017年11月18日

キーワード：自動車・空間認知・認識誤差

外舘

自動車運転に必要な空間認識能力の検討
座席位置の違いが空間認識に与える影響

洸平 1,2)・高見 彰淑 2)・牧野 美里 2)・抱 志織 2)・山田
1)
財団医療法人謙昌会総合リハビリ美保野病院
2)
弘前大学大学院保健学研究科
3)
東北メディカル学院

14:40 ～ 15:40

文武 2,3)

【目的】

ソフトはR2.8.1を使用し，有意水準は5%とした。

脳卒中患者の自動車運転再開のために，運転可否判

【結果】

断の研究は数多く報告されている。しかし，運転に

空間認識誤差は運転席条件で50 ㎝条件10.3±7.0

必要な身体感覚である空間認識能力を検討している

㎝，100 ㎝条件14.7±11.2 ㎝，150 ㎝条件 9.3±

文献はない。そこで本研究は，脳卒中患者の自動車

5.6cm，助手席条件で50 ㎝条件11.6±10.6 ㎝，100

運転に必要な，空間認識能力に着目して検討するこ

㎝条件16.5±14.6 ㎝，150 ㎝条件 17.0±14.4cmで

とを最終目的とし，その前段階として健常成人の空

あった。二元配置分散分析の結果，2要因それぞれ

間認識能力の検証をすることを目的とする。

で主効果は有意ではなかった。150㎝条件における

【方法】

差の検定では，運転席条件が有意に誤差が少ない値

横幅50㎝，座面高40㎝の椅子を三脚用い，横幅を

を示した(p＜0.05)。椅子-パネル間の誤差の相対値の

50，100，150㎝と変更できるようにする。対象者

平均においてマイナスとなった者は，運転席条件50

は1つの椅子に正面を向いて座る。椅子を設置する

㎝条件0名，100㎝条件5名，150㎝条件5名であり，

位置によって運転席条件，助手席条件を設定した。

助手席条件で運転席条件50㎝条件1名，100㎝条件6

パネル2枚を椅子から9m離れた場所に3m間隔で配置

名，150㎝条件3名だった。

する。パネルはそれぞれ固定パネル，移動パネルと

【考察】

し，固定パネルに向かって移動パネルが水平移動す

運転席条件では誤差のばらつきが少なく，助手席条

る。対象者は椅子の横幅とパネルの間隔が同じと判

件でばらつきが大きい傾向が認められた。運転席に

断した時点で合図し，その時点でパネルの移動を止

座っている間は，能動的な空間認識・空間探索を

める。その時のパネル間の距離を測定し，椅子の横

行っており，ハンドル操作を通じた身体イメージが

幅との誤差の絶対値を空間認識誤差とする。椅子の

自動車全体に広がっていると考えられる。習慣的に

横幅50，100，150㎝それぞれで3回，計9回をラン

自動車運転を行っている者は，車幅近くまで拡大し

ダムで測定し，平均値を算出した。

た身体イメージを持っているために，運転席150㎝

運転席条件：固定パネルは椅子の右端の延長線上に

条件において誤差が少なくなっていると考えられ

パネルの左端が接する位置とし，対象者の視界の左

る。助手席に座っている状態での空間認識は受動的

側に移動パネルを設置する。椅子の横幅は座ってい

なものであり，一般的には「車体感覚」と呼ばれる

る椅子の左側の椅子の増減で変更する。助手席条件

感覚が学習されないのではないだろうか。運転習慣

は運転席条件と左右逆の条件で実施した。

の無い者に対する実験を行い，今回生じた仮説の検

対象：運転習慣のある健常成人17名(男性9名，女性

証を行う予定である。

8名，平均25±2.45歳，右ハンドル17名)

【倫理及び説明と同意】

統計解析：椅子の位置(運転席条件，助手席条件)，椅

弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を受

子の横幅(50，100，150cm)の2要因での差の検定た

けて実施し(整理番号：2016-045)，対象者には研究

めに，二元配置分散分析を行った。また，グラフで

の目的や方法について説明を十分に行い，書面にて

特徴的な形を示した150㎝条件での空間認識誤差に

同意を得て実施した。

関してWilcoxonの符号付順位和検定を行った。解析
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【神経・1】

2017年11月18日

キーワード：回復期・FIM下位項目・脳卒中

14:40 ～ 15:40

回復期重症脳卒中患者の自宅復帰因子の検討
ADL下位項目に着目して
竹内

ひなた・皆方

伸・佐々木 杏奈・高橋 亜紀穂・佐々木
秋田県立脳血管研究センター

正弘

【目的】

目を検討した。統計学的有意水準は5％未満である。

脳卒中患者の機能回復の予後を左右する因子とし

【結果】

て，年齢が強く関与することは知られている。現在

復帰群11名，未復帰群19名となり，自宅復帰率

日本社会において高齢化が進んでおり，高齢者の脳

は36.7%であった。FIM-m各下位項目での自立率

卒中患者数は増加傾向にある。一般的に高齢者はリ

において，復帰群で50％を超えた項目は排便管理

ハビリテーション帰結が低くなると言われており，

（81.8％），食事（63.6％），整容（63.6％）の

転帰先の予測に難渋する機会は少なくない。転帰先

3項目であった。なお未復帰群での同項目の自立率

の検討を行った先行研究ではADLの評価指標である

は，順に22.2％，22.2％，16.7％であった。2群間

FIMの総得点を用いた報告が多く見受けられるが，

でFIM-m各下位項目の自立率に有意差を認めた項目

ADLを細分化したことで自立度が予測可能となった

は，上記した排便管理，食事，整容のみあった（各

との報告がある。そこで本研究の目的は，65歳以上

P<0.05）。ロジスティック回帰分析の結果，自宅

の重症脳卒中患者を対象に，ADL下位項目の自立度

復帰に関与するADL下位項目は排便管理（オッズ比

に着目し，自宅復帰に関与するADL下位項目を後方

15.7，P<0.01）であった。

視的に検討することである。

【考察】

【方法】

自宅復帰に関与した項目は，排便管理であり，この

対象は，当センターの回復期病棟に2016年4月1日

項目は自立率から考えると難度が最も低い項目で

から2017年3月31日の期間に入退棟した114名のう

あった。そのため，重症脳卒中患者が自宅復帰する

ち，①65歳以上，②入棟時FIM運動項目（FIM-m）

には難度の低い項目の自立を図ることが重要である

合計点が50点未満であり，以下の除外基準に該当し

ことが再確認された。排便管理で理学療法士が関与

なかった高齢重症脳卒中患者30名（年齢，男性23

出来る点として，トイレでの排泄を習慣化させる行

名/女性7名）とした。除外基準は，①再発例，③全

動療法であり，それに必要な座位バランス強化や腹

身状態不良による転院例である。調査項目は，入棟

部周囲筋の強化があると考えられた。また排便管理

時のFIM-m各下位項目の得点，転帰先とした。なお

以外で，自立率に差を認めた食事や整容において

FIM-mの自立度は，修正自立以上を自立，監視以下

も，動作遂行に必要な座位耐久性や上肢の動作を

を未自立に分類した。また転帰先は自宅を復帰群，

伴った座位バランス能力を向上させることが必要と

それ以外を未復帰群の2群に分類した。解析は，復帰

考えられた。

群と未復帰群のFIM-m各下位項目の自立度を単純集

【倫理及び説明と同意】

計し，各群内での自立率を算出した。また2群間の差

本研究は，入院時に診療データを研究で使用するこ

2

2

の検定には，x 検定を使用した。さらに，x 検定で

とに対して同意が確認できた症例のみを対象とし

有意差を認めた項目を説明変数としたロジスティッ

た。また，データ解析にあたり個人が特定出来ない

ク回帰分析を行い，自宅復帰に関与するADL下位項

ように配慮を行った。
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C-2

ポスター発表1

【神経・1】

2017年11月18日

キーワード：回復期カンファレンス・脳血管障害・カンファレンス

14:40 ～ 15:40

当院回復期病棟における脳血管障害患者に対する装具カンファレンスの
実態調査
髙橋

由紀恵・吉田 裕也・荒川 博志・萱場
盛岡医療生活協同組合 川久保病院

俊博

【目的】

時点で平均して発症から2〜3週経過していることも

「脳卒中治療ガイドライン2015」では早期から装具

多く，入院時早期にOCを実施する必要性があるとい

を用いた立位・歩行練習が推奨グレードAとして位

える。これに対し，当院では入院からOCを実施する

置づけられている。当院では，装具作製の際には装

までに7日から106日と大幅な差があり，平均では約

具カンファレンス（以下Orthosis

Conference:OC）

50日経過してからOCを実施し装具作製に至る症例が

を実施しているが，OC実施時期においてはセラピス

多いのが現状であった。先行文献と照らし合わせる

トに任せているのが現状である。そこで，当院回復

と，装具作製が遅いということがいえる。つまり当

期病棟ではどのくらいの時期にOCを実施し，KAFO

院では，OCの実施が遅く，その背景には，OCの実施

作製に至っているのか実態を把握するために調査を

をセラピスト個人に任せていること，装具作製の目

行った。

的に対する考え方の認識の違いがあると考える。ま

【方法】

た，治療用装具と更正用装具という点で，当院の現

対象は2014年4月から2017年4月の期間で，脳血管

状からは，時間的にも扱われ方からも更正用装具と

障害にて当院回復期病棟に入院し，OCを実施した32

して検討しているものと考えられる。

例（男性20例，女性12例），平均年齢68.4±10.2歳

実際の治療場面では，OCを実施した症例の93％が備

とする。調査項目として，1)発症日から当院入院ま

品のKAFOを使用した歩行練習を行っている現状があ

での日数（最短，最長，平均），2)入院日からOCを

る。長い期間，備品のKAFOでアプローチを行い，機

行うまでの日数（最短，最長，平均），3)OC対象者

能的な予後予測も踏まえ退院後の歩行形態の目途が

で備品のKAFOを使用した歩行練習実施率，4）KAFO

立ったところで，自立用の装具を検討するためのOC

作製者数をカルテより後方視的にデータを抽出し

を実施している。治療に焦点を置くと，入院早期か

た。

ら使用しているKAFOが治療用装具となり，その効果

【結果】

を最大限に発揮するためにも，アライメントを確保

1)発症日から当院入院までは最短0日，最長50日で

し，本人に適合した装具を作製すべきと考える。

平均21.25日であった。2）入院日からOCを行うま

当院における課題としては，装具作製の目的を明確

では最短7日，最長106日，平均49.09日であった。

にして共有することと，検討～作製に至るシステム

3）OC対象者32例中で備品のKAFOを使用し歩行練

の構築と標準化を図ることである。

習を行ったのは30例で実施率は93％であった。4）

【倫理及び説明と同意】

KAFO作製に至ったのは3例，下肢装具作製に至った

本研究は，川久保病院倫理委員会の承認を得た。ヘ

のは24例，非該当は3例であった。

ルシンキ宣言に基づき，倫理面の配慮として，個人

【考察】

を特定できる情報は削除し，情報の分析に使用され

脳卒中片麻痺患者に対するKAFO処方の時期について

るコンピューターも含めデータの取り扱いには十分

石神らは，発症から2〜3週，リハ開始から1〜2週が

に注意を払った。

妥当であるとしている。当院においては，入院する
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C-3

ポスター発表1

【神経・1】

2017年11月18日

キーワード：脳卒中・body mass index・機能転帰

14:40 ～ 15:40

回復期脳卒中患者の肥満度と機能転帰との関係
佐々木

杏奈・皆方

伸・髙橋 亜紀穂・竹内 ひなた・佐々木
秋田県立脳血管研究センター

正弘

【目的】

とした。

肥満は，脳卒中患者の日常生活活動(ADL)の改善に影

【結果】

響を及ぼす可能性がある。近年，very obese患者，

回復期在棟日数はunderweight群67.6±37.0日，

obese患者のADL改善が大きいとする肥満パラドック

normal weight群97.0±37.0日，overweight群62.5±

スの報告はあるが，その見解は一定しておらず結論

33.7日と3群間に有意差を認め(p<0.01)，多重比較の

は得られていない。本研究の目的は，当センター回

結果よりoverweight群はnormal weight群に対して有

復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者

意に短期間であった。しかし，その他の項目におい

を対象に，肥満度に応じてADL改善に差があるかを

ては有意な差を認めなかった。

後方視的に検討する事である。

【考察】

【方法】

overweight群はnormal weight群と比較し，回復期

対象は2016年4月1日から2017年3月31日に当セン

在棟日数が有意に短期間である結果となり，肥満パ

ター回復期リハビリテーション病棟に入退棟した脳

ラドックスを支持するものと考えられる。体重減少

卒中患者のうち，除外基準に該当しなかった67名

により瘦せ型の脳卒中患者では筋量が減少し，筋内

（68.4±12.7歳，男性48名/女性19名，病型：脳

脂肪量が増大する反面，肥満者では筋量が増大し，

出血25名/脳梗塞34 名/くも膜下出血8名，BMI：

筋内脂肪量が減少する傾向が指摘されている。この

22.1±3.0kg/m²，発症から入棟までの日数22.5±

ことが， ADLの改善に有利に作用し，在棟期間の

14.6日）とした。除外基準は，①入棟時FIM運動項

短縮に繋がったと考えられた。しかし，FIM効率等

目合計点(運動FIM)がセルフケア自立群とされる70

の項目では有意な差は認められなかった。つまり，

点以上の患者，②再発例，③状態不良による転院と

overweight群以外も同等程度のADL改善が可能で

した。対象者を世界保健機関が推奨する基準を参

あったと言える。肥満パラドックスを強く支持する

考に，入棟時BMI＜18.5kg/m²：underweight群，

ためには，在棟経過中の肥満度の変化や筋肉量の変

18.5～＜23kg/m²：normal weight群，≧23kg/m²：

化，栄養状態等のより詳細な検討が必要であると考

overweight群の3群に分類し，以下の調査項目の比

えられた。

較を行った。調査項目は患者背景の他，回復期在棟

【倫理及び説明と同意】

日数，入棟時・退棟時運動FIMとFIM認知項目合計点

対象者は，入院中の診療データの研究使用に対して

(認知FIM)，運動FIM利得，認知FIM利得，運動FIM

の同意書が確認できた症例のみとした。またデータ

効率，認知FIM効率，転帰先とした。解析には，量

解析にあたり，個人が特定できないように配慮を

的変数はKruskal-Wallis検定，質的変数はx²検定，多

行った。

重比較検定にはBonferroni法を行い，有意水準は5％
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C-4

ポスター発表1

【神経・1】

2017年11月18日

キーワード：脳卒中・回復期・歩行

14:40 ～ 15:40

回復期脳卒中者における歩行能力の層別化に関する妥当性の検証第一報
歩行自立に影響を及ぼす因子の検証について
本間 一成・平野 雄三
医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院
を行った。統計学的検証にはR2.8.1を使用した。

【目的】
回復期脳卒中リハビリテーションにおいて，歩行
能力の予測はADLのみならず，転帰も含めたQOL全

【結果】
1.退院時歩行自立に影響を及ぼす因子の検証

体にも影響を及ぼす重要な事項である。一方で歩行

得られた回帰式は有意なものであり（p＜

予後はガイドライン等においても未だ予測精度の限

0.001），選択された説明変数と標準化偏回帰係数を

界が指摘されており，客観的予測と臨床的経験則を

以下に示す。入院時BBS（0.326，p＜0.001），入院

組み合わせながら予測していくプロセスが重要であ

時10m歩行速度（0.237，p＜0.01），入院時HDS-R

る。そこで，歩行能力の層別化は歩行回復に対する

（0.168，p＜0.01），発症前移動手段（-0.135，p

大枠を捉え，その中で様々な要因を検証していく事

＜0.05）となった。また，回帰式の自由度調整済み

が可能となる。そこで今回，歩行能力の層別化に向

決定係数（R2）は0.38であった。

けて後方視的に歩行自立に及ぼす因子を検証したの

2. 退院時歩行自立に影響を及ぼす因子に対するカッ

で報告する。

トオフ値の算出

【対象】

ROC曲線によるカットオフ値は，入院時BBSが25

対象は平成26年4月から平成29年4月までに当院

点（感度0.84，特異度0.86），入院時10m歩行速度

回復期病棟に入院した脳卒中患者で，経過中の再発

が0.18m/sec（感度0.77，特異度0.82）となった。

や重篤な合併症を除いた351名(年齢70.75±13.41

【考察】

歳，男性198名，女性153名)を調査対象とした。

回復期脳卒中において，歩行自立に影響を及ぼす

【方法】

因子を検証し，4項目の変数が選択された。BBSと

1.退院時歩行自立に影響を及ぼす因子の検証

10m歩行速度に関しては，歩行バランスや速度な

歩行自立に影響を及ぼす因子の検証としてステッ

ど歩行に関連する直接的因子となり，一方でHDS-R

プワイズ重回帰分析を行った。歩行自立に関するア

や発症前移動手段に関しては歩行リハビリテーショ

ウトカムとして，退院時Functional Independence

ンを実施する上での間接的因子となる。特に直接的

Measure(以下FIM)の歩行・車椅子項目を目的変数

因子であるBBSや10m歩行速度については，リハ開

とし，年齢，発症前移動手段，高次脳機能障害（失

始からの経時的変化を追って行く上でも重要なパラ

語・失認・失行）の有無，入院時下肢Br.stage，入院

メータであり，またカットオフ値としても感度・特

時長谷川式簡易認知症スケール(以下HDS-R)，入院時

異度共に高い値を示していることから，層別化して

BergBalanceScale（以下BBS），入院時10m歩行速度

いく上での重要な項目と判断される。歩行バランス

を説明変数とした。尚，評価項目ごとの相関を調査

と歩行速度という二つの視点から層別化していくこ

し，多重共線性はみられなかった。

とで，複眼的な予測が可能になるものと思われる。

2. 退院時歩行自立に影響を及ぼす因子に対するカッ

【倫理及び説明と同意】

トオフ値の算出

本研究に際し，南東北春日リハビリテーション病

得られた回帰式により選択された説明変数を，退

院倫理委員会にて承認されており(承認番号17-03)，

院時歩行自立群と非自立群の2群について，ROC曲線

対象者には個人情報の使用に際し説明と同意を行っ

を用いたカットオフ値を算出し，歩行能力の層別化

た。
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C-5

ポスター発表1

【神経・1】

2017年11月18日

キーワード：脳卒中・回復期・歩行

14:40 ～ 15:40

回復期脳卒中者における歩行能力の層別化に関する妥当性の検証第二報
速度・バランスにおける4群の層別化における特性の検証について
平野 雄三・本間 一成
医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院
【目的】

無，入院時60秒座位保持の可否，1ヵ月後60秒座位保

回復期脳卒中リハビリテーションにおいて，歩行能力

持の可否，HDS-R，入院時BBS，1ヵ月後BBS)について

の予測はADLのみならず，転機も含めたQOL全体にも

2群間の差の検定にて比較検討した。

影響を及ぼす重要な事項である。一方で歩行予後はガ

統計学的検証にはR2.8.1を使用した。

イドライン等においても未だ予測精度の限界が指摘さ

【結果】

れており，客観的予測と臨床的経験則を組み合わせな

1．4群の属性並びに帰結に関する特性の検証

がら予測していくプロセスが重要である。そこで，歩

年齢，転帰先，在院日数，退院時運動FIM，退院時認

行能力の層別化は歩行回復に対する大枠を捉え，その

知FIM，退院時BBS，退院時10m歩行速度において，分

中で様々な要因を検証していく事が可能となる。そこ

散分析の結果が差が認められた(p<0.05)が，性別に関

で今回，第一報の結果に基づき，歩行自立をアウトカ

しては差が認められなかった。

ムとした層別化の妥当性を検証したので報告する。

2．4群の歩行自立到達率と到達時期の検証

【対象】

軽症群と速度低下群では入院から2ヶ月以内には6-7割

対象は平成26年4月から平成29年4月までに当院回復期

で歩行自立に至っており，逆にバランス低下群や重症

病棟に入院した脳卒中患者で，経過中の再発や重篤な

群では入院後2ヶ月時点においても歩行自立者は3割未

合併症を除いた351名を調査対象とした。その中で第

満という状況であった。

一報で抽出した入院時BBS25点，入院時10m歩行速度
0.18m/secの二つをカットオフとした4群に層別化し，

3．重症群における歩行自立の有無に影響を及ぼす因
子の検証

2項目カットオフ以上を軽症群(178名)，入院時BBSの

重症群2群において，年齢，入院時60秒座位保持の

みカットオフ以上を速度低下群(30名)，入院時10m歩

可否，1ヵ月後60秒座位保持の可否，HDS-R，入院時

行速度のみカットオフ以上をバランス低下群(17名)，2

BBS，1ヵ月後BBS，に関しては差が認められ(P<0.05)

項目ともカットオフ以下を重症群(126名)とし，以下の

入院時下肢Br.stage，1ヵ月後下肢Br.stage，入院時感

検証を行った。

覚障害の有無については差が認められなかった。

【方法】

【考察】

1．4群の属性並びに帰結に関する特性の検証

回復期脳卒中において歩行バランスと速度の関連から4

4群の属性(年齢，性別)，並びに帰結(転帰先，在院日

群の層別化を行い検証した。主に軽症群と重症群の2群

数，退院時運動FIM，退院時認知FIM，退院時BBS，退

においては歩行のみならず，属性や帰結にも大きな差

院時10m歩行速度)について群間で違いが認められるか

が認められる形となった。一方で速度低下群とバラン

検証した。

ス低下群においてはバランス低下群の方が速度低下群

2．4群の歩行自立到達率と到達時期の検証

に比べてADLや帰結等においても低い傾向はあるもの

各群においてFIMの歩行，車椅子項目において6点以上

の，十分な差を確認する事は出来なかった。歩行自立

に到達した割合を歩行自立達成率とし，各月毎に集計

という観点においては歩行バランスの要素を第一に捕

し比較検討した。

らえ，層別化していくことで歩行回復の流れを予測し

3．重症群における歩行自立の有無に影響を及ぼす因

ていく事が可能と思われる。
【倫理及び説明と同意】

子の検証
重症群に対し退院時歩行自立群(30名)退院時歩行未自

本研究に際し，南東北春日リハビリテーション病院倫

立群(96名)に分類し，以下の項目(年齢，入院時下肢

理委員会にて承認されており(承認番号17-03)，対象者

Br.stage，1ヵ月後下肢Br.stage，入院時感覚障害の有

には個人情報の使用に際し説明と同意を行った。
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第 35 回東北理学療法学術大会
D-1

ポスター発表1

【神経・2】

2017年11月18日

キーワード：脳卒中・足圧分布・足圧中心軌跡

14:40 ～ 15:40

脳卒中後の歩行自立者と非自立者の足圧分布の違いについて
越後谷 和貴 1,3)・皆方 伸 1)・長谷川 弘一 2)・若狭 正彦 3)・木元 稔 3)・齊藤 明 3)
佐藤 大道 3)・柴田 和幸 3)・髙橋 裕介 3)・鎌田 哲彰 3)・新出 卓斗 3)・岡田 恭司 3)
1)
秋田県立脳血管研究センター
2)
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
3)
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
9.1 ± 2.0 m/min vs. 自立群42.9 ± 19.8 m/min），

【目的】
脳卒中後の歩行障害に対し，介助無しの歩行は可

非麻痺側の％Long（58.6 ± 12.1％ vs. 74.6 ±

能でも，自立歩行を許可するか否かの目安は経験則

12.5％），麻痺側の％Long（10.9 ± 3.0％ vs. 46.5

が主体であり，客観的な基準はいまだに明らかにさ

± 23.9％）が有意に高値であった（それぞれp =

れていない。そこで本研究では習熟により変化して

0.001, p = 0.019, p = 0.001）。部位別の荷重圧は両

いくと思われる足圧分布のパターンを歩行が自立し

群間で統計的な有意差はなかった。

ている群とそうではない群とで比較検討することを

自立群では歩行速度が非麻痺側足底中央の荷重

目的とした。

圧（rs = ‐.56，p = 0.049）および麻痺側足底中央

【方法】

の荷重圧（rs = ‐.73，p = 0.005）とそれぞれ有意

回復期病棟でリハビリテーションを受けた脳卒中

な負の相関を示し，麻痺側中足骨部の荷重圧（rs

片麻痺患者のうち，介助なしで10 m 歩行が可能な

= .70，p = 0.007）と有意な正の相関を示した。一

18名を対象とした。18名中歩行が自立している13

方，非自立群では歩行速度と荷重圧，％Long の間に

名を自立群（男性9，女性4，平均年齢61.4 ± 10.5

有意な相関はなかった。

歳），自立していない5名を非自立群（男性5，65.3

【考察】

± 3.8歳)に分類した。対象者の歩行能力の指標とし

歩行自立群と非自立群との大きな差異は歩行速度

て10 m 快適歩行速度（以下，歩行速度）を計測し，

と非麻痺側，麻痺側ともに足圧中心軌跡の縦方向

必要に応じて杖や装具を許可した。全対象者で足圧

の移動距離（%Long）であった。また歩行自立者で

分布測定システム（F-scan Ⅱ，ニッタ社製）を用

は，歩行速度と足底中央部の荷重圧との間に中等度

い，10 m 快適歩行における足圧分布を計測した。

の負の相関がみられた。足底中央への過度な荷重は

足圧分布のデータより，踵，足底中央，中足骨，母

%Long の低値につながることから，非麻痺側，麻痺

趾，第2-5趾の5領域の荷重圧，足長に対する足圧中

側とも十分な%Long 値と足底中央部への荷重圧の減

心軌跡の移動距離比である％Long を非麻痺側と麻痺

少が歩行自立を許可する指標となると考えられた。

側でそれぞれ算出した。また統計学的検討では3回測

今後は歩行速度だけでなく他の歩行能力の指標や

定の平均値を用い，自立群と非自立群の差異を明ら

バランス機能の指標と足圧分布との関係の検討が必

かにするため，荷重圧，％Long，歩行速度の群間の

要と思われる。

比較にはMann-Whitney のU 検定で比較した。また

【倫理及び説明と同意】

荷重圧，％Long と歩行速度との相関をSpearman の

  書面で説明を行い，同意書を得た上で開始した。測

順位相関係数で検討した。解析ソフトはSPSS 21 を

定中は理学療法士が傍に着き，事故のないように配

用い，有意水準は5%とした。

慮した（秋田県立リハビリテーション・精神医療セ

【結果】

ンター倫理審査委員会28-5）。

非自立群に比べ，自立群では歩行速度（非自立群
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【神経・2】

キーワード：HAL®医療用下肢タイプ・神経・筋疾患・歩行練習

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

岩手病院におけるHAL®医療用下肢タイプの運用と効果について
黒沢 健
独立行政法人国立病院機構

岩手病院

【目的】

し，3～4セット行い，歩行の合計時間が約20分を目

HAL® (Hybrid Assistive Limb)医療用下肢タイプ

安に実施した。歩行中，本人の疲労の訴えがあれば

(CYBERDYNE社製

以下：HAL)は，人が動こうとし

すぐに休息をとるようにし，またセット毎に3分間の

た際に脳から神経を通じて筋肉へと伝達される生体

休息をとった。歩行練習中はニューアシストにて約

電位信号を皮膚表面に貼り付けた電極を介して解析

36kg免荷して実施した。

し，装着者の身体動作を支援する医療機器である。

HALの設定は，フィルタを両側股・膝関節ともに

緩徐進行性の神経・筋疾患により歩行能力が低下し

A2，トルクリミットを50％とした。HALのモード

た患者に対して，HALを使用した歩行練習を行うこ

はCybernic Voluntary control(以下：CVC)，Taskは

とにより，歩行機能の改善に効果があるとされてい

WALK3とした。両側股関節のトルクチューナは6～

る。

7，バランスチューナは伸展方向へ3～4とした。両

2017年3月に当院にHALが導入となった。今回HAL

側膝関節のトルクチューナは3～4とした。バランス

を使用し歩行練習を行った1症例について以下に報告

チューナは左側のみ伸展方向へ3とした。

する。

HAL使用前・後に，2分間歩行試験，6m歩行試験

【方法】

を用いて評価を行った。2分間歩行試験の前後には

○症例紹介

Borgスケールにて下肢の自覚的疲労度を評価した。

40代後半，男性，体重82.6kg．疾患名は遠位型ミオ

【結果】

パチーである。現病歴は20代後半頃より足の筋力低

2分間歩行試験は使用前59mから使用後70.4mに延

下を自覚。その後握力の低下も見られ，30代後半頃

長した。Borgスケールは，使用前後とも歩行前0，

より立ち上がりの際につかまらないと立てなくなっ

歩行後2であった。6m歩行試験は使用前，平均10秒

た。10年前に当院にて遠位型ミオパチーと診断さ

8，13.5歩，使用後は平均9秒1，12.5歩と歩行速度

れ，日常生活の移動に車椅子を必要とした。10年前

の向上と歩幅の増大が見られた。

から糖尿病あり。

【考察】

○理学療法評価

本症例のように日常生活において歩行機会が少ない

関節可動域検査は左足関節背屈5度，徒手筋力検査

患者においても，HALを使用することによって20分

では両上肢筋力4，両下肢筋力3であった。立ち上が

以上でかつ疲労の少ない歩行練習が可能であった。

り，立位保持は手すりなどの支持物を使用して見守

本症例に対してHALを使用した歩行練習を行うこと

りレベル，歩行はT字杖と手すりなどで支持し，一部

によって2分間歩行試験及び6m歩行試験結果に改善

介助で可能であった。日常生活における移動は車椅

が見られた。HALを使用した歩行練習を行うことに

子が主体で，歩行は自宅内でのみ行っていた。○歩

よって，過用症候群を防ぎながら，正しい運動を反

行練習内容

復することによって筋の選択的運動が促通され，正

本症例に対してHALを用いて歩行練習を9回実施し

しい運動学習効果を得られたと考える。

た。歩行練習の頻度は1週間(5日)に2日行い，その他

【まとめ】

の3日は起居動作練習や歩行器を使用した歩行練習を

HALを使用した歩行練習を行った遠位型ミオパチー

行った。HAL®を使用した歩行練習の間隔は，主治

の1症例を報告した。HALを使用した歩行練習により

医，看護師，本人の疲労度から2日空けて実施した。

歩行能力の改善がみられた。

歩行練習にはニューアシスト(Inter Reha社製)とSport

【倫理及び説明と同意】

art(フジモリ社製)を使用した。

本研究に関して，本患者及び家族から説明と同意を

歩行練習の内容は1.2h/kmで5～10分を1セットと

得た。
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【神経・2】

2017年11月18日

キーワード：タオルギャザー・足趾把持筋力・TUG

14:40 ～ 15:40

タオルギャザーを用いた筋力増強における運動負荷量の検討
動的バランスとの関連に着目して
栗林 明
栃内第二病院
【目的】

【結果】

転倒経験を有する者では足趾把持筋力の低下がみら

A群においては，初日と最終日のTUGに有意差は認

れ，足趾把持筋力の筋力増強は動的バランスを有意

められなかった。一方のB群においては，快適歩行

に増加させたなどバランスの改善に有用であるとい

条件(t(8)=2.56，p<0.5)と最大歩行条件(t(8)=2.78，

う報告されている。足趾把持筋力の筋力トレーニ

p<0.5)のいずれについても，初日と比べて最終日の

ングの手段としてタオルギャザーが広く知られてい

TUG成績が有意に向上した。

るが，先行研究においては，運動負荷がない状態で

【考察】

実施された報告が多い。その一方で，臨床場面での

初日と最終日のTUGの比較において，B群に有意差

タオルギャザーは，運動負荷としてタオルの上に重

がみられ，TUG成績を向上させるためには，重錘負

錘を置いて行われていることも多く見られるが，そ

荷によるタオルギャザーが有効であることが認めら

の運動負荷の有無を比較する報告は少ない。そのた

れた。B群のTUG成績が向上した背景として，運動

め，本研究では，タオルギャザーによる足趾把持筋

強度と筋線維の動員の関係が挙げられる。サイズの

力増強を実施し，運動負荷の有無が，動的バランス

原理に従い運動強度（発揮筋力）が小さいときは遅

に影響するか検討することを目的とした。

筋線維が動員され，運動強度が大きくなると速筋線

【方法】

維が動員されるようになると述べられている。加え

対象は，下肢に整形外科疾患などの既往のない健常

て，本研究では4週間という期間で設定したため，筋

者20名とした。タオルギャザーによる筋力増強は，

肥大に加え神経的要素の影響が大きいことが考えら

竹井らの方法に準じた。方法は体幹を正中位に保持

れる。また，運動負荷による，筋力発揮を繰り返す

した端座位で股関節，膝関節を90°屈曲に設定し，

ことにより活動に参加する運動単位の数や発火頻度

タオルの端に足趾を乗せ踵が浮かないように両側の

の増加により大脳の興奮水準の増加，α運動神経発

足趾でたぐりよせるように指示した。1秒1回のペー

火頻度による調節が起きたことが予想される。よっ

スで合計20回を1セットとし，1日2セット行った。

てB群では足趾把持筋力が歩行動作の足趾離床期の

各セット間の休憩は6分間とし，運動頻度は週4日を

踏み切きり時に推進力として関与したと考えられ，

4週間実施した。重錘なし群10名をA群，重錘あり群

快適・最速歩行時間の向上に影響を与え，TUG成績

10名をB群とし，B群は1週間ごとに1.0㎏ずつ負荷を

が有意に向上したと推測される。本研究の結果によ

上げていき運動の負荷は最大で3.0㎏とした。動的バ

り，タオルギャザーを実施する際，適切な運動負荷

ランスの評価としてTimed Up＆Go Test(以下：TUG)

を加えることで，動的バランスの向上を図ることが

を行った。検者の合図で起立した後，歩行し3m先の

でき，転倒予防に寄与できるのではないかと考え

椅子で折り返して再び椅子に着座した。測定は初日

る。

と最終日に行い，歩行速度は快適速度と最大速度の2

【倫理及び説明と同意】

条件とした。統計学分析は，A群とB群におけるTUG

全ての対象者に本研究について十分な説明を行い，

成績(快適速度・最大速度の2条件)をt検定により比較

口頭にて同意を得た上で安全面に十分に配慮し測定

した。優位水準はいずれも5％とした。

を行った。
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【神経・2】

キーワード：ロボットスーツHAL・体幹装具・脊髄性筋萎縮症

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

体幹装具と頸椎カラーを併用してロボットスーツHALによる治療を
行った脊髄性筋萎縮症の1例
前田

和志 1)・塚本
三上

利昭 1)・伊藤 郁恵 1)・横山 利紗 1)・畑中 真穂 1)・瓜田
雄大 1)・増野 夏香 1)・三浦 和知 2)・津田 英一 2)
1)
弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2)
弘前大学大学院医学研究科 リハビリテーション医学講座

一貴 1)

目的

HAL治療の前後で評価を行い，その変化を検討した。

   近年，リハビリテーション分野にてロボットを使

結果

用した治療がみられるようになってきた。当院でも

結果をHAL治療実施前→HAL治療実施後で示す。2分

本年2月よりロボットスーツHAL（Hybrid Assistive

間歩行距離は，22.3m→51.7mと29.4mの歩行距離の

Limb:HAL）が導入され，保険適用疾患の患者に対して

延長がみられた。10m歩行テストにおける所要時間

HALによる治療を提供している。HALは随意運動の際

は 15.5秒→9.3秒，歩数は19.5歩→14歩，歩行速度は

に生じる脳から神経を通じて筋肉に送られる信号を生

0.4m/sec→0.6m/sec，歩幅は30cm→42cm，歩行率

体電位信号として皮膚表面で検出し，動作意思に応じ

は1.3steps/sec→1.5 steps/secであり，各項目におい

て股関節・膝関節モーターにてアシストを行い正常な

てHAL治療実施後に改善がみられた。四肢筋力，関節

歩行パターンを再現させる。神経筋疾患等の患者の中

可動域，周径ではHAL治療実施前後で評価結果に差は

枢神経系に働きかけ，神経の可塑性を促進するといわ

みられなかった。HAL治療実施後のFIMは62点であっ

れている。今回，体幹筋麻痺の進行した脊髄性筋萎縮

た。

症患者に対し体幹装具と頸椎カラーを装着し，HALを

考察

用いて治療を行い，その治療前後で歩行能力を比較し

HALを使用して歩行を繰り返すことにより，神経と神

たので報告する。

経の間及び神経と筋肉の間のシナプス結合を強化・調

症例紹介

整し，機能改善・機能再生を促進する神経系電位信号

  60歳代男性。X年頃右上肢の攣縮で発症。X+1年に両

のループが多数回繰り返され，患者の機能が効果的に

上肢の筋力低下が生じ，X+4年に脊髄性筋萎縮症と診

変化していくといわれている。本症例においても，2分

断された。同年両上肢の筋力低下が進行し完全麻痺と

間歩行距離の延長，10m歩行テストにおける各項目で

なった。X+7年には両下肢の筋力低下も進行し，転倒

の歩行能力の改善がみられた。本症例は数年前から車

回数が頻回となり車いすの生活となった。X+8年4月

いす生活であり体幹筋力の低下も認めており，自力歩

当院リハビリテーション科初診時，四肢に筋萎縮を認

行では体幹屈曲位となりHAL装着が困難であった。そ

め両上肢の随意性は低下し手指がわずかに動く程度で

のため体幹装具と頸椎カラーを装着することにより立

あった。両下肢の筋力はMMT[2]～[3]レベルで左下肢

位時の体幹中間位保持ができ，HALを用いた歩行が可

優位の筋力低下を認め，体幹屈曲位ではあるが数メー

能となった。しかし下肢・体幹筋力ともにHAL治療後

トルであれば支持なし歩行可能であった。FIM63点で

に変化は認められなかった。客観的な歩行能力の改善

あった。

がみられ，主観的にも「やれてよかった」等の満足感

方法

はあったが，日常生活動作や基本動作能力に関しては

歩行能力評価として2分間歩行テスト及び10m歩行テ

変化がみられなかった。今回は1クールのみの施行であ

ストを行い，四肢筋力評価（MMT），関節可動域測

り，今後2クール目を予定している。長期的に繰返しの

定，大腿・下腿周径計測も行った。HALを使用した歩

効果を観察する必要があり，また進行性疾患であり長

行は1週間に2～3回の頻度で計9回行い，1回の歩行時

期的には身体機能の低下が認められるため，低負荷高

間は約30分であった。HAL治療以外の日は，通常の理

頻度でのHAL治療を基本とし，過用に注意しながら歩

学療法を実施した。HALを用いた歩行時には免荷機能

行距離の調整などを行っていく必要がある。

付歩行器オールインワンを用いた。更に本症例は体幹

【倫理及び説明と同意】

の支持性が不良であり首下がりもみられていたため，

症例にはヘルシンキ宣言に基づき，口頭にて説明し同

体幹装具と頸椎カラーを装着してHAL治療を行った。

意を得た。
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【神経・2】

2017年11月18日

キーワード：機能的電気刺激・歩行・筋活動

14:40 ～ 15:40

中心性脊髄損傷患者に対する機能的電気刺激の使用が歩行時の
下肢筋活動に及ぼす影響
三瓶 あずさ・齋藤 頼亮
医療法人社団 新生会 南東北第二病院
【目的】

た。

機能的電気刺激(以下，FES)は，麻痺肢の神経や筋

【結果】

への電気刺激により，麻痺筋を収縮させることで，

立脚初期でのTAの筋活動はFES前86.7±22.1μV，

失われた運動機能を代償することを目的として開発

FES後118.6±36.3μV，SOの筋活動はFES前129.2±

された。近年では，歩行トレーニングと併用するこ

39.4μV，FES後82.3±17.9μVであった。遊脚期で

とで，機能代償としてだけではなく，歩行能力の改

のTAの筋活動はFES前95.4±31.9μV，FES後97.6±

善に一定以上の効果が得られることから，機能回復

30.8μV，SOの筋活動はFES前87.8±59.5μV，FES

を促す手段としても注目されている。当院において

後51.3±24.8μVであった。統計の結果，立脚初期

も，歩行トレーニングにFESを併用する機会が多く，

でのTA，SOの筋活動，遊脚期でのSOの筋活動に有

歩行能力や歩容の改善を実感することが多い。今

意差がみられたが(p<0.05)，遊脚期でのTAに有意差

回，中心性脊髄損傷により歩行障害を有する症例に

はみられなかった(P=0.62)。

対し，歩行トレーニングにFESを併用することで，下

【考察】

肢筋活動にどのような影響を及ぼすか，FES使用前と

遊脚期ではFES前に比べFES後のSOの筋活動が有意に

使用後で比較し，検討を行った。

減少した。これは，電気刺激によりⅠa抑制性ニュー

【方法】

ロンを介して，SOの脊髄運動ニューロンを抑制する

症例は60歳代後半の男性，当院に入院中の発症よ

ことで，SOの筋活動が減少したと考える。立脚初期

り6ヶ月経過した中心性脊髄損傷患者である。身体

ではFES前に比べFES後のTAの筋活動は有意に増加

機能は左上下肢優位の四肢麻痺を呈しており，左足

し，SOの筋活動は有意に減少した。Perryらは，下

関節背屈MMT4／底屈MMT3，著明な関節可動域制

腿三頭筋の過剰な筋緊張は原始的な伸筋共同運動パ

限はなく，感覚は両下肢の表在・深部ともに軽度鈍

ターンの構成要素であり，遊脚終期に出現しやすい

麻，歩行はロフストランド杖を使用し自立レベルで

と述べている。症例においては，遊脚期のSOの筋活

あった。計測は，FES使用前(以下，FES前)と，FES

動が減少しており，共同運動パターンが抑制された

を使用した10分間の自由歩行実施直後(以下，FES後)

と推察され，それにより，初期接地に必要な足関節

に行った。FES機器には，電気刺激装置NM-F1(伊藤

角度を保つことができ，立脚初期でのTAの筋活動が

超短波社製)を用い，表面電極を左総腓骨神経・前脛

増大したと考える。同時に，初期接地の改善が得ら

骨筋に貼付し，無線のTGスイッチで左下肢遊脚期に

れたことで，立脚初期でのSOの筋活動を抑制するこ

背屈補助の電気刺激を行った。測定には表面筋電計

とができたと考える。歩行トレーニングにFESを併用

(Noraxon社製 TeleMyoG2)を用い，筋電図導出部位

することで，遊脚期だけではなく立脚初期にも筋活

を左前脛骨筋(以下，TA)，左ヒラメ筋(以下，SO)と

動の変化がみられ，歩行効率の改善や，最適な歩行

した。動作筋電図の解析対象は，フットスイッチセ

様式の学習を促す可能性が示唆された。

ンサーより同定した8歩行周期とし，得られた筋電図

【倫理及び説明と同意】

波形は整流化の処理を行った後，1歩行周期を100％

本研究はヘルシンキ宣言に則り実施し，対象者には

として正規化し，正常歩行においてTAが活動すると

本研究の趣旨と内容，研究への参加が自由意志であ

される立脚初期，遊脚期の値を抽出した。統計処理

ることを十分に説明し同意を得た。なお，本研究は

はTA，SOそれぞれのFES使用前後の値を変数とし，

演者所属機関の倫理委員会の承諾を得て実施した。

対応のあるt検定を行い，有意水準は5％未満とし

(承認番号:27-B)
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【運動器・スポーツ・1】

キーワード：前十字靭帯損傷・非接触型・足部アライメント

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

前十字靱帯損傷患者と健常人の足部アライメントの比較
ー術前評価からの考察ー

佐原

潤 1)・安永

亨 2)・佐藤

翔太 1)・天野

広泰 1)・小泉

康之 1)・秋馬

明子 1)

いわき市立総合磐城共立病院 リハビリテーション室
2)
いわき市立総合磐城共立病院 整形外科

1)

【目的】

左脚の4群間での差を比較検討した。統計処理には

前十字靭帯損傷（以下ACL損傷）リスクが高い動作

Kruskal-Wallis検定後，Steel-Dwass検定にて多重比

には着地や切り替え，減速，停止動作時に，閉鎖性

較を行い，危険率は5％未満とした。

の運動連鎖から足部の過回内傾向に伴い，膝関節外

【結果】

反外旋角度（大腿内旋強制，いわゆるknee-in toe-

NDTは，非受傷脚，コントロール群の右脚，左脚ア

out）の増大により発生しやすいと一般的には言わ

ライメントに有意差がみられた（非受傷脚p＝0.02，

れている。健常人や靭帯再建術後の下肢アライメン

右脚p＝0.01，左脚p＝0.05）。脛骨捻転角，TFA，

ト評価の報告は多く存在するが，術前評価の報告は

LHAは4群ともに有意差はみられなかった。

非常に少ない。そこで，本研究はACL損傷要因でも

【考察】

ある足部形態や機能的変化に着目し，術前ACL損傷

NDTは荷重における舟状骨の降下量や足部回内傾向

脚と非損傷脚及び健常人の足部アライメントを比較

を評価するために用いられる。また，Backettらは

し，受傷に及ぼす特性について検討した。

ACL損傷群と非ACL損傷群の受傷脚の値を比較したと

【方法】

ころ，NDTがACL損傷群で有意に高値であることを

対象は足部に外科的既往がない，非接触型で完全断

報告している。本研究の術前ACL損傷者のNDTも前

裂のACL損傷患者11名22脚（男性6名，女性5名，平

述されるような結果となった。その要因として，足

均年齢25.4±11.8歳）とし，測定時期は全荷重が可

部内側縦アーチが影響していると考えた。足部アー

能なACL再建術前とした。比較検討に健常人13名26

チは足部内在筋や下腿深層筋による能動的構造と，

脚（以下コントロール群：男性8名，女性5名，平均

骨や靱帯による受動的構造により変化してくる。

年齢28.9±4.78歳）とした。足部の測定項目は，①

（1）長期的な，受傷脚足部の前内側部を支点とする

脛骨捻転角（背臥位にて膝関節伸展位，足関節底背

プレイスタイルが影響し，内側縦アーチを構成する

屈0°，膝蓋骨を真上に向けた肢位にて，床面に対す

筋や結合組織に伸張性の変化を生じさせた。その結

る足関節内外果を結ぶ線のなす角。），②thigh foot

果，閉鎖性の運動連鎖から膝関節外反ストレスが増

angle（以下TFA:腹臥位にて検査側の膝関節を90°屈

大し，受傷要因となったと考えた。（2）受傷後の疼

曲位に保持し，大腿中央線と踵骨中央～第二趾先端

痛や安静期間によりACL損傷脚の荷重量が低下し，

を結ぶ線のなす角。），③leg-heel angle（以下LHA:

足部内在筋や下腿深層筋の機能低下に伴い舟状骨降

荷重位にて下腿遠位1/3の長軸線と踵骨の縦軸線と

下が生じたと考えた。しかし，NDTの結果が受傷要

がなす角。），④navicular drop test（以下NDT:股

因か，受傷後二次的変化によるものなのか明確な検

関節・膝関節を90°屈曲位，足関節中間位とした座

証が不十分であったため，今後の課題として検討し

位にて床面から舟状骨下端までの距離を定規にて計

ていきたい。

測，その後，立位にて床面から舟状骨下端までの距

【倫理及び説明と同意】

離を計測し，座位と立位での距離の変化値。）の4

対象者にはヘルシンキ宣言の趣旨に則り，本研究の

項目とした。各測定項目について術前ACL損傷脚，

趣旨を事前に説明し，同意を得た。

非受傷脚，コントロール群右脚，コントロール群
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【運動器・スポーツ・1】

2017年11月18日

キーワード：TKA・HAL・運動パフォーマンス

14:40 ～ 15:40

TKA術後症例に対するロボットスーツHAL単関節タイプを用いた訓練
の有効性についての予備的検討
運動パフォーマンスの改善に着目して
医療法人

米澤 瑞起
友愛会 盛岡友愛病院

【目的】

病日（21/19）。他動屈曲14病日（5/6），21病

当院では，2017年2月よりCYBERDYNE社製ロボッ

日（12/12），28病日（19/21）。自動伸展14病

トスーツHybrid Assistive Limb単関節タイプ（以下，

日（1/0），21病日（4/3），28病日（4/4）。

HAL）を導入している。人工膝関節全置換術（Total

他動伸展14病日（2/0），21病日（5/3），28病

Knee Arthroplasty：以下，TKA）術後症例に対して

日（6/4）。CS-10：14病日（1.2/0.4），21病

のHALを使用した報告は，extension lagの改善効果

日（1.3/0.6），28病日（1.4/1.2）。10m歩行：

や痛みの改善に関する報告は存在するが，運動パ

14病日（2.36/7.22），21病日（2.04/9.12），

フォーマンスに対する検討はなされていない。そこ

28病日実施群（2.73/10.42）。6mTUG：14病

で，今回TKA術後早期からHALを使用した膝関節機

日（8.81/13.83），21病日（10.05/18.43），

能訓練を実施し，運動パフォーマンス評価も含めた

28病日（12.39/21.95）。片脚立位：14病日

術後の機能回復に対する有効性を検討した。

（39.09/3.10），21病日（38.52/4.33），28病日

【方法・対象】

（39.29/7.26）。

2016年4月〜2017年3月に当院整形外科にて変形性

【考察】

膝関節症（以下，KOA）を原疾患とし，当院でTKA

HAL実施群と非実施群のROMにおける数値の推移

を施行された50名の中から無作為抽出した5例：

に大きな差は見られなかった。パフォーマンス評価

HAL非実施群（男性0名，女性5名，年齢74.8±2.5

の初回である7病日時点にてHAL実施群で良好な成

歳）2017年4月〜6月にKOAを原疾患とし，当院で

績となった。1週間毎の改善値は14病日と比較する

TKAを施行し術後4病日よりHALを実施できた5名

と21病日と28病日では数値の変化が少なかった。し

（男性1名，女性4名，年齢69.5±7.2歳）をHAL実

かし，CS-10，片脚立位では7病日から14病日の変化

施群とした。HALの実施はTKA術後4病日から3病日

が大きくみられ，21病日や28病日でも非実施群より

毎に計9回実施。電極：伸展側を内側広筋，大腿直

大幅に大きかった。この要因として先行研究の報告

筋，屈曲側を大腿二頭筋。実施肢位：高座位で術側

と同様，HALの関節運動の補助による，膝関節運動

足部離床。膝関節伸展1set10回×5set実施した。評

の適切な感覚フィードバックが得られていたことが

価は，膝関節可動域（以下，ROM）：自動・他動，

考えられ，この効果が，荷重下での膝関節運動制御

Frail CS-10（以下，CS-10），10m歩行，6mTUG，

にも波及した可能性が考えられた。これらのことか

開眼片脚立位の各評価7病日を初回とし，1週間毎に

ら，HALはTKA術後症例の運動パフォーマンスの改

実施した。術後初回評価である7病日の結果を起点と

善に対し有効である事が示唆された。しかし，今回

し，1週間毎の各評価結果から7病日評価結果を引い

の研究では十分の母体数が得られず，統計学的検討

た数値を各評価結果の改善値とした。

を行っていない。また，非実施群に比べ実施群の年

【結果】

齢が比較的若いことが結果に影響したことが考えら

初回評価HAL実施群/非実施群：7病日ROM（°）

れる。今後症例数を増やしていき，継続的な検討を

自動屈曲（82/87），他動屈曲（88/85），自動伸

要する。

展（-11/-8），他動伸展（-11/-8）。CS-10（回）

【倫理及び説明と同意】

（3.38/3.60），10m歩行（sec）（16.81/8.44），

本研究の対象には，ヘルシンキ宣言に基づき，術前

6mTUG（sec）（14.17/8.72），片脚立位（sec）

評価時に研究の主旨と個人情報保護について十分に

（30.54/17.79）。HAL実施群/非実施群：ROM

説明を行い，同意を得た。また，本研究について当

自動屈曲14病日（5/2），21病日（17/13），28

院の倫理委員会の承認を得た。
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【運動器・スポーツ・1】

2017年11月18日

キーワード：THA・足圧分布・歩行

14:40 ～ 15:40

THA術後の股関節内転筋力は足趾の荷重量と相関する
鎌田

哲彰 1,2)・岡田 恭司 2)・小西 奈津雄 1)・若狭 正彦 2)・齊藤 明 2)・木元 稔 2)
髙橋 裕介 2)・佐藤 大道 1,2)・柴田 和幸 2)・越後谷 和貴 2)・新出 卓斗 2)
1)
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター
2)
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座

【目的】

の相関係数を求めて検討した。有意水準は5%とし

人工股関節全置換術（以下THA）後の歩行機能に

た。なお，脊椎・下肢に手術歴のある者，足・膝関

は，疼痛が消失し脚長差も補正されるので，股関節

節に明らかな関節可動域制限を有するものは本研究

屈曲・伸展角度や股関節伸展・外転筋力など種々の

の対象から除外した。

因子が関与すると言われており，これらの因子に着

【結果】

目した検討が多数報告されている。しかし術後これ

歩行時痛は術後有意に減少し (p < 0.01)，股関節

らの因子の改善が得られた後でもDuchenne歩行など

伸展ROM，歩幅は有意に増加していた(p < 0.01)。

の体幹の動揺性の残存がしばしば認められ，術前術

術後の歩幅と術後の股関節伸展筋力(r = 0.585, p <

後の介入には新たな視点からのアプローチが必要と

0.05)，術後の股関節外転筋力(r = 0.728, p < 0.01)，

思われる。一般的に変形性股関節症患者では，前述

術後の股関節内転筋力(r = 0.703, p < 0.01)，術後の

の因子の他に歩行時の患側の蹴り出しの減少がTHA

母趾％PFP(r = 0.567, p < 0.05)，術後の足趾％PFP(r

漸悟に認められると指摘されているがTHA前後でど

= 0.564 , p < 0.05)，歩行速度(r = 0.873 , p < 0.01)

のように推移するかの検討は行われていない。そこ

間に有意な相関が認められた。また術後の股関節外

で本研究では，歩行時の足部の荷重圧を見ることが

転筋力とは，歩行速度(r = 0.691, p < 0.01)が有意に

できる足圧分布に着目し，THA施行前後の歩行能力

相関が認められた。また術後の股関節内転筋力と相

や身体機能と足圧分布の関連性を明らかにすること

関を認めたのは，術後の母趾％PFP（r = 0.674, p <

を目的とし以下のように検討した。

0.05），術後の足趾％PFP (r = 0.641, p < 0.05)で

【方法】

あった。

変形性股関節症と診断されTHAの施行予定で入院し

【考察】

た13名(年齢：64.3 ± 10.6歳，BMI：24.3 ± 3.8

THA術後に見られた歩幅の増大には従来言われてい

kg/m²)を対象とし，手術日の前日および退院(術後

る股関節伸展・外転筋力の他に，股関節内転筋筋力

在院日数：18.2±4.4日)日の前日に歩行時痛，最大

や母趾・足趾％PFPも関わっていることが明らかに

歩行速度，歩幅，股関節ROM，下肢筋力，足圧分布

なった。歩行速度には股関節外転筋力以外の関与は

を測定した。歩行時痛はNRSを用いて評価し田。歩

明らかでなかったが，歩行時の母趾・足趾への荷重

行速度と歩幅は10 m歩行速度の測定時に測定した。

量の増加は遊脚初期における蹴り出しの増大に重要

下肢筋力はハンドヘルドダイナモメーター(µ - Tas

と考えられる。股関節内転筋力は母趾・足趾の荷重

F-1，アニマ社)を用いて股関節屈曲，伸展，外転，

量および歩幅と関連が見られたことから，THA術後

内転および膝関節伸展筋力を測定し，トルク体重比

リハビリテーションにおいて，従来の股関節伸展・

を算出した。また足圧分布はインソール型足圧分布

外転筋力の増強に加え股関節内転筋力の増強を図る

計測システム(F-scanⅡ，ニッタ社)を装着し，10m

ことで歩幅の改善に寄与すると考察した。

最大歩行時の足圧分布を測定し，得られた足圧分布

【倫理及び説明と同意】

から足底面を踵，足底中央，中足骨，母趾，足趾の

事前に口頭と書面で研究の目的・趣旨を説明して同

領域に分け，それぞれの荷重値を体重で除した値(％

意を得た者を対象とし，ヘルシンキ宣言に基づく倫

PFP)を算出した。各項目ごとの術前後の比較は対応

理的配慮を十分に行った。

のあるt検定を行い，各項目間の相関関係をPearson
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2017年11月18日

キーワード：臼蓋形成不全・骨盤前傾・応力解析

14:40 ～ 15:40

臼蓋形成不全症の骨盤前傾角度の変化における応力解析
畠山

和利 1)・小松

瞭 2)・渡邉 基起 1)・高橋 裕介 1)・須田 智寛 1)・斉藤
巌見 武裕 2)・松永 俊樹 1)・島田 洋一 3)
1)
秋田大学医学部附属病院
2)
秋田大学大学院理工学研究科
3)
秋田大学大学院医学系研究科整形外科学講座

公男 1)

Belgium）を用い，応力解析には有限要素解析ソフト

【目的】
臼蓋形成不全症は変形性股関節症発症の危険因子

Marc Mentat（MSC Softwere Co.）を使用した。境界

としてあげられ，荷重面積の低下により不安定性が

条件は，骨盤の腸骨部および恥骨結合部を完全拘束

生じ疼痛発生の原因となる。症例の多くは，減少し

とし，大腿骨遠位端から股関節の関節間力を集中荷

た被覆率を向上させるため骨盤を前傾位とし日常生

重として加えた。

活を送っている。しかし骨盤前傾角度の違いで臼蓋

【結果】

にかかる力学的評価を行った報告は少なく，股関節

骨盤前傾に伴い，股関節の関節間力は変化し放

の関節間力を加味し応力解析したものは渉猟する限

物線を描いた。骨盤前傾に伴い骨頭被覆率は変化

りみられない。本研究の目的は，股関節の関節間力

した。応力解析の結果，前傾と共に最大応力は減少

を推定し臼蓋形成不全症例の骨盤前傾角度が臼蓋応

し，-5゜で24.35MPa，通常時で21.78MPa，+5゜で

力に与える影響をシミュレーション解析することで

15.16MPaであった。

ある。

【考察】
一般的に考えられているとおり，臼蓋形成不全症

【方法】
歩行時の股関節に生じる関節間力を算出するため

例から算出したシミュレーション結果でも骨盤前傾

3次元全身筋骨格モデルを使用した。筋骨格モデル

により臼蓋縁にみられる最大応力は減少する結果と

はANYBODY modeling systemを使用し，CTおよび

なった。今回の条件の中で骨頭被覆率が最も増加す

MRI断層画像から骨格と全身の筋走行，筋断面積を

る+5゜前傾位が最小の応力値を示したが，日常的な

再現した独自のモデルを作成した。3次元動作解析

骨盤前傾は股関節可動域障害の発生が容易に想定で

装置VICON MXで臼蓋形成不全症例（35歳女性，

き，病態力学的観点からストレッチングや筋力強化

161cm，54kg）の歩行動作を計測した。歩行は自

の重要性が考えられた。今後体重増減と骨盤前傾の

由歩行とし，取得した座標位置データを筋骨格モデ

影響など検討したい。

ルに反映させた。筋骨格モデル上で骨盤の前傾角度

【倫理及び説明と同意】

を通常時， -5°，+5°と変化させ，逆動力学解析

本研究は世界医師会によるヘルシンキ宣言に則り

を行った。次いで歩行中の床反力ピーク値時に発生

行った。全ての被験者に対し十分に趣旨を理解して

している股関節関節間力を導き出した。有限要素モ

頂き，研究に同意を得た。またCT, MRI, レントゲン

デルはMimics/3matic（Materialise, N. V., Leuven,

は整形外科医師が撮像した。
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【運動器・スポーツ・1】

2017年11月18日

キーワード：関節可動域・骨折・癒着

渡邉

14:40 ～ 15:40

大腿骨遠位部骨折による膝関節拘縮に対して理学療法と
エコーガイド下での癒着剥離の併用により改善した１例
基起 1)・斉藤

公男 1)・畠山

和利 1)・髙橋 裕介 1)・須田 智寛 1)・松永
島田 洋一 2)
1)
秋田大学医学部附属病院
2)
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

俊樹 1)

【緒言】

練習を実施した。理学療法開始後2週で膝関節の可

膝関節周囲は筋以外にも多くの軟部組織が存在し

動域は左が屈曲70°伸展0°，右が屈曲60°伸展0

ているため，骨折や組織の炎症，手術侵襲などに

°となり，ピックアップウォーカーによる歩行練習

より，筋や関節構成体の癒着が拘縮の原因となり，

を追加した。理学療法を開始するまでに4週経過し

関節可動域制限の改善に難渋しやすいと言われてい

ており，膝関節周囲の軟部組織が癒着していること

る。関節可動域制限の改善には癒着の起こる2週以前

が想定されたため，医師とともにエコーを用いて確

からの介入が重要である。しかし，先行研究では早

認を行った。その結果，膝蓋上嚢の癒着が確認でき

期介入が出来ずに可動域制限を残した例も多い。今

たため，医師による癒着剥離を1回/隔週で計3回追

回，長期不動により膝関節拘縮を呈し，関節可動域

加した。理学療法開始後4週で膝関節の可動域は左が

練習と医師による超音波画像診断（エコー）ガイド

屈曲80°，右が屈曲70°となった。理学療法開始後

下での生理食塩水を用いた癒着剥離（以下，癒着剥

12週で膝関節の可動域は左が屈曲115°，右が屈曲

離）の併用により奏効した症例を経験したので報告

100°となり独歩を獲得された。

する。

【結論】

【症例】

膝蓋上嚢は，伸展時の2重膜構造から屈曲に伴い単膜

症例は70歳代の女性で，交通外傷により両大腿骨遠

構造に変形することで膝蓋骨の長軸移動の円滑化に

位部骨折（AO分類：左33-B1，右33-C2）と左大腿

関与しており，癒着により重篤な屈曲制限となる。

骨転子部骨折，左足関節脱臼骨折，右第1・2趾中足

軟部組織の癒着は不動後2週から形成され，4週では

骨骨折を受傷した。受傷翌日に両大腿骨遠位部骨折

強固な癒着となり，滑走性は著しく低下すると報告

に対してプレート固定術，左大腿骨転子部骨折に対

されている。本症例は大腿骨遠位部骨折で理学療法

してCompression Hip Screw（CHS）法，左足関節脱

の介入が4週以降であったため，広範かつ高度な癒着

臼骨折に対してIlizarov創外固定術を行い，右第1・

の存在が推察できた。そのため，1度の癒着剥離と関

2趾中足骨骨折に対してはPTB装具による保存療法と

節可動域練習では十分な改善が得られず，複数回の

なった。全身状態が安定した術後4週後から理学療法

施行が効果的であったと考えた。本症例のように，

を開始した。

広範かつ高度な癒着が想定される場合，理学療法と

【経過】

癒着剥離の併用が奏効する場合がある。

初回評価時の膝関節可動域は左が屈曲50°伸展-10

【倫理及び説明と同意】

°，右が屈曲45°伸展-5°であった。治療は関節可

本報告はヘルシンキ宣言に則り，本人へ趣旨を説明

動域練習，筋力トレーニング，平行棒内荷重・歩行

し同意を得た。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

116

第 35 回東北理学療法学術大会
F-1

ポスター発表1

【運動器・スポーツ・2】
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キーワード：大腿骨近位部骨折・転倒・靴

14:40 ～ 15:40

当院回復期リハビリテーション病棟に入院した大腿骨近位部骨折患者の
転倒状況の傾向
坂田

真也・佐藤

努・鈴木

宏幸・加賀谷 弘・宍戸
水口 愛美
福島医療生協 わたり病院

萌夏・後藤

佳菜

84.14歳±7.38(靴有群83.48歳±7.54，靴無群84.8

【目的】
厚生労働省の平成25年度国民生活基礎調査より，介

歳±7.22)であった。性別は男性35名(靴有群20名/

護が必要になった要因として脳血管疾患，認知症，

靴無群15名)，女性157名(靴有群74名/靴無群83名)

高齢による廃用に次いで骨折，転倒が挙げられてい

であった。入院前介護度は該当なし64名(靴有群36

る。当院回復期リハビリテーション病棟（以下リハ

名/靴無群28名)，要支援1は16名(靴有群5名/靴無群

病棟）における運動器疾患の過半数以上が高齢者の

11名)，要支援2は18名(靴有群12名/靴なし6名)，要

大腿骨近位部骨折患者であり，受傷機転の大半が転

介護1は30名(靴有群9名/靴無群21名)，要介護2は

倒である。また多くの先行研究では転倒の外的因子

37名(靴有群18名/靴無群19名)，要介護3は14名(靴

として履物が重要と述べている。そこで今回，リハ

有群6名/靴無群8名)，要介護4は10名(靴有群6名/靴

病棟における大腿骨近位部骨折患者の転倒場所，転

無群4名)，要介護5は2名(靴有群1名/靴無群1名)，

倒時の靴着用の有無を調査し，地域における転倒状

詳細不明は1名(靴有群1名/靴無群0名)であった。退

況の傾向を把握することを目的とした。

院先は自宅131名(靴有群65名/靴無群66名)，施設

【方法】

57名(靴有群26名/靴無群31名)，転院4名(靴有群3名

対象は平成25年11月1日から平成28年10月31日ま

/靴無群1名)であった。自宅退院者のうち，退院時

でにリハ病棟へ入院し，以下の除外基準に該当しな

FIM移動6点以上の者(以下自立退院者)は66名(靴有

かった大腿骨近位部骨折患者192名(男性35名，女性

群34名/靴無群32名)であった。FIM総点利得平均は

157名，平均年齢84.14歳±7.38)である。除外基準

16.2(靴有群17.56/靴無群14.83)，運動項目利得平

は診療録より入院前情報が入手困難な者，在院日数

均は13.84(靴有群14.93/靴無群12.76)，認知項目利

15日未満の者とした。

得平均は2.35(靴有群2.62/靴無群2.09)であった。ま

研究デザインの分類は後ろ向き研究とし，診療録

た，靴有群，靴無群間の2群間比較を行ったが，患者

から患者属性の他，転倒場所，入院前介護度，退院

属性，介護度，退院先，FIM総点利得，運動項目利

先，また退院時Functional independence measure(以

得，認知項目利得に有意差は認められなかった。

下FIM)−入院時FIMよりFIM利得を算出し，FIM総点

【考察】

利得，運動項目利得，認知項目利得を調査した。ま

靴有群，靴無群の2群間の有意差は認められなかっ

た転倒場所を基準に屋外，玄関，施設内での転倒を

たが，今回の結果から受傷時の靴着用による転倒に

靴着用下の転倒(以下靴有群)，靴有群を除く屋内の転

関しては屋外に限らず，屋内の転倒も靴の着用が影

倒(以下靴無群)の2群に分類し，患者属性の他，入院

響する傾向にあった。また退院後の日常生活におい

前介護度，退院先，FIM総点利得，運動項目利得，

ても施設内移動時や外出時などは靴を着用する必要

認知項目利得を比較した。統計学的分析はエクセル

があり，当院における大腿骨頸部骨折患者の過半数

アドインソフト(Statcel3，オーエムエス出版社)を使

以上が退院後も靴を使用する傾向にあった。リハ病

用し，Mann-whitneyのU検定を実施した。有意水準

棟では入院時より転倒予防や再転倒防止として足部

は5%未満とした。

機能，バランス能力の観点から靴の機能，構造を考

【結果】

えていく必要があると示唆された。

リハ病棟における大腿骨近位部骨折患者の転倒場所

【倫理及び説明と同意】

は屋内140名，屋外52名であった。靴有群/靴無群

本研究はヘルシンキ宣言に基づいて個人が特定され

の場合，靴有群94名，靴無群98名であった。靴有

ないように配慮している。また当院における倫理委

群のうち，屋内転倒者は42名であった。年齢平均は

員会に承認を受けている。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

117

第 35 回東北理学療法学術大会
F-2

ポスター発表1

【運動器・スポーツ・2】

2017年11月18日

キーワード：腰椎圧迫骨折・横隔膜・慢性腰痛

14:40 ～ 15:40

腰椎圧迫骨折を背景とした慢性腰痛に対する介入
横隔膜に着目して
寺田

汐里・丹保

信人・竹山 大輔・阿部
竹田綜合病院

裕哉

ラムセットとテルペリンが処方になり，起き上がり時

【目的】
腰痛は様々な要因により発生するが，高齢者の腰痛
では圧迫骨折を背景に，慢性痛に移行するケースも多

NRS 5まで軽減するも，疼痛の頻度は著変なし。
2．理学療法介入と結果
56病日，横隔膜と腹斜筋の評価を行うと徒手的に

い。
圧迫骨折の好発部位は胸腰椎移行部といわれてお

伸張性の低下がみられた。そこで横隔膜と腹斜筋スト

り，これは横隔膜の付着部と肉眼解剖学的に一部一致

レッチを立案・実施したところ，胸郭拡張差（介入

する。また，横隔膜の機能解剖学的特徴は，腹斜筋・

前→後）：腋窩高5.0→6.5 cm，剣状突起高3.0→5.0

腹横筋と協同して活動し，体幹の安定性に寄与するこ

cm，第10肋骨高2.0→5.0 cmと即自的に変化が見られ

とである。そのため，横隔膜の機能不全は，圧迫骨折

た。また，疼痛を訴える頻度は3～5回に1回程度と減

を背景とした腰痛に影響を与える可能性がある。

少した。そのため，58病日からは病棟訓練として日中

今回，慢性期の圧迫骨折に対する理学療法として，
一般的に推奨されている方法で介入した。しかし，局

車椅子移乗・駆動自立，3食歩行器歩行見守り開始と
なった。

所的に腰痛が残存したため横隔膜に介入したところ，

60病日時点でも起き上がり時NRS 5と著変はみられ

結果として疼痛と日常生活動作（ADL）に改善が見ら

なかったが，やはり動作時痛を訴える頻度は3～5回に

れた症例を経験した。以下に報告する。

1回程度と介入効果の持続がみられた。MMT3＋～4，

【方法】

FIM 96点。

1．対象

【考察】

90代女性。脳梗塞と敗血症のため当院に入院。運動

高齢者は複数の疾患を有している場合が多く，其々

麻痺はなし。内科的治療後に回復期へ転入。既往にL1

が複雑に影響し合って症状を呈している場合も多いた

圧迫骨折とL3すべり症があるが，入院前ADLは自宅内

め，疼痛の原因も特定しにくい。

伝い歩き，屋外シルバーカー歩行にて自立していた。

本症例は入院前から円背姿勢で活動しており，腰背

入院前から腰痛はあり，月に1回かかりつけ医でブロッ

部伸展による代償動作が長年続いていた可能性を考え

ク注射を受けている。しかし，入院直前は腰痛および

る。また，不良姿勢の持続や骨格筋の加齢的変化等の

下肢痛増悪のため自宅内で歩行困難だった。

何らかの理由により，横隔膜の機能不全が見られてい

2．理学療法評価項目

たと推測した。それにより運動時の姿勢制御に関与す

下肢Manual Muscle Test（MMT），機能的自立度評
価（FIM），Numerical Rating Scale（NRS）を実施し

る体幹深部筋の協同的な筋活動に破綻が生じていたと
考える。

た。また，横隔膜の評価は胸郭拡張差（最大拡張時と

運動器としての横隔膜の機能はまだ不明確であり，

最小拡張時の差）を用い，脇窩高，剣状突起高，第10

これらの詳細な機能を検査することは現段階で困難で

肋骨高をメジャーで計測した。

ある。しかし，今回の症例を通して，圧迫骨折を呈し

【結果】

ているような高齢者の慢性的な腰痛に対しては，横隔

1．初期理学療法評価

膜の機能不全が起きている可能性にも着目して介入し

32病日で回復期病棟に転入。寝返り・起き上がり・

ていく必要性も感じられた。

立ち上がり・歩行でそれぞれNRS10．疼痛頻度は動作

【倫理及び説明と同意】

時に毎回見られた。MMT3＋～4，FIM 77 点。背筋群

本人に対して本研究の趣旨を説明し，書面にて同意を

の過緊張軽減・脊柱運動の改善に向け介入し40病日

得た。また，本研究を進めるにあたり演者所属の倫理

で寝返り・立ち上がり・歩行時のNRSは0～3に軽減す

審査委員会の承認を得た。

るも，起き上がり時はNRS7～10と残存。46病日にト
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ポスター発表1

【運動器・スポーツ・2】

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

キーワード：スタティックストレッチ・ダイナミックストレッチ・動的パフォーマンス

スタティック及びダイナミックストレッチが下肢の動的パフォーマンス
に与える影響
花岡

将来 1)・前田 貴哉 1,2)
1)
弘前記念病院
2)
弘前大学大学院保健学研究科

を行った。8の字跳躍は5m 間隔に置いた2つの目印
を片脚跳びで8 の字を描いて2 周するのに要した時

【目的】
多くのスポーツ選手は柔軟性の向上や怪我の予防を

間を測定した。片脚階段昇降は20cmの段差を，向き

目的にストレッチを行うが，反動をつけずに筋を伸

を換えずに片脚で10回昇降するのに要する時間を測

張させるスタティックストレッチ（以下，SS）が伝

定した。片脚幅跳びは片脚のまま前方へ飛び，踏み

統的に用いられてきた。しかし，先行研究において

切った脚で着地し，跳躍した距離を測定した。測定

対象筋の最大筋力の低下といった問題点が指摘され

は介入前，介入直後，30分後で各2回行い最大値を

ている。そこで，上述の様な問題点を解決しうる方

採用した。

法としてダイナミックストレッチ（以下，DS）が注

【結果】

目されている。先行研究においてDSは最大筋力を向

各群のFATの各項目における介入前と比較した介

上させると報告されているが，スポーツ現場では動

入直後，30分後の結果(変化量±標準偏差)を以下

作に与える影響が重要であることは明らかである。

に示す。8の字跳躍はSS群が-0.09±0.80sec，0.21

そこで本研究は，DS及びSSが動作に与える影響とそ

±0.47secであり，DS群が-0.04±0.29sec，0.22±

の持続時間について，パフォーマンスの指標とされ

0.78secであった。片脚階段昇降はSS群が-0.31±

るFunctional ability test（以下，FAT）の項目に着目

0.73sec，-0.44±0.93secであり，DS群が-0.48±

して検討し，若干の知見を得たので報告する。

0.29sec，-0.45±0.37secであった。片脚幅跳びはSS

【方法】

群が-3.2±15.4cm，-0.7±15.9cmであり，DS群が

対象は健常成人男性6名(年齢23.2±2.0歳)とし，以

12.9±23.5cm，12.3±30.0cmであった。

下に述べる3つの介入を受けた。実施順序はランダム

【考察】

に決定した。各介入間では筋疲労及びストレッチン

   本研究ではDS群では片脚幅跳びのみで介入後に増

グの持ち越し効果を考慮して1日以上の間隔を空けて

加する傾向が見られた。先行研究において，DS群で

実施した。

は最大筋力を向上させると報告されており，本研究

＜介入1：SS群＞

においても片脚幅跳びの結果を支持していると考え

肢位は腹臥位とし，検査者が被験者の膝関節を踵部

られる。DS群の8の字跳躍と階段昇降で変化が少な

が殿部に触れるように屈曲させた。伸張する強度は

かった理由として，これらの項目では最大筋力の他

被験者が大腿四頭筋に伸張感があり，疼痛が生じな

に筋持久力も関係しているためと推察する。DSが筋

い程度とした。伸張時間は15秒×5回とした。

持久力に与える影響については明らかになっておら

＜介入2：DS群＞

ず，本研究結果からDSが筋持久力に与える影響は少

肢位は立位とし，股関節中間位のまま自動運動可能

ない可能性がある。また，先行研究で実施後の最大

な膝関節全可動域で繰り返し屈伸運動を行った。ま

筋力の低下が示唆されていたSS群では，全項目で変

た，関節運動の速度と回数は6秒×12回で自動運動

化が少ない傾向にあったため，SSが動的パフォーマ

を行った。

ンスを低下させる可能性は低いと考えられる。

＜介入3：コントロール群＞

【倫理及び説明と同意】

ストレッチは行わずに， 1分15秒間の安静臥位とし

本研究はヘルシンキ宣言に則っており，対象者全員
に書面にて説明し，研究協力への同意を得た。本研

た。
今回は大腿四頭筋をストレッチングの対象としたた
め，FATの項目の中でも前後方向の動きが中心とな

究は弘前記念病院倫理審査委員会の承認を得た(承認
番号29-4)．

る片脚8の字跳躍と片脚階段昇降，片脚幅跳びの測定
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【運動器・スポーツ・2】

2017年11月18日

キーワード：整形外科疾患・FIM利得・FIM効率

14:40 ～ 15:40

回復期病棟入院整形外科疾患患者のFIM利得及びFIM効率に及ぼす
要因の検討
入院時情報から予測する
蓬田

浩学 1)・可野

健太郎 1)・庄司 剛仁 1)・伊東
1)
石巻健育会病院
2)
郡山健康科学専門学校

貴広 1)・荻原

久佳 2)

【結果】

【目的】
昨年度の診療報酬改定により，回復期リハビリ

本研究の対象者のFIM利得，FIM効率は，それぞ

テーション病棟(以下，回復期リハ病棟)には，FIMの

れ28.6±13.5，0.37±0.18(平均±標準偏差)とな

改善度合いを数値化して表す，アウトカム評価が取

り，基準値より高値を示した。FIM利得のAA群は

り入れられるようになり，FIM利得に関する研究発

75.4%，BA群は24.6%であった。FIM効率のAA群は

表が増加している。しかし，整形外科疾患に関する

69.7％，BA群は30.3％であった。群間比較の結果，

報告は少ないのが現状である。そこで本研究では，

入院時運動FIM得点，退院時運動FIM得点，それぞれ

当院回復期リハ病棟に入院した整形外科疾患患者に

FIM利得，FIM効率に有意差を認めた(p<0.05)。多重

対して，FIM利得，及びFIM効率を左右する要因を検

ロジスティック回帰分析の結果， FIM効率に影響す

討した。

る要因として性別(オッズ比3.20)，HDS-R（オッズ比

【方法】

1.07），呼吸・循環器系疾患(オッズ比2.62)であっ

対象は，平成27年4月から平成29年3月までに当
院回復期病棟に入院した整形外科疾患患者142名

た(modelχ²検定p<0.05；判別的中率74.7%)。
【考察】

(男性41名，女性101名，平均年齢80歳〈30歳-100

入院情報から，FIM利得，FIM効率に影響を及ぼす

歳〉)である。カルテの基本情報から，年齢，性別，

要因についての検討を行った。FIM利得は，入院時

受傷部位，人工骨頭置換術の有無，他の整形外科疾

運動FIM得点と退院時運動FIM得点の変化量を表し，

患，呼吸・循環器系疾患，内科的疾患等の合併症の

FIM効率はFIM利得を在棟日数で除し，1日当たりの

有無，受傷からの日数，入院前の移動手段，在棟日

変化量を数値化している。本研究ではアウトカム評

数等を調査した。また，日常生活活動として入院時

価として，日数に考慮したFIM効率を第1に考えるこ

の移動手段，FIM得点，転倒・転落アセスメントの

とが有益と考え，FIM効率に注目した。結果，AA群

点数，退院時の移動手段，FIM得点を調査した。入

とBA群の比較から，有意にAA群の入院時運動FIM得

院時と退院時の得点からFIM利得，入院日数で除し

点は低くなった。整形外科疾患の場合には，患部の

たFIM効率を算出した。FIM利得，FIM効率の全国平

保護や免荷などから，入院時の制限が多いことが考

均値は，平成27年度回復期リハ病棟協会調査報告書

えられ，FIM得点が低くなる場合が多いが，FIMの改

を基に検討し，FIM利得18，FIM効率0.28を基準値

善は期待できる可能性が高いことを示唆している。

とした。対象者を基準値以上AA群，基準値以下BA群

FIM効率に影響する因子としては，認知機能面や循

に分類し，群間比較を行った。

環器疾患の有無が挙げられ，認知機能の低下や循環

統計解析は統計解析ソフト(SPSS Statistics

器系のリスク管理に留意し理学療法を進めること

ver22.0，IBM社)を使用し，群間比較に関しては，

は，効果を挙げる上で重要な因子になることが示唆

量的変数は，Mann Whitney U-testを，質的変数に関

された。

2

してはダミー変数に変換した後，χ 検定を行った。

【倫理及び説明と同意】

FIM効率に影響する要因の検討には，FIM効率を従属

本研究は，当院倫理委員会学術倫理検討会の承認

変数に，その他検討項目を独立変数として，多重ロ

を受け，ヘルシンキ宣言に則り実施した。また，個

ジスティック回帰分析(尤度比検定)を行った。有意水

人を特定するデータは記号化し配慮した。

準は5%とした。
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ポスター発表1

【運動器・スポーツ・2】

2017年11月18日

キーワード：全国障害者スポーツ大会・コンディショニングルーム・理学療法士

14:40 ～ 15:40

第16 回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）
コンディショニングルーム運営事業について
及川 哲 1)・菊池 圭 2)
1)
岩手県理学療法士会 健康事業担当理事
2)
岩手県理学療法士会 スポーツ支援事業部長

【はじめに】

競技）を担当することとなったため，各会場に2～

平成28 年10 月22日から24 日に第16 回全国障害者

3名の責任者グループを作り，大会実行委員会事務

スポーツ大会（希望郷いわて大会）が開催された。

局から提案された必要物品や会場レイアウト案の検

競技会場では第1回のみやぎ大会より継続して，職

討，それぞれの会場地域での地域別研修会の起案・

能団体が運営するコンディショニングルームを設置

開催を行った。健康事業担当理事，スポーツ支援事

することとなり，当会もルーム運営委託依頼を受け

業部長，スポーツ支援事業部総務担当者は各会場責

た。

任者からの書類確認，広報，全体の参加人員確保・

コンディショニングルームは，競技に参加する選手

配置調整，全体研修会の起案・開催を行った。

がより良いコンディションで臨めるよう，治療目的

先催県では他の職能団体が担当することの多い4競

ではなくその資格範囲内で有資格者によるサービス

技（団体競技）にて，理学療法士がサポートを行う

を提供する場所で，ひとつの競技会場にひとつの職

ことにより，選手個々の障がい特性を踏まえたサ

能団体が運営を委託される依頼内容であった。

ポートが行え，日を追うごとに利用者数の増加につ

【活動報告】

ながったものと考える。

平成27年春に当士会が担当する3会場5競技が決定。

会場によっては開設後にコンディショニングルーム

夏には大会実行委員会事務局主催で各職能団体の代

の移設を余儀なくされたり，当日会場で用意されて

表者が集う，コンディショニングルーム運営検討会

いるはずの物品が数時間届かない事例もあったが，

議が行われ，当士会では国体対策委員会の発足，ス

参加スタッフの協力のもと選手への影響は最小限に

ポーツ支援事業専任となる健康事業担当理事が誕

とどめることができたと考える。

生し，スポーツ支援事業部スタッフを中心に大会ま

【結論】

での実務スケジュールや人員確保などの検討を重ね

当県で開催された全国障害者スポーツ大会で当士会

た。

がコンディショニングルーム運営を通じて，障がい

大会でのコンディショニングルームは，平成28年
10月21日の公式練習日から開設され，13競技11会
場中，当士会は5競技3会場の運営を行った。参加し

者スポーツの現場を経験できたことは，当士会に
とっても大きな財産になったものと感じている。
今後は障がい者スポーツにおける支援も行っていけ

た理学療法士は，47名（延べ93名）であった。

るよう，環境づくりに努めていきたい。

【考察】

【倫理及び説明と同意】

今大会では，各職能団体のなかで最も多い3会場（5
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ポスター発表1

【物理療法】

キーワード：キネシオテープ・筋出力変化量・等速性運動

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

キネシオテープの貼付が筋出力に与える変化量の検討
繋

教公 1)・木下 翔司 2)・千葉 直 1)
1)
青森新都市病院
2)
青森新都市病院 リハビリテーション科専門医
【目的】

での膝関節伸展等速性筋力を測定。そこから各対象

スポーツ・臨床現場においてキネシオテープ（以下

者のDis・Proの筋出力変化量を算出。得られた2つの

KT）は筋機能促通・サポート効果や先行研究等で述

変化量をもとにMann-Whitney

べられている生理学的効果を目的に使用している場

水準は5％とした。

面を目にする。

【結果】

U検定を実施。有意

繋らは以前KT貼付の有無，貼付方向の違いが最大筋

測定結果より各平均値はNon141.1±47.3，Dis149.8

出力に及ぼす影響を報告した。報告ではKTの有無，

±47.9 ，Pro143.8±45.5（単位NM）であっ

貼付方向の違いでは有意差はなく，KTが最大筋出力

た。得られた変化量の中央値（四分位範囲）では

に及ぼす影響は少ないとの報告であった。KT貼付

Dis11.2(2.96・18.2)Pro1.05（-2.22・11.5）となっ

により筋の機能的な変化は得られないとの事である

た。U検定の結果2つの変化量の中央値に有意差は認

が，筋出力の変化についての報告は行っておらず，

められなかった。（p＜0.05）

また論文等での報告も数少ない。

【考察】

そこで本研究ではKTを用い貼付方向の違いが筋出力

研究結果から貼付方法Disの変化量値が高く，貼付方

の変化量をどれくらい引き出すことが可能か検証・

向の違いが変化量に与える傾向は見られたが，統計

比較することとした。

学的には有意差は認められなかった。
磯谷らによるとKTの貼付方向の違いにより異なった

【方法】
対象は運動器疾患及び下肢に障害のない成人男女18

効果が得られるとされており，貼付条件Disは羽状角

名（年齢25.7±2.6）の右大腿肢とした。対象者は

増大，筋厚増大，Proは筋繊維長の増加・筋厚増大な

KTに対する知識が高くなく，効用性を説明せずに実

ど様々な形態学的効果を報告している。
貼付方法Disの変化量値が高く算出されたのはKT添

施した。
KTは市販されているミリオン筋肉サポート（株式会

付により得られるこの形態学的効果の違いにあると

社共和製）のKTを20㎝に採寸し使用。KT貼付方法

考える。添付方法Disは羽状角増大・筋厚増大の効果

は吉田らのキネシオテーピングの理論と基本的貼付

が得られる。羽状角が増大することで，羽状筋であ

法を参考とした。

る大腿四頭筋は収縮位の状態に近くなる。このこと

KTの貼付肢位は皮膚を最大限伸張し股関節・膝関

によりKT貼付により大腿四頭筋の収縮補助が示唆さ

節屈曲90°位にて，対象者の右大腿前面（大腿直筋

れる。収縮補助がある中で，増加した筋厚を適切に

直上）にKTを軽度伸張した状態で貼付した。貼付条

発揮し，パフォーマンスにつなげ，結果として変化

件は貼付なし（以下Non），遠位から近位方向への

量と繋がりやすいのではないかと考える。

貼付（以下Dis），近位から遠位方向への貼付（以下

しかし測定結果からはばらつきが多くKT添付の効果

Pro）の3条件としそれぞれの条件で膝関節伸展の等

は症例数や個人因子の影響があるのではないかと考

速性筋力を測定した。測定肢位は股関節・膝関節屈

える。

曲90°にて実施。測定条件はランダムに設定し一週

KTの異なる貼付方法が筋出力の変化量に及ぼす影響

間以上二週間未満の間隔をあけてその他の条件の測

の傾向が確認されたが有意差は得られなかった。今

定を実施。

後はこの変化量を症例数・個人因子等も踏まえ継続

筋力測定にはBiodex System3（酒井医療株式会社）

した検討を行い有用性などの確認をしていきたい。

を使用した。60deg/sの角速度にて膝関節の等速性

【倫理及び説明と同意】

伸展運動を5回実施させ最大伸展筋力を求めた。

本研究は対象者に研究の趣旨を口頭と書面にて説明

統計学的分析方法として，Non・Dis・Proの各条件

を行い同意を得た上で実施した。
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【物理療法】

2017年11月18日

キーワード：寒冷療法・立位体前屈・アイスパック

14:40 ～ 15:40

ハムストリングスの冷却時間の違いが立位体前屈に与える影響
実施時間に着目して
江口

舞人 1)・小野寺 一也 1)・山下 浩樹 1)・関 公輔 1)・長沼
黒沼 賢矢 2)・奥山 華衣 2)・日下 美佳 2)
1)
いわてリハビリテーションセンター
2)
山形医療技術専門学校

誠 2)・福田

守 2)

【目的】

離は，Tukeyの多重比較検定を使用し，統計学的処

従来の物理療法において，温熱療法はストレッチ前

理をした。尚，優位水準を5%未満とした。

の補助的手段として用いられている1つであり，組織

【結果】

の伸張性を増加させる報告がある。しかしながら近

立位体前屈の平均値は，冷却なしで13.8±8.4cm，

年，温熱療法よりも寒冷療法の方が筋の伸張作用を

5分間冷却で18.2±7.7cm，10分間冷却で17.7±

もたらすとの報告があり，寒冷療法では筋の伸張に

8.0cmであった。また，3条件間全てにおいて有意差

関し，10分間冷却で優位に伸張効果があることが報

は認められなかった。

告されている。このことから，10分間冷却よりも短

【考察】

い時間で効果を得られるか疑問をもった。これらを

今回の結果では，平均値を比較すると，冷却なし

踏まえ，寒冷療法が筋の伸張性にどのような影響を

よりも5分間冷却及び10分間冷却で立位体前屈の距

及ぼすかを検討するため，ハムストリングスを冷却

離が増大した。また，5分間冷却と10分間冷却では

することで実施後の立位体前屈距離が増加するので

大きな差が認められなかった。しかし，各条件間で

はないかと仮説を立て，冷却時間の差によって立位

有意差を認めなかった。その理由として，立位体前

体前屈距離の相違を検証することを目的とした。

屈はハムストリングス以外にも脊椎や股関節，膝関

【方法】

節，足関節の筋を含めた軟部組織の柔軟性がいくつ

健常人16名を対象とした。被験者の服装は，短パン

も関与しているため，ハムストリングス以外の柔軟

および裸足とした。冷却なし・5分間冷却・10分間

性を考慮していなかったことが効果的な検討に至ら

冷却の3条件を1日1条件で立位体前屈の距離を測定

なかったと考えられる。一方で，立位体前屈距離が

した。対象筋はハムストリングスとした。冷却には

改善した方はハムストリングスに対する冷却効果が

ビニール袋の中に冷凍庫（-5℃）で冷やした氷を詰

あったと推察された。これは実施前のハムストリン

めて，そこに水を入れ，袋の中の空気を抜いたもの

グスの柔軟性に制限がある方には効果があったと推

を使用した。また，凍傷を避けるために湿らせたタ

測できる。今回は，冷却時間の差による影響は十

オルを1枚大腿後面に敷いて冷却した。冷却なしの条

分に明らかにすることが出来なかった。今後の課

件は，5分の腹臥位をとった直後に立位体前屈距離を

題としては，脊柱の代償を軽減させる目的で，SLR

計測した。5分間冷却及び10分間冷却の条件は，5分

（Straight-leg-raising）を実施し，ハムストリングス

の腹臥位をとった後に5分間または10分間冷却し，

を単独に伸張させるといった設定も必要と考える。

その後に立位体前屈を計測した。膝関節屈曲による

【倫理及び説明と同意】

代償を防ぐために，膝蓋骨上縁と大腿中央の2ヶ所を

対象者には本研究と目的と方法を十分に説明し同意

ベルトで固定した。各条件で測定した立位体前屈距

を得た上で研究を実施した。
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2017年11月18日

キーワード：全身振動刺激・筋疲労・表面筋電図

14:40 ～ 15:40

起立運動前の下肢への全身振動刺激が筋疲労に及ぼす影響
近藤 貴大・渡辺 光司
医療法人社団 新生会 南東北第二病院
2.8.1を使用し，有意水準は5%未満とした

【目的】
全身振動刺激（Whole Body Vibration：以下WBV）

【結果】

は運動機能改善や柔軟性改善などを目的としてリハ

中間周波数のpre-post比は対照条件と振動条件の間

ビリテーション領域においても利用される。そのメ

で有意差を認めなかった。平均振幅のpre-post比は

カニズムは緊張性振動反射による連続する筋収縮の

内側広筋で対照条件1.34±0.25，振動条件1.18±

誘発とされている。WBVは様々な運動療法の効果を

0.16となり有意差を認めた（p<0.05）。外側広筋

高める手段として期待される。しかしながら，WBV

は各1.38±0.08，1.15±0.17，大腿直筋は各1.33

と運動の併用による反応に関する報告は乏しい。

±0.12，1.07±0.18となりそれぞれ有意差を認めた

よって。本研究では，反復起立運動前に下肢へWBV

（p<0.05）。VASのpre-post比は条件間で有意差を

を行うことが筋疲労に及ぼす影響を表面筋電図にて

認めなかった。

検討することとする。

【考察】
反復起立運動前にWBVを実施すると，その後の等

【方法】
対象は健常成人男性8名とした。研究デザインはラ

尺性膝伸展運動時に平均振幅の増大が抑制される結

ンダム化クロスオーバーで，対照条件及び振動条件

果となった。平均振幅は運動単位の動員増加を反映

の2条件とした。表面筋電図の評価後，座面高30cm

するといわれている。WBV後は運動単位の動員が比

の椅子に座りWBV機器Power Plate（プロテアジャ

較的抑制されたことを示唆する。すなわち，少ない

パン社製）に下肢を乗せ5分間安静をとった。下肢

運動単位にて同一負荷の運動を遂行することができ

後面全体をプラットホームに接するようにし，対照

た。一方，中間周波数の変化は条件間で変化を認め

条件では刺激を与えない一方，振動条件では周波数

なかった。中間周波数の減少は膜電位の伝達速度低

30Hz，振幅2mmの振動を与えた。その後反復起立

下に影響されるといわれている。これはpHの蓄積に

運動（1分間に30回，合計100回）を実施，再び筋

起因し疲労の指標と考えられている。本研究では，

電図評価を行った。表面筋電図の評価は被検筋を内

筋における化学的変化は生じなかったことが考えら

側広筋，外側広筋，大腿直筋とした。端座位にて徒

れる。また，自覚的な疲労も条件間で同程度であっ

手筋力計モービー（酒井医療社製）をプルセンサー

た。つまり，WBV実施により，その後起立運動を実

で下腿遠位に固定し，膝屈曲90°で35秒間等尺性

施しても疲労は同程度で筋活動が抑制されることが

膝伸展運動を行った。事前測定の等尺性最大膝伸展

示唆される。これは，同一筋では筋活動の同期化が

筋力50%をモニターにて確認し保持した。中間30秒

生じたこと，また複数の筋では協調性が向上したこ

を解析に用い，開始5秒から終了5秒への変化率を

とが考えられる。理学療法臨床にて，運動前のWBV

算出した。また，筋電図測定直後に主観的疲労感を

により筋機能が改善し，その後のパフォーマンス向

Visual Analog Scale（以下VAS）にて測定した。中

上が引き起こされる可能性がある。

間周波数変化率，平均振幅変化率，VASについて，

【倫理及び説明と同意】

起立運動前から運動後への変化率を算出した（以

対象には書面にて説明を行い，同意を得た。また，

下pre-post比）。各筋において条件間で比較を行っ

本研究は当院倫理委員会にて承認を得て実施した

た。正規性の有無で対応のあるt検定およびWilcoxon

（承認番号29-B）。

の符号付順位和検定を実施した。統計ソフトはR ver

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

124

第 35 回東北理学療法学術大会
G-4

ポスター発表1
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2017年11月18日

キーワード：B-SES（ベルト電極式骨格筋電気刺激法）・IL-6・抗炎症作用

14:40 ～ 15:40

B-SES（ベルト式電極骨格筋電気刺激法）を使用したマイオカイン
に関する研究
冨田 浩輝 1,2)・中永 士師明 1)
1)
秋田大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学講座
2)
学校法人コア学園 秋田リハビリテーション学院

【目的】

し，B-SES終了後1時間は安静とした。B-SESはDisuse

集中治療領域において，重度の四肢筋力低下を示す

モード（周波数20Hz）を使用した。採血は，安静臥

ICU獲得性筋力低下（ICU-AW）は，全身性炎症反応

床30分後，B-SES直後，B-SES終了1時間後に，1回

症候群や廃用性筋萎縮などが原因となる，身体機能

10mlを医師が行い，ELISA法にて血中サイトカイン

予後を不良とする要因の1つである。そのため，早期

濃度（TNF-α，IL-6，IL-10）を測定した。統計学的

から炎症症状および廃用性筋萎縮を抑制することが

解析は，二元配置分散分析を行い，Bonferroni法を

課題と考えられる。現在，B-SESは集中治療領域の早

用いて多重比較を行った。また，p<0.05をもって有

期リハビリテーションにおいて，安全に骨格筋への

意差ありとした。

電気刺激が可能であり，廃用性筋萎縮予防に有効と

【結果】

する報告がある。しかし，その効果的な強度や実施

それぞれの血中サイトカイン濃度に有意差は認めら

頻度，骨格筋以外の身体に与える影響に関しては，

れなかった。

さらなる検証が必要である。近年，Pedersonらが，

0.19 , B-SES直後 0.7±0.3 , B-SES終了1時間後 0.7±

運動により骨格筋が種々の生理活性物質（マイオカ

0.35），（IL-6[pg/mL]：安静時 0.63±0.3 , B-SES

イン）を産生する内分泌器官であることを明らかに

直後 0.59±0.3 , B-SES終了1時間後0.67±0.23），

した。そのため，電気刺激による骨格筋収縮は，単

（IL-10 [pg/mL]：全て感度以下)

に廃用性筋萎縮を予防するばかりではなく，全身状

【考察】

態の活性化に寄与する要因の1つとなることが考えら

運動負荷に起因する血中IL-6濃度の上昇は，動員筋

れる。

量，運動強度および運動時間が深く関与している。

IL-6は，マイオカインとして最も初期から知られて

本研究では，被験者が若年健常男性であり，臨床で

おり，多様な効果を有することが報告されている。

使用されているDisuseモードでは，運動負荷が不十

その中には，抗炎症作用の可能性も考えられてお

分であり，血中IL-6濃度上昇には至らず，IL-6によっ

り，IL-6が抗炎症性サイトカインであるIL-10の分泌

て誘発されるIL-10の血中濃度の上昇も認められな

を誘発することも報告されている。しかし，その機

かったと考えられる。今後は，虚弱高齢者や重症患

能に関して，電気刺激を用いて検討した報告は少な

者を対象に，B-SES使用前後の血中サイトカイン濃度

い。そのため，本研究の目的は，廃用性筋萎縮予防

の動態を明らかにする必要があると考える。

で使用されるB-SESのDisuseモード（20Hz）を使用

【COI(利益相反)について】

し，B-SES使用前後の，IL-6およびIL-10の血中濃度

本研究に関連し，開示すべき利益相反関係にある企

の継時的変化を検証することとした。

業等はなし。

【方法】

【倫理及び説明と同意】

対象は，健常成人男性6名（20±0.5歳）とした。ま

本研究は，秋田大学大学院医学系研究科の倫理委員

ず，被験者を背臥位とし，ベルト式電極を腹部・両

会において承認を得た上で，被験者に実験の目的，

側大腿遠位部・両側下腿遠位部に装着し，30分間の

方法および危険性を説明し，同意を得て実験を行っ

安静臥床を実施した。その後，B-SESを20分間施行

た(承認番号：1721)．

（TNF-α[pg/mL]：安静時 0.62±
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キーワード：体性感覚入力・神経筋電気刺激・電気刺激強度

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

異なる電気刺激強度の違いが運動パフォーマンスに及ぼす影響
渡邉 靖子・遠藤 愛・藤田 卓也・渡辺 知子
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北福島病院
【結果】

【目的】
神経筋電気刺激はリハビリテーション分野におい

反復測定一元配置分散分析の結果，感覚閾値強度

て幅広く利用されており，運動パフォーマンスを向

条件（F = 7.06，P = 0.005）と運動閾値強度条件（F

上させることが報告されている。この運動パフォー

= 7.03，P = 0.005）ともに時間の主効果が認められ

マンスの向上は，神経筋電気刺激による体性感覚

た。一方で，Sham条件においては時間の主効果は認

入力が一次運動野の興奮性に影響を与えた事で生じ

められなかった（F = 3.39，P = 0.056）。事後検定

たものと考えられている（Veldman, 2015）。しか

の結果，感覚閾値強度条件はPre（10.2 ± 3.7回）と

し，神経筋電気刺激による電気刺激強度の違いが運

比較して，Post1（11.2 ± 4回）とPost2（11.4 ±

動パフォーマンスにどのような影響を及ぼすのかに

4回）において平均回転数の有意な増加が認められ

ついては十分に検討されていない。そこで本研究の

た。また，運動閾値条件においても同様にPre（10.7

目的は，神経筋電気刺激の電気刺激強度の違いが運

± 3回）と比較して，Post1（11.6 ± 3.6回）と

動パフォーマンスに及ぼす影響を明らかにすること

Post2（11.9 ± 4.1回）において平均回転数の有意な

とした。

増加が認められた。

【方法】

【考察】

対象は右利き健常成人10名（男性6名，女性4名，

本研究では，神経筋電気刺激の電気刺激強度の違

平均年齢24 ± 0.9歳）であった。運動課題は，椅子

いが運動パフォーマンスに及ぼす影響について検討

座位にて左前腕部を台上に乗せ，2つの木球を左手掌

した。その結果，神経筋電気刺激後において感覚閾

で反時計回りに最大速度で回す巧緻課題とした。運

値強度条件と運動閾値強度条件ともに木球の平均回

動課題の測定は20秒間とし，前後に休息を20秒設け

転数の有意な増加が認められた。したがって，神経

3セット実施した。電気刺激は，神経筋電気刺激（イ

筋電気刺激後の電気刺激強度に依存せず，神経筋電

トーESPURGE: 伊藤超短波社製）を用いて左短母指

気刺激介入後に運動パフォーマンスが向上すること

外転筋の筋腹上に行った。刺激強度は，感覚閾値強

が明らかになった。

度（感覚閾値の200% ），運動閾値強度（運動閾値

Ueharaら（2011）や宮田ら（2014）は，運動

の120% ），刺激を行わないShamの3条件とし，こ

パフォーマンスが一定になった巧緻課題に対して電

れらの条件はそれぞれ別日にランダムに行った。刺

気刺激を実施すると，一定になった巧緻課題の運動

激時間は，20分間とし，刺激設定はEMSモード，周

学習を促進すると報告している。本研究においても

波数30 Hz，パルス幅300 µsで5秒on 10秒offの刺激

15分間の運動課題の練習後，sham条件においてパ

サイクルとした。実験プロトコールは，15分間の練

フォーマンスに変化がみられなかったが神経筋電気

習時間を設けた後に運動課題を電気刺激前（Pre），

刺激介入後には，パフォーマンスの向上が認められ

電気刺激1分後（Post1），10分後（Post2）に実施

た。本研究により，神経筋電気刺激は刺激強度に関

し，それぞれ平均回転数を測定した。統計解析は，

わらず巧緻課題動作の運動パフォーマンスを促進す

木球の平均回転数を従属変数として，電気刺激条件

る一要因になる可能性が示唆された。

ごとに時間要因で反復測定一元配置分散分析を用い

【倫理及び説明と同意】

た。主効果が認められた場合，事後検定として，

被験者には，実験に対する説明を紙面と口頭にて

Dunnett検定を行った。有意水準はいずれも5% 未満

丁寧に行い，当院の倫理的規定に基づき同意書に署

とした。

名を得た上で実施された。
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第 35 回東北理学療法学術大会
H-1

ポスター発表1

【地域包括ケア】

キーワード：介護予防・二次予防対象高齢者・健康状態

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

介護予防事業における健康状態からみた介入効果への影響
高橋

寿和・渡部 美聡・板垣 光子・佐々木 恵子・江森 由香・長橋
宮坂 美和子・相澤 裕矢・荒木 訓・鈴木 崇広・星 真行
公立高畠病院リハビリテーション科

育恵

【目的】

【結果】

近年，介護予防事業における介入効果に関する報告

健康状態により層別化した群間比較において，それ

は多くみうけられる。先行研究においても，介護予

ぞれを項目別にみてみると，最大歩行速度では，介

防事業において筋力増強運動は重要であり，高齢者

入前後[F(3.89)=55.21 (p<0.05)]，群間 [F(2.42)=2.99

に対する運動の効果は認められている。筆者らの研

(p<0.05)]，交互作用 [F(2.42)=2.14 (p=0.07)]，

究においても，介護予防事業において転倒予防効果

FRT では，介入前後[F(3.89)=19.38(p<0.05)]，群

および転倒恐怖感が軽減すること，身体機能改善や

間 [F(2.42)=2.52(p<0.05)] ，交互作用[F(2.42)=0.84

身体の痛みの軽減効果も認められている。しかしな

(p=0.49)]，TUGでは，介入前後[F(3.89)=16.93

がら，介護予防事業において，quality of life（以下

(p<0.05)]，群間 [F(2.42)=2.55 (p<0.05)]，交互作用

QOL）や健康状態によって介入効果へどのように影

[F(2.42)=1.76 (p=0.13)]であり，介入前後，群間で

響するのか検討した報告は散見されるのみである。

は身体機能に有意差が認められたが，交互作用は認

目的は，二次予防対象高齢者を対象に介護予防事業

められなかった。しかし，介入前の健康状態が「よ

を取り組み，健康状態における介入効果への影響に

くない」群ほど身体機能の改善効果が高い傾向にあ

ついて検討することである。

り，特に，最大歩行速度，FRT，TUGの項目では改

【方法】

善傾向が示唆された。

対象は二次予防対象高齢者187名であり，脱落者及

【考察】

び最終評価を実施できなかった者を除外した166名

本研究において，介護予防事業によりQOL向上を図

（男性38名，女性128名）を解析対象とした。週2

ることが可能であり，健康状態によって身体機能の

回（全21回）のプログラム介入を行い，介入前後で

改善効果にも影響がみられることが示唆された。改

身体機能評価 [ 最大歩行速度，膝伸展筋力，ファン

善傾向が高かった最大歩行速度，FRT，TUGの3項

クショナルリーチテスト（以下FRT），開眼片足立

目では，構成する要素として筋力，敏捷性，バラン

ち時間，長座位体前屈，Timed Up & Go test（以下

ス，歩行能力が挙げられる。介護予防事業により，

TUG）] を実施した。健康状態においては，介入前に

これらの要素全体の底上げが実現し，身体機能の改

問診にて調査した。

善に繋がったものと考える。介入前に健康状態が

プログラム内容は，週2回（全21回）90分間実施し

「よくない」と回答した対象者がすべて改善傾向を

た。はじめの30分は全員でストレッチや軽運動，バ

示した。集団で運動を行うことにより，QOLの向上

ランストレーニングを行い，その後，50分間マシン

や転倒リスクの軽減，ADLや余暇活動の充実などに

トレーニングや個別トレーニングを実施した。マシ

直結しているものと考える。今後の課題として，対

ントレーニングは10回3セットを基本とした。

象者の選定方法や追跡調査がより重要なものとして

統計解析は，介入前後に身体機能評価を実施し，介

挙げられる。

入前の健康状態によって「よくない」，「あまりよ

【倫理及び説明と同意】

くない」，「ふつう」，「まあよい」，「よい」の5

参加するにあたり口頭・書面において十分に説明し

群に層別化し，重複測定－二元配置分散分析法にて

た上で，書面にて同意を得た。

算出した。有意水準は5％未満とした。
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第 35 回東北理学療法学術大会
H-2

ポスター発表1

【地域包括ケア】

キーワード：介護予防推進支援事業・集団体操・地域高齢者

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

介護予防推進支援事業における理学療法士の役割
室井 宏育・折内 英則・秋吉 秀美・影山 喜也・三森 由麻・河野 将希
元木 慎吾・鈴木 美有・山本 瑞穂・堀本 真理子・郡部 凌太・田浦 圭市
佐藤 純也
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
【目的】

ついては，調査結果では行われておらず比較するこ

第33回東北理学療法学術大会において，介護予防推

とは出来ないが，過去の様々な研究結果により，男

進支援事業における集団体操作成を報告し，昨年度

女ともに問題ない数値と思われる。膝の痛みについ

より，23会場の運動教室で地域住民への集団体操導

ては，男性34%，女性19%が有痛者であり男性に多

入を試みた。今回はその導入時の初回評価で得られ

い傾向があった。以上の結果より，女性の参加者の

た若干の知見を踏まえ，今後の集団体操のあり方や

運動機能は比較的良好。一方男性は低い傾向があっ

介護予防推進支援事業における理学療法士の役割に

た。運動教室に参加する男性は，運動機能が低下し

ついて考える。

ている可能性が高く，初回介入時より，注意深く観

【方法】

察し運動機能低下の原因について対応する必要があ

昨年，地域住民運営の運動教室は28会場で開催さ

る。また，過去の報告からも指摘されているが，男

れ，登録者数は416名であった。その中で評価可能

性の参加者は少ない傾向がある。従来の体操は，

であった，23会場349名の初回評価を行った。評価

ストレッチやバランス強化，2重課題など多様なメ

項目は，年齢，BMI，握力，TUG，開眼片脚立ち，

ニューが組み込まれており，体操の目的が不明確と

歩行時の膝の痛みについての6項目である。なお，運

なりやすい傾向があると思われる。男性にも魅力を

動教室の1会場あたり参加人数は，7名～29名。開催

感じてもらえる教室にする為には，目的を明確にし

頻度は週1回程度，90分間。運動時間は約60分であ

たポイントを絞った体操も組み込むことが有効では

る。

ないかと考える。今回の結果からは膝痛を有する参

【結果】

加者も多い事から，膝痛に特化した体操も新たに作

登録者数349名中，測定可能であった233名（男

成し実施した。

男

依頼された市の人口は，平成27年度の国勢調査によ

性，女性）。対象者の年齢は（76.1±6.5，73.6±

ると37,220人。65歳以上は11,898人であり，今回

6.2）。BMI：（24.2±3.6，23.9±3.6）。握力：

の対象者の2％に相当する。今回の測定では，まだま

（33.8±7.8kg，24.7±4.3kg）。TUG：（6.7±1.2

だ少数であるが，今後も，参加者の集団特性を理解

秒，6.5±0.9秒）。開眼片脚立ち：（20.0秒，50.6

して，参加者は何を求めているのか柔軟に対応する

秒）歩行時の膝の痛み：（10名，39名）が有痛者で

必要があると思われる。運動学や解剖学など日々進

あった。

歩しており，我々，理学療法士も最新の知識を取り

【考察】

入れ，一度体操を作成したら，そのまま使い続ける

性29名，女性204名）を対象とした。（以下

測定結果を，文部科学省の平成26年度体力・運動

のではなく，常に有効で参加者が求めるものを模索

調査結果）と比較すると，

しながら変化させていきたい。また，運動習慣が定

男性握力調査結果の平均値は，35.1±5.5Kgであり

着し生活の活性化につながること，地域住民同士の

測定値より2Kg程低下，女性握力調査結果の平均値

関わりを強化し多くの参加者を得ることなども配慮

は，23.8±4.0Kgであり測定値より1Kg程高い傾向が

しながら介護予防推進支援事業に取り組む必要があ

あった。開眼片脚立ちでは，男性調査結果の平均値

ると思われる。

は58.4±42.45秒であり，我々のデータは中央値で

【倫理及び説明と同意】

あるので比較は難しいと思うが，明らかに低下して

ヘルシンキ宣言の趣旨に沿った研究を行った。な

いる。女性調査結果の平均値は71.9±44.3秒であっ

お，総合南東北病院倫理委員会の承認を得て行った

たので，男性程ではないが低下傾向である。TUGに

（承認番号：D17-7）

能力調査結果（以下
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第 35 回東北理学療法学術大会
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ポスター発表1

【地域包括ケア】

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

キーワード：通所リハビリテーション・短期集中リハビリテーション・日常生活活動

通所リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算
算定者の日常生活活動、基本動作、認知機能、歩行バランス機能
における検討 第2報
佐藤

雅昭 1,2)・佐藤

衛 1,2)・三上 綾子 2)・一戸 留美 2)・三浦 雅史 3)・川口
1)
青森県立保健大学大学院健康科学研究科
2)
青森ナーシングライフ
3)
仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科

徹 1)

【目的】

【結果】

我々は，短期集中リハビリテーション実施加算算定者

短期集中リハビリテーション介入時と介入後とでの比

における日常生活活動(以下ADL)，基本動作の項目の中

較において，BI合計得点は介入前が64.2±27.0点，介

で，立位保持，移乗，平地歩行といった機能面に対し

入後が66.2±26.2点と，介入後で有意に高かった。BI

て改善がみられたと報告した。本報告ではさらに対象

の階段昇降，および基本動作の立位保持において，介

者を増やし，評価の時点と項目を整理・検討し，今後

入後で有意に高かった。HDS-R得点は，介入時が20.7

の評価およびリハビリテーションプログラム実施の一

±6.4点，介入後が22.3±5.9点と，介入後で有意に高

助とすることを目的とした。

かった。TUGは介入時が15.7±6.7秒，介入後が14.5±

【方法】

6.2秒と有意に速くなった。

対象者は当施設デイケア利用者で平成27年4月1日～平

【考察】

成29年6月30日までの期間内に短期集中リハビリテー

短期集中リハビリテーション介入によってBIの階段昇

ション実施加算を算定し終了した全94名のうち，デー

降やTUGで改善がみられたことは，歩行を中心とした

タ欠損等を除いた64名，男性21名(32.8%)，女性43名

プログラムを実施した効果が現れたものと考える。

(67.2%)とした。短期集中リハビリテーション介入時

TUGは歩行可能者への評価となり，特に歩行可能者に

において，対象者の平均年齢は80.0±8.6歳であり，

対してのプログラムにおいて一定の効果が得られたと

介護区分をみると，要介護度は1が16名(24.6%)，2が

考える。しかし，前回の我々の研究では，BIの歩行や

8名(12.3%)，3が19名(29.2%)，4が11名(18.5%)，5が

移乗において，介入後には改善が見られたが，今回は

10名(15.4%)であった。対象者の疾患名は，脳血管疾

見られなかった。これは，今回の研究において，短期

患26名(40.0%)，骨関節疾患25名(40.0%)，その他13名

集中リハビリテーション実施加算を算定した対象者の

(20.0%)であった。本報告の評価項目は，厚生労働省配

介護度が高く，立位・歩行が困難だったことが考えら

布の通所・訪問リハビリテーション計画書に記載の，

れた。加えて，BIは大部分が全介助，部分介助，自立

主病名，要介護度，ADL，基本動作，長谷川式簡易知

の3段階，基本動作は全介助，一部介助，見守り，自立

能評価スケール(以下HDS-R)，Timed Up and Go test(以

の4段階であり，部分介助・一部介助の範囲が軽度介助

下TUG)とした。ADLはBarthel Index(以下BI)の各項目

から重度介助まで広い。したがって，対象者の介護度

および合計点数とした。基本動作は起き上がり，立位

が高い場合には，効果が現れにくいものと考えた。

保持，床からの立ち上がり動作を全介助＝0，一部介助

今回の結果を踏まえ，歩行可能者へはさらに効果的な

＝1，見守り＝2，自立＝3，把握していない＝9とした

プログラムを提供するとともに，介護度が高い利用

段階尺度を用い，解析の際には9は除外した。HDS-Rと

者への効果判定を細かくすることでプログラムに反映

TUGは欠損値が多く，HDS-Rでは39名，TUGでは14名

させ，効果的なプログラムを実施していきたいと考え

のデータを採用した。これらの項目を短期集中リハビ

る。

リテーション介入時と介入後とで評価をした。統計解

【倫理及び説明と同意】

析はSPSS statistics ver.20.2を用い，BIと基本動作の介

本研究は，ヘルシンキ宣言に基づいて行われた。ま

入前後に関してWilcoxonの符号付順位和検定を行い，

た，研究対象者に対し，研究内容とプライバシーに配

HDS-RとTUGの介入前後に関して対応のあるt検定を

慮することなどを十分に説明し，書面にて同意を得

行った。有意水準を5％未満とした。

た。
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第 35 回東北理学療法学術大会
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ポスター発表1

【地域包括ケア】

キーワード：シルバーリハビリ体操・養成講習会・療法士の役割

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

岩手県シルバーリハビリ体操指導者養成講習会における
療法士の役割について
村上

敏昭・渡辺 幸太郎・照井 恵利香・渡部 祐介・佐藤 英雄・大井
公益財団法人 いわてリハビリテーションセンター

清文

を明確にして体を動かしながら指導を行なった。最

【はじめに】
岩手県では平成27年度より「岩手県シルバーリ

終日には「実指導の展開」として実際に人前で体操

ハビリ体操指導者養成事業」を開始し，当センター

指導を実演する場を設け，「ほめる」フィードバッ

が事業を受託して養成講習会（以下，講習会）を開

クを行い受講者の意欲の向上に努めた。

催している。講習会の開催には医師，保健師に加え

【結果】

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士（以下，療法

解剖運動学の理解度を示す小テストの平均点は

士）が関わり，講義や実技指導を行っている。今回

8.76±1.8点（10点満点）であった。またレポー

は3級講習会の概要を紹介するとともに，療法士の役

トの質問では，解剖運動学の講義が「A群：理解

割についてまとめたので報告する。

できた，B群：だいたい理解できた」と回答した者

【講習会の概要】

が91.7％，「C群：あまり理解できなかった」が

講習会は県内3町（雫石町，紫波町，西和賀町）を

5.6％，「D群：無回答」が2.7％であり，概ね理解

モデル地区として平成27年12月より開始し，翌年度

されていることが示された。感想では「講義内容が

にはモデル以外の4市町村が新たに開始し，平成29

理解できた，用語を覚えることができた」との回答

年3月末時点で7市町村156名（全体平均：64.2±9.5

が多い一方，「馴染みが薄い用語が多い，複雑で覚

歳，男性67.0±7.8歳，女性63.1±9.8歳）の3級の指

えにくい，漢字や読み方が難しい」という感想もみ

導者が養成され，男性44名（28.2％），女性112名

られた。C群の平均年齢は67.6±5.8歳であり，全体

（71.8％）であった。3級講習会の内容は，介護予防

の平均年齢より高く，高齢になるほど専門用語を習

の理解，解剖運動学，各種体操の習得に大別され，

得することに苦慮されていた。なお，体操に関して

全日程の受講が認定の条件であり，「振り返りシー

は，「楽しく学べた，どこの筋肉を動かしているの

ト」と呼ぶレポートの毎回の提出や復習を兼ねた小

かが理解できた」などの感想が聞かれていた。

テストを義務づけた。そして修了者には，講習会の

【考察】

最終日に「岩手県シルバーリハビリ体操3級指導者」

解剖運動学の知識を伝える役割については，小テ

として岩手県知事の認定証が交付され，これが大き

スト等の結果より概ね受講生の理解が得られてお

なモチベーションの一つとなっていた。

り，講習の方法や工夫に一定の効果があったと考え

【療法士の役割】

られた。一方難しさを感じる声も少なくなく，より

療法士の主な役割は，①解剖運動学の知識を伝え

覚えやすいプレゼンの工夫が求められた。体操の実

ること，②体操の目的や方法等を実技により伝える

技では好意的な感想が多かったが，92種類の体操

ことであり，茨城県の許可を頂き，茨城県での講習

の習得は容易ではなく，養成講習会は今後地域で活

会テキストを基に作成された岩手県版テキストを用

躍する指導者にとって最初の入り口であり，基本的

い，更にスライド等の資料を独自に追加した。解剖

な知識と技術のみならず，その目的や方法を正しく

運動学では実際に体の部位を触れながら繰り返し声

伝えるとともに，楽しい雰囲気で意欲を高めるよう

に出して覚えることを中心とし，さらに専門用語の

な講習会作りが療法士の役割として重要と考えられ

由来や興味を引く知識を加えたり，骨模型や筋肉の

た。

ぬり絵などで視覚的にイメージさせることにより，

【倫理及び説明と同意】

理解の助けになるよう努めた。体操の実技では各々
の体操の目的や効果を紹介し，動かし方のポイント

対象者には，講習会開始時にレポート等の活用に
ついて文書で説明し，同意を得た。
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【地域包括ケア】

キーワード：地域包括ケア病床・専従理学療法士・運営

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

小規模地域包括ケア病床開設1年の動向と課題
～専従理学療法士に求められる役割～
阿部 正大・菅原 善子
岩手県立東和病院
パス（大腿骨頚部骨折）導入し受け入れ2名。2017

【目的】
当院は2016年5月から地域包括ケア病床10床の運

年2月から専従理学療法士と疾患別理学療法士の登録

営を開始している。リハビリテーションスタッフは

交換。2017年4月より14床に増床した。

専従理学療法士1名，疾患別理学療法士1名であり地

【考察】

域包括ケア病棟の施設基準を満たせる最も小さなユ

当院の包括ケア病床のリハ対象者は高齢化と廃用

ニットである。当院の地域性や病院特性を含め1年の

症候群の割合が高く1日平均2単位の基準を満たせる

運営経過と今後の課題を把握し専従理学療法士の役

患者選定に難渋していた。当院は病床数68床1病棟

割を考察する。

体制であり包括ケア病床対象者の選定枠が小さく限

【方法】

定的であること，急性期からの受け入れが少ないこ

対象は開設より1年間に包括ケア病床を入退院した

とが影響していると考えられた。リハ対象者の安定

リハ対象患者61名とした。調査項目は疾患別分類，

的な確保のため地域連携パス（大腿骨頚部骨折）を

年齢，包括病床在院日数，転帰先とし運営経過とと

導入したが期待した件数には至らなかった。パス対

もに後方視的に調査を行った。

象者に限らず地域基幹病院へ一層のアピールが必要

【結果】

である。地域包括ケア病床用のマニュアルやフロー

リハ対象者の疾患別分類は脳血管疾患等27％，廃用

は作成したが定期的な審査会議などはなく入床管理

症候群48％，運動器疾患18％，呼吸器疾患7％，平

はその都度流動的である。専従理学療法士は包括ケ

均年齢84.61歳，平均在院日数23.6日，転帰先は自

ア病床の施設基準を熟知し看護科・医事経営課と密

宅69％，施設入所14％，イレギュラー15％，死亡

接に連携し円滑な病床運営に寄与しなければならな

0％であった。当初から病棟師長，退院調整看護師，

い。

医事経営課と頻繁に情報交換していく中で徐々に課

【倫理及び説明と同意】

題や条件が見え始めた。2016年12月より地域連携
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【その他のセッション・1】

2017年11月18日

キーワード：教育機関・供給・地域性

14:40 ～ 15:40

どうする2025年以降の福島県理学療法士
古川

勉寛 1)・藤原 孝之 1,2)
1)
いわき明星大学
2)
国家ビジョン研究会

【目的】

【結果】

本邦における理学療法士養成教育は，54年間で693

福島県，山形県，宮城県の結果を示す。福島県（18

倍（13860名）に拡大したが，東日本大震災と東

歳人口：21位，65歳以上人口：18位，会員数28

京電力福島第一原子力発電所事故の被害を受けた福

位，高齢者対応能：35位，地域教育能：45位），山

島県において，しばし医療従事者不足の声を耳にす

形県（18歳人口：35位，65歳以上人口：32位，会

る。そこで我々は，理学療法士養成における地域性

員数42位，高齢者対応能：39位，地域教育能：42

を調査し，福島県理学療法士の将来について考究す

位），宮城県（18歳人口：14位，65歳以上人口：

ることにした。

16位，会員数26位，高齢者対応能：37位，地域教

【方法】

育能：8位）となり，宮城県に比べて山形県，福島県

本調査では，公開された二つのデータを使用した。

で地域教育能の低位が認められた。

一つ目は，総務省統計局がまとめた平成27年国勢調

【考察】

査人口等基本集計から，各都道府県の人口，18歳人

本調査結果に限って言えば，地域教育能に地域格差

口，65歳以上人口の3つを使用した。二つ目は，公

があることが考えられた。特に，地域教育能が低い

益社団法人日本理学療法士協会ホームページ（平成

福島県では，本県出身者が他県に進学して学ぶこと

29年5月19日アクセス）に公開されている平成29年

で生じるスピルオーバー効果が生じている可能性が

度養成校一覧から，各支会会員数，養成校入学定員

考えられた。福島県における理学療法士養成の自律

を使用した。これら二つのデータから得られる情報

性を高めることは，地域の理学療法を担う人材の確

をもとに，18歳人口，65歳以上人口，支会会員数，

保，生涯学習拠点としての活用，産学官連携等を通

士会会員数に占める65歳以上の割合（以下，高齢者

じて，地域の活性化に収束できる可能性が考えられ

対応能），各都道府県入学定員に占める18歳人口の

た。

割合（以下，地域教育能）を算出し，1位から47位

【倫理及び説明と同意】

の順位を振り付けた。

本調査は，公開されたデータを使用して行ったこと
から，特別な倫理的配慮および説明と同意を行って
いない。
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キーワード：災害医療

【その他のセッション・1】

・ＪＲＡＴ・ロジスティクス

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

災害医療の経験と今後
ロジスティクスの重要性
藤井 光輝
岩手県立中央病院
【目的】

【結果】

災害時におけるリハビリテーションの関わりは，多

平成28年熊本地震では，発災から10日目に現地対

岐にわたる。東日本大震災以降は，大規模災害リハ

策本部に派遣，災害医療に関わる経験が初めてで，

ビリテーション支援関連団体協議会（以下JRAT）で

自分が率先して行動出来なかったと感想を持ってい

の活動が主体となってきている。今回，平成28年熊

る。そのため発災直後の災害対策本部の立ち上げに

本地震におけるJRAT災害対策本部のロジスティクス

ついての知識・経験がないため，どのような流れで

業務を支援する機会を得た。そこで経験したロジス

行われるのか疑問を持ち，岩手県内で開催される災

ティクス業務の重要性を認識した。今後起こりうる

害医療研修会等に受講を申し込んだ。災害時の保健

災害に備える準備について報告する。

医療を支援するロジスティクスは，損なわれた保健

【方法】

医療の復旧と維持を目的に，情報の管理として通信

現場派遣は3回経験。平成28年熊本地震現地活動本

の確保，情報を収集・記録・伝達・共有，扱う情報

部2回，平成28年台風10号被害のいわてJRAT派遣1

として資源に関する情報，需要に関する情報であ

回である。一方，災害医療研修会はJIMTEF災害医療

る。DMATのロジスティクスと同様の活動要領や心

研修会2回受講，岩手医科大学災害時地域医療支援

構えが必要であると知識を得た。

センター主催の第4回日本災害医療ロジスティクス

【考察】

研修，平成28年度いわてJRAT災害リハビリテーショ

今後起こりうる災害に備え，その時，何をすべき

ンコーディネーター養成研修会，岩手医科大学災害

か，何を求められるかを模索し，活動をしなけれ

時地域医療支援センター主催の平成28年度災害保健

ばならない。経験を経験のままで終わらせることは

医療従事者研修・平成29年度災害医療研修会受講で

なく，研修でいた知識を，同職種または他職種に報

あり，派遣経験と研修会受講でのロジスティクスの

告する使命，人材を増やす活動をしなければならな

知識から重要と思われる点について述べることとし

い。その点について，まずは，継続した知識の維持

た。

を進めたい。
【倫理及び説明と同意】
いわてJRATの同意を得た。
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【その他のセッション・1】

2017年11月18日

キーワード：いわてJRAT・岩泉町・多職種連携

14:40 ～ 15:40

平成28年台風10号被害による岩泉町におけるいわてJRAT活動の実際
小野寺

一也・関

公輔・渡部

祐介・大久保 訓・佐藤
大井 清文
いわてリハビリテーションセンター

英雄・諸橋

勇

【はじめに】

【避難所の支援活動の実際】

平成28年8月30日，台風10号の通過に伴い，岩手

支援対象とした避難所の数は，9月7日～9月15日は

県沿岸北部地域は局地的な豪雨に見舞われ，特に岩

6か所，9月16日以降は4か所（内1か所は福祉避難

泉町は河川の氾濫，土砂災害に伴い家屋の浸水や倒

所）であった。各避難所に配属された保健師や災害

壊，道路の寸断などの甚大な被害を受けた。今回，

派遣福祉チームから情報収集を行い，リハニーズを

いわて大規模災害リハビリテーション支援関連団体

把握し，支援対象者のリストを作成した。順次対象

協議会（以下，いわてJRAT）は，岩手県保健福祉

者を訪問し，健康状態の確認，バイタルチェック，

部，岩手県医師会，岩手県医療局および岩手県三

立ち上がり等の基本動作指導，生活不活発病予防の

（療法）士会等の協力を得ながら，避難所や在宅被

ための運動指導，居住スペースの環境調整，福祉用

災者へのリハビリテーション（以下リハ）対応を

具の検討・調整を行った。避難所の多くは，広く，

行った。今回は，約2か月間にわたるリハ支援活動の

複数階あるという建物が多く，居住スペースから集

概要と，避難所での支援活動の実際について報告す

う場所までの移動距離や段差などのバリアが多く，

る。

特に高齢者は閉じこもりになる傾向が見られた。ま

【支援活動の概要】

た，それぞれの居住スペースは，広間を間仕切りし

平成28年9月6日に岩泉町にて岩泉町保健医療福祉

た所やホテルの一室であったりと環境が様々であ

介護連携会議が発足し，初回よりいわてJRATが出席

り，段ボールベッドの設置や必要に応じて部屋の移

し，災害時リハ支援が開始されることとなった。支

動を災害派遣福祉チームと連携しながら実施した。

援体制としては，いわてJRAT本部（いわてリハビリ

対応するスタッフが変わっても継続的な対応を行え

テーションセンター内に設置）と現地活動班(岩泉町

るよう，支援対象者ごとに基本情報や経過を記録す

役場内に設置)を構成した。いわてJRAT本部は，関

るためのシートを作成し情報の共有を行った。

係機関との連絡調整および現地活動班へのスタッフ

【まとめ】

の派遣調整を行った。現地活動班は，避難所や在宅

平成28年台風10号被害による，岩泉町災害時リハ

の支援活動の展開および現地での活動の調整を行っ

支援活動を報告した。この活動には，東日本大震災

た。現地活動班の構成は，医師，岩手県理学療法士

や熊本の地震被害に対する，いわてJRATリハ支援活

会・岩手県作業療法士会・岩手県言語聴覚士会から

動の経験が活かされ，岩泉町の被災者に対して安心

派遣された療法士，町内で勤務する療法士により，

してもらえるように配慮しながら，多職種で協働し

毎日4～7名で活動した。そのうち1名のスタッフを

ながら対応した。専門職としての組織的支援を展開

コーディネーターとし，本部との連絡調整や現地の

するにあたり，保健師や行政職員，他団体との協働

活動調整そして岩泉町保健医療福祉介護連携会議の

が重要であると改めて確認することができた。避難

出席等の役割を担った。最終的に10月31日で活動終

所の支援においては，生活不活発病予防が重要であ

了となり，その支援期間は52日間，支援対象者の延

るが，対象者を集いの場へ導くなど，連続的な「活

べ人数は600名（避難所対象者のべ279名，在宅被

動」や「参加」を意識したアプローチを展開も必要

災者のべ321名），支援した延べスタッフ数（職種

であると考えている。

は医師，事務職員，理学療法士，作業療法士，言語

【倫理及び説明と同意】

聴覚士）は315名であった。

活動報告を行うにあたり，所属長の許可を得てい
る。
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【その他のセッション・1】

2017年11月18日

キーワード：災害支援・多職種連携・チーム

14:40 ～ 15:40

理学療法士が公的に活動できる災害支援体制
福島県災害派遣福祉チームの紹介
蔵品 利江・齊藤 隆・室井 宏育
福島県理学療法士会災害対策委員会
がおかれている。また，DMAT（Disaster Medical

【目的】
東日本大震災を契機に，避難所における基礎疾患

Assistance Team）やJRAT（Japan Rehabilitation

増悪や生活不活発病の予防など要援護者支援の必要

Assistance Team）とは異なる一時避難所での滞在型

性について議論されている。その対策として各方面

支援によって，常駐する県職員や保健師と共同し，

で医療的・福祉的な支援チームが発足し，理学療法

昼夜を問わず要援護者を見守り，避難者に寄り添っ

士も災害支援の一端を担うことができるようになっ

た支援ができるよう配慮されている。チーム員養成

た。福島県理学療法士会では，東日本大震災での経

研修は，災害派遣福祉チームの先駆けとして活躍す

験や既存チームの問題を踏まえ，県及び福祉専門職

る岩手県のマニュアルに沿って行われ，東北6県が

と共同で発足した災害派遣福祉チームへの参加を推

協力して円滑に被災地支援できるよう標準化された

奨し，チーム員養成研修も開始した。ボランティア

ルールの普及も目的としている。

ではなく公的に活動できる災害支援の一つとして福

【考察】
福島県理学療法士会では，東日本大震災における

島県災害派遣福祉チームを紹介する。

避難所支援の経験から「災害医療だけでは要援護者

【方法】
チームの概要について若干の考察を加えて報告す

の二次被害を防ぐことができず，既存の地域サービ

る。

スに繋げるまでの福祉的支援が必要であること」，

【結果】

「効率的な支援には福祉専門職の協調的な関わりが

福島県災害派遣福祉チームは，災害救助法が適応

求められること」を痛感し，福祉的支援を担う多職

となり得る大規模災害発生時，あらかじめ協定を締

種と共同で検討を重ね，災害派遣福祉チームの構成

結した法人に県知事がチーム員派遣を要請し，発足

団体の一員として活動を開始した。災害派遣福祉

する仕組みとなっている。費用は全て県が負担し，

チームに理学療法士が存在することで，避難所運営

派遣した協力法人に支払われる。また，活動に伴う

の中枢となる県職員や保健師と密に連携し，スク

事故等への対策として，チーム員を対象とする損害

リーニング作業の無駄や重複を防ぎ，巡回型支援で

保険に加入しその費用も県が負担する。登録される

あるDMATやJRATとのハブ機能を果たすことも期待

チーム員は，理学療法士，作業療法士，介護支援専

できる。上田らは被災直後のリハビリ5原則を，それ

門員，社会福祉士，精神保健福祉士，介護福祉士等

までに行ってきたリハ医療を守ること，避難所など

の3年以上の実務経験を有し，養成研修を修了した

で廃用症候群を予防すること，新たに生じた各種障

者と規定されている。多職種4～6名で構成された

害へ対応すること，異なった生活環境での機能低下

1チームは5日間程度の活動を基本とし，支援が必

に対する支援をすること，生活機能向上のための対

要な期間に応じて2次・3次チームが順次派遣され

応をすることと述べている。福祉支援チームの役割

る。派遣される一時避難所での主な活動は，障害者

とこの5原則には共通する部分が多く，公的に災害支

の福祉ニーズ把握，要配慮者のスクリーニング，要

援を行う方策の一つとして他県にも広がることを期

配慮者からの相談対応，介護を要する者への応急的

待する。

な対応，避難環境の整備であり，各職種の専門性を

【倫理及び説明と同意】

発揮できるよう役割分担しながらの問題解決に主眼

本抄録に個人情報の記載はない。
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【その他のセッション・1】

2017年11月18日

14:40 ～ 15:40

キーワード：地域に根ざしたリハビリテーション・プライマリー・ヘルスケア・発展途上国

マラウイにおける理学療法の現状とCBRにおける理学療法士の役割
についての考察
玉枝 香澄
浜通り訪問リハビリステーション
【背景】

結核病棟の入院患者12人全てHIV/AIDS陽性であっ

アフリカ最貧国の一つと言われるマラウイ国内に

た。入院1日にかかる出費(N=354)は平均304MK(約

は，理学療法士による治療を受けられる国立病院は4

40円)であった平均収入(N=110)は18000MK/月(約

つ，理学療法士の養成校は一つのみであり，大多数

2400円)であり仕事内容(N=459)は農家:62％，小さ

の国民は理学療法を含む十分な医療サービスを受け

な商店などの経営:23％，離婚・死別(無収入):15％で

ることができない。また，必要なリハビリテーショ

あった。

ン機器や社会資源などが圧倒的に不足しており，村

【考察】

にいる多くの脳性麻痺の子どもは硬い床の上にその

マラウイでは，国立病院で受診し理学療法を受け

まま寝かされているという状況を目の当たりにし

られる人はほんのわずかであり，また入院期間も大

た。そのため，マラウイのような開発途上国では地

変短い。その大きな理由として，収入が不安定で

域に根ざしたリハビリテーション(以下，CBR)を基盤

あり交通費・入院中の生活費が捻出できない，公共

にしたリハビリテーション戦略が有効であると言わ

交通機関がない，伝統医療の信仰が挙げられる。ま

れている。しかし，CBRを遂行する上でターゲット

た，短い入院期間の間に退院後のホームプログラム

とする地域に多い疾患や地域の特性などを調査せず

を指導しても継続が困難である。その理由として，

に一方的な医療サービスを一時的に提供し継続され

理学療法を含む医療に対する情報量が少ない，農作

ない例を多々見かける。そこで，青年海外協力隊と

業や子どもの世話などで時間を費やすことが出来な

してマラウイ南部の中都市にあるゾンバ国立病院(以

いことが挙げられる。このような背景からマラウイ

下，ZCH)で二年間活動した経験を通して，マラウイ

の理学療法士には，予後予測やリスク管理，感染症

に特徴的な疾患や患者・家族の生活・経済状況を明

管理など多岐にわたる知識が必須であると考える。

らかにするとともに，CBRにおける理学療法士の役

例えば，マラリアは蚊帳の使用が有効な予防法で

割について考察を交えて報告する。

あり，脳卒中や糖尿病には食生活の改善が欠かせ

【対象・方法】

ない。HIV/AIDS陽性者は感染症のリスクが高くな

ZCHにおける理学療法科外来患者の主疾患，平均通

り，定期的な治療が必要である。また脳性麻痺の

院頻度，小児科病棟における主疾患，平均在院日

子に対しては，ダンボールで作る座位保持装具，

数，入院中にかかる生活費，結核病棟における患者

APT(Appropriate-Paper based Technology)が有効で

のHIV/AIDSの感染率を調査した。また，患者の生活

ある。発展途上国ではプライマリー・ヘルスケアの

状況を把握するため，ゾンバの村人の平均収入，仕

視点を持つことが必要であるといわれているが，理

事内容を聴取した。

学療法士として早期発見・介入するためにこれらの

【結果】

知識を地域で共有し，村人や多職種と関わることが

理学療法科外来患者の主疾患は1:脳卒中，2:骨折，

求められる。今後，マラウイの理学療法士がCBRを

3:腰痛であった。平均通院頻度は1回/月が61%,2回

進める上でリーダーシップを発揮しながら地域に根

/月が20％，3回/月が14％，それ以上は1％であっ

付く必要があると感じた。

た。小児科病棟の通年を通して主な疾患は1重症マラ

【倫理及び説明と同意】

リア，2肺炎，3胃腸炎であった。雨季には特にマラ

本抄録における対象者には調査目的を口頭にて説明

リア，胃腸炎患者が増え，乾季には熱傷患者が増加

し，同意を得た上で実施した。

する傾向があった。平均在院日数は6.3日であった，
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：運動療法・透析・腎臓

10:40 ～ 11:40

人工透析中のDVDトレーニング長期介入による身体的効果の検討
高松

克守 1)・川口 洋 2)・四家 卓也 3)
1)
常磐病院リハビリテーション課
2)
常磐病院 腎臓内科
3)
Sports&Medical fitness Re-Birth

【目的】

な意見が多々みられ，ネガティブな意見は聞かれな

当院外来透析患者にオリジナルDVDによるセルフ

かった。透析日以外で自宅においてDVDの運動内容

エクササイズを監視下で長期的にかつ定期的に施行

から抜粋して実施しているとの回答も見られた。

し，身体的，心身的効果があるのかを調査した。

【考察】

【方法】

結果から，継続的かつ長期的なセルフエクササイズ

当院の人工透析外来患者11名に対して理学療法士が

により骨格筋量の有意差は認められなかったが，

運動プログラムを作成し，DVDに収録したフィジカ

SPPBの低下は見られなく，身体機能低下の維持が

ルセルフトレーニングを実施した。DVDの内容は定

出来る可能性が考えられた。透析施行において透析

期的に更新している。運動実施は週3回，運動時間は

中の血圧低下が懸念されているが，運動後も血圧の

バイタル測定・休息時間を含め40分程度の内容とし

維持向上が認められたことから透析中血圧低下予防

ている。個々に身体能力が異なるため，両側下腿に

もできる可能性が考えられる。また，透析以外での

重錘装着下(0.5kg，0.75kg)にて運動を実施。また，

活動性が向上傾向にあることから活動性向上，個々

月1回，看護師，臨床工学技士，管理栄養士，理学療

の運動習慣を動機づけられる結果になったのではな

法士で現在の経過，問題点等についてミーティング

いかと考えられる。今後，身体機能の維持，向上を

を開催している。

図る上で運動を継続することが重要であるが，長期

【結果】

となることから離脱者が出る可能性も考えられるた

自覚的運動強度が減少傾向にあり運動後の疲労の

め，DVDセルフトレーニング内容の更新，評価項目

訴えも減少傾向にあった。SPPBの結果からは，総

の充実化をし，実施者へのフィードバックを実施し

計12点中，介入後平均値11点となり介入前評価平

て，長期的な透析施行に伴うADL，QOL低下の予防

均値(10点)を超えた。Inbodyの体組成測定骨格筋

をすることが重要と考えられる。

量は介入前平均値19.0kg，6ヶ月から12ヶ月後平

【倫理及び説明と同意】

均値19.31kgとなり，統計結果から有意な増加は見

本研究において，研究対象者への研究目的，方法，

られなかった(p>0.05)。透析運動療法施行中の血

期待される結果と対象者にとっての研究協力に関す

圧，終了時の血圧平均値では有意な上昇が見られた

る利益，承諾の自由と断っても不利益を被らないこ

(p<0.01)。東邦大式SRQ-Dの結果は対象者全て10点

とを説明し，個人を特定できないような配慮をする

以下となり，透析中運動療法各種アンケート結果か

ことを書面で説明し承諾を得た。

ら，今後も運動を継続したい等と言ったポジティブ

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

137

第 35 回東北理学療法学術大会
3-2

口述発表3

【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：ICU・病棟専従・超急性期リハビリ

10:40 ～ 11:40

ICUへの専従理学療法士配置は患者のアウトカムを改善する
石附 春樹 1)・金 達郎 1)・笹本 雄一朗 1,2)・小林 里穂 1)
1)
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 総合リハビリテーションセンター 理学療法科
2)
東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野
【目的】

後;63.6・36.4，PT・OT介入率(PT・OT:%)は

近年，ICUへ入院した患者の救命率は向上したが，

前;98.2・76.6，後;100・99.2であった。また，入

Post Intensive Care SyndromeによりADL・QOLが長

院からリハ開始までの日数(日)は3.3±5.0vs.1.6±

期的に低下することが問題となっている。その対策

2.0(P<0.01)，VAE(件)は4vs.0，臨床転帰(%)は自宅

として，入院後早期からのリハビリテーション(以

退院51.4・48.1，退院時BI(点)84.6±20.2vs.92.4

下，リハ)が重要視されてきており，人工呼吸器装着

±11.4(P<0.05)，退院時FIM(点)は105.5±25.0vs.

期間の短縮，退院時ADLを改善すると報告されてい

114.0±16.3(P<0.05)であった。その他の項目に有意

る。当院ではICU入院直後からリハを開始するため，

差はなかった。

2014年4月から3名の専従PTを配置した。本研究の

【考察】

目的は，ICUへの専従PT配置が患者のアウトカムに

本研究では，専従PT配置前後において年齢，受傷

与える影響を明らかにすることである。

機転，APACHEⅡに差を認めなかったが，専従群で

【方法】

は入院からリハ開始までの日数が短縮，VAEは減

対象は，2011年4月～2017年3月に当院ERへ搬送さ

少，退院時BI・FIMは高い値となった。専従PTを配

れ，挿管・人工呼吸器装着後，麻酔科医管理の下，

置することは，入院直後よりリハの必要な患者を把

ICUへ入院した18歳以上の240名とした。非専従群

握することを可能とし，入院後早い段階からの主治

（2011年4月〜2014年3月）:111名，専従群(2014

医・看護師との意思疎通が図られ，入院からリハ開

年4月〜2017年3月):129名の2群に分けて比較検討

始までの日数が短縮したことが示唆された。また，

した。比較項目は年齢，受傷機転(外因性・内因性)，

早期よりリハ介入が可能となったことで，呼吸理学

APACHEⅡ，PT・OT介入率，入院からリハ開始まで

療法や早期離床などにより，呼吸器合併症を予防・

の日数，人工呼吸器装着期間，ICU在室日数，在院日

改善が図られて肺合併症が減少した可能性が示唆

数，リハ実施日数，肺合併症(Ventilator associated

された。また入院直後より退院を見据えて対象者

event 以下，VAE），退院時BI，退院時FIM，臨床

のADL・QOLについて多職種間で密に連携をとった

転帰とした。情報の収集は，診療情報記録から後方

ことが，退院時BI・FIMを高い値にした可能性があ

視的に行った。各項目は，対応のないt検定，Mann-

る。

WhitneyのU検定を行い，全ての測定値は平均値±標

【まとめ】

準偏差(mean±SD)，割合(%)で示した。データ解析に

ICUへの専従PT配置は，入院からリハ介入までの日

はSPSSver.21を用い，有意水準は5%未満とした。

数，VAEの発生件数を減少させ，自宅復帰患者の退

【結果】

院時BI・FIMを向上させる可能性がある。

年齢（歳）は62.0±17.9vs. 59.4±19.0(P<0.27)，

【倫理及び説明と同意】

APACHEⅡ(点)は23.2±7.2vs.22.4±7.6(P<0.38)，

本研究は太田西ノ内病院院内臨床試験審査委員会に

受傷機転(外因性・内因性:%)は前; 65.8・32.4，

おいて承認を受けて実施した(承認番号2017-05)。
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：ASO・歩行障害・触圧覚

10:40 ～ 11:40

閉塞性動脈硬化症患者の歩行障害に影響を及ぼす要因の検討
小笠原

祐未 1)・石川

幸太郎 1)・本城

洋志 1)・上野 央幹 1)・浅見 菜々子 1)・中田
加藤 宏俊 2)
1)
医療法人友愛会 盛岡友愛病院
2)
医療法人友愛会 医療福祉複合施設 ゆうあいの里

勇磨 1)

スピード(術前平均19.38±19.61，退院時平均39.50

【目的】
本邦においてASO患者に対するリハビリテーション

±15.24，p=0.03)・階段(術前平均21.0±17.68，退

では運動療法の効果が多数報告されている。しかし

院時平均72.0±24.49，p=0.02)で有意な改善を認め

運動療法を実践してもなお，歩行時に下腿後面や大

た。また，術側触圧覚は術前-退院時で有意差はな

腿後面に痛みを生じる患者や，足部のしびれや痛み

かったが，閾値の平均値は退院時に低くなっていた

など神経障害性疼痛の改善に難渋する患者は多い。

(術前5.02±0.29，退院時4.86±0.24)。WIQ-ABIお

先行研究で，触圧刺激には末梢血流量を増加させ

よびWIQ-VASは術前・退院時ともに有意な相関を認

皮膚温度を上昇させる効果があると報告されている

めなかった。術前WIQ-術前触圧覚では，WIQ痛み

が，ASO患者の下肢血流状態と下肢末梢感覚障害お

と母趾中央閾値で強い相関(rs＝0.71，p=0.04)を認

よび歩行障害との関係性は明らかになっていない。

め，退院時WIQ-退院時触圧覚では，WIQ階段と母趾

そこで今回はASO患者の歩行障害に影響を及ぼす要

中央閾値で強い相関(rs＝0.76，p=0.04)を認めた。

因を検討した。

【考察】
結果からWIQと触圧覚との関連性が示された。佐

【方法】
平成28年2月～平成29年3月に血行再建術を受け

古は，健常成人男性の片側大腿部末梢を阻血した実

た患者のうち，歩行自立患者(補助具使用可)8名(全

験において，阻血により神経が遮断されると立位で

男性。糖尿病合併1名。年齢75.38±8.0歳，身長

の阻血肢の腓腹筋の筋活動が低下し，非阻血肢を軸

162.30±0.07㎝，体重60.01±7.87㎏，BMI22.78

とした骨盤の後方回旋が起き，阻血肢の足底中心後

±2.41)を対象に，術前と退院時のデータを使用し

退と反対側下肢への重心偏位が生じたと報告してい

た。評価として足関節・上腕血圧比(Ankle Brachial

る。また，足底触圧覚は，荷重頻度が多い部分で閾

Pressure Index：以下ABI)，歩行時下肢痛評価(Visual

値が高くなりやすいとの報告が多くある。これらの

analogue scale：以下VAS)，セメスワインスタイン

報告からASOによる血流低下により立位や歩行で重

モノフィラメント(足用6本セット：酒井医療社製)を

心が後方に偏位し踵部優位の荷重となることで母趾

使用した足底7ヶ所・足背2ヶ所の計9ヶ所の触圧覚

中央閾値が低下することが考えられ，歩行時の下腿

検査を行ない，歩行障害質問票(Walking Impairment

後面筋の筋活動低下，痛みの増強を生じ，歩行が障

Questionnaire:以下WIQ。下位項目:痛み・歩行距

害されると考えられた。退院時には母趾中央閾値と

離・歩行スピード・階段をあがること)を使用した。

階段との相関関係が強まる結果となった。これは，

各評価結果の解析は術前と退院時の比較にウィル

歩行よりも階段をあがることで下腿後面筋の筋活動

コクソン符号付順位和検定を施行した(p<0.05)。ま

を求められる為と考えられた。今回の結果からASO

た，WIQとその他の項目にスピアマンの順位相関係

の歩行障害において足底触圧覚や姿勢制御に着目し

数検定を施行した(p<0.05)。

た介入を加える必要性が示唆された。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

術側ABIは術前-退院時(術前平均0.51±0.24，退院

本研究の対象者には，ヘルシンキ宣言に基づき，術

時平均0.88±0.26，p=0.03)，VASは術前-退院時(術

前評価時に研究の主旨と個人情報保護について十分

前平均60.62±35.31，退院時平均15.13±21.46，

に説明をし，同意を得た。また，本研究を行なうに

p=0.03)，WIQは術前-術後の痛み(術前平均37.50±

あたり，当院の倫理委員会の承認を得た。

26.72，退院時平均68.75±32.04，p=0.03)・歩行
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：高齢心不全・GNRI・自宅退院率

10:40 ～ 11:40

高齢心不全患者に対するGeriatric Nutritional Risk Index(GNRI)の
有用性の検討
長谷川

壮 1)・鈴木 友子 1)・小野 拓人 1)・成田 裕一郎 1)・阪本 亮平 2)
1)
社会医療法人明和会中通総合病院 リハビリテーション部
2)
社会医療法人明和会中通総合病院 循環器内科

(LVDd)，左室収縮末期径(LVDs))，在院日数，リハビ

【目的】
超高齢社会において心不全患者の高齢化も顕著と

リ実施期間，入院前Barthel Index(以下BI)，リハビリ

なっている。また，心不全患者において心臓悪液質

開始時BI，退院時BI，転帰先とした。統計解析は多

やフレイルサイクルの一症状として低栄養が問題と

重比較検定を用い，有意水準は5%未満とした。

なりやすい。近年は栄養状態の評価を行うことがリ

【結果】

ハビリテーションを実施する上で重要な要素である

重症リスク群は23例(女性:15例，年齢:85.7±5.1

という認識が増えてきている。栄養状態の指標とし

歳)，中等度リスク群は41例(女性:31例，年齢:87.0

てのGeriatric Nutritional Risk Index（以下GNRI）

±5.1歳)，軽度リスク群は20例(女性:12例，年

は，心不全患者のADLや生命予後を予測する指標と

齢:84.8±6.5歳)，リスクなし群は25例(女性:13例，

して活用されているが，高齢心不全患者を対象とし

年齢:84.9±5.9歳)であった。重度リスク群はリス

た報告はまだ少ない。そこで，本研究では高齢心不

クなし群と比較して，退院時BI(52.4±39.7 vs 82.6

全患者の栄養状態をGNRIを用いて評価し，その有用

±32.4(点))が低値であり，自宅退院率(48%vs88%)

性について検討した。

も低かった。心不全に関連する項目であるNYHA重

【方法】

症度分類，心不全による入院回数，BNP，LVEF，

2016年4月から2017年3月まで入院し，心不全と診
断され理学療法処方された184例のうち，75歳未満

LVDd，LVDsで有意差は得られなかった。
【考察】

及び入院前居所が自宅以外であったもの及びデータ

今回の検討により重度の栄養リスクを有する群は，

に欠損があったものを除く109例を対象とし，後方

栄養リスクのない群に比較して，退院時のADL能力

視的に調査した。GNRIは(14.89×血清アルブミン(g/

が低く転帰に影響を及ぼすことが示唆された。入院

dL))+41.7×(現体重(kg)/標準体重(kg))にて入院時の

前のADL能力に差がみられなかったことより，栄養

値を算出し標準体重はBMI＝22を基にした。GNRIに

リスクの高い心不全患者は心臓悪液質や入院による

より重度リスク群(GNRI＜82)，中等度リスク群(82

安静によりフレイルサイクルの影響をさらに受けや

≦GNRI＜92)，軽度リスク群(92≦GNRI＜98)，リス

すくADL能力の改善が乏しかったと考えられた。高

クなし群(98≦GNRI)の4群に分類し比較検討を行っ

齢心不全患者に対してGNRIによる栄養評価を行うこ

た。検討項目は年齢，性別，身長，体重，BMI，

とは，理学療法介入や栄養介入の方法を考察してい

NYHA重症度分類，心不全による入院回数，入院時

く中で重要な要素であり，自宅退院などのQOL維持

血液生化学データ(総タンパク質(TP)，血清アルブミ

向上の一助になることが示された。

ン(Alb)，ヘモグロビン(Hb)，血中尿素窒素(BUN)，

【倫理及び説明と同意】

血清クレアチニン(Cr)，ナトリウム(Na)，カリウム

本研究を行うにあたり，個人情報保護のため匿名化

(K)，脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP))，入院時心

し，対象者に不利益が生じないよう十分に配慮し

臓超音波検査(左室駆出率(LVEF)，左室拡張末期径

た。
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【内部障害】

キーワード：聴診下全周期呼吸介助手技・無気肺・小児

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

先天性心疾患患者の右肺上葉無気肺への聴診下全周期呼吸介助手技の
効果
佐藤 滋 1)・外川
遠藤 直子 1)・熊谷

諒 1)・佐藤 真一 2)・米沢 勇悦 3)・佐藤 丈才 2)・橋本 博明 1)
亜希子 1)・田代 敦 1)・小泉 淳一 1)・田中 良一 1)・猪飼 秋夫 1)
中野 智 1)・小山 耕太郎 1)・西村 行秀 2)
1)
岩手医科大学附属病院循環器医療センター
2)
岩手医科大学附属病院
3)
岩手医科大学附属花巻温泉病院

【はじめに】

た。その後聴診下全周期呼吸介助手技を，1時間程度

小児先天性心疾患患者は心不全発症時あるいは心臓

を目安に，心拍数，血圧，酸素飽和度および呼吸音

手術後などに右肺上葉に無気肺を生じる場合があ

の変化を確認しつつ施行した。

る。一般的に小児の無気肺は，左肺下葉および右肺

評価方法：手技開始前と手技施行翌日の胸部X線写

上葉の発生頻度が高いとされ，特に右肺上葉無気肺

真で無気肺の状態を評価した。無気肺の評価基準

の改善には難渋する場合が多いと報告されている。

は，上葉に無気肺がない状態をGrade（G）0，上葉

原因は，経管栄養の右側臥位での固定，気管分岐の

の50％未満の範囲の無気肺をG1，上葉の50％以上

形状，肺動脈による気管の圧迫あるいは臥位姿勢の

100％未満の範囲の無気肺をG2，上葉全てが無気肺

長期化などが原因と考えられている。無気肺の治療

の完全無気肺をG3とした。治療効果の判定は呼吸器

には，陽圧換気の導入，気管吸引の頻度の適正化，

疾患への呼吸療法の十分な経験のある理学療法士2名

ポジショニング，呼吸理学療法による介入などがあ

で行った。統計解析はWilcoxon signed-rank testおよ

る。呼吸理学療法では一般的にスクイージングが行

び2次回帰分析を用い，有意水準は5％とした。

われている。しかし，スクイージングは胸郭の損

【結果】

傷，循環動態への影響などがあると報告されてい

無気肺発症から呼吸リハ開始までの日数は0日

る。そこで今回，胸郭への強い圧迫を加えない，聴

（0-4）であった。介入前無気肺はG3が5例，G2が2

診下全周期呼吸介助手技を施行することによる，右

例，1日の介入でG2が2例，G1が1例，G0が4例と有

肺上葉無気肺への効果を検討した。

意な改善を認めた。無気肺が消失するまでの日数は

【対象】

1日（1-12）であった。無気肺発症から呼吸リハ開

2015年12月から2016年12月までに右肺上葉に無気

始までの日数と改善に要する日数の関係はr2＝0.942

肺を生じ呼吸理学療法を施行した心疾患小児7例を

（p＜0.05）と有意な関連を認めた。

対象とした。男児4例，女児3例，年齢3ヶ月（中央

【まとめ】

値）（範囲0-18），身長55.8 cm（47.0-63.9），体

小児心疾患の右肺上葉無気肺への聴診下全周期呼吸

重4.0 kg（2.9-6.5）であった。疾患は左心低形成症

介助手技は有効であった。経過中に呼吸介助手技に

候群へのノーウッド手術1例，左心低形成症候群への

よる機械的事故あるいは循環動態への悪影響は認め

両方向グレン手術1例，房室中隔欠損症への房室弁形

られなかった。また，呼吸介助介入までの期間と回

成術・房室中隔欠損症パッチ閉鎖術・右室流出路形

復期間の間に有意な関連を認めた。これは無気肺発

成術1例，心室中隔欠損症への心室中隔欠損閉鎖術3

症早期から介入が無気肺の改善には重要であること

例，心房中隔欠損症1例であった。

を示唆したと考えられた。

【方法】

【倫理及び説明と同意】

聴診下全周期呼吸介助手技：手技開始前に胸部X線

【倫理】

写真，血液ガス，呼吸音，患児の機嫌を確認した。

岩手医科大学

医学部倫理員会

承認H28-62

対象例を左側臥位にし，頭側を高くした姿勢をとっ
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【生活環境支援・他】

キーワード：デイケア・介護予防・通所リハビリテーション

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

デイサービス利用者への個別介入が介入後6か月の利用者の身体機能
及び認知機能に及ぼした効果
デイサービスからデイケアへの移行に際して
佐藤

衛 1,2)・佐藤

雅昭 1,2)・三上 綾子 2)・池端 祐太 2)・行俊 澄香 2)・一戸
三浦 雅史 3)・川口 徹 1)
1)
青森県立保健大学大学院健康科学研究科
2)
青森ナーシングライフ
3)
仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科

留美 2)

【目的】

(27.3%)，女性48名(72.7％)であった。また，要介護度

   当法人では，平成28年11月からリハビリテーション

は要介護1が27名(40.9%)，要介護2が13名(19.7％)，

サービスを充実させるために，デイサービスをデイケ

要介護3が6名(9.1％)，要支援1が8名(12.1％)，要支

アに変更し，リハビリテーション介入を開始した。効

援2が12名(18.2％)であった。このとき，TUGは11.0

果的に介入が実施されているかについて検討し，今後

±3.7秒，握力19.0±5.7kg，大腿四頭筋筋力13.7±

のリハビリテーション介入の方法および具体的プログ

3.9kgf，片脚立位時間8.3±10.4秒，HDS-R得点は

ラム立案の一助とすることを目的とする。

20.3±6.7点であった。介入後6か月では，要介護1が

【方法】

30名(45.5％)，要介護2が13名(19.7％)，要介護3が

   研究デザインを後ろ向きコホート研究とし，平成28

8名(12.1％)，要支援1が6名(9.1％)，要支援2が9名

年11月時点で，当法人デイサービスに通所していた

(13.6％)であり，要介護者の割合が増加していた。こ

もの74名からデータ欠損等8名を除外した全66名を対

のとき身体機能としてTUGは9.9±4.6秒，握力18.1±

象とした。介入方法は，筋力トレーニング，バランス

6.0kg，大腿四頭筋筋力19.1±7.6kgf，片脚立位時間は

トレーニング，歩行練習等を基本とした個別リハビリ

9.7±12.7秒，HDS-R得点は20.4±7.3点であった。大

テーションを週1回，筋力トレーニングがメインであ

腿四頭筋筋力で有意に強く，TUGは有意に速く，握力

る集団体操を週1回実施した。データ収集はカルテよ

は有意に弱くなった。

り行い，リハ介入前(平成28年9月～10月)と，介入後6

【考察】

か月(平成29年4～6月)での変化をみた。評価項目は，

デイサービスからデイケアへ移行し，理学療法士等

握力，Timed Up and Go test(以下TUG) ，大腿四頭筋筋

が直接関与するようになったことで，平均で84歳とい

力，片脚立位時間，改訂長谷川式簡易知能評価スケー

う高齢な集団に対しても，TUGに代表される歩行周辺

ル(以下HDS-R)とした。各時期の測定において握力はス

能力，大腿四頭筋筋力に改善が認められ，運動療法が

メドレー式デジタル握力計(竹井機器工業)を用い，測

有効であった。しかし，下肢中心の介入だったため，

定肢位を座位とし，左右の上肢を体側に垂らして最大

加齢変化により握力が減少した。大腿四頭筋筋力が増

握力を2回測定し，左右でより高い値を代表値とした。

加したため，TUGの立ち上がり，歩行が安定したと考

大腿四頭筋筋力の測定にはハンドヘルドダイナモメー

えられるが，片脚立位時間での改善は見られず，さら

ター(酒井医療株式会社製等尺性筋力測定器mobie)を用

にバランス能力を高めるプログラムを検討する必要が

い，測定肢位を座位にて膝関節90°屈曲位とし，最大

あると考えた。さらに，リハビリテーションの理念で

収縮を3秒以上行い，左右それぞれ2回測定した。左右

ある，できる限り運動能力を高めることにより，社会

での最大値を代表値とした。片脚立位時間は，開眼片

参加につなげるようにアプローチしていきたいと考え

脚立位での姿勢保持時間について，60秒を上限として

る。

2回測定し，より大きい値を代表値とした。統計解析

【倫理及び説明と同意】

は，SPSS statistics ver.20.2を用い，対応のあるt検定で

本研究は，ヘルシンキ宣言に基づいて行われた。ま

平均値の差を比較した。また，有意水準を5％とした。

た，研究対象者に対し，研究内容と不利益を被らない

【結果】

ようプライバシーに配慮することなどを十分に説明

介入前の対象者の平均年齢は84.5±4.9歳，男性18名

し，書面にて同意を得た。
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【生活環境支援・他】

2017年11月19日

キーワード：ALS・訪問リハ・呼吸管理

10:40 ～ 11:40

当院訪問リハを利用した在宅ALS患者の呼吸療法の実施と転帰
平林 大輔・中田 隆文
須藤内科クリニック リハビリテーション科
【目的】

法を実施せず継続：7例，在宅TPPV管理で看取り：

ALSは1次及び2次運動ニューロンが選択的に，かつ

4例，在宅NPPV管理で看取り：2例，人工呼吸器を

進行性に変性，消失していく原因不明の疾患であ

使用せず在宅看取り：5例，他疾患により在宅で看取

り，転帰は呼吸管理を選択するか否かに影響され，

り：2例，訪問時に心肺停止状態で発見，その後死

人工呼吸器を用いなければ通常は2～5年で死亡する

亡確認：1例，急変により入院，死亡：11例，ALSの

ことが多い。当院では在宅患者へ呼吸リハビリテー

進行により入院し経過不明：6例，ALS以外の疾患治

ション（呼吸リハ）を中心とした訪問リハビリテー

療で入院：8例，社会的入院：9例，その他：2例で

ション（訪問リハ）を行っているが，訪問リハを実

あった。

施したALS患者における転帰に関する報告はみられ

【考察とまとめ】

ない。本研究では当院訪問リハを利用した在宅ALS

一般にALS患者の3割程度が呼吸管理を実施すると

患者の呼吸療法の実施と転帰について調査し，考察

言われているが，今回の調査では全体の64％が何

した。

らかの呼吸療法を実施していた。訪問リハを希望す

【対象と方法】

るALS患者は長期間の療養を希望し，経過中に呼吸

平成16年4月〜平成29年4月までに当院訪問リハを

管理を希望する傾向があると思われた。呼吸療法は

利用した在宅ALS患者75例（男性44例，女性31例，

在宅で療養中のALS患者に対して処方される場合も

開始時平均年齢66.59歳，健康保険:6例，介護保険の

あった。呼吸管理例は療養期間が長く，長期療養例

要支援1:3例，要支援2:4例，要介護度1:9例，要介護

はTPPV例であった。ALS患者の生命維持に呼吸管

度2:13例，要介護度3:3例，要介護度4:8例，要介護

理は重要な問題であるが，呼吸管理を希望せず，看

度5:29例）を対象とし，在宅での呼吸管理の実施と

取りを希望する事例もあった。看取り例や急変例で

転帰についてカルテより後方視的に調査した。

は，事前にDNAR，救急搬送などの対応を準備してお

【結果】

くことが必要であった。ALS以外の疾患の影響や，

訪問リハ開始時に呼吸療法を実施していたのは

社会的入院例も多く，在宅療養には合併症や社会的

27/75例（36％）で，48/75例（64％）は呼吸療

背景の影響も考慮する必要があった。吸引器の使用

法を実施していなかったが，経過中21例で実施され

頻度が高く，気管切開に関わらず，喀痰吸引は必須

た。最終的に48/75例で呼吸療法が実施された。使

であった。近年，MI-Eも普及しており，訪問する理

用された呼吸療法はNPPV:13例，TPPV:35例，吸引

学療法士は人工換気，喀痰吸引，MI-Eについての知

器:43例，MI-E:24例，HOT:13例であった。調査期間

識が要求されると思われた。

における訪問リハ終了は52/75例（69％），継続は

【倫理及び説明と同意】

23/75例（31％）で，平均在宅療養月数は31.05ヶ

本研究は当院の倫理審査にて承認されており，対象

月であった。NPPV+TPPV例の平均在宅療養月数は

者には個人情報の使用に関して口頭及び文書で説明

44.21ヶ月，未処方例の平均在宅療養月数は14.30ヶ

し，書面にて同意を得ている。

月であった。転帰は在宅TPPV継続：16例，呼吸療
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【生活環境支援・他】

2017年11月19日

キーワード：訪問リハ・小児疾患・呼吸リハ

10:40 ～ 11:40

当院での小児疾患に対する訪問リハビリの実態調査
橫田

久孝・平林 大輔・中田
須藤内科クリニック

隆文

【目的】

やバギーの作製に関わる相談や助言10例，下肢装具

訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）を利用す

相談3例，自助具作製相談3例，意思伝達装置に関す

る患者は増加し，そこで従事する理学療法士の必要

る相談2例であった。他職種との連携として支援学校

性は高まりつつある。その中で，介護保険の訪問リ

職員との連携相談が2例，就労支援に関わる相談と訓

ハの研究は多いが，医療保険の領域，特に小児疾患

練が3例であった。4)在宅療養の継続14例，病状の

における報告は少なく，未だに現状が把握されてい

進行防止や呼吸器トラブル予防10例，身体機能支援

ない。当院の小児疾患に対する訪問リハの現状を調

（運動発達含む）7例，疼痛緩和3例，側彎，変形予

査し，報告する。

防3例，食事の継続3例，車椅子作製2例，意思伝達

【方法】

装置導入1例であった。12例は意識障害を認めてお

平成17年10月から平成29年3月までに当院より訪問

り，保護者の希望を採用した。5)週2回以上の訪問が

リハを提供した小児疾患患者23例（男性14例，女性

19例，週1回が4例であった。医師からの特別指示の

9例，平均年齢19.2歳）を対象とした。調査は診療記

際には週6回の訪問が3例あった。6)14例が訪問終了

録，リハビリテーション実施計画書，診断書および

し，そのうち在宅看取り2例，病状の進行に伴う入

紹介状から後方視的に，1)診断名，2)障害の重症度

院4例（その後，死亡2例），家族の入院に伴う終了

と在宅医療機器の使用，3)訪問リハのプログラム，

2例，転居2例，施設入所1例だった。1例は親の希望

4)本人および家族の希望，5)訪問の頻度，6)継続と

で訪問終了，主治医の変更に伴う終了1例，通所可能

終了の状況について調査した。

による終了1例，9例は訪問を継続していた。

【結果】

【考察およびまとめ】

1)脳性麻痺8例，筋ジストロフィー3例，脳腫瘍3

当院の小児疾患の訪問リハの現状に関する調査を

例，免疫不全症候群3例，脊髄損傷2例，レッグリン

行った。小児疾患領域の訪問リハでは，医療ケアの

グハウゼン病，インフルエンザ脳症，ゴーシェ病，

必要な重症児が多く，病態も多岐にわたり，ニーズ

無脾症候群，がそれぞれ1例ずつであった。2)大島

も多様化していた。小児在宅医療における理学療法

の分類1から4の該当者が15例で，1が10例，2が2

士の役割では呼吸リハが多かった。在宅医療の対象

例，3が3例であった。他1桁が2例，2桁が5例，非

者は周産期医療の進歩や救命率の向上に伴い，今後

該当者1例だった。17例で呼吸不全を認め，在宅呼

も高度医療の必要性が高まると予想され，特に呼吸

吸療法を受けていた。在宅呼吸療法の内訳は気管切

器症状のリスクマネジメントが要求されると思われ

開人工呼吸器7例，非侵襲的陽圧換気療法1例，在宅

た。

酸素療法11例，気管切開12例，ミニトラック1例，

【倫理及び説明と同意】

吸引器12例，パルスオキシメーター常時モニタリ

本研究は当院の倫理審査にて承認されており，対象

ング6例，排痰補助装置7例であった。3)呼吸リハビ

者および家族には口頭及び文書で説明し同意を得て

リテーション（以下呼吸リハ）が17例，運動発達9

いる。

例，身体機能訓練14例，摂食嚥下訓練2例，車椅子
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【生活環境支援・他】

キーワード：365日リハビリテーション・在棟日数・FIM利得

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

当院回復期病棟における365日リハビリテーション体制導入による
効果と今後の課題
日下

美桜・高橋
公益財団法人

侑希・石川 祥代
総合花巻病院

【目的】

±1.34単位/5.69±1.43単位に有意差があった。

当院では2004年5月に回復期リハビリテーション(以

年齢74.8±9.9歳/76.3±9.1歳，発症から入棟まで

下リハ)病棟を開設し，第2・4土曜日の午前を除く

の期間48.2±10.6日/45.9±12.2日，在宅復帰率

土日と祝祭日を公休とする体制でリハを実施してき

66.0%/70.2%，FIM利得19.2±16.7点/17.7±15.5点

たが，2016年6月より理学療法・作業療法のみ365

では有意差はなかった。a整形群/p整形群の比較で

日体制リハを開始した。これまで365日体制リハの

は，実施単位数3.21±1.09単位/4.62±1.45単位で

効果として在院日数の短縮やActivities of daily living

有意差があった。年齢80.3±9.5歳/81.2±11.5歳，

(以下ADL)改善率が高くなるとの報告があり，当院で

発症から入棟までの期間29.5±15.9日/28.4±17.8

もその効果を検証したため報告する。

日，在棟日数53.5±20.4日/52.0±23.3日，在宅復

【方法】

帰率82.4%/81.9%，FIM利得20.3±13.3点/20.1±

対象は365日体制前2015年6月1日～12月31日まで

13.0点では有意差はなかった。

当院回復期病棟に入棟し退院した脳血管疾患53名

【考察】

（a脳血管群）及び整形外科疾患91名（a整形群）

全対象および疾患別の比較で，実施単位数に有意差

の計144名（a群）と365日体制後2016年6月1日～

があった。在棟日数に関しては脳血管疾患のみに有

12月31日までに入棟し退院した脳血管疾患47名（p

意な短縮が得られた。これらは365日体制による効

脳血管群）及び整形外科疾患83名（p整形群）の計

果であったと言える。しかし，FIM利得の向上に関

130名（p群）とし，状態悪化による転院・急性期病

しては全対象，疾患別共に有意な向上はなかった。

棟への転棟者，死亡退院者，データ欠損者は除外す

急性期病棟から回復期への迅速な移行や早期に集中

ることとした。ADL改善率の指標としてFunctional

的なリハを行うことは，在棟日数の短縮やFIM利得

Independence Measure(以下FIM)を用いることと

の向上に繋がると考えられるため，当院の365日体

し，対象者の年齢，発症から入棟までの期間，在棟

制は十分に成熟しているとは言えず，よりこの体制

日数，入院1日あたりのリハ実施単位数（以下実施単

を有効利用する方法を検討していく必要がある。本

位数），在宅復帰率，FIM利得を後方視的に調査，

研究では整形外科疾患，脳血管疾患ともに全国平均

算出した。データ分析はa群とp群，疾患別に分けたa

の実施単位数を下回った。訓練量の増加がADL改善

脳血管群とp脳血管群及びa整形群とp整形群にそれぞ

の効果を高めるという報告があることから，提供単

れ群間比較を行い，統計処理は対応のないt‐検定，

位数が増加することでFIM利得の向上に繋がると考

Mann‐WhitneyU検定，カイ2乗検定を用い，有意水

える。当院では療法士増員により2017年6月から単

準は危険率5%とした。

位充実加算の算定を開始した。提供単位数が増加し

【結果】

たことで，FIM利得がどのように変化していくかを

a群/p群の比較では，実施単位数3.58±1.28単位

検討していきたい。また，他研究で単純な在棟日数

/5.00±1.52単位で有意差があった。年齢78.6±

の短縮はFIM利得向上の制限となりうると報告され

10.0歳/79.4±11.0歳，発症から入棟までの期間

ている。FIM利得と在棟日数の関係から適正な在棟

36.4±16.8日/34.7±18.1，在棟日数63.9±31.8日

日数を検討していく必要がある。

/56.9±26.8日，在宅復帰率76.4%/77.6%，FIM利

【倫理及び説明と同意】

得19.9±14.6点/19.2±13.9点では有意差はなかっ

集積データの取り扱いに関して当院個人情報保護方

た。a脳血管群/p脳血管群の比較では，在棟日数

針に準じ，個人情報の流失防止に留意した。

81.6±39.4日/65.5±34.4日および実施単位数4.22
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【生活環境支援・他】

キーワード：FIM・回復期リハビリテーション病棟・退院先

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

当院回復期リハビリテーション病棟における患者の入院時及び退院時
FIMが退院先選択に与える影響について
原田

大暉・青木 絵里・奥澤 咲輝・平賀
公益財団法人 総合花巻病院

慎

と考える。平成27年度入院時FIMの全国平均は74.1

【目的】
当院における回復期リハビリテーション病棟は48床

点，退院時91.1点でその差は17.0点であった。当院

で，平成28年6月からの半年間に入院していた患者

における在宅外退院群の入院時と退院時FIMの点差

143人のうち約70%が在宅退院となった。本報告の

は全国平均を上回った。しかし入退院時FIMの点数

目的は，在宅退院群と在宅外退院群で，Functional

は下回ったため，入院時FIMの点数の低さが退院先

Independence Measure(以下FIM)の変化に差はあ

に関与したものと考える。疾患別で比較すると，当

るか，入院時FIMは退院先の決定に影響するかを比

院整形疾患で在宅退院群の退院時FIMは103.0±21.4

較・検討し，治療上の目標設定・退院先選択の一助

点，在宅外退院群は69.9±26.9点であるため，103

とすることである。また，整形疾患と脳血管疾患に

点以上は在宅退院，70点未満は在宅外退院になる

おいてどのような傾向が見られるか報告する。

とも考えられる。脳血管疾患で在宅退院群の退院時

【方法】

FIMは93.8±25.6点，在宅外退院群は62.8±30.8点

対象は平成28年6月～12月に当院回復期へ転棟後，

であるため，94点以上は在宅退院，63点未満は在宅

転院を除く退院の転帰があった患者129名(男性40

外退院になるとも考えられる。先行研究では，トイ

名，女性89名，平均年齢80.0±10.8歳，整形疾患84

レ動作，トイレ移乗，移動，階段，記憶が自宅退院

名，脳血管疾患45名)とした。全対象，整形疾患，脳

に影響を与えるとされている。当院における整形疾

血管疾患に分け，在宅退院群，在宅外退院群の入院

患の在宅退院群では，下衣更衣，排便管理，歩行が

時と退院時のFIM総得点を比較した。統計分析はt検

入院時から退院時にかけて2点以上の向上がみられ，

定を用い有意水準は5％未満とした。

在宅外退院群では2点以上向上した項目がトイレ動作

【結果】

のみであり，上記3項目で在宅退院群ほどの向上がみ

在宅退院群の入院時FIMは80.6±25点，退院時

られなかった。脳血管疾患の在宅退院群では，入院

100.1±23.1点，在宅外退院群の入院時FIMは49.3

時1～2点台の項目が歩行と階段昇降のみであるのに

±20.3点，退院時66.7±28.4点でそれぞれ有意差が

対し，在宅外退院群では入院時3点以上の項目が食事

見られ（P＞0.05），在宅退院群と在宅外退院群の

と排便管理のみとなっている。また，各疾患の共通

入院時FIMも有意差が見られた。(P＞0.05)整形疾患

点として，それぞれの在宅外退院群の問題解決と記

で在宅退院群の入院時FIMは82.5±24.5点，退院時

憶は他の認知項目が4点台に対し2，3点台と低い点

103.0±21.4点，在宅外退院群の入院時FIMは50.9

数であった。このことから当院においても，下衣更

±20.4，退院時69.9±26.9でそれぞれ有意差が見ら

衣や排便管理などトイレ動作に関与する項目や問題

れた。（P＞0.05）脳血管疾患で在宅退院群の入院

解決，記憶などの認知項目が在宅退院に影響を与え

時FIMは76.7±25.9点，退院時93.8±25.6点，在宅

る因子として考えられる。当院では入院時FIMの低

外退院群の入院時FIMは47.4±20.8，退院時62.8±

い患者が多いため，トイレ動作や歩行，認知面に着

30.8で有意差が見られた。（P＞0.05）

目して介入していくことにより，在宅復帰率が向上

【考察】

するか今後検討していきたい。

在宅退院群の入院時と退院時FIMの点差は19.5点，

【倫理及び説明と同意】

在宅外退院群は17.4点で，在宅退院群の方が変化は

カルテから得た情報は，当院倫理規定に則り個人が

大きく，在宅退院群と在宅外退院群の入院時FIMに

特定できない状態にして管理した。

31.3点の差があり，退院時FIMに大きな差が生じた
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【神経】

2017年11月19日

キーワード：片麻痺・歩行・重複歩距離

11:50 ～ 12:50

脳卒中片麻痺患者の重複歩距離に関連する因子の検討
関 裕也 1)・対馬 栄輝 2)
1)
訪問リハビリステーションあすみ
2)
弘前大学大学院保健学研究科
【目的】

を保証するため，各変数につき3回分の測定データ

脳卒中片麻痺患者の歩行能力を表す指標として歩行

を平均した。さらに，共変量として，年齢，性別，

速度が用いられる。そして，歩行速度を規定する要

身長，体重，BMI，麻痺側(右麻痺・左麻痺)，罹病

因の一つに重複歩距離がある。重複歩距離は性別・

期間，非麻痺側握力を情報収集または測定した。統

年齢・身長等の影響を受けることが知られている

計的解析は，重複歩距離を従属変数，腓骨頭および

が，脳卒中片麻痺患者のように身体機能に障害を来

大転子の進行方向への移動距離と各共変量を独立変

した場合は，それ以外の要因，例えば関節運動の低

数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を実施し

下等も重複歩距離に影響を及ぼすと考えられる。そ

た。統計的解析にはSPSS 12.0J（SPSS Japan）を使

こで我々は，立脚期における膝および股関節部の進

用した。

行方向への移動距離が，重複歩距離に関連すると考

【結果】

えて検討した。

重回帰分析の結果，選択された有意な変数は麻痺側

【方法】

のlr-ts間の大転子の進行方向への移動距離(麻痺側立

対象は，歩行能力が監視レベル以上の脳卒中片麻痺

脚後期大転子移動距離)のみ（p<0.05，R2=0.85）で

患者31名（男性19名，女性12名，右麻痺15名，左

あった。

麻痺16名，平均年齢63.4±12.2歳，平均身長159.8

【考察】

±9.6cm，平均体重58.5±10.8kg）とした。被検者

脳卒中片麻痺患者の重複歩距離には，年齢，性別，

は着衣で靴を履いた状態とし，両側のランドマーク

身長等よりも，麻痺側立脚後期大転子移動距離が強

部位(大転子，腓骨頭，外果の近位10cm部)に，衣服

く関連していることがわかった。Sandraら(1994)

がずれない程度にゴム製のベルトを軽く巻き，その

は，麻痺側立脚後期における麻痺側股関節の屈曲

上から円形の赤色マーカー（直径2.5cm）を貼付し

モーメントが歩行速度と関連しており，股関節屈曲

た。三脚に取り付けたデジタルビデオカメラ（DVTR

モーメントと股関節伸展角度は高い相関を示すと報

［Panasonic社製HDC-TM60］）から約4m離れた

告している。本研究で得られた麻痺側立脚後期大転

直線歩行路( DVTRの撮影画面に対して平行な4m歩

子移動距離も数値が大きくなるに従って股関節伸展

行路，助走路2m以上)を至適歩行速度で3往復させ

角度が増加するため，股関節伸展角度や股関節屈曲

た。日常的に使用している杖・装具の使用は認め

モーメントの大きさを測るものと想定される。以上

た。撮影後，動画ファイルをパソコンに取り込み，

より，脳卒中片麻痺患者の歩行，特に重複歩距離を

関ら(2014)の方法に則り1歩行周期の踵間距離（重

評価する際は，麻痺側立脚後期における股関節伸展

複歩距離）をImageJ（freeware）にて測定した。ま

角度に加え，進行方向への大転子の移動距離も観察

た，麻痺側および非麻痺側のイニシャルコンタクト

することが必要と考える。

(ic)，ローディングレスポンス(lr)，ターミナルスタ

【倫理及び説明と同意】

ンス(ts)の各相間における腓骨頭および大転子の進行

被検者には，研究の主旨を書面にて説明し，署名に

方向への移動距離を，重複歩距離と同じ方法で測定

よる同意を得た。なお，本研究は，演者が所属する

した。いずれの変数も，事前に高い測定精度が確認

組織の倫理審査委員会による承認を得て実施され

されている条件で測定を行った。距離測定の信頼性

た。
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【神経】

キーワード：くも膜下出血・術後ドレーン管理・機能転帰

2017年11月19日

11:50 ～ 12:50

軽症くも膜下出血患者の術後ドレーン管理日数の延長は急性期機能転帰
に影響する
皆方

伸・佐々木

正弘・師井 淳太・木元 裕介・越後谷
秋田県立脳血管研究センター

和貴

【目的】

ションプログロムは，臥位姿勢での①他動または自

くも膜下出血（subarachnoid hemorrhage；SAH）例

動での関節可動域練習，②自重または徒手やゴムバ

の術後経過では，血性髄液の排出や脳圧コントール

ンドなどを用いた筋力強化練習，③運動麻痺に応じ

のためにドレーン管理が行われる。術後ドレーン管

た麻痺肢運動促通が主であった。

理中は，積極的な離床が行われないことが一般的で

【結果】

ある。そのため，術後ドレーン管理日数の延長は離

術後ドレーン管理通常群は62名，延長群23名に分類

床開始期間を遅延させ，機能転帰に影響すると考え

された。急性期病棟退棟時の機能転帰良好の割合は

られる。本研究の目的は，軽症のSAH例に焦点をあ

通常群87.1%，延長群61%と延長群で有意に低値で

て，急性期病棟退棟時の機能転帰と術後ドレーン日

あった（P<.05）。急性期病棟滞在日数は，通常群

数の関係を明らかにすることである。

44.6±27.1日，延長群55.3±29.7日と延長群で長期

【方法】

であったが有意な差は認めなかった。離床開始まで

対象は平成25年1月から平成28年12月までに当セ

の日数は，通常群16.4±3.8日，延長群27.8±20.5

ンターに入院し，理学療法を実施したSAH例のう

日と延長群で有意に遅延した（P<.001）。なお，ド

ち，除外基準に該当しなかった85名（男性28名，

レーン管理通常群，延長群での重症度に差は認めな

女性57名。平均年齢63.3±14.4歳）である。除外

かった。

基準は，①入院時World Federation of Neurological

【考察】

Surgeons；WFNS GradeⅢ以上，②発症から72時間

軽症くも膜下出血例の術後ドレーン管理日数は，急

以降の入院，③死亡退院，④入院前modified Rankin

性期機能転帰，離床開始までの日数に影響した。理

Scale（以下，mRS）3以上とした。検討方法は後方

学療法士の視点として，術後ドレーン管理日数の延

視的検討とし，診療録から患者背景の他，術後ド

長は離床開始を遅延させることから，廃用症候群に

レーン管理日数，急性期病棟退棟時のmRS（以下，

より機能低下を招き，急性期機能転帰を悪化させた

退棟時mRS），入院時の重症度：WFNS分類，急性

可能性が考えられた。そのため，ドレーン管理中の

期病棟滞在日数，術後から離床開始までの日数を抽

理学療法介入方法の検討や，ドレーン抜去後にでき

出した。術後ドレーン管理日数の影響を検討するた

る限り早期の離床開始の取り組みが，くも膜下出血

め，同調査期間の全SAH例の術後ドレーン管理日数

例の良好な機能転帰に繋がると考えられた。

の中央値5日を基準に，通常群（≦5日）と延長群

【倫理及び説明と同意】

（≧6日）に分け，他の因子との群間比較を行った。

対象者は，入院中の診療データの研究使用に対して

機能転帰は退棟時mRSを基準とし，mRS≦2を良好，

の同意書が確認できた症例のみとした。またデータ

mRS≧3を不良と定義した。2群間の比較には，χ2

解析にあたり，個人が特定できないよう配慮を行っ

乗検定，t検定を使用し，統計学的有意水準は5%とし

た。

た。なお，術後ドレーン管理期間中のリハビリテー
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【神経】

2017年11月19日

キーワード：荷物携帯・上肢肢位・加速度計

11:50 ～ 12:50

上肢の肢位別における荷物携帯方法の違いが歩行に与える影響
山田

文武1, 2)・高見 彰淑2)・牧野 美里2)・抱 志織2)・外舘
1)
学校法人臨研学舎東北メディカル学院
2)
弘前大学大学院保健学研究科
3)
)財団医療法人謙昌会総合リハビリ美保野病院

洸平2, 3)

【目的】

して検討した。数値が大きいほど，揺れが大きいこ

荷物携帯歩行に関する研究において，酸素摂取量の

とを示す。統計解析はSPSSを使用し，多重比較検定

関連性からみたエネルギー効率では，手提げ型や斜

を行った。有意水準は5%とした。

めがけ型に比べ，リュック型が最も良好といわれて

【結果】

いる。しかしこれは，健常者を対象にしているもの

荷物携帯方法の違いにおいて，右肘屈曲位固定での

が多く，片麻痺患者など，身体の片側障害を想定し

リュック歩行0.15±0.06と左手提げ歩行0.19±0.05

た報告はみられない。上下肢など半身の自由度が失

の間に，左右方向にて有意差が認められ，手提げで

われた場合，リュック型や手提げ型は，障害側の肩

左右の動揺が大きくなった（p＜0.05）。その他は有

甲帯や体幹の運動を阻害し，歩行中の重心位置，速

意差を認めなかった。

度，安定性などに影響が生じるのではと考える。事

【考察】

前調査として，脳卒中リハ施設退院後，デイサービ

今回，上肢の肢位別における荷物携帯方法の違いが

ス等に通所されている方に，普段使用するときの荷

歩行に与える影響について検討した。本研究結果よ

物携帯についての調査を実施。そこでは多い順に

り，肘屈曲位において，リュック歩行に比べ手提げ

リュック型，斜めがけ型，手提げ型となったが，ほ

歩行での左右方向の動きが大きくなることが示され

ぼ同数で携帯方法は様々であった。そこで本研究の

た。リュックと手提げとの大きな違いとして携帯位

目的は，片麻痺患者を想定した基礎研究として，健

置が考えられる。リュックが身体に固定された状態

常者の半身上肢を（a）固定なし，（b）右肘屈曲位

であるのに対し，手提げは身体の側方に位置してい

固定，（c）右肘伸展位固定で分け，それぞれにお

る。先行研究において，携帯側が遊脚期となる際に

ける荷物携帯方法の違いが歩行に及ぼす影響につい

通常歩行よりも骨盤下制角度が減少し，それと同時

て，3軸加速度計を用いて，歩行分析を行い検討する

に非携帯側にて股関節外転モーメントの増加が生じ

ことである。

ると報告している。本研究においても同様の現象が

【方法】

生じ，左右方向への動きが大きくなったと考えられ

上下肢に重篤な整形外科疾患や疼痛のない健常成

る。また，肘伸展に比べ肘屈曲位は，右側のモーメ

人20名。荷物は先行研究を参考に3kg．対象者には

ントが少ないことも影響している可能性がある。こ

（a），（b），（c）の3パターンにおいて，条件

のことから，肘屈曲位で差があったことは，今後検

をⅠ）何も持たない通常歩行，Ⅱ）左手提げ歩行，

討を予定している，上肢中等度麻痺の屈曲共同運動

Ⅲ）リュック歩行，Ⅳ）右斜めがけ歩行，Ⅴ）左斜

を生じている脳卒中片麻痺ケースの参考とすべきも

めがけ歩行の5パターンとし，全15パターンを実施

のと考えられた。

した。順番は（a）～（c）とⅠ）～Ⅴ）の組合せを

【倫理及び説明と同意】

ランダムとし，条件間の休息時間は3分間設けた。歩

本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会に

行分析は3軸加速度計（コーパス）を仙骨部に装着し

よる許可を受け実施した（承認番号：2016-038）。

10m歩行（快適速度）にて，前後・左右・上下方向

被験者には本研究の主旨を説明し書面にて同意を得

の加速変動から変動係数を解析，体幹動揺の程度と

た。
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【神経】

2017年11月19日

キーワード：アームスリング・リーチ・三角巾

11:50 ～ 12:50

リーチ動作における三角巾装着と体幹固定型アームスリング装着の差異
に関する研究
抱

志織 1,2)・髙見

彰淑 1)・牧野 美里 1)・外舘 洸平 1)・山田 文武 1)
1)
弘前大学大学院保健学研究科
2)
一般財団法人医療と育成のための研究所清明会鳴海病院

【目的】

感，ずれ，緩みは，三角巾と体幹固定型アームスリ

  脳卒中患者の麻痺側肩に亜脱臼を生じた場合，三角

ングの2群比較U検定を行い，有意水準は5%とした。

巾やアームスリング装着で亜脱臼を改善し，疼痛増

装着部分の負担については割合を検討した。

悪の緩和効果があることは周知されている。この装

【結果】

着の効果は歩行時の重心移動等にも影響し，アーム

   リーチ距離について，壁面の前方及び側方，床面

スリング装着では麻痺側荷重率が増加，両脚支持期

の前方，クロス方向，クロスなし方向において，3

は減少したと報告がある。しかし，三角巾の固定は

条件間に有意差は認められなかった。リーチしやす

不十分であり，整復等に適切でないことが観察され

さは，壁面の前方及び側方，床面の前方，クロス方

る。また，体幹に固定されていないことでずれや緩

向，クロスなし方向すべてで，三角巾装着，体幹固

みが生じ，動作に不適切な影響を及ぼす可能性も考

定型アームスリング装着とも非装着より有意に低い

えられる。

結果となった（p＜0.01）。装着感については，三角

そこで本研究は種々のリーチ動作を通じ，三角巾装

巾装着が体幹固定型アームスリング装着と比較し，

着の利点，欠点について体幹固定型のアームスリン

有意に低い結果となった（p＝0.006）。ずれや緩み

グと比較し，バランス，装着感の視点から検討をす

について差は認めなかった。装着による懸垂部分の

ることを目的とする。

負担について，三角巾では，後頚部が17％，頸部が

【方法】

13％と全体の約1/3が負担に感じている結果となっ

  対象は，上下肢に重篤な整形外科疾患や疼痛のない

た。一方，体幹固定型アームスリングでは，後頸部

健常学生20名（男性8名，女性12名，年齢21.7±0.8

が4％，頸部が4％と低く，負担割合が少ない結果と

歳）とした。

なった。

  リーチテストは先行研究に従い，床に十字のテープ

【考察】

を貼り20cm開脚立位を開始肢位とした。被験者は

  本研究は予備研究として健常者を対象としたため，

肩関節屈曲90°で前方へ最大リーチし距離を測定し

装着の有無に関わらずリーチが可能であったと考え

た。また，肩関節外転90°で非装着側方へ最大リー

る。特に床面へのリーチにおいて，三角巾装着時に

チさせた。次に両足底を離さずに，非装着側を前

みられる上肢の前後移動についても，自己制御可能

方，側方方向（クロス方向，クロスなし方向）の床

で，リーチ距離に差が見られなかったと考える。そ

面テープ上のできる限り遠くにリーチし，指尖部が

の一方で，三角巾は固定力が弱く装着上肢が邪魔に

触れた床への距離を測定した。条件はa）非装着b）

なるといった意見が得られた。装着感について固定

三角巾装着c）体幹固定型アームスリング装着の3条

が弱い三角巾では，動作の阻害を感じ，かつ後頸部

件とし，実施する順番はランダムとした。三角巾お

や頸部に負担がかかるため，不快に感じている者が

よび体幹固定型アームスリングは右上肢に装着し，3

多い結果となった。

条件すべてにおいて左上肢で行った。

【倫理及び説明と同意】

  また直後にアンケートを実施し，リーチしやすさ，

本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会に

装着感，ずれや緩みについてNRSを用い，懸垂部分

よる許可を受け実施した（承認番号：2016-025）。

の負担についてはその有無を評価してもらった。

被験者には本研究の主旨を説明し書面にて同意を得

   統計解析は，3条件の多重比較検定で，リーチ距離

た。

はTukey，しやすさアンケートはSteel-Dwass。装着
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【神経】

キーワード：Fugl-Meyer assessment・下肢深部覚・下肢関節

2017年11月19日

11:50 ～ 12:50

Fugl-Meyer assessment scaleの下肢深部覚検査4項目と
パフォーマンステスト、FIM運動項目との関係

荒谷

光太郎 1)・髙見 彰淑 2)・中田 成美 1)・三浦 康彦 3)・原子
佐々木 奈都美 1)・須藤 真史 1)・岩田 学 1)
1)
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
2)
弘前大学大学院保健学研究科
3)
介護老人保健施設つがる

由 1)・小田桐

怜 1)

【目的】

脳梗塞482名，脳出血218名，くも膜下出血5名，

  Fugl-Meyer assessment scale（以下FMA）の感覚項

BBS平均29.8点，MMAS平均19.0点，10m最大歩行

目で，下肢深部覚は股関節・膝関節・足関節・母趾

速度平均69.9m/分 ，FIM運動項目平均55.3点であっ

の4項目を測定する。通常，脳卒中患者でこの4項目

た。12週では，男性288名，女性252名，脳梗塞

は，同程度の判定結果となる事を多く経験する。そ

302名，脳出血212名，くも膜下出血26名，BBS平均

のため，すべて測定する意義があるか時折，疑問の

29.9点，MMAS平均19.1点，10m最大歩行速度平均

声があがる。そこで今回脳卒中患者に対して，FMA

59.0m/分，FIM運動項目平均55.3点であった。

における感覚項目の下肢深部覚の4項目間での相関関

2)下肢深部覚の4項目のそれぞれの相関係数は，4週

係を調査し確認した。加えてこれらの結果が，代表

で0.84～0.95，12週で0.83～0.96とかなり強い相関

的な身体パフォーマンステストやFIM運動項目とど

があった。

のような相互関係にあり，個々の結果がどう影響し

3)下肢深部覚の4項目とBBS，MMAS，10m最大歩

ているか，亜急性期と回復期の2地点で調査したので

行速度，FIM運動項目との相関係数は，4週では0.28

報告する。

～0.39，12週では0.28～0.47とやや相関があり，改

【方法】

めて移動動作と下肢深部覚との関与が示された。ま

対象：平成24年2月1日から平成26年6月20日に当

た，4週では4項目で差はほとんどなかったが，12週

該施設に入院した初発脳卒中患者1134名のうち，発

では足関節・母趾が0.28～0.39であったのに対し，

症から4週において以下の測定が可能であった705名

股関節では0.38～0.46，膝関節では0.39～0.47とや

（平均年齢72.1歳），発症から12週は540名（平均

や相関が高めの結果となった（すべてp＜0.05）。

年齢70.6歳）

【考察】

方法：当院にて各担当セラピストが評価しデータ

本研究の結果，4週，12週ともにFMAの下肢深部覚

ベース化したものから，発症から4週，12週におけ

の4項目間でかなり強い相関があり，一つの部位を

る下記の評価項目を抽出した。

評価することで他の部位の評価結果をある程度予測

評価項目：①年齢②FMAの下肢深部覚（股関節・

することが可能ではないかと考えられる。ただし，

膝関節・足関節・母趾）③Berg Balance Scale（以

12週では股関節・膝関節が足関節・母趾と比べて

下BBS）④Modified motor assessment scale(以下

BBS，MMAS，10m最大歩行速度，FIM運動項目との

MMAS)⑤10m最大歩行速度⑥FIM運動項目の6項目

相関がやや高い結果となったため，回復期では股関

分析方法：

節・膝関節の評価が重要となる可能性が示された。

1)4週，12週での下肢深部覚の4項目間のそれぞれの

4週では下肢深部覚以外に麻痺やその他機能の及ぼ

相関関係をスペアマンの順位相関係数を使用しても

す影響が大きいが，12週では機能の向上や麻痺が重

とめた。

度でも代償能力向上などが関わってくると考えられ

2)4週，12週での下肢深部覚の4項目とBBS，

る。そのため，下肢深部覚においては関節運動の範

MMAS，10m最大歩行速度，FIM運動項目との相関

囲・自由度の大きい股関節・膝関節が身体パフォー

関係をスペアマンの順位相関係数を使用してもとめ

マンスにより影響すると考えられる。

た。

【倫理及び説明と同意】

【結果】

当該施設倫理委員会の承認を得て実施した（承認番

1)基本特性は，4週では，男性372名，女性333名，

号:17B001）。開示すべきCOIはありません。
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【動画セッション】

キーワード：鏡視下腱板修復術・超音波診断装置・fascia

2017年11月19日

11:50 ～ 12:50

超音波診断装置を用いたfasciaの評価・治療が有効であった
腱板修復術後の右肩痛の一例
平山

和哉 1,2)・有原

裕貴 1)・対馬 栄輝 3)・小林 只 4)・近江
1)
近江整形外科
2)
弘前大学大学院保健学研究科博士後期課程
3)
弘前大学大学院保健学研究科
4)
弘前大学医学部付属病院総合診療部

洋一 1)

水腫を，動的観察では，肩伸展時の棘上筋の伸張性低

【はじめに】
近年，疼痛の原因や関節可動域（ROM）の制限因子

下・肩峰下滑液包（SAB）の滑走性低下，肩内外旋時

としてfasciaという概念が注目されている。fasciaとは

の棘下筋／三角筋間の滑走性低下・棘下筋下脂肪体の

筋膜，靭帯，関節包などを含む線維性結合組織の総称

伸張性低下を認めた。

である。超音波診断装置（エコー）によって癒着・伸

【治療経過】

張障害・滑走障害など，fasciaの異常の評価が可能であ

理学療法としては，fasciaの滑走性および伸張性低

る。今回，右腱板修復術後に疼痛残存のためADL障害

下を認めた部位への徒手的介入（棘上筋・SABの引き

を有していた症例に対し，エコーにより同定した異常

出し，棘下筋下脂肪体リリース，棘下筋の選択的スト

なfasciaへの治療介入が有効であった一例を報告する。

レッチ等）を中心に実施した。また，医師によって棘

【症例紹介】

下筋／三角筋間・棘下筋下脂肪体への生理食塩水fascia

80代女性。主訴：右肩の疼痛。診断名：右腱板断

リリース注射も実施された。運動時痛が軽減するに従

裂。既往歴：腰部脊柱管狭窄症（手術歴あり），ア

い，滑車運動・CKC腱板エクササイズといった運動療

ルツハイマー型認知症（徘徊など異常行動なし）。

法を開始した。

現病歴：10年前から右肩の疼痛があり，A病院で局所

【最終評価（75病日）】

注射のみ実施されていた。B病院で鏡視下腱板修復術

肩関節ROM（右／左）：（座位・自動）屈曲125°

（ARCR）・遊離体摘出術施行，16病日C病院へ転院

P／135°，（以下臥位・他動）屈曲150°／155°外

した。術後プロトコルでは29病日より閉鎖運動連鎖

転105°P／120°外旋50°P／80°。結帯動作：L1レ

（CKC）による腱板エクササイズ・自動介助挙上運動

ベル／Th8レベル。夜間痛なし，運動時痛は軽減（NRS

開始の予定であったが，40病日にD病院（当院）へ転

3/10）。更衣自立，入浴は長いタオルを使用すれば洗

院してきた時点では実施できていない状態であった。

体も自立。食事も右手で箸を使用可能であった。

認知症のためにプロトコルの理解が難しい面もあった

【考察】

が，何よりも運動時痛の訴えが強く，ADL上は全く右

本症例は術後のプロトコル上積極的に動かす段階に

上肢を使用していなかった。77病日に当院を退院し

おいても，強い疼痛のためにADL上での右上肢の使用

た。

でさえも拒否される状況にあった。ADL拡大よりも疼

【初期評価（41病日）】

痛の軽減・ROMの拡大を優先させるべきと考え，ROM

肩関節ROM（右／左）：（座位・自動）屈曲90°P

評価とエコー評価を組み合わせて，疼痛の原因やROM

／130°，（以下臥位・他動）屈曲100°P／150°外

の制限因子を検索した。結果，強い結帯制限および棘

転70°P／120°外旋30°P／80°。結帯動作：S4レ

下筋の滑走障害が認められたことから，肩後方組織に

ベル／Th8レベル。両肩甲骨外転・下方回旋位（右＞

よるobligate translationがインピンジメントを助長し

左）。右肩前面，上腕部外側に夜間痛・運動時痛あり

ていたと考えた。また，棘上筋の滑走障害が認められ

（Numerical rating scale：NRS 8/10）。入浴・更衣以

たことから，肩上方組織の癒着がforce couple機構の破

外のADLは自立しているが，痛みのために右上肢はほ

綻に繋がり，また肩甲骨下方回旋位や夜間痛の一因と

とんど使用していない。食事も左手でスプーンを使用

なっていたと考えた。

している。

【倫理及び説明と同意】

エコーによる静的観察では，棘上筋上のperibursal
fatの不明瞭化，上腕二頭筋長頭腱（LHB）の膨隆・

本発表は対象者に発表の趣旨に関して十分な説明を
行い，承諾を得て実施した。
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【動画セッション】

2017年11月19日

キーワード：大動脈解離・片麻痺・血圧

本木

11:50 ～ 12:50

慢性大動脈解離を合併した脳梗塞症例
～厳重な血圧管理下での離床拡大を目指して～
里奈・蔵品

利江・千葉

一平・栁澤

（一財）総合南東北病院

忍・佐藤

真琴・飯塚

麻妃

リハビリテーション科

【目的】

比較的腹圧のかからない起立練習や長下肢装具（以

脳卒中後のリハビリテーション（以下リハビリ）は

下LLB）を使用した歩行練習などの動作選択し介入

十分なリスク管理の下，発症後早期から積極的なリ

を行うこととした。

ハビリを行うことが強く推奨されている。脳卒中後

ヘッドアップからの起居動作や移乗動作でも息みや

のリハビリにおいては，起居動作や起立動作などの

すく容易にSBP＞140mmHgとなるため，主治医へ相

基本動作練習を行うことが多く，血圧変動を伴いや

談し降圧剤が2剤追加となった。胸腹部大動脈解離

すい。今回，重度右片麻痺を呈し入院中に慢性大動

の進行は認められず，理学療法実施中のSBPは120～

脈解離が発見された症例を経験した。慢性大動脈解

130mmHgで経過。退院時には，BRSは右上肢・手指

離は血圧上昇により，偽腔や解離範囲の拡大及び破

Ⅱ，右下肢Ⅳ。起居動作軽介助，L字柵を使用した移

裂する危険性があるため厳重な血圧管理が必要であ

乗動作見守り，LLB歩行は一部介助まで回復した。

る。血圧上昇を最小限に抑えながら身体機能の改善

退院時FIM:57/126点。

を目指し介入を行った結果，有害事象なく離床拡大

【考察】

とADL向上を図れたため以下に報告する。

大動脈解離において，慢性期の偽腔開存型では瘤拡

【方法】

大，瘤破裂，再解離といった問題が生じ予後は血栓

症例は70歳代男性。既往:高血圧。診断名: 左大脳基

閉塞型よりも不良と言われている。本症例の大動脈

底核部～放線冠にかけての脳梗塞。入院前ADL:自

解離は過去に背部痛を生じたことはなく発症時期不

立。

明であるが，発見された際に腹部大動脈解離部位は

2病日より理学療法を開始し，4病日に右片麻痺の増

偽腔開存型であった。本症例は脳梗塞発症により重

悪を認めた。11病日に合併症検査のため腹部エコー

度右片麻痺，体幹低緊張を呈し，左上下肢を使用し

検査を施行し，Stanford B型，腹部偽腔開存型の胸腹

努力的に起居動作や移乗動作などの基本動作を行っ

部大動脈解離が発見され，降圧剤による保存療法を

ていた。しかし，慢性大動脈解離のリスク管理とし

開始。58病日回復期病院転院。

て腹圧のかかる動作や息む動作をなるべく避け，

【結果】

SBP上昇を最小限に抑える必要があった。SBP変動

2病日の片麻痺機能検査（以下BRS）は右上肢Ⅲ，

を抑えるために比較的腹圧のかからない起立練習，

右手指・下肢Ⅳ。軽度体幹の低緊張を呈したが端坐

LLB使用下での歩行練習を先行し介入を行った。そ

位保持は可能。中等度構音障害も認めFIM:50/126

の結果，起居動作や移乗動作時の介助量軽減が図れ

点。増悪後の4病日のBRSは右上肢・手指Ⅰ，右下

た。重度片麻痺に慢性大動脈解離を合併した本症例

肢Ⅳ。重度構音障害，運動性失語。右上下肢管理は

は，身体機能の改善を図ることに難渋すると思われ

不十分で体幹重度低緊張のため起居動作全介助。

たが，医師との密な連携による血圧管理の下，病態

FIM:39/126点。11病日からは慢性大動脈解離によ

に応じた理学療法内容や動作方法の工夫により安全

り心臓血管外科医師から収縮期血圧（以下SBP）＞

に機能改善を図ることができた。

140mmHg管理でリハビリ継続との指示があり，理

【倫理及び説明と同意】

学療法の方針としては，血圧上昇を避けるため腹圧

本報告の趣旨を本人及び家族へ口頭にて説明し承諾

のかかる動作は禁忌とし，起居動作はヘッドアップ

を得た。症例の情報は当院の個人情報保護規定に

した状態から開始。また，血圧管理や頻回な休憩，

従って管理した。
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口述発表6

【動画セッション】

2017年11月19日

キーワード：脳卒中・Ataxic hemiparesis・歩容異常

11:50 ～ 12:50

麻痺側初期接地から荷重応答期に麻痺側膝関節が屈曲位となる歩容異常
が観察されたAtaxic hemiparesisを呈する症例の理学療法経験
上松野

真・阿部 浩明・辻本
一般財団法人 広南会

直秀・大鹿糠
広南病院

徹

【はじめに】

直後に生じる膝関節の動揺には運動失調が関与して

Ataxic hemiparesis（以下，AH）とは一側の上下肢

おり，本症例は膝関節の動揺が出現しないようにあ

に運動麻痺と小脳性運動失調を同時に呈する徴候で

えてICからLRに膝関節を屈曲位で固定する歩行戦略

ある。今回，屋内歩行は自立していたものの麻痺

を取っていたと推察した。そこで，軟性膝装具を使

側の初期接地（以下，IC）から荷重応答期（以下，

用し膝関節を伸展させた状態でのStep練習を反復し

LR）で麻痺側膝関節が屈曲位となるAHを呈した症例

て行い，膝関節を屈曲することなく踵接地し，接地

を担当した。この麻痺側立脚相にみられる歩容異常

後の衝撃を緩衝する機構の再構築を図り，歩容異常

には，膝関節伸展位で踵接地した際の衝撃を緩衝す

の改善に取り組んだ。その際，ゲイトジャッジシス

る機構の破綻が関与していると推察し，軟性膝装具

テム（pacific supply社製）から得られる麻痺側IC後

を使用し膝関節を伸展させた状態でのStep練習を反

の足関節底屈トルク（以下，FP）を視覚的にフィー

復して行った。このstep練習を実施した直後より歩

ドバックし，底屈トルクを増大させるよう促した。

容異常の軽減と歩行速度及び重複歩距離の増大が得

このstep練習を実施した直後，歩容異常が軽減し，

られた。本症例に対する理学療法アプローチと経過

介入前FPは3.2Nmであったが，介入後FPは5.9Nmへ

について報告する。

と増大し，さらに快適歩行速度は67.6m/min，重複

【症例紹介】

歩距離は111.1cmへ増大した。この即時効果を介入

症例は脳梗塞を発症し当院へ入院となった50歳代

根拠としてstep練習を継続した。

の女性である。入院時の拡散強調画像では右視床外

【最終評価（36病日）】

側腹側核周辺に高信号を認めた。入院前Functional

SARAは6点，快適歩行速度は73.3m/minとなり屋外

Ambulation Categoryは5（完全自立）であった。

歩行が自立したが，麻痺側立脚相における歩容異常

11病日の理学療法評価では，JCSは0，BRS（左）は

は11病日のstep練習後と比較し明らかな変化を認め

上肢，手指，下肢ともにⅥで左下肢MMTは全て4，

なかった（重複歩距離：111.1cm，FP：4.8Nm）。

腱反射とMASは軽度亢進，表在感覚は軽度鈍麻で深

【考察】

部感覚は正常であった。また左上下肢には小脳性運

本症例の快適歩行速度の増大と重複歩距離の増大な

動失調を認め，Scale for the assessment and rating

らびに歩容異常が即時的に軽減した背景には，ゲイ

of ataxia（以下，SARA）は8点であった。高次脳機

トジャッジシステムを用いて視覚的フィードバック

能障害，関節可動域制限，非麻痺側の筋力低下はみ

を提供し，あえて軟性膝装具で膝関節を固定した状

られなかった。屋内歩行は裸足で自立していたもの

態で行ったstep練習が奏功したものと思われた。増

の，麻痺側のICからLRで麻痺側膝関節が屈曲位とな

大した快適歩行速度と重複歩距離は維持されたが，

る歩容異常を呈した。快適歩行速度は49.8m/min，

歩容には大きな変化を認めなかった。これには最終

重複歩距離は95.2cmであった。

評価時点でも小脳性運動失調が残存したことが関与

【理学療法アプローチと経過】

した可能性があると考えられる。

口頭指示で麻痺側立脚相の歩容異常の修正を試みた

【倫理及び説明と同意】

ところ，膝関節伸展位での踵接地は可能であったが

本人には本発表の主旨を説明し，書面にて同意を得

IC直後に膝関節の著明な動揺が観察された。このIC

た。
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【動画セッション】

2017年11月19日

キーワード：ダイナミックストレッチング・高齢者・エラストグラフィ

11:50 ～ 12:50

80歳以上の高齢者に対する8週間のダイナミックストレッチング・
ホームエクササイズが身体機能へ与える効果の検討
―80歳未満の高齢者との比較―
木元

裕介 1)・皆方 伸 1)・佐竹 將宏 2)
1)
秋田県立脳血管研究センター
2)
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座

【目的】

Up and Go Test（TUG），片脚立位時間，5m通常・

ダイナミックストレッチング（DS）は全可動域を一

最大歩行速度とした。統計処理はSPSS21.0を用い対

定のリズムで自動運動する方法であり，実施後に筋

応のあるt検定によりホームエクササイズ開始前後に

柔軟性の改善，筋力増強などの即時効果が報告され

有意差があるか検討した。

ている。大学生を対象とした研究では，DSを8週間

【結果】

継続することで，筋柔軟性だけでなくジャンプ力が

DS・ホームエクササイズの8週間中1日1回の平均実

向上することが報告されている（Turkiら 2014）。

施率は，80歳以上の群が76.1%，80歳未満が74.9%

しかし，高齢者を対象にDSを8週間継続した場合の

だった。腓腹筋筋硬度が，80歳以上の群および80歳

効果を検討した先行研究は少ない。今回，地域在住

未満の両群で，ホームエクササイズ開始前から8週後

高齢者を対象に8週間のDS・ホームエクササイズを

に有意に向上した（それぞれp＜0.01，p＜0.05）。

実践し，80歳以上と80歳未満の高齢者の2群に分

また，TUGが80歳以上の群において8週後に有意に

け，80歳以上という高齢な対象者においても，筋柔

所要時間が減少した（p＜0.05）。その他，両群にお

軟性および筋力やバランスに対する効果を有するか

いて膝伸展筋力，5m最大歩行時間，片脚立位時間の

検討した。

平均値に改善の傾向がみられたが統計的有意差はな

【方法】

かった。

対象はA市高齢者サークルから自由意思で参加した

【考察】

地域在住高齢者10名とし，80歳以上の群（5名，平

本研究の限界は，対象者数が少数であったこと，筋

均年齢83.6±1.6歳，平均身長150.0±5.4cm，平均

硬度の検討が腓腹筋単一であったこと，他の健康増

体重50.3±8.4kg）と80歳未満の群（5名，平均年

進プログラムと比較していないことなどが挙げら

齢75.0±3.0歳，平均身長151.2±8.9cm，平均体重

れた。しかし今回，80歳以上の高齢者においても

53.1±5.8kg）に分け，どちらもDS・ホームエクサ

DS・ホームエクササイズにより筋柔軟性とバランス

サイズを理学療法士が直接指導し，写真付きの指導

に改善がみられた。先行研究より筋柔軟性は血管柔

書を配布し，その後それぞれ自宅で行った。DS・

軟性などに関連があるとされている（Nishiwakiら

ホームエクササイズは，Turkiらの方法を参考に，下

2014）。DSを日常的に行うことは80歳以上という

肢の5つの筋群に対して，関節運動速度を10回／分

高齢者においても身体機能を改善させ，健康増進に

（1回6秒）のゆっくりとした速度でつかまり立ちも

寄与する可能性が示唆された。

しくは椅子座位で行う変法とし，高齢者にとって行

【倫理及び説明と同意】

いやすいよう工夫した。以上のホームエクササイズ

本研究は秋田大学医学部倫理委員会の承認（承認番

を1日1回行うものとし，事前に配布した実施表に記

号：1397）を受け，倫理的配慮はヘルシンキ宣言に

載してもらい，1日毎の実施状況を把握した。測定は

基づいた。被験者には本研究の目的や意義，内容，

プログラム開始直前，開始から8週後に行い，測定項

ならびに自由参加であること，参加を自由意思で撤

目は超音波エラストグラフィ（HIVISION AVIUS；日

回できることを十分説明し，書面により同意を得た

立アロメディカ社製）による腓腹筋筋硬度，膝伸展

上で実施された。

筋力（ミュータスF-1；アニマ社製），握力，Timed
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【動画セッション】

2017年11月19日

キーワード：ロボット・歩行練習・片麻痺

11:50 ～ 12:50

急性期から歩行練習アシストを使用し、歩行能力が改善した右片麻痺の
一症例
須田

智寛 1)・木村

竜太 2)・渡邊 基起 1)・畠山 和利 1)・髙橋 裕介 1)・斉藤
松永 俊樹 1)・島田 洋一 2)
1)
秋田大学医学部付属病院
2)
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

公男 1)

【目的】

Touchでのみ2点，触覚の軽度低下あり，体幹機能は

  脳卒中片麻痺の歩行再建は急性期の短期間に集中的

abdominalで2点，下肢BRSはⅣ，GCSは正常，MAS

なトレーニングを行うことが推奨されている。歩行

は0点，膝クローヌス，足クローヌスともに陰性，

練習アシストGait Exercise Assist Robot(以下GEAR)

10m歩行試験で1.4km/hであり，FIM5項目は7点，

はトヨタ自動車と藤田保健衛生大学が共同開発し，

GEAR伸展アシスト/振り出しアシストは7/5，歩行距

2015年より国内で運用開始された歩行支援ロボット

離は246.2mであった。

である。麻痺側の立脚期で膝伸展，遊脚期で振り出

GEAR練習終了時では下肢運動機能のFoot-pad-testは

しのアシスト機能があり，早期からの歩行練習が可

5点，感覚機能のTouchは3点，体幹機能のabdominal

能である。今回，急性期からGEARを使用して歩行練

は3点と非麻痺側と同等レベルに，BRSにおいては

習を実施し，歩行能力が大きく改善した右片麻痺の

Ⅵまで改善した。10m歩行時間は6.4km/hであり，

一例を経験したため報告する。

GEAR伸展アシスト/振り出しアシストは1/1，であっ

【方法】

た。

   症例は50代男性で，左中大脳動脈領域の心原性脳

なお，全施行において著明な循環動態の変動は認め

梗塞による右片麻痺であり，弓部大動脈解離に対

ず，新たな心血管イベントの発生はなかった。

する人工血管置換術の既往があった。発症5日から

【考察】

脳血管リハビリテーションを開始し，発症14日か

近年，ニューロリハビリテーションにおいて脳の

らGEARを用いた歩行練習を開始し，1日1回，1回

可塑性に注目されており，適切な練習や指導により

40分，3週間実施した。GEAR練習開始時とGEAR練

脳の可塑性の可能性は高まるとされている。運動学

習終了時にて評価はStroke Impairment Assessment

習においては特にフィードバックや量・頻度，難易

Set（SIAS）下肢運動機能，下肢感覚機能，体幹

度が大きく関与しているとされている。本症例にお

機能，下肢Brunnstrom Recovery Stage（BRS），

いて量的に示されたアシストにより，身体機能の改

Glasgow coma Scale（GCS），Modified Ashworth

善に合わせた介助量の軽減が容易に可能であった。

Scale（MAS），膝クローヌス，足クローヌス，

GEARの上限歩行速度は2.5km/hであり，本症例では

Functional Independence Measure（FIM）認知項目

歩行速度が介入途中で上限に達してしまい，3週間

5項目，10m歩行試験をGEAR練習開始前と終了時

の介入を通して最適な歩行速度で行うことが困難で

で比較した。さらに各施行で歩行距離，平均歩行速

あった。しかし，急性期からのGEARを用いた歩行練

度，歩行介助量(伸展アシスト，振り出しアシスト)を

習は歩行練習量の増加を可能とする。そして今回，

記録した。またリスク管理のため施行前後で血圧，

それが歩行能力の改善に寄与したものと考える。

脈拍，酸素飽和度を測定した。

【倫理及び説明と同意】

【結果】

本症例ははヘルシンキ宣言に則って行い，対象者に

GEAR練習開始時では，SIAS下肢運動機能はFoot-

十分な説明を行い，同意を得て実施した。

pad-testのみ4点(その他は5点)，下肢感覚機能は
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【動画セッション】

2017年11月19日

キーワード：Listing phenomenon・脳卒中・歩行

11:50 ～ 12:50

右視床出血後にListing phenomenonを呈した症例の独歩獲得を
目指した歩行練習
冨澤 恵美 1)・阿部 浩明 2)
1)
南相馬市立総合病院
2)
一般財団法人広南会広南病院

【目的】

スを低下させた環境を構築し，非麻痺側へ重心移動

左上下肢の運動麻痺は軽度で見守りでの独歩が可能

を行わないと麻痺側下肢が振り出せない課題を設定

であったが，立位や歩行時に右下肢への荷重が円滑

した。まずKBと平行棒を用い，非麻痺側痺側へ十分

に行えない脳卒中片麻痺患者を担当した。本症例は

に重心移動が行える環境下にて反復し，徐々に課題

Listing phenomenon(LP)を呈しており，非麻痺側下

難易度を調整しながらKBのみでの歩行練習へと移行

肢での片脚立位保持練習を積極的に実施したが，パ

した。その後10病日目に無杖無装具での独歩練習へ

フォーマンスの改善がみられなかった。そこで，片

完全に移行した。

脚立位練習に加えて，非麻痺側荷重課題を加味した

【結果】

歩行練習を積極的に実施した結果，大幅な歩容の改

課題難易度を調整しながら，片脚立位保持練習とKB

善と歩行速度の向上に至った。本症例に対するアプ

を用いた歩行練習を実施した結果，片脚立位保持は

ローチと経過について以下に報告する。

麻痺側20.25秒，非麻痺側25.63秒の保持が可能と

【方法】

なった。また歩行においても左右への重心移動が円

本症例は左視床出血を呈した60歳代の男性で，入院

滑に行えるようになり，10病日目には無杖無装具で

前ADLは全て自立。2病日目より理学療法介入開始。

の独歩にて歩行速度は65.94±1.9m/min，重複歩距

初期評価はSIAS：61点，NIHSS：5点，Br-stage：Ⅴ

離は105.26±6.3cmまで改善した。

-Ⅴ-Ⅴ，表在・深部覚中等度鈍麻であった。歩行中

【考察】

体幹が麻痺側へ偏位しており，非麻痺側立脚相の明

脳卒中後の姿勢定位障害の一つであるLPは，pusher

らかな短縮がみられた。歩行速度は16.86±1.2m/

症候群のように積極的に押す現象は観察されないも

min，重複歩距離は46.51±2.6cmであった。片脚立

のの，麻痺側へ身体軸が傾斜する姿勢定位障害であ

位を実施したところ，麻痺側での保持は2秒，非麻痺

る（Karnath_2007）。本症例は，姿勢鏡を用いない

側での保持は実施不可能であった。平行棒等の支持

と麻痺側へ身体軸が傾斜していることを認識できな

物があれば，非麻痺側での片脚立位も可能であり，

かった。そのため姿勢鏡や壁を用い，難易度を下げ

非麻痺側での片脚立位が困難である要因は麻痺側の

た状態で静的な非麻痺側片脚立位保持を積極的に実

筋力低下ではなく，LPによるものであると推察し

施した。ところが，動的な立位や歩行といった場面

た。また，本症例は姿勢鏡を用いないと麻痺側へ身

ではパフォーマンスの向上はみられなかった。そこ

体軸が傾斜していることを認識できなかった。課題

で課題志向型の運動課題として，非麻痺側へ重心を

難易度を下げることを目的とし，姿勢鏡をみながら

偏位せざるを得ない特異的な歩行練習を積極的に反

体幹を非麻痺側に傾斜させ，壁に非麻痺側の骨盤と

復した結果，運動学習を図ることができ，歩行のみ

肩が接地するような，一見，壁に寄りかかってみえ

ならず，立位で行うADL場面においても麻痺側に身

る程の片脚立位保持練習を実施すると，壁などの安

体軸が傾斜することはなくなった。LPを伴う例に対

定した環境下では非麻痺側への重心移動が円滑に行

して，歩行そのものを課題とした課題志向型の反復

えるようになった。ところが，支持物のない場所で

練習が有効な治療手段の一つとなり得る可能性があ

は介入前と変化なく，非麻痺側への重心移動が困難

るものと思われた。

な状態のままであった。そこで静的な運動課題であ

【倫理及び説明と同意】

る片脚立位保持に加え，動的運動課題として麻痺側

対象者に発表に関する説明を行い，署名にて同意を

下肢にKnee Brace(KB)を装着し，あえてクリアラン

得た。
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【基礎・3】

2017年11月19日

キーワード：腹横筋・超音波診断装置・深呼吸

10:40 ～ 11:40

体幹深部筋トレーニングとしての深呼吸はどの肢位で最も効果が
あるのか？
肢位別における最大呼気時の腹横筋の筋厚測定

高橋

和成 1)・福原 隆志 2)・田安 義昌 2)・大場 みゆき 1)・板谷 智子 2)・成田
1)
社会医療法人 明和会 中通総合病院 リハビリテーション部
2)
社会医療法人 明和会 中通リハビリテーション病院

裕一郎 1)

られた際はBonferoni法による多重比較検定にて比較

【目的】
近年，体幹深部筋の重要性は多分野に亘り注目さ

検討した。統計的有意水準は5％未満とした。

れており，様々なトレーニング方法が提案されてい

【結果】

る。その方法の一つとして深呼吸（最大呼気位まで

各肢位の腹横筋の筋厚増加率は背臥位では167±

の呼吸）は誰でも経験がある運動の一つであり，低

34％，座位では203±46％，立位では217±41％で

難易度で腹横筋，多裂筋，また内腹斜筋等の体幹深

あった。群間の差は背臥位と座位で群間に有意差が

部筋の収縮が必要とされ，先行研究でも体幹深部筋

みられた(p＜0.05)。また，背臥位と立位で群間に有

を促通できるトレーニングとしての有効性が確認さ

意差がみられた(p＜0.01)。座位と立位では群間に有

れている。

意差はみられなかった。

そこでより効果的に体幹深部筋を収縮させるために

【考察】

課題実施肢位に着目し，背臥位，座位，立位での腹

本研究の結果から座位，立位での腹横筋の筋厚増

横筋の収縮率を比較検討し，プログラムとして最適

加率が背臥位での腹横筋の筋厚増加率より有意に高

な肢位を確認することを本研究の目的とする。

かったことは，深呼吸課題は背臥位よりも座位，立

【方法】

位を選択した方がより効果的であることが示され，

対象は健常成人男性10名(年齢24.5±2.3歳)とした。

また座位と立位ではどちらの肢位を選択しても有効

筋厚測定は超音波診断装置(F37, 日立アロカメディ

な腹横筋の収縮が得られることが示唆されたと言え

カル株式会社)を使用し，画像表示モードはBモード

る。

で，8MHzのプローブを用い撮影を行った。測定箇

以上より臨床場面で立位を保持することが難しい対

所は右前腋下線上と臍レベルの水平線の交点から前

象者においても，座位で深呼吸を用いた体幹深部筋

内方の部分とし腹横筋の筋厚を測定した。測定肢位

トレーニングは有効であると考えられる。深呼吸は

は背臥位，座位，及び立位の3肢位とした。課題は深

麻痺を有する患者や高齢者にとっても容易に行いや

呼吸(最大呼気位までの呼吸)とし，安静時，及び最

すい運動に行いやすい運動であり，その効果につい

大呼気位の2条件で筋厚測定を行った。なお，最大呼

て今後の検討が必要である。

気は呼気終末で腹横筋が最も厚くなる時の静止画像

【倫理及び説明と同意】

から計測した。安静筋厚の実測値を100％とし，最

被験者に対してヘルシンキ宣言に基づいて，本研究

大呼気位の腹横筋の実測値から筋厚増加率を算出し

の目的と内容を十分に説明し，研究参加の有無に

た。

よって不利益にならないことを口頭および書面にて

統計処理は，腹横筋の筋厚増加率を背臥位，座位，

承諾を得た。

立位の3群にてFriedmanの検定を行い，有意差がみ
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キーワード：ACL・着地・回旋

【基礎・3】

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

片脚着地時の下肢回旋が膝関節に与える影響
新出

卓斗 1,2)・岡田 恭司 3)・若狭 正彦 3)・齊藤 明 3)・木元 稔 3)・柴田 和幸 1,2)
大倉 和貴 1)・鎌田 哲彰 2,4)・佐藤 大道 2,4)・高橋 裕介 2,5)・高橋 仁美 1)
1)
市立秋田総合病院 外科診療部 リハビリテーション科
2)
秋田大学 大学院 医学系研究科 保健学専攻
3)
秋田大学 大学院 医学系研究科 保健学専攻 理学療法学講座
4)
JA 秋田厚生医療センター リハビリテーション科
5)
秋田大学附属病院 リハビリテーション科

【目的】

記録した。また着地時点の特定は足圧分布測定シス

膝前十字靭帯(Anterior Cruciate Ligament：ACL)損

テム（ニッタ社製Fスキャン）を電子角度計と同期さ

傷は他者との接触を伴わずに受傷する非接触損傷の

せ行った。着地後の膝関節最大外反角度および最大

割合が多いとされている。非接触損傷はジャンプか

屈曲角度を求め，各条件間の差をBonferroniの多重

らの着地やカッティングなどの競技動作時に発生す

比較法を用いて検定した。

るとされており，その原因は危険な下肢アライメン

【結果】

トだと考えられている。特に膝関節外反はACLの張

膝関節最大外反角度は，中間位9.9 ± 3.9°，外旋

力・ストレスを増加させるとされておりACL損傷と

位7.6 ± 3.8°，内旋12.7 ± 5.7°であり外旋位が

の関与が考えられている。また着地時の膝関節屈曲

他の肢位より有意に小さく（p <0.05），内旋位が他

角度の減少もACL損傷リスクを高めると報告されて

の肢位より有意に大きかった（p <0.05）。膝関節最

いる。一方で着地時の下肢回旋に関してはACL損傷

大屈曲角度は，中間位57.4 ± 8.8°，外旋位52.6 ±

との関係性が疑われているものの，十分な検討は行

10.3°，内旋57.9 ± 13.9°であり外旋位が他の肢

われていない。そこで本研究は着地時の下肢回旋と

位より有意に小さかった（p <0.05）。

膝関節角度の関係性を明らかにしACL損傷予防の一

【考察】

助とすることを目的とした。

本研究の結果から着地時の下肢内旋は膝関節外反角

【方法】

度を増加させ，下肢外旋は膝関節屈曲角度を減少さ

対象は健常成人30名（男性：15名，女性15：21.9

せることが示唆された。そのため着地時の過度な下

± 1.3歳）とした。課題動作は30cm台上からの片脚

肢内旋，外旋はACL損傷のリスクを高める可能性が

着地とし下肢の回旋は1）中間位，2）外旋位，3）

あると考えられる。

内旋位の3条件とした。回旋は外旋，内旋共に中間位

【倫理及び説明と同意】

より30°とし着地点にマーキングしその直上に着地

本研究は秋田大学医学部倫理委員会の研究指針に

させた。着地の際は下肢のみ回旋させ体幹の回旋が

沿って実施した。また対象者には事前に研究目的

生じないように保持させた。膝関節角度は電子角度

や方法について十分な説明を行い書面にて同意を得

計（Biometrics社製Flexible GonioMeter）を用いて屈

た。

曲-伸展および内反-外反の2軸の測定を行い経時的に
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【基礎・3】

2017年11月19日

キーワード：骨盤運動・柔軟性・安定性

10:40 ～ 11:40

端座位での骨盤運動が身体の柔軟性及び安定性に与える影響
渡部

美穂 1)・加藤 沙織 2)・高橋
1)
公立置賜総合病院
2)
吉岡病院
3)
山形県立保健医療大学

俊章 3)

腹横筋収縮値は非介入群1.0 ± 3.6mmHg，介入群

【目的】
中枢神経疾患患者や腰痛症患者に，座位での骨盤

－1.5 ± 4.6mmHgで介入群の方が有意に減少した

運動を行うことで指床間距離（以下，FFD）が増加

（p<0.05）。SLRでは，非介入群及び介入群ともに

し，座位や立位の安定性が向上することを経験し

有意に増加傾向した（p<0.01）。皮膚可動性は非介

た。しかし，端座位での骨盤前後傾・側方傾斜・回

入群及び介入群で有意な差はみられなかったが，腰

旋運動が身体の柔軟性及び安定性に与える影響を検

背部では介入群の方が増加傾向であった。

討した報告は見当たらない。

【考察】

そこで，本研究では，端座位での骨盤運動が身体

端座位で骨盤運動を行うことで，柔軟性ではFFD

の柔軟性の増加と安定性の向上に与える要因を検討

が有意に増加，腰背部の筋硬度が有意に減少し，体

した。

幹屈曲・左側屈可動域，脊柱の前屈可動性・後屈時

【方法】

の胸椎後彎角，SLRが有意に増加した。また，安定

対象は健常成人22名（男性11名，女性11名，年
齢21.4 ± 0.8歳）である。介入は，骨盤前後傾・側

性では，60秒後の腹横筋収縮値が有意に減少し，側
方FRTが有意に増加した。

方傾斜・回旋運動を各10回ずつ2セット行った。ま

本研究の結果より，柔軟性拡大の要因としては，

た，非介入群として同一被験者に7分間の静止座位の

筋硬度，ハムストリングの伸張，脊柱可動性が関与

前後に同様の測定を行った。測定項目は，FFD，大

していることが考えられた。骨盤の運動を行うこと

腿後面・下腿後面・腰背部の筋硬度と皮膚可動性，

で脊柱の運動が増大したことや，筋活動が促通され

体幹のROM，脊柱可動性，側方FRT，腹横筋収縮値

たことで軟部組織の柔軟性が増加したことが考えら

である。これらの測定には，筋硬度計（NEUTONE

れた。

TOM-N1），スパイナルマウス，StabilizerTM圧バ

また，安定性拡大の要因としては，腹横筋収縮が

イオフィードバック装置（Chattanooga社製）を用

促通されたこと，それに加え体幹の側屈可動性が増

いた。腹横筋収縮値は腹臥位にて実施し，0秒，30

加したことが考えられた。骨盤運動により腹横筋の

秒，60秒値を記録した。

収縮が促通され，この収縮が脊椎の分節的安定性へ

統計処理は，対応のあるt検定を用いて，各群の介

関与したことが考えられた。また，側方への重心移

入前後のパラメーター，及び各群間の介入前後のパ

動の際には十分な骨盤傾斜が必要となる。骨盤の側

ラメーターの差を比較した。統計ソフトSPSSver.22

方傾斜の介入において，平衡反応がより誘発され，

を用い，有意水準は5%とした。

側方の可動性が増加したことが考えられた。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

介入前後のFFDの差は，非介入群0.1 ± 2.0cm，介

本研究対象者には，研究目的や方法，プライバ

入群4.8 ± 2.8cmであり，介入群の方が有意に増加

シー保護のための方法，参加は自由意志で拒否に

した（p<0.01）。腰背部の筋硬度は介入群の方が有

よる不利益はないことについて文書と口頭で十分説

意に減少した（p<0.05） 。体幹屈曲・左側屈ROM

明を行った。また，対象者に質問等の機会を十分与

は介入群の方が有意に増加した（p<0.05）。脊柱

え，かつそれらに対して十分答えたうえで，口頭文

可動性の前屈時可動域及び後屈時胸椎後彎角は介入

書にて同意を得た。また，得られた計測データは個

群の方が有意に増加した（p<0.05）。側方FRTは介

人が特定できないようにコード化し厳重な管理のも

入群の方が有意に増加した（p<0.01）。60秒後の

とで保管した。
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【基礎・3】

2017年11月19日

キーワード：側腹筋・姿勢・超音波診断装置

10:40 ～ 11:40

姿勢の違いによる側腹筋の筋厚・筋硬度の変化
金子

絵梨花 1)・鈴木 克彦 2)・海藤 夏稀 3)
1)
山形県立中央病院
2)
山形県立保健医療大学
3)
鶴岡協立リハビリテーション病院

【目的】

化はみられなかったと考えられる。内腹斜筋は，背

側腹筋は体表から順に外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋

臥位と比較して座位と背伸びで筋厚が増加する結果

からなる。これらの筋は腹圧に関与する筋であり，

であった。抗重力位では内腹斜筋の活動を増加させ

腹圧の上昇は脊柱や下部体幹の安定性に深く関係す

ることで胸腰筋膜の緊張を高め，脊柱や下部体幹を

ると言われている。これまでの研究において，姿

安定させていると考えられる。また，臓器を正しい

勢変化に伴う側腹筋の筋厚・筋硬度に関する一定の

位置に保つための制御的収縮が起こったことも考え

見解はないため，今回は姿勢変化に伴う側腹筋の筋

られる。

厚・筋硬度の変化から，最も側腹筋の活動が増加す

腹横筋において筋厚と筋電図による等尺性筋活動の

る肢位を明らかにすることを目的とした。

間には中等度収縮までは直線的に増加関係が報告さ

【方法】

れている。今回，背臥位と比較して背伸びで腹横筋

対象は整形外科疾患を有さない健常成人男性8名，

の筋厚が有意に増加した。腹横筋は脊柱伸展作用が

女性13名とした。背臥位，座位，立位，背伸びの4

ある多裂筋と胸腰筋膜と連結があり，共同収縮した

肢位において，超音波診断装置を用いて外腹斜筋，

ことが考えられる。また，両上肢を挙上しているこ

内腹斜筋，腹横筋の筋厚と筋硬度を安静呼吸時で測

とにより重心が高くなるため，背伸びは4肢位の中で

定した。測定部位は，右肋骨下縁と腸骨稜の中央で

最も不安定な姿勢となり，不安定な姿勢を保持する

前腋窩線上から25mm前方の位置とした。測定では

ために腹圧を上昇させ脊柱や下部体幹を安定させた

呼吸の影響を避けるために呼気終末の画像から側腹

ことが考えられる。

筋のそれぞれの筋厚を測定した。筋硬度はreal time

今回，筋硬度に関しては3筋すべてで背臥位と他の

elastographyを用いて音響カプラー（22.6 kPa）を

姿勢の間に有意差は認められなかった。腹部は皮下

基準とし，側腹筋各々のStrain Ratioを計測し筋硬度

脂肪が豊富であり，側腹筋の下層には腹腔であるた

値とした。筋厚を5回，筋硬度を10回測定し，それ

め，今回使用したreal time elastographyでは歪みが

ぞれ平均値を求めた。

得られにくかったことも考えられる。

【結果】

今回の結果から，背伸び姿勢の保持が腹腔内圧の上

筋厚では，外腹斜筋は背臥位（5.0±1.1 mm）と他

昇を促し，脊柱や下部体幹の安定性を向上させ，不

の姿勢の間に有意差は認められなかった。内腹斜筋

安定な姿勢の保持や腰痛予防に効果が期待できるこ

は背臥位（7.9±1.7 mm）と比較して座位（8.7±1.9

とが示唆された。

mm）と背伸び（8.4±1.6 mm）で有意に増加した

【倫理及び説明と同意】

（p<0.05）。腹横筋では背臥位（2.9±0.6 mm）と

参加は任意であること，参加に同意しないことを

比較して背伸び（3.2±1.6 mm）で有意に増加した

もって不利益な対応を受けないこと，いつでも撤回

（p<0.05）。筋硬度は，3筋すべてで背臥位と他の

することができること，被験者として選択された理

姿勢の間に有意差は認められなかった。

由，研究の意義・目的・方法・期間，個人情報の取

【考察】

り扱い，研究成果の発表について文書と口頭にて説

外腹斜筋は腹圧への関与が少なく，体幹運動に伴っ

明し，同意を得た。

て働く筋であるため，今回の計測では姿勢ごとの変
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【基礎・3】

2017年11月19日

キーワード：筋内腱・大腿直筋・中間広筋

10:40 ～ 11:40

中間広筋の筋厚が大腿直筋の筋内腱形態に与える影響
髙橋

裕介 1,2)・岡田 恭司 2)・齊藤 明 2)・佐藤 大道 2,3)・柴田 和幸 2,3)・畠山
渡邉 基起 1)・須田 智寛 1,2)・松永 俊樹 1)・島田 洋一 5)
1)
秋田大学医学部附属病院
2)
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座
3)
秋田厚生医療センター
4)
市立秋田総合病院
5)
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

和利 1)

味する。

【目的】
典型的な大腿直筋(以下，RF)の筋内腱は超音波短

統計学的検討では安静時および収縮時のRF/VI比を

軸像で弧形として観察でき，我々はこれまでに若年

中央値で2群(高RF群，高VI群)に分け，アーチ率を比

健常者を調査し，収縮に伴い弧形が減少する(直線に

較するために対応のあるt検定，Mann-WhitneyのU

近づく)ことを報告した。しかし，周囲組織の形態

検定を行った。解析ソフトはSPSS バージョン 24を

変化が筋内腱形態に与える影響については明らかに

用い，有意水準は5%未満とした。

なっていない。そこで本研究は中間広筋(以下，VI)の

【結果】

筋厚に着目し，RFの筋内腱形態に与える影響を明ら

安静時RF/VI比の中央値は1.0，収縮時RF/VI比の

かにすることを目的とした。

中央値は1.6であった。安静時RF/VI比で群分けをし

【方法】

た場合，安静時と収縮時のアーチ率，RFとVIの筋厚

若年女性46名(平均値±SD：年齢21±1歳，身長

変化率に有意差は認めなかった。収縮時RF/VI比で群

159.9±0.7cm，体重52.4±0.8kg)の右下肢を対象

分けをした場合，安静時のアーチ率に有意差は認め

とした。RFの観察は超音波画像診断装置（日立，HI

ず，収縮時のアーチ率は高RF群3.4±4.8%が高VI群

VISION AVIUS：14MHz，リニアプローブ，Bモー

7.0±6.7%よりも有意に低く(p=0.037)，より直線に

ド）を用い，5年以上の経験のある検者1名が実施し

近かった。RFの筋厚変化率には有意差を認めず，VI

た。観察部位は下前腸骨棘と膝蓋骨を結ぶ線の中点

の筋厚変化率は高RF群-32.4±8.4%が高VI群-24.3±

とし，プローブは皮膚面に対して垂直に当て，短軸

6.8%よりも有意に低かった(p=0.001)。

像を撮影した。観察肢位は等尺性膝伸展最大筋力の

【考察】

発揮と同期させるため，股関節・膝関節90°屈曲位

収縮時にRFの筋厚がVIよりも大きい方が筋内腱は

の椅子座位とし，骨盤・大腿遠位部をベルトで固定

直線になる傾向が示された。筋内腱の形態変化は筋

した。筋内腱はプローブを上下方向に動かし，連続

線維の牽引だけではなく，周囲筋の形態変化による

性を確認して同定し，安静時と等尺性膝伸展最大筋

影響を受ける可能性が示された。今後は外側広筋や

力発揮中の動画を記録した。超音波画像からはRFと

内側広筋などの影響を検討する必要があるが，収縮

VIの筋厚を測定し，RFの筋厚をVIの筋厚で除した値

中の筋内腱形態はRF過緊張や広筋群優位な筋萎縮な

(以下，RF/VI比)，安静時と収縮時での筋厚変化率を

どを鑑別する指標の一つになることが期待される。

算出した。筋内腱の形態を測定は足部アーチの測定

【倫理及び説明と同意】

法を参考にして，筋内腱前方端と後方端の距離（A）

本研究はヘルシンキ宣言に則って行い，倫理委員会

に対する筋内腱のカーブの頂点からAに降ろした垂

の承認を得て，すべての対象者に本研究の十分な説

線の距離（B）の比B/Aを算出し，アーチ率(％)とし

明を行い所定の文書で同意を得て実施した。

た。アーチ率は値が低いほど直線的であることを意
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【神経・3】

2017年11月19日

キーワード：脊髄動静脈奇形・感覚障害・運動学習

10:40 ～ 11:40

著明な感覚障害が生じた脊髄動静脈奇形の症例
～部活動復帰に向け,意欲的に取り組んだ術後リハビリテーション～
川井

貴彦 1)・円谷

公洋 1)・百足 昭一郎 1)・田村 清香 1)・遠藤
1)
JA福島厚生連 白河厚生総合病院
2)
一般財団法人広南会 広南病院

俊毅 2)

h），など無意識下の運動強度，難易度を上げた。ま

【はじめに】
今 回 ， 脊 髄 動 静 脈 奇 形 （ s p i n a l a r t e r i o ve n o u s

た，入院から外来リハという環境の変化に合わせた

malformation 以下，脊髄AVM）による感覚障害が影

目標設定による動機づけ，運動に対する結果の知識

響し，歩行，ADL，復学が制限された患者を担当し

（knowledge of results ，以下KR）の付与などを適

た。入院時リハビリテーション（以下，リハ）から

宜行った。その結果，意欲的にリハを実施でき，膀

外来リハへと，環境の変化に合わせた目標設定をす

胱直腸障害は残存するものの，最終的に触圧覚，深

ると共に，運動学習にも着目したリハを実施した。

部感覚軽度鈍麻へ改善。10m通常歩行6.75秒，最速

その結果，目標に向けて意欲的にリハに臨むことが

歩行4.47秒。TUG 7.35秒。雪上や坂道などの屋外歩

できたので，以下に報告する。

行，自転車移動も可能となり，復学し部活動への参

【症例】

加も実現。これにより，リハは終了とした。

男子高校生，バドミントン部に所属。2016年11

【考察】

月，トイレで怒責した際に左股関節痛あり，その後

今回，意欲的にリハに臨むことができ，感覚障害

左下肢のしびれ，運動，感覚障害，膀胱直腸障害等

は改善し，ADLも自立した。復学，部活動も可能と

が出現し，歩行も困難となった。当院受診後，これ

なり，リハを終了することができた要因は，術後の

ら症状の精査目的で他県の病院を受診し，脊髄AVM

回復に加え，感覚障害の改善，動機づけ，KRの付

と診断。同年12月にシャント離断術を施行。術前に

与などによる運動学習が促進されたことであると考

みられた機能障害は改善傾向で，フリーハンド歩行

える。介入初期は，直接的な感覚入力や，視覚的

も可能となったが，左下肢感覚障害や膀胱直腸障害

フィードバックも可能な感覚情報主体の運動を中心

は残存していた。リハ目的で当院へ転院となり，退

に実施した。入院終盤から外来リハでは，歩行や走

院後は週1～2回の外来リハを実施した。

行など，感覚情報を制限し，より自動化された無意

【理学療法経過】

識下の運動を中心に実施した。運動後の声掛け（KR

初回評価はBrunnstrom Recovery Stage（以下BRS）

の付与）も適宜行い，目標に向けて，本人の意欲を

左下肢 5～6。左下肢筋力Manual Muscle Testing

保てるように働きかけた。感覚刺激の判別や，形状

（以下MMT）4～5。左下肢触圧覚，深部感覚中等

や高さを意識させる運動など，感覚情報を強く意識

度～重度鈍麻。歩行は自立だが，立位での更衣動作

するものと併せて自動化された運動も実施した事

一部介助。階段昇降は見守りレベル。10m通常歩

で，感覚障害の回復が運動に汎化され，運動学習が

行 8.78秒，Timed up & Go Test（以下TUG） 11.47

促進されたと考える。また声掛けや目標設定による

秒，膀胱直腸障害あり。介入初期は病棟内ADL自立

動機づけで，意欲的にリハに臨むことができた。こ

を目標に，足部の感覚入力，形状や高さを意識する

のため，運動学習の効果がより高まり，運動能力，

運動など，主に感覚情報主体の運動を実施。入院終

ADL等が向上したと考える。

盤は，閉眼での感覚入力，トレッドミル走行（最

【まとめ】

大5.5km/h）など，感覚情報を制限，且つ無意識下

機能改善だけでなく，高い意欲を維持する事も運動

の運動を中心に実施した。退院時は左下肢BRS 6，

学習には効果的である考えられた。

MMT 5に向上し，ADL，階段昇降などは自立レベ

【倫理及び説明と同意】

ルとなったが感覚障害は残存した。外来リハでは復

今回の報告に関して，対象者と家族に目的と趣旨，

学，部活動復帰と段階的に目標設定し，感覚入力に

個人情報の取り扱いについて十分に説明し，書面に

よる運動も継続しながら，トレッドミル走行（最大

て同意を得た。

7.5km/h），トレッドミルでの後ろ歩き（最大3km/

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

163

第 35 回東北理学療法学術大会
K-2

ポスター発表2

【神経・3】

2017年11月19日

キーワード：装具療法・歩行自立度・高次脳機能障害

10:40 ～ 11:40

重度運動麻痺、多様な高次脳機能障害を呈した症例に対しての装具療法
調整機能付き後方平板支柱型短下肢装具の使用経験
医療法人

志田 充啓・阿部 千恵
社団 脳健会 仙台リハビリテーション病院
行した。右下肢立脚中期以降の

【目的】
本症例は50歳代の女性で，脳室穿破を伴う左被殻

snapping kneeが出現したため抑制可能な制動力を検

出血により，入院時は意識障害，

討し，後方支柱は底屈制動より制限に近いsemiRigid

Brunnstrom Recovery Stage(以下，Brs)右上肢手指

で本人用のRAPSを作製した。足関節角度を背屈5°

Ⅱ下肢Ⅰの重度運動麻痺，重度感覚障害，全失語，

固定から開始し，状態に合わせて固定から背屈5°

右半側空間無視，失行，注意障害等の高次脳機能障

から10°の遊動へと変更した。退院近くになり，

害も出現していた。そのため，自立歩行の獲得が困

snapping kneeが頻回となったため遊動ではなく，背

難であると思われたが，年齢が50歳代と若く，発症

屈5°固定とした。歩行量増加を目的に，自室から食

前より運動習慣があり，訓練を重ね残存機能が高い

堂までの往復の移動を歩行とし，自主運動での歩行

事から，自立歩行の獲得の可能性があると考えた。

も実施した。3階の自室から1階リハビリ室までの移

脳卒中治療ガイドライン2015にて，歩行障害に対し

動も階段を使用しての歩行とした。

て歩行や歩行に関連する下肢訓練の量を多くする事

【結果】

は強く勧められている。それに応じて，長下肢装具

重度運動麻痺に大きな変化はなく，失語，失行，

(以下，KAFO)を使用しての歩行から開始した。運動

注意障害等の高次脳機能障害は残存したが，本人用

課題と装具を調整し，機能性，調整性，外観性に優

RAPSと4点杖を使用し屋内は遠位見守り，不整地を

れた調整機能付き後方平板支柱型短下肢装具(以下，

含む屋外では近位見守りから軽介助での歩行が可能

RAPS)を本人用に作製し，歩行量の増加を図り自立

となった。退院後の移動様式は車椅子自操と介助者

歩行の獲得を目指した。退院時には高次脳機能障害

がいる場合は見守り歩行の併用となった。

の影響が残存し自立歩行は困難であったが，遠位見

【考察】

守り歩行を獲得した症例について，以下に報告す

重度運動麻痺と高次脳機能障害により自立歩行の

る。

獲得が困難と思われた症例に対し，状態に合わせた

【方法】

装具の変更，環境と運動課題の調整，本人用のRAPS

本症例は開始時にはKAFOを使用し，脊髄レベルで

を作製し積極的に歩行を実施した。RAPSの特徴で

のCPG(Central Pattern Generator)を賦活化するた

ある任意の角度で固定や遊動を設定でき，症例の状

め，律動的な歩行から開始した。注意障害に対して

態に合わせて角度を調整した。見守りで可能な設定

外的環境からの刺激を制限し，二重課題が困難なた

角度での歩行量を増やし，安定してから角度や遊動

め無杖での歩行を実施した。その後，左靴を補高

に変更した事で段階的な歩行が可能となった。歩行

し，脚長差により右下肢の遊脚を容易にし，昇降

量増加に伴い症例は自信がつき，意欲の向上も図れ

ベッドを支えとして，近位見守りにてベッド周囲

たと考える。他に，目立たない外観も症例には適し

の歩行を実施した。その後，二重課題の混乱が減

ていたと考える。本症例を通じて，重度運動麻痺，

少したのでside caneを使用しての歩行を開始し，

高次脳機能障害が残存しても，方法や装具等を工夫

semiKAFO，短下肢装具(以下，AFO)に変更した。備

し，積極的に取り組む事で歩行の獲得の可能性が高

品のAFOでは，初期接地時から荷重応答期に右膝伸

まる事を再認識できた。

展位となり，症例には重く体幹側屈の代償動作での

【倫理及び説明と同意】

遊脚となった。そのため，軽量である備品のRAPSを

本症例と御家族に対し，書面と口頭にて説明し，同

使用し，後方支柱をRigid，semiRigid，Standardと試

意を得た事をここに報告する。
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【神経・3】

2017年11月19日

キーワード：重度片麻痺者・長下肢装具・表面筋電図

10:40 ～ 11:40

麻痺側立脚相にswayが生じる重度片麻痺者1例における無杖歩行と
平行棒内歩行時のswayの程度と麻痺側下肢筋活動の比較：Pilot study
大鹿糠 徹・阿部 浩明・辻本 直秀・関 崇志
一般財団法人広南会 広南病院 リハビリテーション科
【目的】

両側の上前腸骨棘，大転子，膝関節裂隙，外果，第

脳卒中片麻痺者の歩行機能は麻痺側下肢筋力との相

五指中足骨頭に取り付けた。得られた3Dデータか

関が高く（Bohannon．2007），片麻痺者の歩行再

ら，swayの指標（以下，sway値）を麻痺側立脚相

建には麻痺側下肢筋力を強化する視点が重要であ

における大転子マーカーの最大側方移動距離として

ると思われる。我々は重度片麻痺者に対する長下肢

算出し，非麻痺側SLを非麻痺側IC時の麻痺側外果

装具（以下，KAFO）を用いた無杖二動作前型歩行

マーカーと非麻痺側外果マーカー間の距離として算

（以下，無杖歩行）が，杖を用いた三動作揃え型歩

出した。またEMG計測筋は麻痺側の大殿筋（以下，

行よりも麻痺側下肢筋活動を増加させることを報告

GM），大腿直筋（以下，RF），腓腹筋内側頭（以

した（大鹿糠ら。2017）が，無杖歩行では麻痺側立

下，MG），前脛骨筋（以下，TA）とし，表面電極

脚相に生じる急激な股関節屈曲，内転運動（以下，

は各筋腹上で装具が接触しない位置に貼付した。得

sway）の制御に難渋する場合がある。その際，平行

られたEMG波形は20～250Hzのバンドパスフィル

棒を用いること（以下，平行棒歩行）でswayが軽減

タ，50msecのRoot Mean Squareにより波形処理がな

し，二動作前型での歩行が容易になることを経験す

され，この波形から3D解析データに対応した麻痺側

る。一方で，平行棒歩行では下肢筋活動に影響を及

立脚相のEMG積分値（以下，IEMG）を算出した。各

ぼし得る下肢荷重量が麻痺側立脚相で減少し，十分

条件においてsway値（cm），非麻痺側SL（cm），

な筋活動を惹起できていない可能性がある。今回，

IEMG（μV/s）の平均値を求め，2条件で比較した。

無杖歩行時にswayが観察された重度片麻痺者1例の

【結果】

無杖歩行と平行棒歩行におけるswayの程度，Step

解析可能な歩行周期は無杖歩行で6周期，平行棒歩

length（以下，SL），麻痺側下肢筋活動の計測を行

行で8周期であった。sway値は，無杖歩行時（7.2

い，若干の知見を得たので報告する。

±0.99）よりも平行棒歩行時（2.64±1.13）に減少

【症例紹介】

し，非麻痺側SLは無杖歩行時（43.31±3.54）より

対象は60歳代の女性。診断名は右視床出血。入

も平行棒歩行時（53.12±6.05）に増加を示した。

院前ADLは全て自立し，Functional ambulation

またMGとRFのIEMGでは無杖歩行時（MG：14.43

categoryは5（完全自立）であった。計測時（第24

±3.18，RF：20.72±3.94）よりも平行棒歩行時

病日）の理学療法評価では，JCSは0，下肢BRSは

（MG：34.16±7.27，RF：35.41±6.09）で高値を

Ⅲ，下肢感覚は重度鈍麻であった。本症例は麻痺側

示した。

下肢支持性低下により歩行においてKAFOが必要であ

【考察】

り，無杖歩行時の麻痺側立脚相においてswayが生じ

無杖歩行時にswayが生じた本症例において，無杖歩

ていた。

行と平行棒歩行を比較した結果，平行棒歩行は無杖

【方法】

歩行よりもswayを軽減し，麻痺側下肢筋活動を増加

測定条件はKAFOを用いた平行棒歩行と無杖歩行の2

させた。しかし，詳細にswayの程度と筋活動を調査

条件とした。歩行計測には三次元動作解析装置MA-

する上では非麻痺側SLや歩行速度などを一定にして

3000（以下，3D）と表面筋電計MYOTRACE400

いないため，これらを統制する必要がある。

（以下，EMG）を用い，約8mの歩行路を各条件で

【倫理及び説明と同意】

2回ずつ計測した。担当セラピストは可能な限り左

対象者には本研究の主旨を十分に説明し，書面にて

右対称的な前型歩行となるように介助した。3D計

同意を得た。

測にあたり，赤外線反射マーカーを胸骨柄の上縁と
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【神経・3】

2017年11月19日

キーワード：高次脳機能障害・嗅覚・在宅復帰

10:40 ～ 11:40

自室・トイレの場所がわからない
後大脳動脈の梗塞を発症し高次脳機能障害を呈した一症例
草苅

尚志・寺崎

聡・宇野 正紀・海藤
みゆき会病院

裕子

【はじめに】

積極的に日常生活場面へ関わることで行動パター

今回，後大脳動脈の梗塞により高次脳機能障害を呈

ンの把握に努め，随時病棟スタッフ，ご家族への

した症例を担当した。本症例の問題点として，廊下

フィードバックを心掛けた。行動特徴として①視覚

に出ると自室に戻れない，トイレに入っても便器が

情報は左側優位となりやすい，②物品は把持すれば

探せない，といった地誌的見当識障害，統覚（知

遂行可能なことがあげられた。病棟内移動に対し

覚）型視覚失認が強くみられていた。在宅復帰を目

て，廊下に指標（目印）など工夫をしたが，指標に

指し，経過の中で嗅覚に着目したところ症状の改善

気づくことができず繰り返し行なっても学習効果は

が認められた。治療経過と考察を加えて以下に報告

得られなかった。X日+11週頃より自室から食堂の席

する。

には迷わず行くことが可能となってきたが，自室，

【症例紹介】

トイレの場所を見つけることは困難であった。味
診断名：脳

覚，嗅覚などが行動記憶に影響を与えやすいのでは

梗塞後遺症による右不全麻痺（両側後頭葉から側頭

と考え，自室での食事や嗜好品であったコーヒーの

葉内側にかけての広範な病巣）

右同名半盲+左上

香りなどを利用して症状の改善に努めた。X日+20週

現病歴：X日自宅で倒れているところを発

の時点でFIM114点，MMSE20点，RBMT2/24点，

見，意識障害ありA病院へ搬送。X日+39日リハビリ

重度記憶障害は残存したが自室，トイレの場所は把

継続目的にて当院へ転院となる。

家族構成：妻，

握可能となり，病棟内移動が自立となった。X日+25

本人の希望：家族を守りたい。家

週頃の在宅復帰を目指し外出練習など継続中であ

年齢・性別：63歳男性

1/4盲

息子の3人暮らし
に帰りたい。

職業：きこり

家族の希望：1人で留守番できるこ

る。

と。

【考察】

【理学療法評価（転院時）】

脳は求心性（感覚性）情報の入力を受けて初めて適

Brunnstrom Recovery Stage:右上肢下肢手指Ⅵ

切に働くとされており，本症例では視覚情報が有益

Functional Independence Measure（以下FIM）：

な情報源とはなりにくい状態であった。経過の中

64点

食事：箸にて自立。食堂の席まで誘導必要。

で，食堂の席には迷わず行くことが可能になったこ

整容：髭剃り，歯ブラシなど視界に入っても認識で

とに着目し，味覚，嗅覚が行動記憶に何らかの影響

きず。把持すれば遂行可能。入浴：床頭台より着替

を与えているのではと推察した。北西ら（2015）は

えの準備などは困難。シャンプー，石鹸の選択は声

側頭葉内側の海馬体−嗅内皮質には，場所細胞，格

かけ必要。更衣：目の前に準備されていれば可能。

子細胞，頭部方向細胞が存在し，空間認知をささえ

排泄：便器，手洗いなど認識困難にて誘導必要。

る「地図」としての働きがあると述べている。嗅内

Mini Mental State Examination（以下MMSE）：14

皮質はニオイの中枢だけでなく，海馬に依存する空

点

見当識，計算，遅延再生，図形模写にて減点。

間記憶やエピソード記憶に深く関与すると考えられ

Rivermead Behavioral Memory Test（以下RBMT）：

ており，これらの要因が症状の改善に貢献したもの

標準プロフィール点1/24点

と考える。

重度記憶障害あり。

高次脳機能障害：全般性注意障害，地誌的見当識障

【倫理及び説明と同意】

害，統覚（知覚）型視覚失認が認められる。

今回の発表に伴い患者様とご家族に十分に説明し同

【治療及び経過】

意を得た。
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【神経・3】

キーワード：両側ラクナ梗塞・内側運動制御系・体幹失調

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

両側ラクナ梗塞により著明な体幹失調を呈した症例
～姿勢制御の破綻に対する理学療法介入と病態の考察～
三瓶 一雄・大竹 政充・蔵品 利江・横田 富士夫
(一財)総合南東北病院 リハビリテーション科
【目的】

後，片側支持練習・ステップ動作練習へ移行。理学

両側同時期に発症した脳梗塞の病態は片側脳梗塞と

療法最終評価：Br-stage（Rt/Lt）；Ⅳ-Ⅳ-Ⅴ /Ⅴ-Ⅴ-

異なると思われるが，その症例報告は少ない。今

Ⅳ 。体幹失調は軽減した。座位保持は上肢支持なし

回，両側被殻から放線冠の脳梗塞を発症した症例の

で可能。起立・立位保持は上肢支持あれば可能。感

理学療法を担当した。本症例は梗塞巣が小さいにも

覚障害軽度。FACT；8/20点。トイレ排泄状況；立

関わらず著明な体幹失調を呈し，日常生活動作（以

ち上がり・移乗は見守り。清拭・下衣操作は一部介

下，ADL）に介助を要した。内側運動制御系の賦活

助。motorFIM；48/91点（トイレ移乗4点，トイレ

及び体幹失調へのアプローチを中心とした理学療法

動作4点）

介入を行い，姿勢制御の改善及びADLの改善が見ら

【考察】

れたため，本症例の理学療法介入と病態に関する考

梗塞巣から，大脳基底核-大脳皮質-視床間の運動

察を報告する。

ループ（両側），皮質橋小脳路（右），上視床脚

【方法】

（右），皮質網様体脊髄路の障害が推察された。そ

70歳代，女性。梗塞巣：両側被殻～放線冠。理学療

れらによって体幹の随意運動の調整障害，体幹部の

法初期評価：Br-stage（Rt/Lt）；Ⅵ⁻Ⅵ-Ⅵ/Ⅴ-Ⅴ-

大脳性運動失調，体性感覚の低下，体幹低緊張を呈

Ⅲ。左上下肢運動失調。体幹の低緊張と著明な運動

したと考える。片側ラクナ梗塞では麻痺は軽度で，

失調。座位・立位姿勢共に屈曲姿勢で支持物が無い

反対側での代償機能も有するため，体幹機能に関し

と姿勢保持不可。臨床的体幹機能検査（FACT）；

ては比較的軽症であることが多い。しかし，本症例

1/20点。トイレ排泄状況；下衣操作・清拭は全介

は両側ラクナ梗塞のため代償機能が働かず，体幹低

助。その他，半介助。motor FIM；37/91点（トイレ

緊張と運動失調，感覚障害が複合的に影響して著明

移乗2点，トイレ動作1点）。後方視的に本症例の理

な体幹失調が生じたと考える。理学療法介入におい

学療法介入と病態に関して考察した。

て，姿勢制御の破綻があることから内側運動制御系

【結果】

の賦活と運動失調の改善を図る必要があった。座

理学療法介入経過：端座位練習では後方介助にて

位・立位共に介助や環境調整によって不安定性を補

不安定性を補い，上肢の反復運動を提供。弾性包帯

い，過剰努力を除きながら荷重感覚を促通する反復

を体幹部に使用して感覚入力を促し，さらに鏡によ

運動を実施。段階的に動的な練習へ移行。体幹固定

る視覚的フィードバックも活用しながら，静的座位

性及び荷重感覚を促通するため感覚入力や視覚的

から動的座位へ移行。立位・歩行練習は両上肢支持

フィードバックを活用した。結果，姿勢制御の改善

し且つ後方介助にて不安定性を補って実施。第10病

及び体幹失調の軽減，ADLの改善がみられた。梗塞

日目に左梗塞巣・麻痺の増悪。Br-stage（Rt）Ⅲ-Ⅲ-

巣からの病態の推察と実際に生じた症状及び理学療

Ⅳ。軽度の感覚障害も出現。体幹がより低緊張とな

法介入の効果から，病態を捉えることが重要であ

り座位・立位ともに静的姿勢が崩れやすくなったた

る。

め，両上肢支持による座位・立位での静的姿勢保持

【倫理及び説明と同意】

練習及び反復運動を提供。歩行練習は左下肢にニー

ヘルシンキ宣言に則り，対象者には本報告に関する

ブレイスと足関節背屈を促す電気刺激を併用。静的

内容等を十分説明し，同意を得た。

座位姿勢が安定した後，車椅子駆動練習を追加しさ

個人情報は当院の個人情報管理規定に従って管理し

らに動的な座位へ移行。体幹固定下での上下肢マシ

た。

ントレーニングも追加。両上肢支持立位が安定した
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【神経・4】

2017年11月19日

キーワード：脳卒中・痙縮・関連因子

10:40 ～ 11:40

脳卒中後の痙縮発生に関連する要因の調査: リテラチャーレビュー
渡邊

慎吾・小野

修・茂木

崇宏・小関 忠樹・櫻井
須賀 康平
済生会 山形済生病院

佳宏・江川

廉

のうち，最終的な引用論文数はシステマティック

【目的】
脳卒中後遺症の1つに痙縮があり，痙縮は機能障害

レビュー1編を含む，合計18編であった。痙縮は

や生活の質 (QOL) の低下をもたらすとされている。

Modified Ashworth Scale (MAS) 単独で評価している

痙縮に対する治療として，ボツリヌス療法の有効性

ものが13編と最も多かった。痙縮発生に関連する要

を報告している研究は数多く存在する。近年では脳

因として最も多く報告されていたのはBarthel Index

卒中発症後，早期のボツリヌス療法の効果を検討し

(BI) の低スコア; 4編であった。脳卒中の総合的評価

た研究も散見される。しかし，その対象者の取り込

スケールではNIH Stroke Scale (NIHSS); 1編，British

み基準は様々であり，痙縮発生に関連する要因を踏

Medical Research Council Scale; 1編との関連が報告

まえた対象者の取り込みを行っている研究はほとん

されていた。また機能障害では，麻痺の重症度・ 筋

ど見当たらない。これらに関連する要因を早期に同

力; 9編 (重複を含む)(Fugl-Meyer Assessment (FMA)

定することは，不必要な治療を回避し，効果的な治

上肢項目; 2編，Brunnstrome stage; 1編，NIHSS上肢

療の提供へと導く可能性があると考えられる。そこ

項目; 2編，Motricity Index (MI); 1編，MI上肢項目; 1

で本研究は脳卒中発症後1年以内の痙縮発生に関連す

編，European Stroke Scale上肢・ 足部項目; 1編，評

る要因を調査することを目的とし，論文のレビュー

価尺度の記載なし; 1編)，感覚障害; 3編 (FMA感覚項

を実施した。

目; 2編，触覚検査; 1編)，ROM; 1編，疼痛; 1編など

【方法】

が報告されていた。その他に年齢，喫煙歴，脳の損

論文検索はPubMedを使用し，「 ”spasticity” AND

傷部位および損傷側などが少数ながら報告されてい

“stroke”」，「 “spasticity” AND “cerebrovascular

た。1編のみコントロール群との比較において，有意

accident”」，「 ”spasticity” AND “CVA”」，「 ”

な関連因子はなかったと報告していた。

spasticity” AND “predictors”」，「”spasticity” AND

【考察】

“risk factors”」，「”post stroke spasticity” AND

本研究の結果から脳卒中後の痙縮発生に関連する要

“predictors”」，「”post stroke spasticity” AND “risk

因として，BIをはじめ，種々の要因が挙げられた。

factors”」のキーワードで検索を行い，2017年5月

これらの要因を有する患者に対し，早期から薬物療

22日時点で公表されていた論文を取り込んだ。な

法や理学療法を提供することで，痙縮に起因する機

お，対象言語は英語のみとした。その後，重複した

能障害の重症化を予防し，QOL低下の予防をもたら

論文を除外し，さらに表題，要旨から本研究の目的

す可能性があると推察される。しかしながら，各研

に合致する論文を抽出した。痙縮の部位については

究のアウトカムの相違から，痙縮発生に関連する要

上肢，下肢に関連する評価を行なっている論文を対

因において一致した見解は得られていないようであ

象とした。ケースレポート，ケースシリーズおよび

る。さらに，MASは臨床現場で簡便に用いられる痙

リテラチャーレビューは除外した。最終的にフルテ

縮の評価手法ではあるが，その妥当性は不明瞭であ

キストが取得可能であった論文を本研究で引用し

ると報告している研究もあることから，これらを踏

た。

まえたさらなる研究が必要とされる。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

論文検索の結果，合計2015編が検索された。そ
こから重複および英語以外の論文を除いた1890編

論文のレビューため，特別な倫理的配慮，説明と同
意は必要としなかった。
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【神経・4】

2017年11月19日

キーワード：脳卒中片麻痺・下肢筋力・歩行能力

10:40 ～ 11:40

脳卒中片麻痺者における下肢筋力の推移と歩行能力の関連
竹山 大輔・丹保 信人・寺田 汐里・阿部 裕哉
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院
【目的】

とした。計測項目は，歩幅（cm），歩数（歩），歩

脳卒中片麻痺者（CVA）の麻痺側下肢筋力は歩行

行速度（m/min）とした。解析は，10m歩行3回分

能力と関連する（Bohannon，2007）ことが報告

の各計測項目を加算平均処理した。

されており，CVAの歩行能力を評価する上で重要な

各評価項目の測定時期は，発症から1ヵ月・2ヶ月・

評価項目の一つである。中でも，膝関節伸展筋力

3ヶ月目とした。

（Bohannon，1992）や股関節屈曲筋力，足関節底

【結果】

屈筋力（Nadeau，1999）は歩行速度と高い関連性

測定項目の結果は，1ヵ月/2ヶ月/3ヶ月目の順に記

が示されている。以上より，麻痺側下肢筋力を向上

載する。筋力の単位はNm/kgとする。

させることはCVAの歩行能力を改善するために重要

①股関節屈曲筋力［麻痺側］A：0.14/0.46/0.5，

であると考える。本研究の目的は，当院入院中の

B：0.47/0.59/0.61。［非麻痺側］A：

CVA2例に対して，Hand-Held Dynamometerを用い

0.56/0.8/0.98，B：0.63/0.71/0.74。②膝関

て麻痺側および非麻痺側股関節屈曲筋力・膝関節伸

節伸展筋力［麻痺側］A：0.53/0.74/0.75，

展筋力・足関節底屈筋力を経時的に測定し，下肢筋

B：0.96/1.03/1.07。［非麻痺側］A：

力の推移が歩行能力に与える影響について検証する

0.96/0.97/1.08，B：1.27/1.28/1.3。③足関

ことである。

節底屈筋力［麻痺側］A：0.14/0.19/0.2，B：

【方法】

0.1/0.18/0.2。［非麻痺側］A：0.29/0.33/0.35，

対象者A：50歳代，男性。脳梗塞（内包後脚）。右

B：0.24/0.29/0.31。④歩幅（cm）A：48/59/67，

片麻痺。下肢Brunnstrom Recovery Stage（BRS）：

B：57/62/62。⑤歩数（歩）A：20.8/17.1/14.9，

Ⅳ。身長177cm，体重73kg。対象者B：60歳代，男

B：17.5/16.2/15.7。⑥歩行速度（m/min）A：

性。脳梗塞（橋）。右片麻痺。下肢BRS：Ⅳ。身長

43/59/67，B：54/67/71。

171cm，体重61kg。

2症例ともに，麻痺側および非麻痺側の各筋群の筋力

下肢筋力の測定は，Hand-Held Dynamometer

値は増大を認め，歩行能力も向上した。

®

MICRO FET2 （HDD，日本MEDIX社製）を使用し

【考察】

た。測定部位は，麻痺側および非麻痺側の股関節屈

股関節屈筋や足関節底屈筋は，立脚中期以降の下肢

曲・膝関節伸展・足関節底屈の最大等尺性筋力とし

関節の制御と遊脚相での下肢の振り出しを補助す

た。測定肢位は，徒手筋力検査法に準じてプラット

る。各筋群の筋力向上により，歩幅の増大と，歩数

ホーム上で測定した。HDDのセンサーパッドの位置

の減少に関与した可能性がある。その結果，歩行速

は，股関節屈曲は大転子から30cm遠位，膝関節伸展

度が向上したと考える。本研究は先行研究を支持す

は膝関節裂隙から30cm遠位，足関節底屈は外果から

る結果となった。加えて，非麻痺側の各筋群に筋力

10cm遠位にそれぞれ統一した。測定は，約3秒間の

向上を認めたことから，廃用性筋力低下の改善も歩

最大等尺性収縮を3回反復した。センサーから導出さ

行能力の向上に関与した可能性がある。以上より，

れた力（N）とそれぞれのアーム長の積であるトル

CVAの歩行能力を評価する上では，非麻痺側下肢筋

ク（Nm）を対象者の体重で除して正規化（Nm/kg）

力の影響を考慮する必要があると考える。

し，データを加算平均処理した。

【倫理及び説明と同意】

歩行能力の評価は，前後3mの助走路を設けた快適歩

報告にあたり書面にて同意を得て，当院倫理審査委

行速度下での10m歩行とした。計測機器は，Honda

員会の承認を得た（承認番号59）。

®

社製歩行アシスト を使用し，アシストトルクはOFF
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【神経・4】

キーワード：心原性脳塞栓症・ワーラー変性・運動麻痺

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

心原性脳塞栓症患者の皮質脊髄路におけるワーラー変性の有無と
運動麻痺の重症度との関係
岸 広樹・大竹 政充・三瓶 一雄
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
【目的】

日。t-PA0名，血栓回収2名。

脳卒中発症後，運動麻痺の回復を阻害するものの1

ワーラー変性なし(3名)：年齢48～81歳。男性3名。

つに損傷領域より下降する皮質脊髄路に生じるワー

入院時Brs上肢Ⅰ～Ⅲ，手指Ⅰ，下肢Ⅱ～Ⅴ。退院時

ラー変性がある。ワーラー変性は発症より7日目以降

Brs上肢Ⅲ～Ⅳ，手指Ⅰ～Ⅳ，下肢Ⅳ～Ⅴ。退院時

の拡散強調画像（以下，DWI）または2～3ヶ月以降

FIM50～117点。意識障害1桁2名，2桁1名。半側空

のT2強調画像（以下，T2）にて評価が可能である。

間無視1名，失語2名。糖尿病0名。在院日数21～58

これまでワーラー変性の有無や程度が運動麻痺の

日。t-PA0名，血栓回収1名。

重症度に関連するといった報告は多々なされてきた

【考察】

が，病型や病巣の大きさを限定し，ワーラー変性の

Watanabeらは脳卒中患者における運動麻痺重症度は

有無と運動麻痺の重症度との関係に関する報告は少

ワーラー変性の有無と関連があると報告している。

ない。今回，心原性脳塞栓症患者を対象に目視的に

また，藤田らは放線冠梗塞症例において，運動麻痺

観察したワーラー変性の有無と運動麻痺の重症度と

重度の症例で高度のワーラー変性が見られる傾向が

の関係について検討したため，以下に報告する。

あると報告している。対象を病巣の大きさが比較的

【方法】

同一で，かつ初発の心原性脳塞栓症患者に限定した

対象は当院脳外科及び神経内科に入院した初発の心

今回の検討においても，退院時Brsはワーラー変性を

原性脳塞栓症患者の中で，梗塞巣が中大脳動脈M1

有する症例で重度である傾向が見られ，先行研究同

領域の広範にわたり，病巣の大きさが比較的同一で

様，ワーラー変性と運動麻痺の重症度との関連を示

あった6名とした。後方視的にワーラー変性の有無，

唆する傾向となった。また，ワーラー変性を有する

急性期病院退院時Brunnstrom stage(以下，Brs)，退

症例では退院時FIMが低値を示す傾向が見られた。

院時Functional Independence Measure(以下，FIM)

ワーラー変性を有することで運動麻痺の回復が乏し

を調査した。また退院時Brs及び退院時FIMに影響す

く，その結果ADLの低下に影響したと考えられる。

る因子として年齢，性別，急性期症状の重症度(意識

ただし，ワーラー変性を有する症例は比較的高齢で

障害の程度，入院時Brs，高次脳機能障害の有無)，

あり，かつより重度の意識障害や半側空間無視を多

糖尿病の有無，在院日数，tPA及び血栓回収の有無を

く有する傾向も見られ，これらの要因も運動麻痺の

調査した。対象は入院直後及び発症より7日目以降に

重症度やADLに影響を及ぼした可能性が十分考えら

DWIまたは3ヶ月以降にT2を撮影し，ワーラー変性

れ，今後はこれらの要因による影響を考慮して検討

の有無は中脳大脳脚，橋底部，延髄錐体にて目視的

する必要がある。症例よっては急性期早期の段階で

に評価した。

ワーラー変性の有無が目視でも判断可能であり，長

【結果】

期的な運動麻痺回復の程度を急性期早期に予測する

対象6名(年齢48～85歳，男性4名，女性2名)の内，

上でワーラー変性は一つの指標になり得ると考えら

ワーラー変性の所見は3名で見られた。

れた。ただし，軽微なワーラー変性は目視的に評価

ワーラー変性あり(3名)：年齢70～93歳。男性1名，

するには限界があり，今後は定量的な評価を用いた

女性2名。入院時Brs上肢Ⅰ～Ⅱ，手指Ⅰ～Ⅱ，下肢

検討が必要と考えられる。

Ⅱ。退院時Brs上肢Ⅱ，手指Ⅰ～Ⅱ，下肢Ⅱ～Ⅳ。

【倫理及び説明と同意】

退院時FIM24～48点。意識障害JCS2桁3名。半側空

本発表は，当法人における倫理審査委員会の了承

間無視3名，失語2名。糖尿病0名。在院日数30～50

（承認番号D17‐11）を得て実施した。
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【神経・4】

キーワード：超高齢者・脳卒中・回復期リハビリテーション

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

自宅復帰可能となった超高齢脳卒中患者の回復期病棟入棟時の特徴
高橋

亜紀穂・皆方

伸・佐々木 杏奈・竹内 ひなた・佐々木
秋田県立脳血管研究センター

正弘

【目的】

は自宅群84.2±4.0歳，不可群83.1±2.6歳で，有

我が国は年々高齢化率が上昇し，平成28年度版高齢

意な差は認めなかった。他の調査項目で2群間の差

社会白書によると現在の高齢化率は26.7％であり，

を認めた項目は，入棟時上肢BRS：自宅群5.5(5.0-

2060年には高齢化率は約40％にまで上昇すると推

6.0)，未復帰群4.0(4.0-5.0)，（P<0.05）・入棟時下

計されている。このような高齢化に伴い，脳卒中患

肢BRS：自宅群6.0(6.0-6.0)，未復帰群4.5(4.5-5.0)，

者に対するリハビリテーションにおいても，高齢患

（P<0.05)・入棟時FIM-m：自宅群64.9±15.5，未復

者の転帰先の検討に難渋する機会は少なくない。し

帰群26.9±18.0，（P<0.001)・入棟時FIM-c：自宅

かし，脳卒中患者の転帰先の関与する因子を検討し

群25.9±5.3，未復帰群12.1±5.7，（P<0.001)の4

た報告はなされているが，80歳以上の超高齢者に焦

項目であった。

点を当て検討したものはない。そこで，本研究の目

次に，上記の4項目を説明変数としたロジステッ

的を超高齢脳卒中患者が自宅復帰の可否に関わる因

ク回帰分析では，入棟時FIM-cが有意な変数として

子を後方視的に検討することとした。

抽出された(オッズ比=0.05，adjusted R²＝0.62，

【方法】

P<0.01)。ROC曲線を使用し，算出したFIM-cの

対象は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

カットオフ値は19点であった（感度0.875，特異度

の期間に当センター回復期病棟に入退棟した除外基

1.000．AUC 0.957)。

準に該当しなかった80歳以上の脳卒中患者21例とし

【考察】

た。除外基準は，①全身管理のために転院となった

80歳以上の高齢脳卒中患者における，自宅復帰可能

症例，②再発例とした。また対象群を，自宅復帰群

な症例の回復期病棟入棟時の特徴は，上下肢の運動

(以下，自宅群)と自宅未復帰群(以下，未復帰群)の2

麻痺が比較的軽度であり，ADLにおける運動機能と

群に分類した。検討する項目は，入棟時上肢BRS・

認知機能が良好である可能性が示唆された。また，

入棟時下肢BRS・入棟時FIM運動項目総得点(以下，

その中でも回復期病棟入棟時のFIM-cが関与する因子

FIM-m)・入棟時FIM認知項目総得点(以下，FIM-c)・

であり，そのカットオフ値である19点であった。先

FIM利得・発症から回復期病棟入棟までの日数・回

行研究においても，脳卒中患者の自宅復帰には認知

復期病棟在棟日数とした。検討方法は，はじめに，

機能が重要であるという報告が多数あり，本研究も

調査項目における 2群間の差の検討のためt検定，ま

それらを支持する結果となった。しかし本研究の意

たはMann-Whitney U検定を行った。次に，2群間で

義として，回復期病棟入棟時にFIM-c19点未満であ

差を認めた項目を説明変数とし，自宅復帰か否かを

る高齢脳卒中患者が自宅復帰を希望する場合には，

目的変数としたロジステック回帰分析を行った。さ

より早期から家族指導や福祉サービス調整などの退

らに，ロジステック回帰分析で選択された変数にお

院支援の必要性を示すものであると考えらえた。

いて，自宅復帰可能となるカットオフ値をROC曲線

【倫理及び説明と同意】

により算出した。有意水準はすべて5％未満である。

本研究は，入院時に診療データを研究で使用するこ

【結果】

とに対して同意が確認できた症例のみを対象とし

対象群の内，自宅復帰群は13名，未復帰群は8名で

た。また，データ解析にあたり個人が特定できない

あり，復帰率は61.9%であった。対象群の平均年齢

よう配慮を行った。
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【神経・4】

キーワード：脳卒中・拡散テンソル画像・皮質網様体路

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

皮質脊髄路の明らかな損傷と皮質網様体路の残存を認めた重度片麻痺者
の近位筋優位な運動機能の回復と歩行能力の回復についての一考察
一般財団法人

辻本 直秀・阿部 浩明
広南会 広南病院 リハビリテーション科

【はじめに】

脚におけるfractional anisotropy値の比（以下，FA

拡散テンソル画像（以下，DTI）を応用することで，

ratio）を求めたところ0.77であった。このFA ratioに

白質神経線維束の仮想的な走行の描出や神経構造に

ついては，脳卒中後の運動機能の回復が良好な症例

生じる変化の定量的な評価が可能である。このDTIで

（0.87～0.96）に対して，回復が不良な症例（0.70

脳卒中後の皮質脊髄路（以下，CST）と皮質網様体

～0.82）では有意に低値を示すことが報告されてお

路（以下，CRT）の損傷の程度を評価することは，

り（Kusano et al. 2009），本症例の運動機能の回復

運動機能のみならず歩行能力の予後をも予測する一

は不良であると予測された。一方で，補足運動野と

手段として有効であると考えられている。今回，脳

運動前野から脳幹網様体に至るCRTは非損傷側のみ

動静脈奇形（以下，AVM）破裂による脳出血発症後

ならず損傷側でも描出され，その描出線維数は非損

のDTI所見で，CSTの損傷とCRTの残存が確認された

傷側より多かった。

重度片麻痺者を担当した。本症例のCSTの損傷の程

【最終評価（113病日）※変化項目のみ記載】

度から運動機能の予後は不良であることが予測され

JCS：0

たが，発症から約4ヶ月後には近位筋に優位な運動機

（股）3（膝）3

能の回復がみられ，短下肢装具（以下，AFO）装着

害により見守りを必要としたものの，Gait Solution

下でT字杖歩行が可能となった。本症例の経過を報告

足継手付きAFOとT字杖を使用し介助を必要とせず歩

し，DTI所見からみた回復のメカニズムについて考察

行可能となった（FAC：3

した過程を報告する。

【考察】

【症例紹介】

DTI所見では損傷側のCSTが全く描出されなかった

SIAS運動機能：上肢近位3
下肢遠位1

下肢近位

歩行：高次脳機能障

MWS：58.8m/min）。

診断名：AVM破裂による

が，CRTは非損傷側のみならず損傷側でも良好に描

現病歴：意識障害で発症し

出された。CRTは脳幹網様体に投射し，網樣体脊髄

近院へ救急搬送された。31病日にAVM摘出術の目的

路（以下，RST）につながる。RSTは体幹と両上下

で当院へ入院し，40病日に術前評価としてDTIが撮

肢の近位筋を支配し，予測的な姿勢制御や歩行に関

像された。71病日に開頭AVM除去術及び頭蓋形成術

与すると考えられている（高草木，2009,2011）。

が施行された。

DTIにて描出されるCRTについては，近位筋優位

【初回評価（33病日）】

の筋力低下との関連性（Do et al. 2013，Yeo et al.

年齢：16歳

性別：男性

右前頭葉皮質下脳出血

JCS：2

SIAS運動機能：上肢近位2

下肢近位（股）2（膝）1

上肢遠位1A

下肢遠位0

腱反射：

2013）や歩行機能との関連性（Jang et al. 2013，
Yoo et al. 2014）が複数報告されている。本症例は

高次

遠位筋の回復が不良であったにも関わらず，近位筋

歩行：下肢

に優位な運動機能の回復が得られ，歩行能力が回復

支持性の著しい低下により長下肢装具を必要とした

した。これらの背景には損傷を免れたCRTが寄与し

（FAC：0）。

た可能性があると思われた。

【DTI所見】

【倫理及び説明と同意】

損傷側のCSTは全く描出されず，完全に断裂してい

本人及び家族に本発表の主旨を説明し同意を得た。

軽度亢進

表在・深部感覚：重度鈍麻～脱失

脳機能障害：半側空間無視

注意障害

ると思われた。さらに損傷側と非損傷側の中脳大脳
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【運動器・スポーツ・3】

キーワード：人工膝関節置換術・10ｍ歩行速度・カットオフ値

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

人工膝関節置換術後の退院時10m歩行速度カットオフ値に影響する
因子について
通常歩行速度１ｍ/秒のカットオフ値に着目して
小泉 康之・天野 広泰・安永 亨
いわき市立総合磐城共立病院
では，非術側膝屈曲ROMで，A群で有意に大きい値

【目的】
人工膝関節置換術（以下TKA)は，変形性膝関節症に

を示し，10m歩行速度においても，A群で有意に速

対して膝関節の除痛や機能改善等に用いられ，良好

い値を示した。退院時では，術側膝関節伸展筋力，

な成績が報告されている。近年，早期退院が求めら

非術側膝関節屈曲筋力において，A群で有意に高値

れる中，術後早期の歩行能力の獲得が求められてい

を示した。また交絡因子の年齢においては，A群で

る。退院時歩行能力の評価の一つに10m歩行テスト

有意に低い値を示した。その他の項目では，有意差

があり，村永は通常歩行や青信号を渡り終えるカッ

は認められなかった。ロジステック回帰分析では，

トオフ値を1m/秒と報告しているが，その因子に関

年齢(オッズ比:0.8:p<0.05)，退院時の術側膝関節伸

しての報告はない。そこで今回，退院時の10m歩行

展筋力(オッズ比:8.2:p<0.05)，非術側膝関節屈曲筋

速度を1m/秒以上と未満に分けて，術前の歩行速度

力(オッズ比:11.8:p<0.05)が因子として選択され，各

や術前・術後の関節可動域（以下，ROM）や筋力

項目のカットオフ値は，年齢で72.0歳(感度:0.55，

等の因子が10m歩行速度のカットオフ値に及ぼす影

特異度:0.70），術側膝関節伸展筋力で1.36N/kg(感

響を比較検討し，臨床の一助になることを目的とし

度:0.76，特異度:0.61），非術側膝関節屈曲筋力で

た。

1.44N/kg(感度:0.72，特異度:0.60）であった。

【方法】

【考察】

対象は，本院でTKAを施行した80脚（男性19例，

本研究では，年齢，退院時の術側膝関節伸展筋力，

女性61例），平均年齢は72歳（56-86歳）とした。

非術側膝関節屈曲筋力が退院時10m歩行速度のカッ

平均在院日数は19.6±3.6日であった。測定項目は，

トオフ値に影響を与える因子として選択された。

術前・退院時の術側・非術側のROM(股関節伸展・膝

Himannらは，歩行速度は60歳から加齢とともに減

関節屈曲・伸展），ハンドヘルドダイナモメーター

少することを報告しており，本研究のTKA患者にお

(以下，HHD:mobieMT）を用いた筋力値(膝関節屈

いても同様なことが認められ，10歩行速度のカッ

曲・伸展），10m歩行速度とした。また，HHD筋力

トオフ値に対して影響を及ぼしている可能性が示唆

値を体重で除した値を算出し，補正値（N/kg)とし

された。また，膝伸展筋力に関して，Holmらは，

た。退院時の10m歩行速度のカットオフ値を1m/秒

術直後の歩行速度は膝伸展筋力と有意な相関を示し

とし，2群（A群:1m/秒以上，B群:1m/秒未満）に分

たことを報告しており，本研究を支持している。非

け，年齢，BMI，在院日数，術前・退院時の術側・

術側の膝関節屈曲筋力に関しては，術直後のため，

非術側のROM，HHD筋力値，術前の10m歩行速度に

術側よりも非術側のハムストリングスを使い前方へ

対して，A.B群間の比較を対応のないt検定とMann-

の推進力を作り出している可能性が示唆された。本

Whitney検定で行い，有意差が認められた項目を独

研究の結果から，TKA後の理学療法において，退院

立変数，退院時10m歩行速度を従属変数としてロジ

直後のより実用的な歩行獲得のためには術側のみな

ステック回帰分析を行った。その後ロジステック回

らず，非術側の状態を考慮したバランスの良いアプ

帰分析にて選択された因子のカットオフ値を受信者

ローチの必要性があると考えられた。

動作特性を用いて算出した。また有意水準を5%とし

【倫理及び説明と同意】

て検定した。

本研究は，ヘルシンキ宣言に従って個人情報の取り

【結果】

扱い等に十分に注意し，研究を施行致しました。

A.B群間の比較で有意差が認められた項目は，術前
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【運動器・スポーツ・3】

2017年11月19日

キーワード：TKA・TUG・カットオフ値

10:40 ～ 11:40

人工膝関節全置換術後患者のTUGが11秒未満となる因子と
カットオフ値の検討
天野 広泰 1)・小泉 康之 1)・安永 亨 2)
1)
総合磐城共立病院 リハビリテーション室
2)
総合磐城共立病院 整形外科

【はじめに】

和が最大となる閾値）を算出した。統計ソフトは，

Timed Up & Go Test（以下，TUG）は，バランス能

EZR version 1.33を使用し，有意水準は5％とした。

力，歩行能力，易転倒性の評価として用いられてい

【結果】

る。日本整形外科学会では，運動器不安定症の機能

A，B群間の比較において有意差が認められた項目

評価基準をTUG11秒以上と開眼片脚起立時間15秒

は，非術側膝屈曲筋力体重比（A群はB群より高値）

未満としており，完全な自立歩行ではない者を抽出

と非術側膝伸展筋力体重比（A群はB群より高値），

している。今研究は，人工膝関節全置換術（以下，

年齢（A群はB群より低値）であった。その3項目を

TKA）術後患者の退院時TUGのカットオフ値を11秒

独立変数，TUGを従属変数としてロジスティック回

として2群に分け，11秒未満となる関連因子を抽出

帰分析した結果，A群となるための因子として，非

し，そのカットオフ値と検査特性を示すことを目的

術側膝伸展筋力体重比（オッズ比：2.43, 95％信頼

した。

区間：1.33-4.42）と年齢（オッズ比：0.89, 95％

【方法】

信頼区間：0.81-0.98）が抽出された。ROC曲線に

対象は，2016年2月から2017年4月までに当院で

より求めたカットオフ値は，非術側膝伸展筋力体重

TKAを施行した61膝（男性 14例，女性 44例，平均

比 2.50N/kg（感度 96.7％，特異度 40.0％，曲線

年齢 72.6歳，在院日数19.8 ±3.7日）とした。測

下面積 0.71），年齢 72.0歳（感度 60.0％，特異度

定時期は原則退院前日とした。測定項目は，1）疼

74.2％，曲線下面積 0.63）であった。

痛（歩行時 Visual Analogue Scale），2）術側・非

【考察】

術側他動関節可動域（股関節伸展，膝関節屈曲・伸

今研究の結果から，非術側膝伸展筋力体重比と年齢

展），3）術側・非術側等尺性下肢筋力体重比（ハン

がTKA術後TUG11秒未満に関連することが明らか

ドヘルドダイナモメーターを用いた膝伸展筋力値，

となった。今研究の測定時期は術後早期であること

膝屈曲筋力値を体重で除した値），4）TUG(安全か

から，無意識に術側下肢への荷重を避け，非術側主

つ出来るだけ速くと指示した速度），5）対象者属

体の動作パターンとなっていると考えられた。従っ

性因子を年齢，Body Mass Index（以下，BMI）と

て，TUGの時間短縮には非術側下肢に対する機能向

した。統計学的分析では，TUGのカットオフ値を11

上を図る必要性が示唆された。また，非術側膝伸展

秒として2群（A群：11秒未満，B群：11秒以上）に

筋体重比カットオフ値 2.5N/kgについては，ROC曲

分け，各測定項目について対応のないt検定または

線下面積0.7以上であり一定の精度があると考えら

Mann-WhitneyU検定を用いて群間比較した。有意

れ，TUG11秒未満の予測因子として活用できる可能

差が認められた項目を独立変数，TUGのダミー変数

性が示唆された。

を従属変数としてロジスティック回帰分析を行い，

【倫理及び説明と同意】

A群となる因子を抽出した。また抽出した因子につ

本研究は，ヘルシンキ宣言に則り個人情報の取り扱

いてReceiver Operatorating Characteristic（以下，

い等に十分に配慮して行った。

ROC）曲線を用いてカットオフ値（感度と特異度の
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【運動器・スポーツ・3】

2017年11月19日

キーワード：関節リウマチ・人工膝関節置換術・歩行

10:40 ～ 11:40

両側人工膝関節置換術後に約10年ぶりの歩行を獲得した
関節リウマチ患者の１例
伊豆田

愛 1)・鈴木 愛香 1)・梅津 幸子 1)・早坂 恵美子 1)・鈴木
1)
医療法人社団丹心会吉岡病院リハビリテーション部
2)
山形県立保健医療大学理学療法学科

克彦 2)

【はじめに】

22週で自宅退院となった。

今回，16歳で関節リウマチ（以下RA）の診断後に治

【退院時評価】

療を放棄し，20歳頃より歩行困難でベッド上生活が

症状：こわばりは軽減，荷重時の右下肢痛は消失。

主となり，29歳で多関節障害により両側人工膝関節

触診：右膝関節周囲の熱感なし，結合組織の硬さの

置換術（以下TKA）を施行後に約10年ぶりの歩行を

低下を認めた。MMT：右膝関節周囲4。ROM（右

獲得した症例を経験したので報告する。

/左）：股関節屈曲120/110，伸展-5/0，膝関節

【症例】

屈曲115/125，伸展-5/0，足関節背屈0/5，底屈

29歳女性，診断名：RA，多関節障害。Larsen

40/35。立位アライメント：重心線の正中移動，過

分類：g radeⅤ。mo dified Health Assessment

度な骨盤前傾と腰椎前弯が軽減した。過剰回内足，

Questionnaire：20点（24点満点）。

knee inアライメントは改善されるも残存。BI：85点

【手術前評価】

（減点項目：入浴，階段昇降）。歩行：手放しで連

症状：右股関節痛（鼡径部，大腿内側，殿部，坐

続120m可能。動歩行リズムおよび滑らかさが改善

骨結節にあり，軽度の自動運動で増強），両膝関

された。

節痛（他動運動時）。ROM（右/左）：股関節屈曲

【考察】

140/130，伸展-10/-5，膝関節屈曲145/140，伸展

本症例はTKAにより両膝屈曲拘縮は改善されたが，

-60/-50，足関節背屈-10/5，底屈30/30。Barthel

長期臥床や非荷重による拘縮が多関節に存在し，立

Index（以下BI）：30点（減点項目：移乗，トイレ，

位アライメント不良による疼痛が認められた。運

入浴，歩行，階段昇降，更衣，排便・尿コントロー

動中に関節に固定部位が存在すると，それを代償す

ル）。起居動作：一部介助。端座位：保持可能。車

るために隣接関節が過剰運動を必要とし関節不安定

椅子移乗：全介助（トランスファーボードと移乗

性を引き起こしやすくなる。一方，過剰運動性の関

シートを使用し殿部の側方移動で移乗，2人介助）。

節はより多くの運動エネルギーを必要とするため，

立位：不可。歩行：不可。トイレ：ベッド上でオム

運動効率の低下や動作の持久性を損ねる可能性があ

ツ内の排泄であった。

る。本症例は，体幹や下肢関節の可動域制限および

【経過】

結合組織の硬さ（固定部位）を認め，低運動や過剰

左TKA，14週後に右TKAを他院で施行した。右TKA

運動よる疼痛や歩行障害が生じていたと考えられ

の8週後で当院に転院した。理学療法（以下PT）は

る。今回，結合組織の硬さに対して運動性の改善に

歩行を主体とした生活様式に変更して，ADLの向上

重点を置いた徒手的アプローチを行った結果，固定

を図ることを目標とした。

部位が減少することにより運動効率が改善され，約

PTはROM制限となる結合組織の伸張低下（硬さ）

10年ぶりに手放し歩行が獲得できたと考えられる。

に対して，運動性改善を目的とした徒手的アプロー

【倫理及び説明と同意】

チを体幹と下肢関節に行った。経過は，転院時に

本報告は，当院の倫理委員会の承諾を得ている。ま

walker歩行練習を開始，転院後13週で日中病棟内

た本症例に対して，症例報告の主旨を説明し，同意

walker歩行自立，15週で手放し歩行練習を開始，19

を得ている。

週で試験外出，21週で手放し歩行連続120m可能，
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【運動器・スポーツ・3】

2017年11月19日

キーワード：人工膝関節全置換術・疼痛・慢性化

10:40 ～ 11:40

人工膝関節全置換術を施行した患者における術後痛に影響を与える
身体機能の検討
影山

喜也 1)・折内 英則 1)・荻原
1)
(一財)総合南東北病院
2)
郡山健康科学専門学校

久佳 2)

【目的】

p<0.05)。多重ロジスティック回帰分析の結果，疼

人工膝関節置換術(以下TKA)は，疼痛軽減と活動性

痛改善の有無に影響する要因は，術後3か月での

の改善を目指した外科的治療として行われる。しか

JKOM(オッズ比0.94)，術後3か月でのTUG(オッズ

し，先行研究において術後痛が慢性化する患者が存

比1.13)であった(modelχ²検定p<0.01；判別的中率

在することが報告されており，同様の患者を臨床上

67.8%)。

経験する。術後痛を悪化させる因子については多数

【考察】

の報告がされているが，術後痛が残存している患者

本研究は術後疼痛の悪化に影響する要因を検討す

の身体機能的特徴についての報告は十分ではない。

ることを目的に，VAS，関節可動域，筋力，TUG，

本研究では術後痛が残存している患者の術後3か月に

JKOM等の評価から検討した。Beswick らの報告では

おける身体機能因子について検討することを目的と

術後慢性疼痛の頻度は10-34％と報告されており，

した。

本研究における疼痛不良の割合は同等の値となっ

【方法】

た。TUGは，立ち上がり，歩行，方向転換，着座の

平成26年6月から平成29年2月までに当院にて初回

動作を含んだ機能的移動能力の指標であり，疼痛と

TKA施行した患者88名(男性13名，女性75名)，平均

の関連は高いことが示唆された。JKOMには，疼痛

年齢75歳(57歳-86歳)である。術側膝屈曲・伸展可

と日常生活，活動，健康状態の要素から構成され，

動域，術側・非術側膝関節伸展筋力，視覚的アナロ

疼痛との関連が高いと言われている。そのため，痛

グスケール(以下VAS)，Timed Up and Goテスト(以

みに関連した日常活動，パフォーマンスの制限が反

下TUG)，変形性膝関節症患者機能評価尺度(以下：

映されるため，今回の結果につながったと考えられ

JKOM；VASを除く)を調査した。疼痛評価は術後1か

た。しかしTUG，JKOMともにオッズ比は低く影響度

月と比較して術後3か月時に疼痛が悪化した疼痛不良

合いは低いことが考えられ，その評価要素との関係

群，疼痛が改善・維持した疼痛改善群に分類した。

性や結果の客観的な判断方法など，更なる検討が必

検討項目は術前と術後3か月時の各データを検討し

要と思われた。

た。統計学的解析は統計解析ソフト(SPSS Statistics

術後痛に関して，身体状態や運動機能要因に加え

ver22.0，IBM社)を使用し，Mann Whitney U-testを

て，不安感，うつ症状，恐怖感，疼痛に対する破局

行い群間比較した。更に，疼痛改善の有無を従属変

的思考などが報告されているため，身体機能面に加

数に，その他検討項目を独立変数として，多重ロジ

えて，心理的側面や，社会的側面についての検討が

スティック回帰分析（尤度比検定）を行った。統計

必要であると思われた。本研究の限界として鎮痛薬

学的有意水準は5%とした。

の有無や疼痛管理，退院後の活動や運動習慣が不明

【結果】

なためこれらを含めた検討は，今後の課題とする。

術後1か月と術後3か月で疼痛を比較した結果，疼

【倫理及び説明と同意】

痛不良群は34.1%，疼痛改善群は65.9%であった。

個人を特定するデータは記号化し配慮した。当院倫

群間比較の結果，術後3か月でのVAS，術後3か月で

理委員会学術倫理検討会の承認を受けた。承認番号

のJKOMで有意差を認めた(VAS；p<0.01，JKOM；

D17-9
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【運動器・スポーツ・3】

2017年11月19日

キーワード：TKA・筋力・ROM

10:40 ～ 11:40

人工膝関節置換術における術前・退院時の筋力と関節可動域
７５歳カットオフでの２群比較
秋馬

明子・小泉
康之・天野 広泰・安永
いわき市立総合磐城共立病院

亨

±1.15退院時1.31±0.49 B群：術前2.81±1.02退院

【目的】
人工膝関節置換術（以下TKA）後の膝関節周囲筋力

時1.67±0.79非術側の伸展筋力はA群：術前3.11±

の加齢による回復推移が分かれば予後予測や目標設

1.24退院時3.23±1.18 B群：術前3.38±1.09退院時

定に有用である。先行研究にて年代によって膝筋力

3.62±1.18であった。術側膝屈曲はA群：術前1.22

の差異が認められるものの，80代であっても50代と

±0.53退院時0.51±0.25 B群：術前1.14±0.41退院

同様の回復過程をたどるといわれている。そこで当

時0.76±0.33非術側の屈曲筋力はA群：術前1.18±

院でのTKA患者を対象に術前と退院時の膝関節周囲

0.57退院時1.36±0.58 B群：術前1.33±0.49退院時

筋力と歩行能力には加齢による影響があるかを比較

1.48±0.49であり退院時の術側屈曲筋力に有意差が

検討した。

認められた。10m歩行(sec)はA群：術前10.42±3.92

【方法】

退院時11.68±4.68 B群：術前12.49±5.62，退院時

対象は2016年2月～2017年4月までに当院でTKA

13.87±6.57であり有意差は認められなかった。退

を施行された患者のうち，57人63膝関節，平均年

院時の術側屈曲ROMと屈曲筋力には(r=0.3.p<0.05)弱

齢73歳（58～84歳）のものとした。評価は術前と

い相関が認められた。

退院時に筋力，関節可動域(以下ROM-t),10m歩行を

【考察】

行った。筋力(N/kg)はハンドヘルドダイナモメー

TKA後の筋力回復と歩行能力には加齢による影響が

ターを用い，膝関節の周囲筋力（屈曲，伸展）はベ

あるかを比較検討した。その結果，膝伸展可動域・

ルト固定法で測定した。歩行は10m歩行を計測し

術前の膝周囲筋力・術後の膝伸展筋力・歩行速度に

た。それらのデータを75歳カットオフで2群に分けA

おいて年代による差は認められなかった。川藤らの

群（58～74歳n＝32），B群（75～84歳n＝25）と

報告によると年代別の膝筋力の差異が明らかになっ

した。各項目について2群間の術前と退院時のデータ

ており，膝筋力は年代を追って低下すること・術後

を比較検討した。統計処理はR（2.8.1Ver.）を使用

の回復過程に年代差は認められず同様の傾向がある

し，対応のないt検定とマンホイットニー検定を用い

ことが示されている。本研究では術後膝伸展筋力は2

て有意水準は5％とした。

群間に差は認められなかった。しかし，退院時の膝

【結果】

屈曲筋力は高齢者の方が有意に高く，また関節可動

ROM-t(°)はA群：術前(屈曲)116.03±15.99(伸展)

域も高齢者の方が有意に大きいという結果が得られ

-13.68±11.03退院時(屈曲)100.73±11.15(伸展)

た。またそれらに弱い相関が認められたことから，

-3.09±4.27 B群：術前(屈曲)117.59±14.68(伸展)

術側膝屈曲筋力は膝屈曲可動域の拡大が関与してい

-13.67±9.85退院時(屈曲)106.72±9.84(伸展)-3.45

ることが示唆された。【倫理及び説明と同意】

±5.36であり退院時の屈曲ROMにおいて有意差が認

本研究は個人情報の管理に十分留意し，ヘルシンキ

められた。筋力(N/kg)は術側膝伸展A群：術前2.95

宣言に準じて実施した。
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【運動器・スポーツ4】

2017年11月19日

キーワード：メディカルチェック・筋柔軟性・体幹機能

10:40 ～ 11:40

高校生テニス選手の身体的特徴について
原田

久満・小田嶋 和志
東あおば整形外科
き手・非利き手66.0％)，Sahrmann core stability

【目的】

test(87.2％)であった。これまで経験した疼痛部位
テニスは長時間ダッシュとストップを繰り返し，

と各測定項目の関連について，手の痛みと利き手体

かつラケットを振り回すスポーツであり，上肢のみ

幹回旋，手の痛みと非利き手片脚ブリッジ，体幹の

だけでなく，下肢，体幹と全身に傷害・障害が報告

痛みと利き手肩関節外転90°位での内旋，腰の痛み

されている。過去のテニス選手の身体的特徴の報告

と非利き手肩関節外転90°位での内旋，下肢の痛

では，各年代，競技レベルにおいて異なる結果を示

みと利き手大腿四頭筋，足の痛みと利き手大腿四頭

しており，テニス選手の身体的特徴を把握するには

筋，足の痛みと非利き手の股関節内旋に有意な関連

各年代，競技レベルにおいての調査が必要だと考え

（p<0.05）が見られた。

られる。今回，高校テニス選手に対し，メディカル

【考察】

チェックを実施する機会を得たので，高校テニス選

今回の調査において，多くの選手が腸腰筋やハム

手の身体的特徴とともに，疼痛との関連について報

ストリングス，下腿三頭筋の柔軟性が低下してい

告する。

た。下腿三頭筋の柔軟性に関して，これまでの報告

【方法】

では多くの選手が基準を満たしており，高校テニス

県上位レベル高校の高校生47名（男性32名 ，女

選手特有のものである可能性が高い。また，これま

子15名），年齢15.6±0.9歳（男子15.8±0.9歳，女

であまり報告されていなかった体幹機能は，多くの

子16.1±0.8歳），身長164.6±7.8㎝（男子168.1

選手が基準を満たすことができず，今後，他年代，

±6.3㎝，女子157.0±5.0㎝），体重58.9±10.7

競技レベルでの体幹機能の調査をしていく必要があ

㎏（男子60.9±11.8㎏，女子54.7±6.6㎏）に対し

る。優れたスイング動作は，下肢や体幹から動き始

て，アンケート調査，ROM-T，筋柔軟性，体幹機

め，肩，肘，手と遠位へ力が伝達され，高速のボー

能の評価を実施した。アンケート調査項目として，

ルが放たれる。体幹回旋の可動域制限や体幹機能の

これまで経験した疼痛部位（複数回答可）とした。

低下は，この適切な機能を破綻させ，上肢の各部位

ROM-T：肘関節屈曲，伸展，体幹回旋，肩関節90°

に様々な障害を引き起こす。また俊敏なフットワー

外転位での内旋，股関節内旋，筋柔軟性：腸腰筋，

クは股関節周囲筋へ過度のストレスをかけ，股関節

ハムストリングス，大腿四頭筋，下腿三頭筋，体幹

の可動域制限や筋の柔軟性低下が起こる。大きな可

機能：片脚ブリッジ，Sahrmann core stability test

動域を持っている股関節の可動域低下は，膝・足関

に関しては，基準を満たしているかどうかを判断し

節へのストレスを増大させる。さらにサーブ練習で

た。また，これまで経験した疼痛部位と各測定項目

ラケットを数多くふることにより，肩関節後方組織

2

の関連について，χ 独立性の検定を実施した。有意

の柔軟性低下が生じ，また，サーブの際の腰部屈

水準は5％未満とした。

伸・回旋のストレスにより，腰の痛みが生じている

【結果】

と考える。今後も，各年代の身体的特徴を明らかに

これまで経験した疼痛部位に関して，28部位（上

し，疼痛との関連を調査することで，テ二ス選手の

肢8：手6，下肢14：膝3，下腿3，足6，体幹6：腰

傷害，障害の軽減・予防へとつなげていきたい。

5）であった。基準を満たしていない選手が多い項目

【倫理及び説明と同意】

として，腸腰筋（利き手72.3％非利き手73.8％），
ハムストリングス（利き手55.3%非利き手61.7%），

対象者および監督には，本研究の趣旨と測定に関
する諸注意，説明を行い，同意を得た。

下腿三頭筋(51.0％)の柔軟性，片脚ブリッジ(利
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【運動器・スポーツ4】

2017年11月19日

キーワード：勤労者・サルコペニア・骨格筋量

安保

勤労世代における筋量と関連する因子
筋力・身体機能との関連性

泰宏 1)・奥山 幸一郎 2)・大島 康浩 3)・金野 悦 1)・本館
1)
秋田労災病院 中央リハビリテーション部
2)
秋田労災病院 整形外科
3)
東北労災病院 中央リハビリテーション部
4)
秋田労災病院 労災疾病臨床研究室

10:40 ～ 11:40

奈津子 4)

【目的】

準は5%未満とした。

近年，高齢化が急速に進行し，サルコペニアに関す

【結果】

る研究が増えている。サルコペニア診断には様々な

男性のSMIはBMI（r＝0.837），握力（r＝

方法があるが必須とされるのが骨格筋量の評価であ

0.460），股関節屈筋力（r＝-0.236），背筋力（r

る。筋量測定法はDXA法，BIA法が主流だが臨床現場

＝0.204）と有意な相関関係が確認された。さらに

において短簡に筋肉量を算出することは難しい。本

SMIを従属変数とした重回帰分析においてBMI（β

研究では青壮年勤労者を対象に筋肉量と筋力・身体

=0.769），握力（β=0.203）が影響因子として抽

機能との関連性について調査することを目的とし，

出された（r2＝0.737，p＜0.0001）。女性のSMIは

検証を行った。

BMI（r＝0.844），握力（r＝0.462），股関節屈筋

【方法】

力（r＝-0.405）と有意な相関関係が確認された。

対象は労災疾病臨床研究へ参加し，平成28年11 月

SMIを従属変数とした重回帰分析においてBMI，握

末までに評価した青壮年勤労者285名(男性194名，

力が影響因子として抽出された（r2＝0.782，p＜

平均年齢39歳±12.75，女性91名 平均年齢41歳±

0.0001）。

13.6）とした。対象者のBMI，筋肉量，握力，筋力

【考察】

（体幹・下肢等尺性筋力），運動機能（Functional

今回，青壮年勤労者に対して各測定項目を横断的に

Reach Test（以下FRT)，歩行速度，Timed Up and

検討した結果，SMIにはBMIと握力が影響しているこ

Go(以下TUG)）を計測した。筋肉量はDXA法で得ら

とが示唆された。Sanadaらの研究によるとSMIの決

れた四肢の除脂肪除骨重量を身長の2乗で除した値

定変数は男性でBMI，腹囲，年齢，女性はBMI，握

(Skeltal Muscle Index以下SMI)を用いた。体幹筋力は

力，腹囲が選択されており，勤労世代に限定した今

ストレインゲージにより背筋の等尺性筋力を，下肢

回の調査でも類似した結果となった。BMIと握力を

筋力は徒手筋力計測器により股関節屈筋・膝関節伸

用いることでSMIを推定することが可能であり，簡

展筋の等尺性筋力を計測した。統計学的解析では，

易的なサルコペニアのスクリーニングに応用できる

SMIと各測定値の関係を把握するためピアソンの相

と思われる。

関係数，スピアマンの順位相関係数を算出した。さ

【倫理及び説明と同意】

らにSMIと相関係数が高い項目を独立変数としてス

本研究は秋田労災病院倫理審査委員会の承認を得て

テップワイズ法により標準偏回帰係数ならびに決定

行われた。対象者にはその趣旨を説明し，書面で同

係数を算出し，筋肉量に及ぼす影響の強さを検証し

意を得た。

た。統計学的解析にはSPBS ver.9.6を使用し，有意水
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【運動器・スポーツ4】

2017年11月19日

キーワード：腰痛・ストレッチポール・活動性

10:40 ～ 11:40

病院職員に対するストレッチポールエクササイズによる腰痛軽減および
活動性への影響
佐藤 竜乃介
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
【目的】

～12.25)，-3.75㎝(-10.50～1.25)，-2.25㎝(-8.50～

ストレッチポールを使用したエクササイズ(以下

5.25)，VAS 36.5㎜(20.25～75.00)，10.00㎜(6.00

SPex.)に関する報告では，布施らはストレッチポール

～31.75)，16.50㎜(7.25～30.50)，PDAS 10.00点

上で姿勢保持中に腹横筋筋厚が増大することを報告

(7.75～14.25)，5.00点(2.75～10.50)，5.50点(3.00

している。山口らはSPex.実施後に脊柱起立筋群の筋

～8.50)，RDQ 2.00点(0.00～3.25)，0.50点(0.00～

硬度の左右差の減少，林らはSPex.の継続で股関節可

2.25)，1.00点(0.00～2.00)。初回，最終の比較では

動域が改善することを報告している。また，SPex.は

FFD，VAS，PDASで有意差が認められた。最終，2

わずかなスペースで行う事ができ，簡便性が高く一

週間後の比較では有意差が認められた項目はなかっ

人でも治療効果が得られる特徴がある。

た。初回と最終の変化量との間の相関は全ての項目

腰痛患者への運動療法に関する報告で腹横筋エクサ

で認められなかった。

サイズには腰痛軽減 (Jeong,2016)と，QOL改善効果

【考察】

があると報告している(Jennifer,1999)。この事から

FFD，VAS，PDASの初回，最終の比較で有意差が得

SPex.を日常的に行うことで腰痛軽減が図れ，運動の

られたことからSPex.の実施で腰痛軽減と柔軟性，活

持続によるQOL向上へと繋がると考えた。しかし，

動性の改善が得られることが示唆された。

腰痛有訴者にSPex.を実施した際のQOLへの影響に着

VASでは林らの報告と同様の結果となったことから

目した研究は少ない。そこで今回腰痛を有する病院

ストレッチポール上での姿勢保持と呼吸運動によっ

職員に対してSPex.を行い，腰痛軽減とQOL，活動性

て腹横筋の収縮促通と筋活動遅延の改善が得られた

向上に効果があるか検証した。

ためと考えられる。
PDASの改善した理由として，宇野らは運動療法は

【方法】
対象は当院の腰痛を訴えた職員14名(平均年齢31±

疼痛認知を是正すると報告していることからSPex.に

5.15歳)とした。SPex.にはストレッチポールを使用

よって疼痛出現動作に対しての認知改善が得られた

し日本コアコンディショニング協会のベーシック

ためと考えられる。また，Louiseらは活動性向上は

セブン・プログラムを所要時間10分を目安に行っ

疼痛の重症度を低下させ，身体・心理的機能向上に

た。SPex.は週2回ペースで4週間の計8回を実施し

繋がると報告している。

た。測定項目は，Finger Floor Distance ( 以下FFD)，

FFDの改善は林らの報告と同様の結果となり，SPex.

Visual Analogue Scale (以下VAS)，Roland-Morris

によって股関節可動域が改善したという報告を支持

Disability Questionnaire (以下RDQ)，Pain Disability

している。最終，2週間後で有意差を認めなかったこ

Assessment Scale（以下PDAS)とした。FFD，VAS，

とから短期間でも改善効果の持続が得られることが

RDQ，PDASは①初回SPex.実施前，②最終SPex.実

示唆された。SPex.の所要時間も短く，一人でも実施

施後，③最終SPex.実施から2週間後の計3回測定し

可能な事からセルフエクササイズとして日常場面に

た。統計学検定には統計用ソフトウェア(IBM SPSS

取り入れることは腰痛対策として適していると考え

Statistics v23.0)を用いた。SPex.効果を比較するため

る。

ウィルコクソンの符号付順位検定を用いた。各評価

【倫理及び説明と同意】

項目の関係性の検討にはSpearmanの順位相関係数を

対象者には研究の適切な説明を行い，十分な理解と

用いた。有意水準は5%とした。

参加の同意を得た後にヘルシンキ宣言の精神に則っ

【結果】

て測定した。なお，鶴岡市立湯田川温泉リハビリ

初回，最終，2週間後の順で記す。FFD 2.00㎝(-6.25

テーション病院倫理審査において承認を得た。
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【運動器・スポーツ4】

2017年11月19日

キーワード：高校生・運動器検診・運動機能

10:40 ～ 11:40

高校生を対象とした運動器チェックシートの有用性
佐藤 晋樹 1)・小野寺 育男 1)・高橋
研介 2)
1)
北上済生会病院 リハビリテーション科
2)
総合花巻病院
【目的】

その中で，平均値が1.0～1.5未満を「優れている項

現代の子供達は，運動不足による体力・運動能力の

目」，1.5～2.0未満を「中等度の項目」，2.0以上を

低下，生活習慣病が社会問題となっている。一方

「劣っている項目」と分類した。

で，運動過多によるスポーツ障害も問題となってお

【結果】

り，その二極化が深刻となっている現状がある。こ

全生徒について，「中等度の項目」はトンビ座り，

のように，児童・生徒の運動器の発育・発達が阻害

「劣っている項目」は下肢スクウェアで，その他は

されることが危惧されており，平成28年度より，

「優れている項目」に分類された。疼痛なし群では

小学校の学校検診で運動器検診が実施され，ロコモ

「劣っている項目」は下肢スクウェアのみで，その

ティブシンボローム(以下，ロコモ)予備軍の発見に

他は「優れている項目」に分類された。疼痛あり群

役立てるなど，学校保健でのロコモ予防が行われて

では「中等度の項目」がしゃがみ込み等で，「劣っ

きている。これについて，岩手県北上市でも昨年度

ている項目」下肢スクウェアで，その他の項目は

より小・中学校の児童・生徒を対象に，運動器検診

「優れている項目」に分類された。

が実施された。しかしながら，高校生を対象とした

【考察】

運動器検診は実施されておらず，その現状について

中高校生のスポーツ外傷では腰背部や下肢が多いと

は不明であった。そこで今回，我々は高校生を対象

されている。今回の結果からは，全生徒においてト

に独自に考案した運動器チェックシート（以下，

ンビ座りが中等度，下肢スクエアが劣っているで

チェックシート）をもとに運動器機能検査を行っ

あったことから，下肢，特に股関節内転・内旋筋群

た。それにより，得られた運動器機能の特徴から

等の柔軟性低下，かつ股関節外旋筋群等の弛緩が推

チェックシートの有用性を示すことを目的とした。

測される。また，疼痛あり群においては，しゃがみ

【方法】

込み，立位体前後屈，トンビ座りが「中等度の項

対象は，平成29年度に入学した北上市内の某高校1

目」であっことから，腰背部や下肢の運動機能に

年生で，調査の同意が得られた238名(男性118名，

ついて検討する余地が考えられる。このように，

女性120名）とした。方法は，我々が作成した「運

チェックシートを用いた調査においても中高生のス

動器チェックシート」を用いて行った。これについ

ポーツ外傷との関連性を導くことができると推察す

ては，事前に高校の体育教諭と測定方法など打ち

る。このことから，独自で考案したチェックシート

合わせを行い，体育の授業時間に生徒同士で実施し

は簡便かつ生徒間でも検査が可能であり，運動器機

た。チェックシートの内容について，まず問診で関

能の把握に有用であると考える。今後は，チェック

節痛の有無を確認し，その後に1.片脚立ち，2.しゃが

項目の再検討を行いながらアスリートにおける種目

み込み，3.立位体前屈・後屈，4.トンビ座り，5.下肢

別の傾向について調査し，その特徴や対策について

スクウェア，6.下肢上げ，7.踵－尻付け，8.膝抱え万

指導者や選手へフィードバックしたいと考える。

歳，9.中指肩付けのチェックを行った。データの解

【倫理及び説明と同意】

析については，各チェック項目の値を数値化し平均

倫理的配慮としては，対象者に研究の趣旨，参加の

値を算出し，次に全生徒，疼痛なし群，疼痛あり群

自由，匿名性の保持などについて口頭で説明し，同

において各項目をレーダーチャートとして示した。

意を得た。
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【運動器・スポーツ4】

キーワード：先入観・関節可動域制限・化膿性膝関節炎

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

セラピストの先入観による介入とその反省
化膿性膝関節炎患者の膝関節屈曲可動域制限から得た経験
阿部

裕哉・丹保

信人・竹山 大輔・寺田
竹田綜合病院

【目的】

汐里

33病日 膝蓋骨下方の孔を切開しデブリが施行される。

根拠・実証に基づく理学療法の重要性が認知されてき
た昨今において，セラピストの過去の成功体験や先入

CRP8.37，WBC8700。右大腿周径48.0cm，右膝屈曲
ROM30°。

観のみに基づかない理学療法を提供することは重要で

38病日 排出される膿の量は減少。CRP7.61，

ある。臨床現場では様々な問題が複雑に関連するが，

WBC7700．右膝屈曲ROM35°。膝屈曲制限因子の

セラピストの思考の偏りによって，対象者への介入が

鑑別のため，制限域で膝伸展筋群の等尺性収縮をする

不利益となってはならない。

と，ROMの変動はなかった。約1ヶ月の安静期間を念

今回，化膿性膝関節炎を発症した症例を担当した。化

頭に，筋以外の膝周囲軟部組織の変性に起因するROM

膿性関節炎とは関節の細菌感染症であり，罹患関節は

制限と判断した。軟部組織の伸張性改善を目的に，静

膝が最多で，次いで股関節・足関節などの下肢関節に

的ストレッチングを含む自主トレーニングを伝達。

多くみられる内科疾患である。治療の三本柱は適切な

46病日 右 大 腿 外 側 ， 下 腿 外 側 の 滲 出 液 貯 留 部 位 を

抗菌薬・関節液のドレナージ・リハビリテーション(リ

切開，デブリが施行される。翌々日，CRP5.74，

ハ)である。治療期間中に患部の感染やデブリードマン

WBC8700。右大腿周径47.5cm。右膝屈曲ROM50°と

(デブリ)などの処置により炎症が遷延する特徴がある。

なる。右膝屈曲時のend feelは介入当初より抵抗感が小

本症例はリハ開始時点で，約1ヶ月の安静期間があり，

さく，膝蓋骨の可動性もみられる。制限因子と考えた

深刻な膝屈曲制限を生じていた。この屈曲制限に対す

軟部組織の変性にしては改善が早く感じられ，膿や滲

るセラピストの先入観から，関節可動域(ROM)制限因

出液，浮腫・腫脹の軽減に伴いROM制限が改善してい

子の判断を誤った。反省を込めて以下に報告する。

る。

【方法】

【結果】

［症例］

膝屈曲ROMの改善はリハ後ではなく膿や滲出液，浮

65歳，男性，身長167cm，体重57kg ．診断名：右膝

腫・腫脹の軽減に伴い確認された。筋以外の軟部組織

化膿性関節炎。

の変性に起因するROM制限としたセラピストの判断は

［経過］

誤りであった。

1病日 他院にて抗生剤治療を開始したが膿を掻きだす

【考察】
本症例のROM制限は，約1ヵ月の安静で生じた軟部

処置(掻爬)が必要となる。

28病日 当院転院し同日よりリハ開始。右大腿部全体に

組織の変性に起因するものと判断した。そのため，リ

浮腫が確認され，特に大腿外側は腫脹，発赤，熱感が

ハの介入によりROM制限は改善するものと盲信的に

ある。右膝蓋骨下方には排膿に要する孔が2箇所設けら

考えたが，それ自体が思考の偏りによる誤った判断で

れ，化膿が確認できる。浮腫・腫脹の軽減のため弾性

あった。経過とともに，症例の可動域制限因子が膿や

包帯の使用，排膿や消毒の処置などが行われる。血液

滲出液，浮腫・腫脹と気付いたが，介入当初はその影

データ値は，C反応性蛋白(CRP 単位：mg/dl)は7.28，

響を大きく考えていなかった。先入観や過去の成功体

白血球数(WBC 個/µl)は8400であった。大腿周径(膝

験は，場合によっては偏見を生じ，その他の有益な判

蓋骨上縁より15cm)右50.0cm/左35.5cm。右膝屈曲

断の可能性を排除しかねない。今回の経験から，症状

ROM20°。右膝屈曲時のend feel は筋や靭帯などの軟

に関連する様々な要因を考慮した判断の重要性を学ん

部組織性の抵抗感に感じられた。膝蓋骨の可動性はほ

だ。

ぼみられない。安静時，動作時痛なし。膝周囲筋力は

【倫理及び説明と同意】

徒手筋力検査にて2。リハでは自動介助運動，アイシン

演者所属施設の倫理委員会の承認を得た(通知番号：

グを開始。

60)
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：循環器疾患患者・一定量負荷・二重積

10:40 ～ 11:40

循環器疾患患者に対する二重積を用いた至適運動強度の推定
一定量負荷の運動療法中の生体反応を観察して

大森

允 1)・沓澤

大輔 2)・高窪 祐弥 3)・村川 美幸 1)・石川 雅樹 1)・佐々木
荒川 忍 1)・高木 理彰 3)
1)
国立大学法人 山形大学医学部附属病院
2)
国立大学法人 山形大学医学部附属病院 内科学第一講座
3)
国立大学法人 山形大学医学部附属病院 整形外科学講座

健 1)

【目的】

断し，その後の増加は行わなかった。AT dpを後日施行

循環器疾患患者に対する運動療法は有酸素運動

したCPXで検出されたAT（AT cpx）と比較した。

が推奨され，その負荷量は心肺運動負荷試験

【結果】

（Cardiopulmonary exercise test：CPX）で検出され

AT dp／AT cpxは，それぞれ40 W／45 W，40 W／45

た嫌気性代謝閾値（Anaerobic threshold：AT）レベル

W，20 W／22 W，30 W／29 W，40 W／42 Wであっ

の運動強度が安全で効果的であるとされる。一方，循

た。AT以上の負荷量ではDPの推移が不規則である場合

環器専門医研修施設におけるCPXの実施率は14%とそ

や，極端な高値を示す場合があった。運動中に重篤な

の普及率は低く，CPXをせずに運動処方をする場合に

不整脈や心筋虚血を疑う症状の出現はなかった。

ATを予測することは，適切な運動処方をするうえで大

【考察】

切である。今回，一定量負荷運動時の二重積（double

DPはHRとSBPの積であり簡便な心筋酸素消費量の指標

product：DP）の推移と，心電図変化およびボルグ指

とされ，運動中の心負荷を知るうえで重要とされる。

数の評価を用いて，ATの運動強度予測の有用性の可能

また，漸増負荷運動中のDPの推移が急峻に上昇する

性を検討したため以下に報告する。

点である二重積屈曲点（double product break point：

【対象】

DPBP）がATと有意に相関することが報告されてい

2016年7月から11月に当院で心臓リハビリテーション

る。今回我々が行った一定量負荷におけるDPの検討で

を実施し，退院後CPXを施行した5名（男性4名，女性

は，ATを予測でき得る可能性が示唆された。安全面に

1名，年齢56.2±13.8歳）を対象とした。疾患はそれ

おいては，狭心症患者を対象とした研究でDPBPが発

ぞれ急性心筋梗塞2名，陳旧性心筋梗塞1名，僧帽弁形

現する負荷量は心筋虚血が生じる負荷量よりも有意に

成術後1名，冠動脈バイパス術後1名であった。

低いことが報告されており，限られた症例数ではある

【方法】

が，本研究でも心筋虚血を疑う症状の出現は確認され

リハビリプログラム中の有酸素運動開始時において，

なかった。これは，全例に対してATを超えていると判

自転車エルゴメータの一定量負荷で1日1回10分間運動

断した段階で負荷を増加させなかったことが，安全な

し，その際の収縮期血圧（SBP），心拍数（HR），不

ATの予測につながった可能性が考えられた。今回の検

整脈の有無を概ね1分毎に観察した。負荷量は20 Wか

討から，一定量負荷運動中のDPの推移を評価するこ

ら開始し，10 W／日で増やして実施した。ペダルの

とはATを予測するうえで有用である可能性が示唆され

回転数は50〜60 rpmを維持するように指示し，運動

た。今後の課題として，運動時間等の評価方法の改善

終了後はボルグ指数を確認した。血圧計は通常診療に

や，DPとCPXで得られる各指標および運動耐容能との

使用する電子血圧計を使用した。ATの予測は，先行研

関連性など，症例数を積み重ねることでより詳細な検

究と心血管疾患におけるリハビリテーションに関する

討が必要である。

ガイドラインより，①DPの推移が右肩上がりではなく

【倫理及び説明と同意】

定常であること，②不整脈の出現あるいはHRの持続的

対象者には本研究の目的と内容を口頭で説明し，同意

な増加がないこと，③運動後のボルグ指数が13以下で

を得たうえで実施した。本研究は山形大学医学部附

あること，の3点をすべて満たせばAT以下と判断し，

属病院倫理委員会の承認を得た（承認番号：第Sー18

ATの予測値は①～③を満たす最大の負荷量とした（AT

号）。

dp）。①～③を満たさない負荷量はAT以上であると判
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：超高齢者・ADL・転帰

10:40 ～ 11:40

超高齢心不全患者における転帰先とADLスコア(FIM)との関連
山本

瑞穂・舟見

敬成・根田

一般財団法人

真澄・佐藤 聡見・佐藤 友希・西脇
菊地 優太
脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院

佳奈

c-FIM(median:29.5,22.0)，入院時FIM得点

【目的】
我が国では急速に超高齢社会に突入し，急性期病院

(60.0,47.0)，退院時m-FIM(72.5,48.0)，退院時

に入院する心不全患者も例に漏れず高齢化が進行し

c-FIM(30.0,23.0)，退院時FIM得点(103.5,71.0)にお

ている。臨床現場における超高齢心不全患者は，転

いて有意な差が認められ，他項目では有意な差は認

帰先を決める上で難渋するケースが多い。これまで

められなかった。また，ROC曲線におけるカットオ

高齢心不全患者における転帰先の予後因子として，

フ値の算出では，入院時FIM得点49点(ROC曲線下面

運動機能や認知機能との関係性を報告するものはあ

積: 0.723,95%信頼区間: 0.576-0.869)，退院時FIM得

るが，ADLスコアに着目し，尚且つ具体的な判断基

点85 点(ROC曲線下面積:0.763,95%信頼区間:0.632-

準を示しているものはない。そこで今回，うっ血性

0.894)であった。

心不全にて入院した超高齢者の入院時FIMと退院時

【考察】

FIMを調査し，転帰先とFIMの関連について検討した

心不全患者のADLは転帰先を規定する一つの因子で

ため報告する。

あると報告されている。本研究の超高齢心不全患者

【方法】

においても，ADLを示す入院時FIM得点，退院時FIM

2016年4月～2017年3月の間に，うっ血性心不全の

得点において非自宅退院群に比べて自宅退院群の方

診断にて当院循環器内科・心臓血管外科に入院しリ

が有位に高値であり，FIMは超高齢心不全患者の転

ハビリテーションを実施した85歳以上の患者123名

帰先にも重要な因子であることが示唆された。笹沼

中，入院前自宅に居住し歩行可能であった83名のカ

ら(2016)は心臓リハビリテーション対象患者のうち

ルテを後方視的に調査した。うち，入院中の死亡例

合併症のある内科疾患例において，自宅退院のため

(14名)，経過中に他疾患を発症した例(5名)，データ

に必要な退院時FIM得点のカットオフ値を97点と報

欠損例(5名)を除いた59名を対象とした。方法は，

告している。本研究においては，超高齢心不全患者

転帰先を自宅退院群(48名)・非自宅退院群(11名)に

では退院時FIM得点85点以上を目指すことで自宅退

分け，年齢，性別，入院時血清BNP，入院時FIM(運

院の可能性が高まるのではないかと考えられた。ま

動機能合計点;m-FIM，認知機能合計点;c-FIM，総

た，今回入院時FIM得点からもカットオフ値を算出

合計点;FIM得点)，退院時FIM(m-FIM，c-FIM，FIM

したことにより，介入早期から予後予測し，目標設

得点)を群間比較した。さらに，ROC曲線(receiver

定を行う上で一つの指標になるのではないかと考え

operating characteristic)を用いて入院時FIM得点，

られた。本研究の限界としては，サンプルサイズが

退院時FIM得点のカットオフ値を算出した。統計解

小さいこと，研究が後方視的であること，および転

析には，R.2.8.1を使用しMann-WhitneyのU検定を用

帰先の交絡因子が不足していることなどが挙げられ

いて群間比較を行い，最適なカットオフ値の算出は

る。今後は，患者のADLだけではなくその他の交絡

ROC曲線上で最も左上(1－特異度＝0，感度＝1)に近

因子を考慮しつつ前方視的に調査を行うことで，転

いポイントとして求めた。尚，有意水準は5%未満と

帰先とADLの関係性がより明確となり，精度の高い

した。

予後予測が可能になるのではないだろうか。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

超高齢心不全患者における自宅退院群と非
自宅退院群の2群間比較において，入院時

本研究は，当法人における倫理審査委員会の承認(承
認番号D17-8)を得て実施した。
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【内部障害】

キーワード：心臓外科手術・術後リハビリテーション・在院日数

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

経カテーテル大動脈弁置換術に対する短期入院を目指した
術後リハビリテーション介入の実態
鈴木

園恵 1)・入江 嘉仁 2)・大平 徹 1)・中山 洋平 1)・村山 健一 1)
1)
いわき市立総合磐城共立病院 リハビリテーション室
2)
いわき市立総合磐城共立病院 心臓血管外科

【目的】

p=0.00009)，病棟内歩行自立(5.55±2.44，12.27

経カテーテル大動脈弁置換術(以下TAVI)は高度大動

±7.79日，p=0.002)，退院(11.05±2.03，24.27

脈弁狭窄症に対する治療であり，80歳以上の高齢者

±10.85日，p=0.000003)までの各日数に長期群で

や，大動脈弁置換術を行う際のリスクが高い場合に

有意な遅延を認めた。また，術前B.I.及びリハ開始

適応される。また，開胸での大動脈弁置換術に比べ

時B.I.に有意差を認めないが，退院時B.I.(92.95±

低侵襲の為，術後早期離床，早期退院を目標として

7.97，78.64±14.51点，p=0.004)は長期群で有意に

いる。しかし，術後合併症などにより入院が長期化

点数が低かった。入院の長期化要因は術創部痛によ

する症例も見受けられる。今回，当院での入院期間

る離床遅延が2例(18.1%)，胸水，不整脈，心不全の

の実態と長期化の理由についてカルテから後方視的

術後合併症が4例(36.4%)，既往の整形疾患増悪によ

に検討した。

る離床遅延が1例(9.0%)であった。

【方法】

【考察】

対象は当院における2015年8月から2017年3月の間

入院期間が長期化した症例は末梢血管の動脈硬化の

にTAVIを施行された49症例のうち，リハ未介入，

ためTAでの手術選択例が多い。TFに比べ，創部痛が

転院による途中終了例を除外した33症例(67.3%，男

強い場合や，術後合併症治療に時間が必要となる場

性10名，女性23名，平均年齢84.6±3.4歳)を対象と

合があり，入院に長期を要していた。合併症治療を

した。調査項目は術前心機能，手術時間，手術方法

必要とする症例は易疲労性や活動性の低下の為，階

(経心尖アプローチ以下TA，経大腿アプローチ以下

段昇降に介助を要するなどの退院時B.I.の減点要因へ

TF)，術前・リハ開始時・術後のADL自立度(Barthel

繋がったものと考える。また，離床がスムーズに行

index以下B.I.)，手術日から端坐位開始，歩行開始，

われ，早期に歩行可能となった症例は術前へのADL

病棟内歩行自立，退院までの各日数とした。これら

回復も早期となり，早期退院へと繋がっている。こ

をTAVI術後の平均在院日数から，術後14日以内に

れらのことから，入院の長期化が予想される症例に

退院した短期群と，術後15日以降に退院した長期群

関しては他職種間でのカンファレンスを密にし，全

で比較した。統計手法はマン・ホイットニー検定，

身状態管理と状態に応じたリハを適切に実施してい

フィッシャーの正確検定及び，対応のない2標本のt

く必要性を感じた。また，ADL面の評価だけでは，

検定を用い，有意水準は1%とした。

運動機能の改善度評価が十分ではないため，今後は

【結果】

術後リハのプロトコルの立案と，運動機能面での評

対象者(短期群22例，長期群11例)は，術前心機能，

価を充足させる必要性があると考える。

手術時間に有意差は認められず，術式は短期群でTF

【倫理及び説明と同意】

が有意に多い結果であった。術後経過に関しては

当研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。

手術日から歩行開始(3.27±0.88，6.09±2.39日，
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【内部障害】

2017年11月19日

キーワード：心不全・低心機能・在宅復帰

10:40 ～ 11:40

在宅復帰が可能となった低心機能の心不全の一症例
百足 昭一郎・中野 華波・植村 貴代
JA福島厚生連 白河厚生総合病院
動作指導や心不全増悪の予防のため生活指導を継続

【目的】
American Association

of Cardiovascular

し，退院前にはご家族に対しても生活指導を実施し

and     Pulmonary Rehabilitation（AACVPR）による

た。

と，心疾患患者では心機能の指標である左室駆出率

【結果】

（LVEF）が40％未満を高リスクとされている。ま

約2月間余り介入した結果，屋内移動はシルバーカー

た，高齢心不全患者では疾患そのもの影響に加え合

歩行自立しトイレでの排泄が可能となった。また，

併症や加齢変化などの要因で治療が遷延する場合も

退院後外来受診時に生活状況の確認を実施すると心

少なくない。今回，低心機能の高齢心不全患者に介

不全増悪による再入院なく在宅生活が継続できてい

入し在宅復帰が可能となった経験について報告す

た。

る。

【考察】

【方法】

本症例は弁膜症を有する低心機能の心不全の症例で
AMIにて救急搬

肺うっ血から急性期NIPPVの完全離脱に時間を要し

送，搬送後心肺停止あり人工呼吸器管理。その後，

治療が遷延した症例である。日本心臓リハビリテー

状態安定しリハビリテーション（以下リハ）開始さ

ション学会によると適切な運動処方には心肺運動

れ屋内歩行獲得し在宅退院。X-2年8月，心不全に

負荷試験（以下CPX）の実施を推奨している。しか

て入院。NIPPV，強心剤にて治療後，HOT導入し在

し，本症例のようなLVEF30％未満の低心機能の心不

宅退院。X年2月，呼吸苦にて再度当院救急外来搬

全症例では運動療法も遅延し下肢筋力低下も著明と

送（ECG；AF tachycardia

なりやすいとの先行研究もあり，急性期ではCPXの

＜症例紹介＞80代女性。X-8年1月

X-p；心拡大胸水あり

後壁基部severe hypo，severe

適応とならない症例も少なくない。本症例において

MR）。入院後，NIPPV及び強心剤にて治療。入

は循環動態のモニタリングや理学的所見を基に主担

院第5病日目よりリハ開始。＜リハ開始時所見＞○

当医の指示確認を繰り返し介入できたことが安全な

Vital Signs；BP88/54mmHg，HR60bpm（sinus

離床や運動療法に繋がったと考えられる。更に，包

rhythm：以下SR），SpO2 100％（BiPAP FiO2 0.5）

括ケア病棟においても必要な栄養（減塩）指導や在

○胸部X線：CTR 73％○Labo data： BNP1841pg/

宅環境を踏まえた生活指導をご家族含め実施できた

ml，Cre1.42mg/dl，AST 448IU/L，ALT393IU/L

ことが在宅復帰及び心不全増悪予防に繋がったもの

Alb3.0g/dl

と考えられる。

UCG；LVEF24.8％

○心機能分類：NYHAⅢ度○心不全病期

分類：Nohria

Stevenson分類

B。＜理学療法経過

【まとめ】

＞CCUではECGやバイタルサイン（BP，HR，SpO2）

高齢者の低心機能障害者のリハには身体機能，精神

のモニタリングを行い，強心剤の投与量やin outバラ

機能など多くの要因から明確なエビデンスが不十分

ンスや体重の変化に注意し段階的に運動や離床を開

であり，また個人を取り巻く環境により大きく予後

始した。介入初期ではモニター上SRからAFになるな

が左右される。急性期のみのリハで完結せず回復

ど循環動態が不安定な時期もあったため主担当医と

期，慢性期に繋げるための体制づくりが喫緊の課題

の確認を継続しdeconditioningの予防に介入した。

である。

CCU転出後はJCSの各ガイドラインに準拠し，運動

【倫理及び説明と同意】

中の循環動態のモニタリングを行い自覚的運動強度

発表を行うにあたり症例及びご家族に対して口頭に

（Borg Scale）や目標HR（Karvonen法）などの指標

て説明し，発表以外では個人の情報を使用しないこ

から運動負荷を漸増した。急性期病棟での治療後に

と，それにより不利益を被ることはないことを説明

地域包括ケア病棟転棟となり運動耐容能向上に加え

し，紙面をもって説明し同意を得た。
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2017年11月19日

キーワード：僧房弁手術後・最高酸素摂取量・酸素脈

10:40 ～ 11:40

僧帽弁手術後の運動負荷時心拍応答と最高酸素摂取量の関連についての
検討
豊田

舞子・井口

敦弘・小坂

直樹・鈴木 さやか・髙橋
髙橋 俊明
岩手県立中央病院

清勝・田中

結貴

【目的】

±15.8%)が低かった(p<0.05)。peakVO 2 には両群

僧帽弁手術後患者の心拍応答と最高酸素摂取量の関

間で有意差は認められず(818.4±141.4 vs 726.6

連について，大動脈弁術後患者と比較し検討した。

±133.1ml/min/kg, p=0.24), またSV(82.2±16.6

【方法】

vs 88.4±14.5ml, p=0.54)とCO(8.1±2.4 vs 10.0±

当院で待機的開心術後，退院前に心肺運動負荷試験

2.3ml/min, p=0.16)も両群間で有意差は認められな

(CPX)を実施した症例18名(年齢58.8±13.2歳，男

かった。MVR/MVP群はAVR群に比較し有意にVO2/

性17名，女性1名)を対象に，僧帽弁置換術/形成術

HR(8.6±1.6 vs 6.4±1.3,  p=0.05)は高かった。年齢

(MVR/MVP)群7名(年齢53±11.2歳), 大動脈弁置換

(53.0±11.2 vs 62.6±13.5 歳，p=0.10), 身長(167.9

術(AVR)群11名(年齢62.6±13.5歳)に分類した。自

±6.8 vs 163.8±6.6cm, p=0.17), 体重(61.7±7.7 vs

転車エルゴメータによるCPXで最高酸素摂取量(peak

62.0±13.0kg, p=0.86), β遮断薬投薬量(1.7±1.7 vs

VO2), 安静時HR(心拍数), 嫌気性代謝閾値(AT)HR, 最

3.4±2.7mg, p=0.14), 膝伸展筋力(39.7±7.1 vs 28.5

高HR, 酸素脈(VO2/HR)を，CPX時に同時に測定する

±13.3kgf, p=0.09)は両群間で有意差を認めなかっ

非侵襲的インピーダンス心拍出量計より得られた1

たが，膝伸展筋力はMVR/MVP群の方が高い傾向に

回拍出量(SV), 心拍出量(CO)を用いて両群間で比較し

あった。

た。なお，心拍応答の指標は先行研究を参考に安静

【考察】

時からpeakまでのHR上昇率を用いて両群間で比較し

僧帽弁手術後患者は運動時の心拍応答が低下してい

た。また，背景因子として年齢，身長，体重，カル

るものの，1回拍出量や最高酸素摂取量は大動脈弁術

ベジロール投薬量，膝伸展筋力を調査した。解析は

後と有意差を認めなかった。僧帽弁手術後患者は動

Mann-WhitneyのU検定を用いた。なお，統計解析に

静脈酸素格差を上昇させることで最高酸素摂取量を

おける有意水準の危険率は5%未満とした。

補っている可能性が示唆された。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

MVR/MVP群はAVR群と比較し有意にATHR(88.6

本研究に際し，岩手県立中央病院倫理委員会の承諾

±10.0 vs 100.6±8.2bpm), peak HR(96.6±12.3

を得た。

vs 100.6±8.2bpm), HR上昇率(15.5±8.6 vs 33.3
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【小児・がん・他】

キーワード：聴診下全周期呼吸介助手技・無気肺・小児

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

先天性心疾患術後に無気肺を生じた症例への聴診下全周期呼吸介助手技
の試み
外川

諒 1)・佐藤 千恵 1)・佐藤 滋 1)・佐藤 丈才 1)・熊谷 亜希子 2)・田代 敦 2)
小泉 淳一 3)・猪飼 秋夫 3)・中野 智 4)・小山 耕太郎 4)・西村 行秀 5)
1)
岩手医科大学附属病院循環器医療センター 心臓リハビリテーション室
2)
岩手医科大学 心血管・腎・内分泌内科
3)
岩手医科大学 小児心臓血管外科
4)
岩手医科大学 循環器小児科
5)
岩手医科大学 リハビリテーション医学科

【はじめに】

【症例2】

当院循環器医療センターICUにおいて先天性心疾患術

生後4か月の女児。身長50cm，体重3016g。疾患名

後に無気肺を生じた新生児と小児の2例に対し，聴診

は総動脈幹症。手術は生後3か月で総動脈幹症修復術

下全周期呼吸介助手技を用いて無気肺の改善を試み

を行った。術後33病日で人工呼吸器から離脱しNasal

た。

High flow TM 管理となった。呼吸様式は努力呼吸で

【方法】

陥没呼吸を認め，啼泣時には白色痰が多く，容易に

手技は無気肺部位を最上位とする姿勢をとり，無気

肺雑音が生じ，気管吸引は高頻度であった。抜管翌

肺部位を聴診した状態で吸気と呼気の両方向に軽い

日，右肺中下葉に比較的大きな無気肺を生じた。吸

介助を行う全周期呼吸介助手技を用いた。手技は循

気音は右肺で消失し，左肺も減弱していた。呼吸様

環呼吸状態に十分注意しながら，無気肺が改善する

式は努力呼吸で，吸気時に肋骨弓下が引き込まれ，

まで可能な限り継続することを原則とした。またリ

同時に上部胸郭と腹部が上昇する陥没呼吸が観察さ

スク管理のため，児の機嫌，心拍数，血圧，経皮的

れた。児の機嫌や呼吸循環状態が悪化しないことを

動脈血酸素飽和度，呼吸数および呼吸音の変化を確

確認しながら，呼吸音が改善するまで聴診下全周期

認しつつ施行した。

呼吸介助手技を実施した。介入は発症当日の午前と

【症例1】

午後に行った。その後の胸部X線写真で右肺の含気

生後26日の男児。体重は3030g。疾患名は大動脈

は改善したが，児の機嫌は悪く，努力呼吸も強ま

縮窄症。生後13日で大動脈弓再建術，心室中隔欠

り，痰の量が増え，心拍数や呼吸数も増加し，呼吸

損パッチ閉鎖術，卵円孔閉鎖術を施行した。術後

負荷は増加していた。さらに酸素化も徐々に悪化し

TM

11病日で人工呼吸器から離脱しNasal High flow 管

たため夕方再挿管後人工呼吸器による陽圧換気管理

理となった。抜管後は粘稠性の強い白色痰が多く，

となった。その後も抜管，無気肺，再挿管を繰り返

容易に肺雑音が生じ，気管吸引は高頻度で，無気肺

し，106病日に抜管し，その後は無気肺を生じるこ

を生じるリスクが高い状態であった。術後13病日

となく177病日に自宅退院した。

に胸部X線写真で右肺上葉に無気肺を確認した。吸

【まとめ】

気音は右肺上葉部位で減弱し，呼吸様式は胸腹式呼

先天性心疾患術後に無気肺を呈した2症例に聴診下全

吸であった。胸郭の動きは左に比べ，吸気時の右上

周期呼吸介助手技を施行した。介入により循環動態

部胸郭の上昇に遅れと運動範囲の低下を認めた。児

および胸郭への有害事象は発生せず安全な手技であ

の機嫌や呼吸循環状態が悪化しないことを確認しな

ることが示唆された。児の機嫌やバイタルサインの

がら，呼吸音が改善するまで聴診下全周期呼吸介助

変化に注意し，呼吸音や呼吸パターンの評価を行い

手技を実施した。介入は発症日および翌日朝に行っ

ながら実施することが重要である。

た。発症翌日の胸部X線写真で無気肺の消失を確認

【倫理及び説明と同意】

した。その後は無気肺を生じることなく39病日に自

本報告は岩手医科大学医学部倫理員会の承認を得て

宅退院した。

おり，症例の保護者には十分に説明し同意を得た。
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【小児・がん・他】

2017年11月19日

キーワード：脊柱・胸郭変形・効果判定・臨床評価

10:40 ～ 11:40

脊柱・胸郭変形を呈した重症心身障害者へ呼吸理学療法を行い
効果不十分であった一例
須田 千寿・藤江 弘美・塙 淳美
いわき市立総合磐城共立病院
[はじめに]

[理学療法内容]

重症心身障害児者の変形は身体の各部分に発症し

胸郭モビライゼーション 呼吸理学療法

経年と共に進行性を示し，特に脊柱・胸郭の変形

[経過および結果]

が伴っていると呼吸器感染症のリスクの増加・症状

6月1日理学療法開始

改善の遷延化等，児・者ご本人やご家族のストレス

2日炎症反応値低下

や負担感が増強する事が大いに予想される。今回脊

5日胸部XP検査(左側肺透過性若干の改善あり)

柱・胸郭変形が著明な重症心身障害者の方の呼吸理

7日胸部XP再検(5日時より改善あり)

学療法を実施したが十分な効果が見られなかった事

8日退院

に対する検証と考察の報告をする。

[考察]

[症例]

本症例は脊柱側弯・胸郭変形が著明であり又左右胸

24歳男性
術施行

診断名：脳性麻痺

喉頭気管分離

姿勢管理

郭の呼吸運動の相違もみられ，それらに対し姿勢変
換を多く実施する事でやや改善したものと考えてい

胃瘻造設術施行

[理学療法評価]

る。しかし脊柱胸郭変形と肺内部の気管支の関係の

GMFCS5レベル

検証も含め，今回全体の評価が不十分である。今後

脊柱側弯XP所見

頸椎から上部胸椎と下部胸椎から

客観的な値の検証と症例の蓄積を行い再度の検証を

腰椎にかけてS字カーブ

行う必要がある。

胸部XP所見

左側肺全体の透過性低下

【倫理及び説明と同意】

胸郭扁平率

0.59

本症例は保護者の同意を頂き，ヘルシンキ宣言に

呼吸運動

右側胸郭上部の呼吸運動優位

沿った研究である事を報告致します。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

189

第 35 回東北理学療法学術大会
P-3

ポスター発表2

【小児・がん・他】

2017年11月19日

キーワード：発達障害児・足部形態・足部機能

10:40 ～ 11:40

学童期発達障害児の足部形態について
越後 あゆみ
東北メディカル学院
【目的】

【結果】

立位は人間が支持性，安定性，バランスを保ちなが

足長は，右174.0±19.6mm，左172.5±15.2mmで

ら移動や作業を行う最も活動的な姿勢である（長

左右差は4.1±7.8mmであった。前足部幅は，右65.0

谷，2006）。それを支えている支持基底面は足部

±2.8mm，左67.0±5.0mmで左右差は3.0±5.0mm

であり，足部に変形をきたすことで立位や歩行に影

であった。土踏まず形成タイプは7名中5名がCまた

響を及ぼす。足部形態の特徴に関して，成人や健常

はBタイプであり扁平化していた。そのうち4名は両

小児を対象とした報告は多いが，発達障害児を対象

側が扁平化しており，うち2名は両側においてCに分

とした報告は少ない。しかし，発達障害児が成人と

類され重度扁平化していた。足部変形進行側の有無

なった際，足部変形により歩行能力が低下する症例

は，全員どちらかの足が進行側となっていた。中央

もおり，早期から予防することで歩行能力を維持で

線から土踏まずまでの距離が短い結果となった。重

きると考える。そのためには，発達障害児の足部形

心の左右位置では，7名中6名が足部変形進行側と反

態における特徴を捉える必要がある。そこで，今回

対側に重心位置を認めた。足趾把持筋力は，右2.3±

は7名の学童期発達障害児を対象に，足部形態の特徴

1.3kg，左2.6±1.4kgであり，土踏まず形成タイプが

を捉えることを目的に調査を開始した。

軽度でも把持力は低値を示していた。

【方法】

【考察】

対象は，放課後児童デイを利用している発達障害児7

足長や足幅の左右差，重心位置は健常児を対象に

名（平均年齢7.7±1.5歳，男児2名，女児5名）とし

行った報告と比較すると逆の結果となった。また，

た。対象の条件は，発達に関する何らかの診断を受

土踏まずの形成も健常児と異なり，ほとんどの児が

けているが上下肢に運動麻痺を呈していないこと，

扁平化していた。このことから，発達障害児では健

独歩可能で重心動揺計上に立位で30秒静止してい

常児の足部形成とは異なることが考えられる。土踏

られる児とした。足底面を印墨法で立位荷重時の足

まずは就学前に形成されることからも，発達障害児

形をプリントした。プリントされた足形から，①足

では6歳前に足部機能の評価を行い，形態変化を早期

長，②前足部幅，③土踏まず形成タイプ，④足角，

に捉える必要があると考える。また，足趾把持筋力

⑤母趾角，⑥小趾角を計測した。土踏まず形成タイ

は一般的に土踏まずの形成や足部機能，歩行機能と

プは，2趾足尖から足角中央までを結ぶ足部中央線を

の関連が報告されている。しかし，今回の対象児は

基準に，土踏まず線が足部外側線に近いものをA，中

扁平傾向でない足でも低値を示しており，筋力のみ

央線から足部内側線間に土踏まず線があるものをB，

が土踏まず形成に関連しているとは言い難い結果と

土踏まず線が足部内側線を越えているものをCの計

なった。一方で，知的障害者では筋力や下肢機能に

3タイプに分類し，BとCは扁平傾向足とした。中央

IQが関連していることが報告されている。このこと

線から土踏まず線までの距離を測定し，変形進行側

から，発達障害児でもIQなど身体機能以外の項目が

の有無を確認した。足底面以外の評価として，足指

筋力に影響を及ぼし，足部形成に影響を及ぼしてい

筋力計（竹井機器社製

る可能性があると考えられた。

足指筋力測定器Ⅱ）を用い

て，左右足指把持筋力を計測し，重心動揺計（Kenz

【倫理及び説明と同意】

社製

調査参加に先立ち，対象者の保護者に本調査の趣旨

Stabilio 101）を用いて，開眼立位保持時の

COP位置（前後・左右）を測定した。

と方法を口頭で説明し，同意を得た。
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【小児・がん・他】

2017年11月19日

キーワード：リンパ浮腫・乳癌・術後

10:40 ～ 11:40

当院における乳癌術後のリンパ浮腫予防指導の見直し
～理解度テストを通して～
佐藤 友里絵・武田 彩・鈴木 満美子・滝川 蓉子
（一財）総合南東北病院リハビリテーション科
【結果】

【目的】
リンパ浮腫診断ガイドライン（2014）ではリンパ

テストの回収率は100%であった。平均点は7.9

浮腫予防期に関するエビデンスは十分に確立してい

点。各項目の正答率は，病態81.0%，早期発見

ないとされている。増島らによると，浮腫の増悪因

85.7%，運動89.3%，ストレス85.7%，肥満71.4%，

子をできるだけ避け，リンパ浮腫に関する正しい知

スキンケア35.7%であった。

識をもち，より早い段階で浮腫に気づくことが現段

【考察】

階で行える予防的行動に位置付くと言われている。

結果より現行の指導で8割程度理解していること

当院では，乳癌術後の患者に冊子を使用しリンパ浮

が分かった。テストを実施することで内容の二重

腫予防指導を実施している。しかし，患者の理解度

チェックと個別に内容のフィードバックを行えたた

は不明であった。そこで今回，現行の指導に対する

め，更に患者の理解を深められたと考える。正答率

患者の理解度とリンパ浮腫指導の課題を明らかにす

でスキンケアの項目のみ得点率が低くなった要因と

ることを目的に，リンパ浮腫予防指導実施後の患者

しては唯一複数回答にしたためであると考える。加

に対し，指導内容の理解度を確認するためのテスト

えて，現行の指導ではスキンケアの項目が文章で羅

を行ったので，下記に報告する。

列してあり読みにくさがあったため患者の興味関心

【方法】

を引けなかった印象がある。そのため挿絵を増やし

対象は当院において2016年11月～2017年4月に

文字に装飾を加える等して冊子の改変を行った。冊

乳癌と診断され腋窩リンパ節郭清を伴う乳房切除術

子の改変を行う上ではスタッフ間での指導内容に差

を施行した患者平均年齢63歳，StageⅡA～ⅢBの14

が出ないよう工夫を施した。今後使用していく上で

名とした。同一セラピストが術後7日目に現行のリン

指導者や患者の声を反映し定期的に内容の変更を行

パ浮腫予防指導と指導翌日のテストを実施。テスト

う必要があると考える。

は独自に作成し問1～3「病態」問4～5「早期発見」

今回理解度テストを行ったことで患者の理解度が

問6～7「運動」問8「ストレス」問9「肥満」問10

確認でき，現行の指導で不足していた点の見直しや

「スキンケア」についての計10問とした。1問1点と

改善を行うことができた。今後もテスト結果を一つ

し最高得点10点，最低得点0点とした。問1～9に関

の指標として利用し，得点が格段に低い患者に対し

しての回答は○か×かの二択とし，問10のスキンケ

ては外来でのフォローアップ体制の構築が必要であ

アに関しては，リンパ浮腫診療ガイドラインでリン

ると感じた。また，得点数とリンパ浮腫発症の関連

パ浮腫発症の関連が報告されつつあること，また退

についても追跡していきたい。

院後の生活ですぐに実践していけるもののため当て

【倫理及び説明と同意】

はまるもの全て選ぶよう複数回答とし全問正解で1点

対象者には本研究の主旨を十分に説明し，個人を特

とした。答案はその場で丸付けをし間違えた項目に

定できないようにすることで同意を得た。本研究は

ついてはフィードバックを実施し答案のコピーをと

当院の倫理委員会の承認を得て行った（承認番号

り本人に持ち帰って頂いた。

D17-13）。
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【小児・がん・他】

2017年11月19日

キーワード：廃用症候群・Barthel Index・早期介入

10:40 ～ 11:40

当院における廃用症候群の現状
佐々木

彩・齋藤 真紀子
秋田赤十字病院

【目的】

点に有意に増加した。

近年，生活不活発病としても知られている廃用症候

【考察】

群（Disuse Syndrome以下DS）は，身体不活動状態

平成27年の日本人三大死因は悪性新生物，心疾患，

によって引き起こされる二次的な障害の総称であ

肺炎であり，これらは本研究においても原疾患で上

る。DSはその範囲や程度について明確な定義が示さ

位に挙がっていた。上記疾患を有する患者はDSリ

れていないため，リハビリテーション（以下リハ）

スクが高く，元の生活に戻れるようADLを維時させ

介入において曖昧な部分が多いのが現状である。本

ていくことが重要となってくる。また，その他原疾

調査ではDSの原疾患やリハ効果について2010年に当

患は多様であったが，疾患ごとで開始時・終了時の

院DSリハを対象とした先行研究を参考に検討し，当

ADL能力に大きな差はみられずどの疾患でもリハ効

院DSの現状を把握することを目的とした。

果が得られることが明らかとなった。原疾患治療中

【方法】

や全身状態が不安定な時期において，原疾患に基づ

当院で2016年4月4日～2017年3月30日までにDSの

いたリスク管理とリハ介入が求められてくると考え

診断名でリハを行った患者185名（81.3±11.2歳，

られる。

男性85名，女性100名）を対象とした。カルテ記録

長期臥床によって3～5週間で筋力は半分程度になる

から原疾患，臥床期間，リハ期間，転帰先，Barthel

と言われている。入院後2週間までにリハが開始され

Index（以下BI）によるリハ開始時・終了時ADLを後

た患者の開始時・終了時BIが高かったのはこのこと

方視的に調査し比較検討を行った。統計にはSPBSを

が関係している可能性がある。また，運動によるメ

用いて正規性を確認の上，対応のあるt検定または

カニカルストレスは筋骨連関を高める効果があり，

Wilcoxonの符号付順位検定を行い，有意水準は5％

荷重負荷の減少は特に下肢・体幹筋や骨の廃用性変

未満とした。

化をきたしやすいとされている。したがってリハ開

【結果】

始時に立位以上の動作能力があった場合，早期から

処方された原疾患は，同率1位が心疾患，新生物で各

荷重下での運動により筋骨連関が促進され，より高

30名，3位が腎疾患で26名，4位が呼吸器疾患で24

いリハ効果が出ていると推測される。

名であり，その他消化器疾患や糖尿病など多岐にわ

院内DS患者に対しては，リハスタッフ，Dr，Nsを

たっていた。平均臥床期間は8.1日，リハ期間は24.2

はじめとする他職種間で早期離床の取り組みが進ん

日であった。転帰先は自宅83名，施設・療養型病院

だ結果，先行研究の20.9日と比べ臥床期間が大幅に

72名，転院5名，死亡退院25名であった。原疾患全

短縮したと考えられる。一方でDS予防には栄養面

てにおけるBIはリハ開始時26.4点から55.7点に有意

も重要視されている。平坂は大豆タンパク質やビタ

に増加していた。心疾患，新生物，腎疾患，呼吸器

ミンDを補充することが骨・筋萎縮予防として期待

疾患各々で検討した場合のBIも開始時と比較し終了

できると報告している。当院ではNST（栄養サポー

時に有意に高い点数を示していた。原疾患で上位2つ

トチーム）の介入もあり，より幅広い職種と連携を

に挙がっていた心疾患と新生物を比較した場合，開

持っていくことで今後更なる院内DS予防が期待され

始時，終了時ともにBIは同程度の点数であった。リ

る。

ハ開始時に立位以上の動作能力があった場合のBIは

【倫理及び説明と同意】

41.8点から70.3点へ改善していた。入院後2週間未

対象者にはヘルシンキ宣言に則り，プライバシーの

満にリハ開始された場合は34.5点から60.5点に，2

保護，研究の目的を説明し同意を得て実施した。

週間以降からリハ開始された場合は25.7点から55.0
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2017年11月19日

キーワード：訪問リハ・COPD・終末期

10:40 ～ 11:40

当院訪問リハビリテーション科におけるCOPD患者の転帰
佐々木 謙・中田 隆文
須藤内科クリニック
【はじめに】

判断された。在宅看取りではCOPDの進行8例，他の

慢性閉塞性肺疾患（以下，COPD）は，40歳以上の

疾患による急変・併存症の癌の進行が各2例，COPD

有病率8.6%，患者数530万人と推定される疾患で，

の増悪・肺炎・脳卒中発症・大動脈瘤破裂が各1例

2015年における本邦の死亡の原因，第10位であ

であった。入所では全例が在宅での介護困難による

る。COPDは呼吸リハの対象疾患であり，通常，入

施設入所であった。終了では主治医指示・認知症進

院または外来にて集中的に呼吸リハを導入，継続さ

行・他サービスへ切り替えが各2例，機能改善・本人

れ，通院や通所が困難になった例は訪問リハにて行

の意志が各1例であった。

われる。当院は通院困難となったCOPD患者に対し訪

【考察】

問リハでの呼吸リハを提供しているが，重症例が多

COPDは死亡原因となる疾患であるが，COPDの自然

く，終末期医療として関わることが多い。本研究で

経過の末にCOPDの増悪や進行で看取りとなったのは

は当院から訪問リハでの呼吸リハを実施したCOPD患

全68例中9例であり，他は合併症の進行や骨折，脳

者の転帰について調査報告する。

卒中発症，癌発症等々により入院や終了となってお

【対象，方法】

り，結果は多彩であった。在宅看取り例は全例が往

平成23年1月〜平成28年12月の5年間に，当院リハ

診，訪問診療を行う主治医であった。看取り例には

科の公的介護保険制度の訪問リハを終了したCOPD

脳卒中発症や大動脈瘤破裂による急死，癌の進行も

患者68名を対象とした。対象は男性63名，女性5

あり，死因は加齢に伴う疾患が関係していた。終了

名，平均年齢81.65±8.08歳，mMRCスケール平均

例では，症状の進行・悪化により訪問リハを受けら

grade3.4，要介護度平均2.1，HOT48例，NPPV4

れるレベルでは無いという主治医の判断によって終

例，合併症は循環器疾患31例，呼吸器疾患25例，

了となった例や，状態が改善し通院可能になり終了

悪性新生物16例，運動器疾患12例，代謝性疾患11

した事例もあった。対象者は高齢者であり，加齢に

例，認知症9例，腎・泌尿器疾患8例，脳血管疾患6

伴う循環器疾患，悪性疾患が生命予後に影響するこ

例，神経筋疾患3例，消化器疾患3例，膠原病2例で

とが示唆された。また，認知症と介護困難による施

あった。対象者の転帰を入院，在宅看取り，入所，

設入所も多く，近年の認知症増加，独居老人世帯，

終了に分類し，さらに終了理由を訪問リハ報告書，

老老介護などの社会構造の影響もあった。

カルテ，担当者からの聞き取りにて調査した。

【おわりに】

【結果】

在宅COPD患者の転帰は入院，看取りが多かった。訪

転帰は入院40例，在宅看取り16例，入所4例，終了

問リハの対象となる終末期のCOPD患者はCOPDの進

8例であった。終了理由は，入院ではCOPDの増悪10

行，増悪と，加齢による特性で終了していた。

例，他の疾患による急変6例，COPDの進行4例，併

【倫理及び説明と同意】

存症の癌の進行・肺炎・気胸が各3例，脳卒中発症・

ヘルシンキ宣言の勧告に基づき，患者情報の使用に

介護困難が各2例，骨折・大動脈瘤破裂・癌発症・

関して，患者本人又は家族へ口頭にて説明し文書に

イレウス・心不全・ポリープが各1例であった。入

て承諾を得ている。また，当院の倫理審査にて承認

院後，死亡は28例で，その他は入院後，在宅困難と

を得た。

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

193

第 35 回東北理学療法学術大会
Q-2

ポスター発表2

【生活環境支援】

キーワード：転倒歴・J-CHS・フレイル・インデックス

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

高齢入院患者における2種類のフレイル評価の比較
―過去1年間の転倒歴に着目して―

中村

洋平・滝村

薫・佐藤

真・豊田 耕嗣・女鹿
石倉 悠里
盛岡市立病院

友也・高橋

良

【目的】

【結果】

超高齢社会において，要介護認定者数は増加の一途

判定は，フレイル/プレフレイル/ノンフレイルの

を辿り，我々には介護予防という重要な使命があ

順で，「転倒群」ではJ-CHS: 12名/8名/0名，フレ

る。後期高齢者における主な要介護要因としてフレ

イル・インデックス: 6名/14名/0名であった。「非

イルが挙げられ，前期高齢者のそれに比して増加す

転倒群」ではJ-CHS: 8名/12名/2名，フレイル・イ

るため，高齢入院患者のフレイルを把握する事は介

ンデックス: 6名/13名/3名であった。2種類の評価

護予防や予後予測にも役立つ。本研究の目的は，フ

の一致度は，「転倒群」では中等度の一致 (κ係数:

レイル評価として広く受容されているJ-CHS (Japan-

0.467), 「非転倒群」では高度の一致 (κ係数: 0.740)

Cardiovascular Health Study)と，聴取のみで評価可

であった。退院時評価では，「非転倒群」の方が

能なフレイル・インデックスの2種類を実施し，両者

握力と10m歩行速度において良好な結果であり (p

の一致度を検討することである。今回は特に，高齢

<0.05), その他は有意差を得なかった。

者の身体機能レベルを顕著に反映する転倒歴に着目

【考察】

した。

J-CHSは比較的容易な評価として実施可能だが，実測

【方法】

が困難な対象者には用いることができない。一方，

対象は2016年10月から翌3月までの75歳以上のリハ

フレイル・インデックスは本来，広く介護予防のリ

ビリ対象者211人のうち，本研究に同意を得られ，

スク判定に汎用させる目的で開発された評価であ

且つ評価が可能であった42名 (男性13名，女性29

り，入院直後や歩行不可能な患者に対しても行える

名，年齢82.3歳±4.4歳)とした。上記2種類のフレイ

利点があるが，対象者の主観に基づく評価となって

ル評価は5項目から成り，共通項目として体重減少，

いる。結果より，「転倒群」におけるフレイル評価

活力低下，活動度低下の3項目があり，これに加え

の一致度が低かった理由として，J-CHSでは9割が握

J-CHSでは握力と歩行速度の実測評価，フレイル・イ

力低下に該当したのに対し，フレイル・インデック

ンデックスでは自覚的な記憶力の低下と自覚的な歩

スでは自覚的な記憶力低下の該当者は1割であり，こ

行速度の低下を評価し，何れも3項目以上該当でフレ

の2項目における差異が大きかったためであると考え

イル，1～2項目該当でプレフレイルと判定される。

られる。また，退院時評価において，握力と歩行速

また，退院時に握力，10m歩行速度，TUG, 筋力，

度で有意差を得たことから，過去1年間に転倒歴の

筋パワーを評価した。筋力はハンドヘルドダイナモ

ある患者のフレイル評価は，全身的な筋力とも相関

メーターによる椅子座位下腿下垂位での等尺性膝伸

を有し，身体機能の低下に対する長期予測として有

展筋力の計測，筋パワーは椅子座位から5回立ち座り

効とされている握力と，高齢者の運動機能を最も代

に要する時間の計測とした。この他，過去1年間の転

表するとされている歩行速度が評価に含まれている

倒歴を聴取し，「転倒群 (20名)」と「非転倒群 (22

J-CHSが妥当であると考える。

名)」に分けた。統計学的検討として，2種類のフレ

【倫理及び説明と同意】

イル評価の一致度について「転倒群」「非転倒群」

本研究は，当院の個人情報保護管理規定に基づき実

において信頼性係数 (Siegelのκ係数)を求めた。ま

施した。即ち，対象者には事前に書面・口頭にて十

た，2群間の退院時評価の比較として，握力はFisher

分な研究説明を行い，個人が特定されない形で評価

の直接確率法，その他はMann-Whitneyの U検定を用

結果を理学療法的研究に使用する旨を説明し，同意

いた (有意水準5%)。 尚，評価時期を揃える目的で，

を得た。

フレイル評価も退院時に施行した。
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2017年11月19日

キーワード：転倒・HSCS30・施設入所者

10:40 ～ 11:40

施設入所者に対する転倒リスク評価としての手すり支持椅子立ち上がり
テスト(HSCS30)有用性の検討
野邉

歩美 1)・星 友子 2)・玉川
1)
会津中央病院
2)
介護老人保健施設悠悠

奈佑 2)

【目的】

定を用いた。その後，転倒・非転倒を従属変数，2群

老人施設において入所者の日常生活や生活の質を維

比較の結果p<0.05であった項目を独立変数としてロ

持向上させるため転倒予防は重要な課題であり，転

ジスティック回帰分析を行い，得られた独立変数か

倒リスクを入所初期より適切に評価する必要があ

ら回帰式を作成し判別的中率を求めた。統計解析は

る。当院関連施設では歩行困難，認知機能低下が認

JSTATを用いた。

められる入所者が半数を超えていることから簡便で

【結果】

客観的な転倒リスクの評価指標が求められる。30秒

2群比較の結果，性別(転倒群：男14人，女12人/

椅子立ち上がりテスト（CS30）は基本動作である立

非転倒群：男5人，女18人)とHSCS30(中央値5.0回

ち上がりに焦点を当てた評価であるため簡便で短時

/8.0回)に有意差を認めた(性別：p>0.05，HSCS30：

間の測定が可能である。また，高齢者の転倒との相

p>0.01)。年齢(中央値84.5歳/88.0歳)，身長(中央値

関や信頼性・妥当性が示されているが，上肢の支持

150cm/147cm)，下腿長(中央値31.5cm/31.0cm)，

なしで立ち上がることが条件であり測定可能な対象

体重(中央値47.8kg/46.9kg)，下肢麻痺の有無(11件

者が限られる。その難点を考慮した評価法が矢倉ら

/10件)，下肢骨折の有無(7件/4件)，HDS-R(中央値

による手すり支持椅子立ち上がりテスト（HSCS30）

17.5点/21.0点)，要介護度(中央値3/2)では有意差

である。HSCS30はCS30との相関が高いことが認め

を認めなかった。また，ロジスティック回帰分析で

られているが，転倒との関連性は検討されていな

はHSCS30が有意な変数として採択された(p<0.05，

い。また，HSCS30を評価項目とした研究は主に地域

オッズ比1.366)。回帰式の判別的中率は67%であっ

在住高齢者や入院患者が対象であり施設入所者を対

た。

象とした検討は少ない。そこで，今回施設入所者を

【考察】

対象としHSCS30は転倒リスク評価として有用である

HSCS30は転倒予測に役立つ有意な変数として採択

か検証することとした。

され，転倒リスク評価として有用であることが示唆

【方法】

された。遠藤ら(2011)により手すりを使用した立

対象は当院関連施設の老健入所中の要介護者で

ち上がりに必要な膝伸展筋力は院内独歩に必要最低

HSCS30測定可能な49名とした。寝たきり，指示理

限な膝伸展筋力以下であると示されていることから

解困難な重度認知症が認められる者は除外した。平

HSCS30の計測は歩行困難な入所者でも可能と言え

成28年2月～平成29年2月までの1年間を対象期間と

る。また，本研究においてコミュニケーション困難

し転倒群(26例)，非転倒群(23例)に分類した。情報

である重度認知症を除いたHDS-R20点以下の認知症

収集は後方視的に行い，収集項目は基本情報(性別，

と判断される入所者に対し計測可能であったことか

年齢，身長，下肢長，体重)，下肢麻痺・下肢骨折の

らHSCS30は施設入所者に適した簡便な転倒リスク評

有無，HDS-R，HSCS30，要介護度とした。解析は転

価であると考えられる。【倫理及び説明と同意】

倒と非転倒群の2群間比較を行った。その際，性別，

後方視的研究となるため個人情報の取り扱いは十分

2

下肢麻痺・下肢骨折の有無はχ 検定，その他の項目

に留意し，ヘルシンキ宣言に則り当院倫理委員会の

は正規性が認められなかったためMann-WhitneyU検

承認を得た。
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2017年11月19日

キーワード：J-ZBI-8・HDS-R・BMS

10:40 ～ 11:40

認知機能と身体能力が介護負担に与える影響について
長島 慶太 1)・佐藤 竜太 2)
1)
医療法人慈繁会 紫泉の里
2)
医療法人慈繁会 トータルヘルスクリニック
【目的】

ると答えるものが多く，排泄の面で困っているとの

日本の高齢化社会により，家族が在宅で介護する割

回答が多い傾向にあった。

合が増えている。その中でも認知症の高齢者を有す

【考察】

る介護者は介護負担増大の要因となることが予測さ

今回の結果では，認知機能の低下は介護負担感の増

れる。先行研究では高齢者の身体機能低下は介護

大と相関があり，介護者のうつ尺度との相関も有意

者の介護負担感に影響を与えると報告されている。

に認められている。また，問題行動があると答える

また，認知症重症度の増大は介護負担感に影響を与

ものが多い傾向が見られた。一方，身体能力は必

えるとの報告も見受けられる。今回，通所リハビリ

ずしも主介護者の介護負担感には影響を与えなかっ

テーション利用者が介護者へ与える影響について調

た。鷲尾らは介護負担が高い介護者は認知機能低下

査することを目的にアンケート調査を行い，知見を

に伴う問題行動が多く，J-ZBI-8やCES-Dの得点は有

得た為，以下に報告する。

意に高かったと報告しており，先行研究と同様の結

【方法】

果となった。一方で，牧迫らは介護負担感の高負担

本研究はH29.5～6月の期間において85名の通所リ

群では身体能力も低いと報告していたが，今回の結

ハビリテーション利用者を対象とした。質問紙によ

果から，J-ZBI-8とBMSは相関が乏しく，必ずしも身

るアンケート調査を利用者家族に配布し協力の得ら

体能力が介護負担感へ影響を与えていなかったこと

れた46名を対象とした。内容は認知機能と身体能力

が示唆された。このことから，介護者が介護に対す

が介護者の介護負担感に影響を与えるかを調査する

る負担を感じる条件として，認知機能面の低下や問

為，利用者に対し，長谷川式簡易知能評価スケール

題行動が要因となっている可能性があり，これらを

(HDS-R)とBedside Mobility Scale(BMS)にて調査し，

把握し生活面での対処を考慮していくことで負担軽

利用者の介護者に対し，短縮版Zarit介護負担尺度

減に繋げられるのではないかと考えられる。

(J-ZBI-8)と日本語版うつ尺度(CSE-D)による関連を調

【結論】

査した。問題行動は質問式による回答を行った。統

介護負担感は，認知機能の低下とうつ尺度との相関

計的解析はSpearmanの順位相関係数を用い，J-ZBI-8

が認められ，介護負担感増大の要因となっている。

とHDS-R・BMS・CES-Dそれぞれの相関を求め，有意

また，問題行動も多い傾向が見られた。一方，介護

水準は1％未満とした。

負担感は身体機能面との相関が乏しく，必ずしも

【結果】

介護負担感増大の要因とはなっていなかったことが

対象者は46名で男性13名，女性32名，利用者の年

示唆された。このことから，介護負担感の軽減には

齢は79～93歳であった。利用者の主介護者は60

認知機能低下の予防や問題行動の把握，家族へのサ

歳代に多い傾向が見られた。利用者の主介護者は

ポートが重要であることが予測される。

J-ZBI-8が9.34±6.21点であり，CES-Dは8.38±7.73

【倫理及び説明と同意】

点であった。利用者のHDS-Rは15.9±7.47点，BMS

本研究を行うにあたり，ヘルシンキ宣言・厚生労働

は34.4±8.89点であった。J-ZBI-8とHDS-Rには相関

省指針に基づいて配慮し，口頭・書面において確認

が認められ，J-ZBI-8とCES-D間にも相関が認められ

した。その後，本研究以外では使用しないこと，そ

た。しかし，J-ZBI-8とBMSには有意な相関は認めら

れにより不利益を被ることはないことを十分に説明

れなかった。問題行動に対しては，問題行動を有す

し，口頭・書面にて同意を得た。
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【生活環境支援】

2017年11月19日

キーワード：後期高齢者・認知機能・運動機能

10:40 ～ 11:40

地域後期高齢者における認知機能と運動機能の関係について
―当院で行われている長寿健診の結果から―
鈴木

一良・佐藤

美和・浅野

理恵・斎藤 信之介・緑川
前山 愛実
公立岩瀬病院リハビリテーション科

貴之・込山

真也

【目的】

名(79%)となった。開眼片脚立位時間は認知機能低下

75歳以上の後期高齢者においては，認知症の有病率

群に相関関係が認められ，認知機能維持群には相関

が高くなり要介護の原因のひとつとなっている。ま

関係は認められなかった。10m歩行時間は認知機能

た運動は，記憶力などの認知機能によい影響をあた

低下群に相関関係が認められ，認知機能維持群には

えると考えられている。そこで当院で行われている

相関関係は認められなかった。TUGは認知機能低下

地域後期高齢者を対象とした長寿健診の結果から，

群に相関関係が認められ，認知機能維持群には相関

認知機能の低下を早期に認識し運動機能の低下予防

関係は認められなかった。

から介護の予防，健康寿命の延伸に繋げられるかを

【考察】

検討することを目的とした。

地域後期高齢者において認知機能と運動機能の関係

【方法】

を検討したところ，認知機能が低下していると運動

対象は，平成28年度に当院で行われた75歳以上

機能の低下が認められた。運動機能の向上を図るこ

を対象とした長寿健診を受診した278名中，運動

とにより認知機能の改善が図られる報告もある。こ

機能検査の希望者で計測可能であった267名（男

れは健診などで認知機能の低下を早期に認識し運動

性118名，女性149名，平均年齢80.7±4.3歳）

機能へのアプローチをすることにより介護予防が図

とした。また認知機能検査は，Mini Mental State

られ健康寿命の延伸に寄与できるのではないかと示

Examination(MMSE)を実施し，運動機能検査は開眼

唆された。今回の対象者は健康や運動などへの意識

片脚立位時間(最大60秒間)，10m歩行時間，Timed

が高い者が多く比較的認知機能が保たれており大き

Up and Go( TUG)を実施した。統計学的解析は，

く低下している者は少なかった。今後は対象を更に

MMSEの26点以下（認知機能低下群）と27点以上

広げ検討していきたい。

（認知機能維持群）に分けそれぞれ運動機能検査と

【倫理及び説明と同意】

の相関関係をピアソンの積率相関係数を使用し有意

対象者にはヘルシンキ宣言に沿って健診結果のデー

水準を5％として検討した。

タを研究に使用することを説明し，書面にて同意を

【結果】

得た。

認知機能低下群は56名(21%)，認知機能維持群は211

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

197

第 35 回東北理学療法学術大会
R-1

ポスター発表2

【その他のセッション・2】

キーワード：独居・転帰先・回復期リハビリテーション

2017年11月19日

10:40 ～ 11:40

独居者の転帰先に関わる要因について
田中 千夏・及川 美佳・小林 和浩
医療法人社団 帰厚堂 南昌病院
【はじめに，目的】

4.7点)，ベッド車椅子移乗(6.6点/4.8点)，整容(6.8点

当院の入院患者の内訳をみると，病前，独居であっ

/5.1点)，食事(6.9点/5.7点)の順に差が小さかった。

た割合が増加傾向にある。独居者は，同居家族がい

認知項目では，記憶(6.2点/3.9点)，問題解決(5.9点

る患者と比較して自宅への退院が難渋することが多

/3.8点)で差がみられた。家族からの生活支援の有

く，転帰先も多岐にわたる。本研究は独居者の身

無では，有り(16名/7名)，無し(17名/33名)であっ

体機能・病前背景をもとに転帰先の傾向を調査し，

た。KPの居住地が近隣(21名/18名)，遠方(11名/ 21

転帰先に関わる要因を明らかにすることを目的とす

名)，KPなし2名であった。FIMの得点が低く，家族

る。

からの生活支援がない非自宅群に優位な差がみられ

【方法】

(P<0.01)，対象者とKPの居住地の位置関係に優位差

平成27年4月1日～平成29年3月31日に当院回復期

は認められなかった。

リハビリテーション病棟を退棟した患者469名のう

【考察】

ち，急性増悪による退棟患者3名を除く病前独居で

結果より，FIM運動項目の浴槽移乗，清拭，移動(歩

あった73名(男性40名，女性33名，平均年齢73.1

行)，トイレ動作で大きな差がみられた。浴槽移乗，

±13歳，脳血管疾患56名，運動器疾患10名，廃

清拭の入浴動作は介護保険サービスを利用すること

用症候群7名)を対象とし，自宅に退院された方(以

で補うことができるが，移動やトイレ動作は1日の生

下，自宅群)，自宅以外に退院された方(以下，非

活で行う頻度が多く，独居者が自宅で生活するため

自宅群)に分類し，年齢，性別，疾患，Functional

に必要な能力であり，転帰先を決定するうえで重要

Independence Measure(以下，FIM)，家族からの生

な要因であると考える。車椅子移乗，トイレ移乗は

活支援の有無，対象者とキーパーソン(以下，KP)の

食事・整容に続いて，平均得点の差が小さく，先行

居住地が同一・隣接市町村である(以下，近隣)，それ

研究からも改善しやすい項目であると考えられる。

以外(以下，遠方)について比較・検討した。自宅群と

また，FIM認知項目の記憶と問題解決に差がみられ

2

非自宅群における家族からの生活支援の有無をX 検

た。独居生活では，金銭や服薬の管理，家事動作の

定，対象者とKPの居住地が近隣・遠方を対応のない

遂行など，自身の記憶や判断力に基づいた行動が求

t検定を用い検討した。なお，有意水準はP=0.05とし

められるためと推察する。自宅群ではFIM各項目の

た。

平均得点が高く自立レベルとなるため，独居生活の

【結果】

上で必ずしも家族からの生活支援を必要としない方

自宅群33名，非自宅群40名であった。平均年齢は

が多いと考えられ，一方で，FIMの得点が低く家族

自宅群70.4歳，非自宅群75.3歳。性別は，自宅群

からの生活支援が得られない方は，自宅以外の転帰

男性14名，女性19名，非自宅群男性26名，女性14

先になる傾向が高いことが示された。

名であった。退院時FIM平均得点は自宅群運動項目

本研究の結果から，当院回復期リハビリテーション

83.8点，認知項目31.7点，合計115.5点，非自宅群

病棟における独居者の転帰先に関わる要因として，

運動項目55.8点，認知項目22.4点，合計78.2点で

歩行能力・認知機能・家族からの生活支援の有無が

あった。各項目(以下，自宅群/非自宅群で記載)でみ

大きく関連していると考えられる。

ると，運動項目では，差が大きい順に浴槽移乗(5.5

【倫理及び説明と同意】

点/2.8点)，清拭(6.4点/3.8点)，移動(6.2点/3.7点)，

本研究は当院の倫理委員会の承諾のもと調査・研究

トイレ動作(6.7点/4.3点)であり，トイレ移乗(6.6点/

を行った。
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【その他のセッション・2】

2017年11月19日

キーワード：回復期・集団体操・認知機能

10:40 ～ 11:40

認知機能低下に対するグループエクササイズの介入効果
回復期病棟における理学療法士の取り組みについて

佐藤

遥菜・福原

隆志・佐藤

沙織・佐々木 佑佳・田崎
田安 義昌
中通リハビリテーション病院

静香・伊藤

清香

者の気分評価としてフェイススケールを用いた。測

【目的】
近年，全国的に回復期病棟に入院する患者層の高

定は観察期間前，観察期間終了後，介入期間終了時

齢化・重症化が報告されている。当院においても同

の計3回実施した。得られた結果から，項目毎に介入

様の傾向が認められており，特に認知機能の低下を

前及び介入後における変化を求め，「改善または変

伴う患者は増加傾向にある。初期の認知機能の低下

化なし」及び「悪化」の2つに分類し，カイ2乗検定

を有する患者に対して運動療法の効果を認める報告

を用いて比率の差異について検討した。

は多いが，回復期病棟での認知症患者，認知の低下

【結果】

を有する患者に対する取り組み報告は少ない。当院

MMSEにおいて「改善なしまたは変化なし」で

回復期病棟では平成28年度より認知機能の低下を有

あったものは介入前4名(50%)，介入後8名(100%)

する患者を対象に，運動の要素を多く取り入れたグ

であり，有意な差を認めた。「改善なしまたは変化

ループエクササイズ(以下GE)を積極的に実施してき

なし」であったものは，HDS-Rにおいて介入前5名

た。

(63%)，介入後8名(100%)であった。また，DBDス

本研究の目的は患者の認知機能の低下に対し，回

ケールでは介入前4名(50%)，介入後7名(88%)であっ

復期病棟で実施しているGEの効果について整理し，

た。さらにフェイススケールでは介入前7名(88%)，

今後の課題について検討することである。

介入後6名(75%)であった。なおMMSE以外の測定項

【方法】

目においては有意な差は認められなかった。

対象は当院回復期病棟に入院している認知機能の
低下を有する患者8名(男性2名，女性6名，疾患別で
は脳血管疾患2名，運動器6名

年齢は85.9±6.6歳)

【考察】
今回の結果から，回復期病棟に入院している認知
機能の低下を有する患者において，運動の要素を多
く取り入れたGEを2週間実施することで，患者の認

とした。
調査期間は計4週間として，2週間の観察期間(個別

知機能が改善する可能性が示唆された。また，有意

リハビリのみ，以下介入前)後，2週間の介入期間(個

差は示されなかったものの，DBDスケールの結果か

別リハビリとGE，以下介入後)を設けた。介入内容は

ら病棟での行動が落ち着いた患者が増加した。今回

1回40分で週3回実施し，運動中心の内容を音楽に合

実施したGEでは全体的に好意的な反応がみられた一

わせて実施した。原則，患者1名に対して理学療法士

方，個別にみると集団での実施に嫌悪感を示す症例

1名が担当し，状態に合わせて介助量や運動量を随時

も存在した。今後は症例数を増やし，短期的及び長

調節した。患者1名に対して理学療法士1名が付くこ

期的な効果を継続して検証するとともに，実施方法

とにより，立位動作を含めた運動を積極的に行なう

についてさらに検討していく必要があると考えられ

こととした。また実施中は患者同士のコミュニケー

た。

ションが多く得られるように，患者間の協働を必要

【倫理及び説明と同意】

とする内容を組み入れた。評価項目については，認

今回の研究発表にあたり，ヘルシンキ宣言に従

知機能評価としてMini Mental State Examination(以

い，本人及び家族に対し，十分に説明し同意を得

下MMSE)，HDS-Rを用いた。また，認知機能の

た。なお本研究で使用した全ての情報は通常の診療

問題行動評価方法であるDementia

行為の過程で得られたものであり，個人情報の流出

Disturbance

Behavior

Scale(以下DBDスケール)を加え，対象

防止，匿名性の保持について十分に配慮を行った。
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【その他のセッション・2】

2017年11月19日

キーワード：せん妄・ICDSC・高齢化

10:40 ～ 11:40

当院におけるせん妄症状を呈する患者に対してのアプローチ内容の
効果・検証の調査報告
阿部

加菜子・佐川

可奈子・工藤 郁美・金子 晴香・遠藤
福原 隆志・田安 義昌
中通リハビリテーション病院

彩華・佐藤

和歩

【目的】

維持に向け「日光に十分に当たれるように窓辺や屋

当院は回復期及び療養病棟を有する病院であり，全

外で過ごす時間を設けること」，の2点とした。アプ

国の傾向と同じく患者の高齢化・重症度化が進んで

ローチ実施期間は平成29年2月13日（月）～2月26

いる。認知症を有する患者も増加傾向にあるが，一

日（日）の2週間とし，ICDSCは介入初日とアプロー

方で入院経過とともに症状が消失する，一過性の意

チ終了後に担当PTが評価を実施した。

識障害であるせん妄症状を示す症例も多く経験して

【結果】

いる。本研究の目的は，当院におけるせん妄症状を

対象12名中，ICDSCの点数がアプローチ後に下がっ

呈している患者に対し，症状改善に向け実施してい

た患者は8名だった(平均6.0点→4.3点）。他の4名

るアプローチの効果検証を行い，今後の課題を明ら

は，点数が上がった者が1名(4点→5点)，変わらな

かにすることである。

かった者が3名(平均4.7点→4.7点)であった。

【方法】

【考察】

対象の選出は，せん妄症状の有無を客観的に点数
化可能なIntensive

Care

Delirium

Screening

今回実施したアプローチは見当識の認識向上や日
中の覚醒維持を促す目的をもつが，特別な準備等な

Checklist（以下，ICDSC）を使用し評価した。ICDSC

く容易に通常の個別リハビリテーションに導入可能

は患者の行動に関する8つの評価項目により構成され

なものである。アプローチ後，観察期間で症状が改

ており，評価項目ごとに，徴候がある場合を1点，徴

善しなかった12名中8名にせん妄症状の改善がみら

候がない場合を0点とし，その合計が4点以上となっ

れたことから，今回のアプローチは一過性の意識障

た場合「せん妄症状がある」と評価する。

害であるせん妄症状を呈している患者に有効である

本研究では，平成29年1月5日時点で当院入院中の患

と考えられた。

者150名を対象にICDSCを用い，せん妄症状を有する

当院に限らず，全国的に急性期病棟の入院日数短

患者26名を抽出した。抽出した26名に対し，症状の

縮により早期に回復期病棟へ転院する患者が増加し

自然経過を見るために1ヶ月間の観察期間（個別リハ

ていることや，入院患者の高齢化に伴い環境変化に

ビリのみ実施）の後，再度，ICDSCにて評価を実施

適応できない患者も増加している。せん妄は一過性

した。結果，26名中14名は症状改善がみられたが，

の意識障害であるが，認知症と症状が類似している

12名は症状に改善がみられなかった。今回，自然経

部分も多く，また判別が難しく誤った判断をされが

過では症状改善と至らなかった12名の患者を対象と

ちである。今後，せん妄の種類・特徴等を把握し，

し，せん妄症状改善に向けたアプローチの効果検証

せん妄症状に対して個々に合ったアプローチの確立

を行った。

を進めていきたいと考える。

せん妄症状改善に向けて行ったアプローチは，リハ

【倫理及び説明と同意】

ビリテーション（PT，OT，ST）実施時に行った。

全ての情報は通常の診療行為の過程で得られたもの

内容は（1）見当識の改善に向け「カレンダー及び時

であり，今回の報告に当たり個人情報の流出防止，

計を本人と一緒に確認すること」，（2）日中の覚醒

匿名性の保持について十分に配慮を行った。
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【その他のセッション・2】

2017年11月19日

キーワード：二重課題・運動課題・認知課題

10:40 ～ 11:40

二重課題運動における副課題の選択に関する一考察
小田島 希・村上 和佳子・八幡 裕也
特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院
いた(①r=0.317 p=0.01③r=0.354 p=0.004④r=0.333

【目的】
1990年代以降，単一課題(single-task:以下ST)条件
での運動と比較し，二重課題(dual-task:以下DT)条件

p=0.007)。また，年齢が高いほどTMT-B時間が延長
していた(r=0.366 p=0.003)。

での運動においてパフォーマンスは低下し，注意分

重回帰分析では，③④において年齢が高いほど⊿

配機能や年齢がその低下に影響していることが示さ

時間が有意に延長していた(③年齢β=0.389 p=0.004

れている。また，DTを取り入れたトレーニングを長

④年齢β=0.504 p＜0.001)。TMT-B時間は関係して

期にわたって行うことで，パフォーマンスが向上し

いるとはいえなかった。

たことが示されている。しかし，DTの設定に際して

各副課題の⊿時間の年齢調整平均値は，①4.8秒②

どのような追加の課題がどの程度パフォーマンス低

5.4秒③10.6秒④8.1秒であった。

下に影響するのかを検討した研究は少ない。本研究

【考察】

では，継ぎ足歩行を主課題とし，4種類の副課題を加

今回の結果では，ST条件継ぎ足歩行時間と比較し

えたDT条件継ぎ足歩行を実施し，副課題の種類が継

すべての副課題においてDT条件継ぎ足歩行時間の延

ぎ足歩行時間に与える影響を，年齢と注意分配機能

長がみられた。4種類の副課題のうちお手玉以外の

との関係を考慮して検討した。

課題①③④で，年齢が高いほど・TMT-B時間が遅い

【方法】

ほど⊿時間が延長していた。このことから，⊿時間

当院リハビリ・通所リハビリスタッフ54名(男性

の延長には年齢と注意分配機能の低下が影響してお

29名，女性25名，平均年齢31.2±1.1歳)を対象とし

り，それらを考慮した解釈が必要であることが示唆

た。

された。4種類の副課題において，運動課題において

はじめに注意分配機能検査であるTrail making

5秒ほどDT条件継ぎ足歩行時間が延長したのと比較

test-partB(以下TMT-B)を実施した。次に，10mの継

し，認知課題では10秒ほどDT条件継ぎ足歩行時間が

ぎ足歩行，続けて4種類の副課題(①ボール運搬②お

延長し，認知課題でより⊿時間が延長したことが示

手玉操作③計算④語想起)を加えた継ぎ足歩行を実施

された。

し，それぞれの時間を測定した。副課題①～④は対

以上の結果から，DT条件でのトレーニングを行う
場合，注意分配機能の評価や年齢を考慮した上で運

象者ごとに無作為に順番を決定した。
DT条件継ぎ足歩行時間とST条件継ぎ足歩行時間の

動課題や認知課題を選択していくことで，個人に合

差を⊿時間とし，4種類の副課題ごとに算出した。⊿

わせたトレーニングを行うことができ，効果的なパ

時間と年齢・⊿時間とTMT-Bとの相関を求めた。4種

フォーマンス発揮につながる可能性が示唆された。

類の副課題ごとに⊿時間に年齢とTMT-Bが影響して

今後，身体能力が低下した高齢者や入院患者を対

いるかを重回帰分析で検討した。⊿時間の年齢調整

象とした場合，課題の内容を検討したうえで，今回

平均値を4種類の副課題ごとに共分散分析にて求め

の結果と同様となるか，疾患別の特徴やどの副課題

た。ソフトウェアはSPSS statistics Version14を使用

でトレーニング効果が得られるかなどを検討してい

した。

く必要があると考える。

【結果】

【倫理及び説明と同意】

4種類の副課題のうち①③④で，年齢が高くな

研究を行うにあたり，対象者に対して本研究の趣

るほど⊿時間が延長していた(①r=0.35 p=0.005③

旨と発表にデータを使用するということを，口頭及

r=0.466 p＜0.001④r=0.558 p＜0.001)。同様に①③

び書面にて十分に説明し，同意を得た。

④で，TMT-B時間が延長するほど⊿時間が延長して
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【その他のセッション・2】

2017年11月19日

キーワード：回復期・在宅復帰・多職種連携

10:40 ～ 11:40

在宅復帰にむけた回復期リハビリテーションの役割
熊沢

萌乃 1)・菅野

由実 1)・石井 聡実 2)・高橋 夏美 1)・兼子
1)
特定医療法人弘慈会 宮古第一病院
2)
えがおある訪問看護ステーション

沙緒 1)・富安

萌葉 1)

歩行近位監視

はじめに
本症例は入院期間中に病前と同様の活動能力を獲得して
いたが，在宅生活で汎化されていなかった。そこで，在
宅復帰に向けた回復期における理学療法士としての役割

病棟内での動作練習を開始。家屋調査を行い，生活場面
をイメージしてもらいながら動作指導。

108 病日(退院時)①1本杖歩行近位監視 ②日中歩行器

について考察し，以下にまとめたので報告する。

歩行遠位監視・3食2本杖歩行近位監視→日中2本杖歩行

症例紹介

遠位監視

年齢：77歳 疾患名：左変形性股関節症 手術名：左
全人工股関節置換術(前方侵入)H28.11.9施行

性格：明

るく話好きだが，新しいことや慣れていないことをする
のは慎重で用心深い。

病前生活：弟・妹と持ち家にて

3人暮らし。兄(KP・別居)を中心に家族と協力して生活。

在宅で必要な動作練習を中心に実施。在宅生活での移動
手段(2本杖)を病棟でも行うように勧める。

111 病日(訪問リハ開始時)②室内は手すり・4点杖を利
用して歩行自立
“安全に”，“転ばないように”の意識が非常に強く，洗濯

脚長差が幼少期からあり，自分で工夫して身の回り動作

機を回す以外の家事は家族が行っている。

自立。家事の手伝い，2階の仕事場での裁縫，外出時や

考察

庭の手入れ等はT字杖を利用して行っていた。股関節痛

本症例は病前，家事の手伝いや趣味活動を日常的に行っ

が増悪してからは室内でも2本杖で生活。家事や買い物

ていた。退院時には以前と同様の活動能力を獲得して

は弟妹が行っていた。

いたが，訪問リハ開始時には在宅生活に汎化されてい

理学療法評価(入院時→退院時)

なかった。この問題点が生じた理由として，入院時の

ADL評価(BI/FIM)：60/82点→90/110点

GOAL設定が本症例・家族・セラピストで一致していな

MMT：左股関節屈曲2～3→3～4

かった事が挙げられた。
理学療法介入では，幼少期から右下肢優位としていた生

ROM(右/左°)：股関節屈曲(100/60)→(100/90)
10m歩行：歩行器17秒⇒2本杖11秒

活歴から来たした身体機能面の低下や，そこから生じる

経過

心境の変化を考慮し緩徐に介入を進めた。結果として，

介入経過を①できるADL(リハ介入時)，②している

退院日を目前に歩行形態を変更することになった。ま
た，歩行形態の変更後もセラピスト間や病棟とのコミュ

ADL(病棟内)に分けて記載する。

21病日(入院時)①歩行器歩行近位監視 ②車椅子介助で

ニケーションが不十分であったため，治療介入時の「で

移動，トイレ動作一部介助

きるADL」と病棟での「しているADL」の差が生じてし

23病日①歩行器歩行近位監視 ②トイレ動作自立

まった。

HOPE「立てれば，少し歩ければ」，「転ぶのが怖い」

今回の一連の介入を通して，初回カンファレンスの機会

「左足は動かさない」・GOAL「2本杖で歩く，身の回り

に本症例と家族の意思からGOALを設定し，多職種間で

動作を1人で行う」，家族HOPE「1人で移動・身の回り

も目標を共有することが必要であると再確認した。病棟

のことをできるように」

生活から在宅生活への移行を円滑に進めていくために，

左下肢の参加を促し，起居動作の反復練習を支持物のあ

回復期のチームだけでなく家族や退院後に関わるケアマ
ネージャーとも定期的にコミュニケーションをとること

る環境下でゆっくり確認しながら実施。

59病日①変化なし ②3食歩行器歩行近位監視，一般浴

が不可欠である。これは，近年推進されている地域包括
ケアシステムにおいて重要視されている多職種共働での

近位監視
今まで避けてきた動作も取り入れ，できる自信をつける

生活行為向上に繋がっていくと考える。
【倫理及び説明と同意】

ように介入。

85病日①2本杖歩行近位監視，階段昇降 ②日中歩行器

尚，本症例には主旨を説明し同意を得た。
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学生演題

座

長

山田

文 武 （東北メディカル学院）

タイトル：歩行時骨盤傾斜角度に着目した大殿筋上部繊維の
表面筋電図的検討
佐藤千奈（筆頭演者）
，菊地瑠伽，安齋快，草野遼，田代尊子，柳田大登
郡山健康科学専門学校

タイトル：新たな体幹前屈運動の定量的測定方法の検討
阿久津大聖（筆頭演者）
，阿部彩夏，上原裕佳，遠藤広行，吉田巧
郡山健康科学専門学校

平成２９年１１月 19 日（日） 10：40 ～ 11：40

ポスター会場

学生演題は，研究題名，演者氏名，所属養成校のみの抄録形式となっております
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展示協力頂いた企業

御芳名

ミナト医科学株式会社

株式会社南部医理科

株式会社インボディ・ジャパン

フィンガルリンク株式会社

株式会社テクノリンク

昭和電機株式会社

株式会社クリニコ

株式会社安川電機

アルケア株式会社

有限会社ラウンドフラット

矢崎化工株式会社

丸木医科器械株式会社

酒井医療株式会社

株式会社 P．O．イノベーション

フランスベッド株式会社

ダスキンヘルスレント

伊藤超短波株式会社

株式会社ベルテック・ジャパン

株式会社サンメディカル

オージー技研株式会社

株式会社エスリゾーム

株式会社東山堂
（順不同・敬称略）

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

204

第 35 回東北理学療法学術大会

2017: The 35th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

205

第 35 回東北理学療法学術大会

実行委員・協力委員
第 35 回東北理学療法学術大会   実行委員・協力委員  
大

会

長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  及川龍彦	
 

副 大 会 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  佐藤英雄	
 
副 大 会 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  武田浩二	
 
副 大 会 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  田中結貴	
 
準備委員長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  野中一成	
 
準 備 委 員	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  荒木関花織	
  （東北ブロック協議会学術局員）	
 
	
 

	
 

企 画 局 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  佐藤英雄	
 

副 企 画 局 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  関	
  公輔	
 

	
 

企 画 部 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  早坂	
  郷	
 

	
 

企画調整部長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  佐々木美穂子	
 

運 営 局 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  武田浩二	
 

副 運 営 局 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  山田	
  温	
 

	
 

副 運 営 局 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  三浦正徳	
 

	
 

会 場 部 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  小林和浩	
 

	
 

進 行 部 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  君野綾子	
 

演題・セミナー管理局長	
  	
  	
  田中結貴	
 

副演題・セミナー管理局長	
  	
  	
  	
  	
  伊藤満	
 

	
 

演 題 管 理 部 長	
  	
  	
  	
  	
  高橋清勝	
 

	
 

プ レ ゼ ン 管 理 部 長	
  	
  	
  	
  	
  久野純治	
 

	
 

機 器 展 示 管 理 部 長	
  	
  	
  	
  	
  小坂直樹	
 

事 務 局 長	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
  	
  菅原	
  靖	
 

総 務 部 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  村上康拓	
 

	
 

財 務 部 長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  藤原智秀	
 

	
 

広報・渉外部長	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  小澤	
  斉	
 

【協力会員】	
 
菅野由実	
 

澤口裕樹	
 

富安萌葉	
 
兼子紗緒	
 

佐々木拓哉	
 

熊谷一貴	
 

中村洋平	
 

遠藤信	
 

戸来幸恵	
 

田村あゆみ	
 

柏木雄輝	
 

岸井咲	
 

佐藤祐弥	
 

名和将吾	
 

小野寺一也	
 

月山由美	
 

槻木澤遊	
 

高橋佳敬	
 

荒川博志	
 

互野遥	
 

高橋陽	
 

山本淳史	
 

城内勇樹	
 

千葉悟	
 

田村深雪	
 

葛西里美	
 

菊池繁一	
 

羽沢大貴	
 

佐藤俊輔	
 

渡辺幸太郎	
 

菊池賢太	
 

菊池悠	
 

菅野亜理沙	
 

佐々木直子	
 

高橋恵	
 

金子凌平	
 

石川祥代	
 

小倉隆輔	
 

三浦里行	
 

山崎優	
 

高橋奈那	
 

関口康博	
 

有馬里香	
 

千葉紗希	
 

後藤史穂理	
 

外川諒	
 

藤村藍里	
 

岩元優	
 

小原達也	
 

坂元大輔	
 

竹花美里	
 

高橋修	
 

青木絵里	
 

吉田由紀	
 

田中拓真	
 

濱口剛克	
 

菊池智之	
 

岩村和幸	
 

藤田英里	
 

三上真史	
 

平賀慎	
 

澁田千夏	
 

高木弘恵	
 

竹花美里	
 

小原奈津子	
 

藤村勇人	
 

菊地舞羽	
 

佐々木徹也	
 

佐藤寿	
 

高橋愛美	
 

稲森咲香	
 

藤井光輝	
 

菅原圭太	
 

澤口義博	
 

大信田れい	
 

小川陸斗	
 

淺田麻衣	
 

山口美紗都	
 

菅生瑛子	
 

菊池克哉	
 

菊池真喜子	
 

高橋良	
 

兼平卓也	
 

赤澤賢司	
 

東山裕太	
 

内藤里歩	
 

吉田龍一	
 

中村ちなみ	
 

野中政幸	
 

豊田耕嗣	
 

菅野泉	
 

刈田淳	
 

板山恵里沙	
 

小原千明	
 

山崎由加里	
 

高橋弘平	
 

木地谷貴之	
 

女鹿友也	
 

林本千晴	
 

佐々木慎平	
 

上野大樹	
 

細川久美子	
 

石田宏邦	
 

加藤美緒	
 

吉田裕也	
 

佐々木誠	
 

田上航平	
 

松岡陽介	
 

小澤栞	
 

菅原陽介	
 

工藤仁	
 

小笠原美穂	
 

澤田千枝	
 

林尻陽	
 

佐藤彩	
 

千葉駿	
 

木ノ下美恵子	
 

及川美紗希	
 

古水沙織	
 

千葉大祐	
 

畑中祐美	
 

関しおり	
 

池田匠	
 

渡辺早貴	
 

野中唯衣	
 

上石知佳	
 

尾崎玲	
 

及川航	
 

村上敏昭	
 

長野由紀江	
 

熊谷沙知	
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第 35 回東北理学療法学術大会
記念祝賀会のお知らせ

大会 1 日目（11/18）終了後、第 35 回東北理学療法学術大会記念祝賀会を開催致
します。また開催に先立ち、長きにわたり東北ブロック協議会にご尽力ならびにご
貢献されました方々の功労者表彰を行います。皆様のご参加を心よりお待ち申し上
げます。

主

催

：

公益社団法人日本理学療法士協会

日

時

：

平成 29 年 11 月 18 日（土） 18：30 ～

会

場

：

ホテルメトロポリタン盛岡（本館）
〒 020-0034

東北ブロック協議会

岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44

TEL：019-625-1211

参加費

：

4,000 円

事前参加申込は学会ホームページ「祝賀会のご案内」よりお申込みいただけます。
第 35 回東北理学療法学術大会 HP

：

http://congress.pt-tohoku-block.org/

当日参加申込される方は、学会受付会場に祝賀会受付がございますので、そちらの
方で受付をお願い致します。
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東北ブロック協議会教育研修部主催
研修会のお知らせ
【開催日時】		 平成 29 年 11 月 18 日（土）
【開催場所】		 マリオス 18 階		

188 会議室

【開催時間】		 15：50 ～ 17：20
【参加対象】		 東北理学療法学術大会座長
						（一般参加者も聴講可能なオープン形式）

【テ ー マ】		「座長・演者それぞれに求められること」
【講

師】		 藤田

俊文

先生

							

弘前大学大学院保健学研究科

							

総合リハビリテーション領域

講師
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