
 
 
 
 
 
 
 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【  会   期  】平成 30年年 11⽉月 3⽇日（⼟土）〜～  4⽇日（⽇日）  
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第 36回東北理学療法学術大会	  

大会長	 尾田	 敦	     
 

第36回東北理学療法学術大会開催に係る 

出張許可のお願い（ご依頼） 
謹啓 
	 時下貴台におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、公益社団法人日本理学療法士協会、東北ブロック協議会ならびに一般社団法人青森県理学

療法士会の活動に対し、格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、この度下記内容にて第 36回東北理学療法学術大会を開催いたします。 
つきましては、貴職員理学療法士	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 氏の学術大会出張につきまして、格段のご配

慮を賜りますようお願い申し上げます。 
謹言 

 
記 

 
大 会 名	 	 	 第 36回東北理学療法学術大会 
テ ー マ	 	 	 「ヘルスプロモーションと理学療法」 
会    期	 	 	 平成 30年 11月 3日（土） ～ 4日（日） 
会	 	 場	 	 	 ホテル青森（〒030-0812	 青森市堤町 1丁目 1‐23） 
主	 	 催	 	 	 公益社団法人 日本理学療法士協会 東北ブロック協議会 
担	 	 当	 	 	 一般社団法人 青森県理学療法士会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上 
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第 36回東北理学療法学術大会	 事務局	                                             
弘前大学大学院保健学研究科 
〒036-8564 青森県弘前市本町 66-1 
お問合せ先：0172-39-5977（高橋純平） 
大会専用 E-mail：touhokuptc36@gmail.com 
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テーマ　「ヘルスプロモーションと理学療法」

青森県では、弘前大学医学部社会医学講座（中路重之 教授）が青森県総合健診センター等の連携の下、

2005 年より青森県弘前市岩木地区の住民を対象として生活習慣病予防と健康の維持・増進、寿命の延長を目

指した企画をスタートさせました。以後 10 数年間にわたる健康調査・推進活動は、青森県で初めての大規

模なプロジェクトとなり（岩木健康増進プロジェクト）、大規模住民健康調査は毎年実施されています。弘前

大学は、2013 年 11 月に文部科学省の事業である研究開発支援事業「革新的イノベーション創出プログラム」

（COI 拠点研究事業）の全国 12 の拠点の一つに選ばれました。事業名は「脳科学研究とビッグデータ解析の

融合による画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予防法の開発」です。本事業では、これまで岩木健康増進

プロジェクトで長年蓄積された膨大データから、生活習慣病（がん、脳卒中、心筋梗塞、認知症、糖尿病など）

の病気の予兆発見の開発や、予防法を開発する研究とビジネス化に取り組んでいます。もしそれができれば、

平均寿命が全国最下位である青森県の短命返上に役立ち、延いては人類の健康に役立つといえましょう。

今回、第 36 回東北理学療法学術大会の開催にあたり、このような青森県における健康増進に対する取り

組みを鑑みて、「ヘルスプロモーションと理学療法」をメインテーマといたしました。「ヘルスプロモーション」

は、1986 年にカナダのオタワで開かれた第 1 回ヘルスプロモーション国際会議において「人々が自らの健

康をコントロールし改善できるようにするプロセスである」と定義されました（オタワ憲章）。病気や障害を

抱えている人も、健康な人も、その人なりの幸せな人生を送るためには健康状態を維持・改善することが大

事であり、そのための 5 つの優先的行動分野を挙げています。①健康的な公共政策づくり、②健康を支援す

る環境づくり、③地域活動の強化、④個人技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換の 5 つです。オタワ憲

章から 30 年が経ち、日本においてもその概念を礎に「健康日本 21」や「健康増進法」の施行など国家的な

政策から行政での施策などさまざまな展開されています。そのような中、我々理学療法士も国民一人一人の

健康増進にいかに関わるべきかを考える必要性に迫られる時期が来ています。

今回の学術大会では、プロフェッショナルとして期待される理学療法士の進むべき道標となるよう、特別

講演、教育講演、セミナー、市民公開講座を企画いたしました。本学術大会を通じて会員の皆様から多くの

成果が発表され、また将来へのステップアップとなっていただければ幸いです。

青森県理学療法士会会員一同、心よりご参加をお待ちしております。

趣 意 書
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第 36 回東北理学療法学術大会
大会長　尾田　敦

このたび，ホテル青森（青森市）において，2018 年 11 月 3 日～ 4 日の両日，第 36 回東北理学療法学術大会を

開催させていただきます．本学会の開催にあたり，ご協力・ご支援をいただきました関係各位に深く感謝申し上げます．

さて，第 36 回目となる東北理学療法学術大会を青森県青森市で開催するにあたり，テーマを「ヘルスプロモーショ

ンと理学療法」とさせていただきました．その背景としては，青森県は平均寿命が全国最下位であり，短命県返上を

目指して健康増進のための様々な取り組みがされているということが挙げられます．

弘前大学医学部社会医学講座が青森県総合健診センター等の連携の下，2005 年よりスタートさせた青森県弘前市

岩木地区の住民を対象として生活習慣病予防と健康の維持・増進，寿命の延長を目指した企画は，岩木健康増進プロ

ジェクトと呼ばれ，以後 10 数年間にわたって毎年実施されています．このプロジェクトがもとになり，2013 年 11

月に弘前大学は，文部科学省の事業である，研究開発支援事業「革新的イノベーション創出プログラム」（COI 拠点研

究事業）の拠点の一つに選ばれました．

本学術大会では，このプロジェクトの仕掛け人でもある梅田孝氏（名城大学教授，前弘前大学医学部社会医学講座

准教授）から「地域保健活動の実際と理学療法士の役割」とのテーマでの特別講演が実現し，さらに，中路重之氏（弘

前大学医学部社会医学講座特任教授）から「多職種連携で短命県は返上できるか？」のテーマでの市民公開講座が実

現しました．先生方のご講演では，地域の中で健康増進のために理学療法士がどのように役割を果たしていくべきか，

そして一般市民の健康意識を高め，それを援助する多職種間のインタープロフェッショナルワークの重要性について

のお話が聞けるものと思います．

また，ヘルスプロモーション（健康増進）のキーワードで，教育講演と 4 つのセミナーを用意いたしました．まず，

教育講演として，島田裕之氏（国立長寿医療研究センター）から「運動による認知症予防」についてお話しをいただ

きます．セミナーは，神経系領域から大畑光司氏（京都大学大学院），運動器系領域から石井慎一郎氏（国際医療福

祉大学大学院），がんリハ領域から辻哲也氏（慶應義塾大学医学部），ウィメンズヘルス・メンズヘルス領域から大内

みふか氏（北海道医療大学）を講師にお招きすることができました．

ヘルスプロモーションとは，「人々が自らの健康をコントロールし改善できるようにするプロセスである」（オタワ

憲章，1986 年）と定義され，病気や障害を抱えている人も，健康な人も，その人なりの幸せな人生を送るためには

健康状態を維持・改善することの重要性が謳われています．我々理学療法士はどのような行動目標を持って具体的に

どのように活動するべきかを本学術大会を通じて学んでいただき，明日からの臨床活動・研究活動に活かされてステッ

プアップされることを期待いたします．

さらに，一般演題はおよそ 100 演題の応募をいただくことができました．本学術大会のテーマに即したセッショ

ンも用意いたしましたので，活発な討論が期待されます．

11 月の青森は各地できれいな紅葉がみられ，また様々な青森独自の秋の味覚を楽しめる季節です．そして，東北

理学療法学術大会がこの時期に開催されるのは今回が最後となるかも知れません．秋の青森を堪能するには貴重な機

会となることでしょう．そして，今回が平成最後の東北理学療法学術大会となります．本学会においてもレセプショ

ンをご用意させていただいていますので，講師の先生方とのお話ができる機会もあるかと思います．たくさんの方々

のご参加をいただき，青森でお目にかかれることを楽しみにしております．青森県理学療法士会会員一同，心よりお

待ちしております．演題登録されていない方にも十分満足していただける内容であると思いますので，お誘い合わせ

の上，多くの皆さまにご参加いただければ幸いです．

ご 挨 拶
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平成 30年 11月 3日（土） 

 

A会場（大ホール） B会場（小ホール）

ポスター展示

機器展示

16:00

16:30

17:00

17:30

口述発表１

【健康増進】

13:00～13:50

口述発表２

【運動器・教育】

13:00～13:50

ポスター発表１

【 A,E,G,M,Q 】

13:00～13:50

休憩

12:00～13:00

ポスター展示

教育講演

16:35～17:45

「運動による認知症予防」

島田　裕之 氏

（国立長寿医療研究センター）

口述発表３

【神経・内部障害】

14:10～15:00

口述発表４

【基礎】

14:10～15:00

ポスター発表２

【 C,I,K,O 】

14:10～15:00

セミナー１

15:20～16:20

「脳卒中後の歩行トレーニング

－あるべき姿と新たな試み－」

大畑 光司 氏

（京都大学）

18:00

レセプション

18:30～20:30

14:30

15:00

15:30

11:00

11:30

12:00

12:30

10:30

13:00

13:30

14:00

大会長基調講演

10:10～10:30

特別講演

10:30～11:40

「地域保健活動の実際と理学療

法士の役割」

梅田 孝 氏

（名城大学）

セミナー２

15:20～16:20

「臨床に活かす戦略的思考に基

づいた動作分析」

石井 慎一郎 氏

（国際医療福祉大学大学院）

10:00

C会場（ポスター・機器展示会場）

受付

9:00～

9:30

機器搬入・設営
開会式

9:30～10:00
ポスター貼付

表彰式・次期大会長挨拶

11:40～12:00

休憩

12:00～13:00

【平成 30 年 11 月 2 日（金）】
	 会場：青森県観光物産館　アスパム 6階（八甲田、岩木）

	 （〒 030-0803　青森県青森市安方一丁目 1番 40 号）

＊東北ブロック協議会　理事会＊
青森県観光物産館 アスパム 6 階 会議室「八甲田」　13：00　～　15：00

＊東北ブロック協議会　学術局会議＊
青森県観光物産館 アスパム 6 階 会議室「八甲田」　10：30　～　12：00 

＊東北ブロック協議会　事務局中間会計監査＊
青森県観光物産館 アスパム 6 階 会議室「岩木」　10：00　～　11：00

＊東北ブロック協議会　生涯学習担当者会議＊
青森県観光物産館 アスパム 6 階 会議室「岩木」　13：00　～　15：00

【平成 30 年 11 月 3 日（土）】
	 会場：アップルパレス青森　3階（ねぶたの間）

	 （〒 030-0802　青森県青森市本町 5丁目 1－ 5）

＊東北ブロック協議会　理事会＊
アップルパレス青森 3 階 ねぶたの間 A 会場　12：00　～　14：00

＊東北ブロック協議会機関誌編集部拡大会議＊
アップルパレス青森 3 階 ねぶたの間 B 会場　12：00　～　14：00

諸会議のご案内
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大会日程（１日目）
 

平成 30 年 11 月 3 日（土） 

 

A会場（大ホール） B会場（小ホール）

ポスター展示

機器展示

16:00

16:30

17:00

17:30

口述発表１

【健康増進】

13:00～13:50

口述発表２

【運動器・教育】

13:00～13:50

ポスター発表１

【 A,E,G,M,Q 】

13:00～13:50

休憩

12:00～13:00

ポスター展示

教育講演

16:35～17:45

「運動による認知症予防」

島田　裕之 氏

（国立長寿医療研究センター）

口述発表３

【神経・内部障害】

14:10～15:00

口述発表４

【基礎】

14:10～15:00

ポスター発表２

【 C,I,K,O 】

14:10～15:00

セミナー１

15:20～16:20

「脳卒中後の歩行トレーニング

－あるべき姿と新たな試み－」

大畑 光司 氏

（京都大学）

18:00

レセプション

18:30～20:30

14:30

15:00

15:30

11:00

11:30

12:00

12:30

10:30

13:00

13:30

14:00

大会長基調講演

10:10～10:30

特別講演

10:30～11:40

「地域保健活動の実際と理学療

法士の役割」

梅田 孝 氏

（名城大学）

セミナー２

15:20～16:20

「臨床に活かす戦略的思考に基

づいた動作分析」

石井 慎一郎 氏

（国際医療福祉大学大学院）

10:00

C会場（ポスター・機器展示会場）

受付

9:00～

9:30

機器搬入・設営
開会式

9:30～10:00
ポスター貼付

表彰式・次期大会長挨拶

11:40～12:00

休憩

12:00～13:00
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大会日程（２日目）
 

平成 30年 11月 4日（日） 

 A会場（大ホール） B会場（小ホール）

閉会式 12:50～13:00

C会場（ポスター・機器展示会場）

ポスター発表３

【 B,F,J,N,P 】

9:30～10:20

9:30

口述発表５

【運動器】

9:30～10:20

口述発表６

【動画セッション】

9:30～10:20
10:00

14:30

12:30

10:30

教育研修部主催研修会

10:40～11:30

「症例発表のはじめかた～抄録

作成と発表のポイント～」

小林 武 氏

（東北文化学園大学）

口述発表７

【神経】

10:40～11:30

受付

9:00～

ポスター発表４

【 D,H,L,R(学生) 】

10:40～11:30

ポスター展示

15:00

12:00

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

市民公開講座受付

13:00～13:50

機器撤去

13:00～13:40

セミナー３

11:50～12:50

「がんリハビリテーション最前

線～社会復帰・健康寿命延伸へ

の挑戦」

辻　哲也 氏

（慶應義塾大学）

セミナー４

11:50～12:50

「尿失禁患者に対する理学療法

の可能性」

大内 みふか 氏

（北海道医療大学）

ポスター撤去

13:00～13:40

機器展示

ポスター展示

市民公開講座

13:50～14:50

「多職種連携で短命県は返上で

きるか？」

中路 重之 氏

（弘前大学）
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新人教育プログラムの単位認定について

 
平成 30年 11月 4日（日） 

 A会場（大ホール） B会場（小ホール）

閉会式 12:50～13:00

C会場（ポスター・機器展示会場）

ポスター発表３

【 B,F,J,N,P 】

9:30～10:20

9:30

口述発表５

【運動器】

9:30～10:20

口述発表６

【動画セッション】

9:30～10:20
10:00

14:30

12:30

10:30

教育研修部主催研修会

10:40～11:30

「症例発表のはじめかた～抄録

作成と発表のポイント～」

小林 武 氏

（東北文化学園大学）

口述発表７

【神経】

10:40～11:30

受付

9:00～

ポスター発表４

【 D,H,L,R(学生) 】

10:40～11:30

ポスター展示

15:00

12:00

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

市民公開講座受付

13:00～13:50

機器撤去

13:00～13:40

セミナー３

11:50～12:50

「がんリハビリテーション最前

線～社会復帰・健康寿命延伸へ

の挑戦」

辻　哲也 氏

（慶應義塾大学）

セミナー４

11:50～12:50

「尿失禁患者に対する理学療法

の可能性」

大内 みふか 氏

（北海道医療大学）

ポスター撤去

13:00～13:40

機器展示

ポスター展示

市民公開講座

13:50～14:50

「多職種連携で短命県は返上で

きるか？」

中路 重之 氏

（弘前大学）

【大会1日目　2018年11月3日（土）】

会場名 時間 セッション名 「テーマ」講師および座長所属 新プロ読み替えテーマ

C-1 神経系疾患の理学療法

B会場
小ホール

15：20～16：20 セミナー２ C-2 運動器疾患の理学療法

A会場
大ホール

16：35～17：45 教育講演
「運動による認知症予防」
講師： 島田裕之 氏 （国立長寿医療研究センター）
司会： 藤田俊文 （弘前大学）

C-4 高齢者の理学療法

「脳卒中後の歩行トレーニング‐あるべき姿と新たな試み‐」
講師： 大畑光司 氏 （京都大学）
司会： 高見彰淑 （弘前大学）

「臨床に活かす戦略的思考に基づいた動作分析」
講師： 石井慎一郎 氏 （国際医療福祉大学大学院）
司会： 漆畑俊哉 （青森県立保健大学）

セミナー１15：20～16：20 
A会場

大ホール

【大会2日目　2018年11月4日（日）】

会場名 時間 セッション名 「テーマ」講師および座長所属 新プロ読み替えテーマ

B会場
小ホール

11：50～12：50 セミナー４
「尿失禁患者に対する理学療法の可能性」
講師： 大内みふか 氏 （北海道医療大学）
司会： 桜田由紀子 （東北メディカル学院）

C-2 運動器疾患の理学療法

C-3 内部障害の理学療法

「がんリハビリテーション最前線～社会復帰・健康長寿延伸
への挑戦」
講師： 辻 哲也 氏 （慶應義塾大学）
司会： 舟見敬成 （一財 総合南東北病院）
         山本優一 （北福島医療センター）

セミナー３11：50～12：50
A会場

大ホール

 
 
第 36 回東北理学療法学術大会において、下記の企画は、新人教育プログラムの単位が認定されます。 
 
新人教育プログラムの単位登録は、セッション講義受講後、会場内前方で配布される受講証明書を、同

フロアの「新人教育プログラム受付ブース」へカード会員証とともに掲示してください。 
 
なお、登録については以下の点にご注意いただきますようお願いします。 
 
① 時間が重複する企画への二重登録は無効となります。 
② 受講証明書は、対象企画の開催当日のみ有効となります。 
③ 登録時間の終了は下記の通りとなります。 

11 月 3 日（土）は 18 時まで 
11 月 4 日（日）は 13 時 30 分まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新人教育プログラムの単位認定について 
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会場アクセス
会場：ホテル青森 

 〒 030-0812　青森県青森市堤町 1 丁目 1-23
 TEL：017-775-4141 
 https://www.hotelaomori.co.jp/

【JR をご利用の場合】

・青森駅下車、駅よりタクシーで約 5 分／徒歩で約 25 分

・新青森駅下車、駅よりタクシーで約 20 分

【バスをご利用の場合】

・国道 4 号線文化会館前下車徒歩 3 分

【飛行機をご利用の場合】

青森空港より…

・タクシーで約 30 分 

・バスにて青森駅まで約 35 分

【お車をご利用の場合】

・東北自動車道青森中央 I.C より約 15 分

・ホテル駐車場収容台数 130 台（午前 6 時～午後 10 時） 

・駐車料金は学会参加者 4 時間まで無料（クローク横の機械使用もしくはフロントで確認）

・駐車での追加料金は 1 時間 300 円、30 分毎 150 円

会場への交通案内
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ホテル青森　3 階

会場案内図
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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。

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 　　　7/1（日）　～ 　10/5    （金）

  現金振込 　　　7/1（日）　～ 　10/12（金）

  クレジット 　　7/1（日）　～　 10/24（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。本会マイページからダウンロード可能です。

事前登録 デイパス 当日参加
会員 5,000 円 4,000 円 6,000 円
非会員 ― ― 10,000 円
学生 ― ― 1,000 円

参加者へのお知らせ
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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》 ホテル青森 3 階 小ホール前

 　《受付時間》 11 月 3 日（土） 9：00 ～ 17：45

  11 月 4 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》 ホテル青森 3 階 エレベーター横

 　《お預かり時間》 11 月 3 日（土）　9：00 ～ 20：30

   11 月 4 日（日）　9：00 ～ 13：30 

 　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） 緊急性・公共性の高いご案内については会場アナウンスを致します。また、個人のお呼び出しについては緊急

性を除き対応は致しかねますのでご了承ください。

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 環境がございますので、必要であればご利用ください。
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【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 3F 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。動画セッ

ション以外の口述発表は 1 演題につき 10 分（発表 7 分・質疑 3 分）です。動画セッションのみ 1 演題につき

11 分（発表 7 分・質疑 4 分）となります。

○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 3F 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」「2016」のみ準備しております。スライ

ドの比率は 4：3 で作成してください。COI 開示スライドはタイトルスライドの後に挿入してください。

 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 ＿青森太郎 .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． 本学会で準備している PC の OS は windows のみで、Mac は準備しておりません。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部が行いますので、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）。使用する PC の OS は windows に限ります（Mac は対応できません）。スライドに動画を

挿入して作成した場合には、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。

11． 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。 

演題発表要領
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【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が、要点説明などを含め演者の発表は禁止し

ておりますので、ご注意ください。発表形式は自由討論となっております。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 3F 受付に設置した「座

長受付」で受付を済ませてください。

2． 開始 10 分前までにポスター会場へお越しください。各発表場所（A ～ R のブロック）での演者確認をしてくだ

さい。

3． 開始 5 分前と開始時間、終了 5 分前、終了時間はスタッフが案内します。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 3 日（土）　貼付 9：00　～　撤去なし

 　  11 月 4 日（日）　貼付 9：00　～　撤去 13：00 ～ 13：40 

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。COI 開示情報はポスター最下部の

左端に掲示してください。

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。
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投　稿　規　定

 1. 本誌の目的

 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 ( 以下、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供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. 投稿者の資格

 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. 投稿原稿の条件

 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．

4. 利益相反

 利益相反の可能性がある事項（コンサルタント料、株式所有、寄付金、特許など）がある場合は本文中に記載

してください．なお、利益相反に関しては日本理学療法士学会が定める「利益相反の開示に関する基準」を遵

守してください．

5. 研究倫理

 ヘルシンキ宣言および厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などの医学研究に関する

指針に基づき対象者の保護には十分留意し、説明と同意などの倫理的な配慮に関する記述を必ず行ってくださ

い．

6. 原稿の採択

 原稿の採否，掲載順は東北ブロック協議会学術局機関誌編集部 ( 以下、編集部 ) 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，編集部の責任において，

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．

7. 校正

 著者校正は原則として 1 回とします．校正は赤字で行ってください．

学術機関誌投稿要領
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学術機関誌　執筆規定

〈投稿要綱〉
下図のフローチャートに従って作業が進行します

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 で送付してください．E-mail で送付できない場合は，第 31 号担当者まで

問い合わせください．

 投稿された論文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 ( 以下、東北ブロック協議会 ) 学術局機

関誌編集部 ( 以下、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 E-mail で送付してください． 

〈執筆方法〉
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それを証明しうる客観的データを提示し，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

報告とは報告の新規性・希少性のポイントがどこにあるのかを文献考証を踏まえて提示し，考察を行ったもの．

実践報告とは，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文書作成ソフト (Microsoft Word) 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．

W 
e 
b 
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 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）の下 ( フッタ ) 中央に必ずページ番号を振ってください．

３． 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．

４． 表紙には，最初に和文による論文名・著者名・職名・所属名を記載してください．その次に，英文による論文名・

著者名・職名・所属名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，表の枚数を記載してください．

５． 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．

６． 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．

７．論文の構成

 1) はじめに（序論，緒言）

 研究の背景，臨床的意義，研究の目的，取り扱っている主題の範囲，先行研究との関連性の明示などを 記

述してください。

 2) 対象および方法

　 用いた研究方法について第三者が追試できるように記述してください。倫理的配慮も記述してください。

 3) 結果（成績）

　 研究で得られた結果を本文および図表を用いて記述してください。データは，検証，追試を行いやすいように

図（グラフ）よりも表にして数値で示す方が望ましいです。

　 4) 考察（分析）

　 結果の分析・評価，今後の課題，などを記述してください。

　 5) 結論

　 研究で得られた結論を 200 ～ 300 字で簡潔に記述してください。

　 6) 利益相反

　 利益相反の有無について記載してください。

　 7) 謝辞

　 著者資格には該当しない研究への貢献者については謝辞に記載してください。

〈図・表について〉
１． 図表の大きさは，原則として以下の 3 種類とします．
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 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）

 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 頁の左右のどちらか横半分以内の

もの．

３． A4 判用紙 1 枚に図表を一つずつ作成してください．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． 電子ジャーナル化に伴い，カラーでの掲載が可能となりました．

〈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 3 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．

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．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，編者が一人の場合は (ed.) 二人以上の場合は (eds.) と

なります．

５． 雑誌名は公式の文献略称を用いてください．

 例：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

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．
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 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．

10．雑誌の場合は著者氏名：論文題目．雑誌名／．西暦年号；巻：頁（最初－最終）．の順に，単行本の 場合は著者

氏名：書名．編集者名，発行所名，発行地，西暦年号，頁．の順に書いてください．なお、単行本中の論文の場合は、

書名の前に論文名を書いてください．

11．Web サイト中の記事は、分かる場合は著者氏名，Web ページの題名．Web サイトの名称．入手先 (URL) を書い

てください．また、末尾に引用日を書いてください．

12．電子ジャーナルの場合は著者氏名，論文題目，雑誌名，西暦年号，巻，頁（最初－最終）．入手先，引用日．を

書いてください．DOI(Digital Object Identifier) がある場合は、頁のあとに書いてください．入手先は欧文文献

の場合 Available from: http://www.・・・と書いてください．引用日は欧文文献の場合 [cited ○○ ] と書いてく

ださい．

［文献記載凡例］
1）宮本謙三，竹林秀晃，他：加齢による敏捷性機能の変化過程― Ten Step Test を用いて―．理学療法学．

2008; 35: 35‒41.

2）Tompkins J, Bosch PR, et al.: Changes in functional walking distance and health-related quality of life 

after gastric bypass surgery. Phys Ther. 2008; 88: 928‒935.

3）信原克哉：肩―その機能と臨床―（第 3 版）．医学書院，東京，2001，156‒168.

4）Kocher MS: Evaluation of the medical literature. Chap 4. In: Morrissy RT and Weinstein SL (eds): Lovell 

and Winter’s Pediatric Orthopaedics. 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006, 97‒112.

5）名郷直樹：EBM の現状と課題，エビデンスに基づく理学療法活用と臨床思考過程の実際．内山　靖（編），

医歯薬出版，東京，2008，18‒38.

6）厚生労働省ホームページ　障害者白書平成 23 年度版．http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/

h23hakusho/zenbun/index.html（2011 年 12 月 19 日引用）

7） Abood S: Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J 

Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/

AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

8）Zhang M, Holman CD, et al.: Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in 

older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed 

PMID:19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549.

9）Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 

2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

10）American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 

23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://

www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html

〈その他の留意事項〉
１． 原稿は，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・表を変更す
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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，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

 E-mail の件名を「第 31 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，テキスト形式など再度提出をお願いす

ることがあります．

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は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を一つにまとめずに，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．

〈第 31号の原稿締め切り日〉
　　投稿用原稿の締め切りは，平成 30 年 12 月 5 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 31号の応募先・問い合わせ先〉
第 31 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　宮城県岩沼市里の杜 1-2-5　　　　

社会医療法人将道会　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 31 号担当　芝崎　淳

TEL：0223-23-3151　　　　　　 

FAX：0223-23-3150             

E-mail：tohoku.rigaku@gmail.com
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開会式

平成 30 年 11 月 3 日（土）　9：30 ～ 10：00

ホテル青森　A 会場（大ホール）

１．開会宣言

 第 36 回東北理学療法学術大会準備委員長 藤田　俊文

２．挨　　拶

 日本理学療法士協会　会長 半田　一登 

 東北ブロック協議会　会長 櫻田　義樹 

 第 36 回東北理学療法学術大会　大会長 尾田　敦 

３．ご 祝 辞

 青森県知事 三村　申吾 

 青森市長 小野寺　晃彦 

 青森県医師会　会長 齊藤　勝 

４．来賓のご紹介

閉会式

11 月 4 日（日）　12：50 ～ 13：00　

ホテル青森　A 会場（大ホール）

１．閉会宣言

 第 36 回東北理学療法学術大会副大会長 須藤　真史 

第 36 回東北理学療法学術大会
―　大会式次第 ―
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大会企画プログラム
11 月 3 日（土）　10：10 ～ 10：30　A 会場（大ホール）

大会長基調講演
テーマ「ヘルスプロモーションと理学療法」

尾田　敦 弘前大学

司会：舟見 敬成 （一財）総合南東北病院

11 月 3 日（土）　10：30 ～ 11：40　A 会場（大ホール）

特別講演
テーマ「地域保健活動の実際と理学療法士の役割」

講師：梅田　孝　氏 名城大学

司会：尾田　敦 弘前大学

11 月 3 日（土）　16：35 ～ 17：45　A 会場（大ホール）

教育講演
テーマ「運動による認知症予防」

講師：島田　裕之　氏 国立長寿医療研究センター

司会：藤田　俊文 弘前大学

11 月 3 日（土）　15：20 ～ 16：20　A 会場（大ホール）

セミナー１
テーマ「脳卒中後の歩行トレーニング 

－あるべき姿と新たな試み－」
講師：大畑　光司　氏 京都大学

司会：高見　彰淑 弘前大学
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11 月 3 日（土）　15：20 ～ 16：20　B 会場（小ホール）

セミナー２
テーマ「臨床に活かす戦略的思考に基づいた動作分析」

講師：石井　慎一郎　氏 国際医療福祉大学大学院

司会：漆畑　俊哉 青森県立保健大学

11 月 4 日（日）　11：50 ～ 12：50　A 会場（大ホール）

セミナー３
テーマ「がんリハビリテーション最前線

～社会復帰・健康寿命延伸への挑戦」
講師：辻　哲也　氏 慶應義塾大学

司会：舟見　敬成 （一財）総合南東北病院

　　　山本　優一 北福島医療センター

11 月 4 日（日）　11：50 ～ 12：50　B 会場（小ホール）

セミナー４
テーマ「尿失禁患者に対する理学療法の可能性」

講師：大内　みふか　氏 北海道医療大学

司会：桜田　由紀子 東北メディカル学院

11 月 4 日（日）　13：50 ～ 14：50　A 会場（大ホール）

市民公開講座
テーマ「多職種連携で短命県は返上できるか？」

講師：中路　重之 氏 弘前大学

司会：古木名　寿登 五所川原リハビリ倶楽部
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大会長基調講演

ヘルスプロモーションと理学療法

尾 田　敦
弘前大学大学院保健学研究科

平成 30 年 11 月 3 日（土）　10：10 ～ 10：30　A 会場（大ホール）
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大会長基調講演
ヘルスプロモーションと理学療法

尾 田　敦
弘前大学大学院保健学研究科

健康の考え方はWHOによる定義（1978年）が有名であり、それ以降、疾病の有無に着眼した健康の考え方から、

疾病の有無だけでなく、生活の質（QOL）などの心理社会的な面にも注目した健康の概念が広がってきた。健

康を得るために医療は重要な資源ではあるが、医療が解決できることには限界がある。生活習慣病などの慢性

疾患では、急性疾患で用いられる疾病の治療を中心としたアプローチとしての「メディカルケア」では限界が

あり、個人を取り巻く環境や、その人の生活習慣をより健康的に変えるようにアプローチしていく「ヘルスケア」

が重要とされている。そして、個人の生活習慣の変容を促す取り組みや環境の整備の取り組みをすすめるには、

地域・コミュニティという単位が重要な役割を果たす。

ヘルスプロモーションは、WHO（世界保健機関）が 1986 年のオタワ憲章で提唱し、2005 年のバンコク憲

章で再定義した新しい健康観に基づく 21 世紀の健康戦略であり、「人々が自らの健康とその決定要因をコント

ロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義されている。バンコク憲章では、「健康の決定要因」

という用語が入っており、この決定要因については、人びとの健康や病気が、社会的、経済的、政治的、環境

的な条件に影響を受けることが広く認められていて、個人や集団の健康は個人では管理できない状況に左右さ

れていることを示唆している。すなわち、「すべての人びとがあらゆる生活舞台で健康を享受することのできる

公正な社会の創造」を健康づくり戦略の目標としている。

ヘルスプロモーションでは健康を「人々が幸せな人生を送るための大切な資源」ととらえ、このプロセスを

進めていくためには、健康教育によって「知識、価値観、スキルなどの資質や能力」を身につけることが重要

であり、健康的な公共政策や健康を支援する環境づくりをとりわけ重要ととらえている。

数年前から「健康寿命」という言葉がニュースなどで登場するようになった。健康寿命は WHO が 2000 年

に発表した概念で、「日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間」を指し、我が国では厚

生労働省の研究班が 3 年に 1 度の国民生活基礎調査（大規模調査）の結果から推計し発表している。日本人の

健康寿命は男女ともに年々延びており、男性は 2001 年の 69.40 歳から 2016 年の 72.14 歳へ、女性は 2001

年の 72.65 歳から 2016 年の 74.79 歳に延び、男性は 2007 年に 70.33 歳と 70 歳を超えた。平均寿命と健康

寿命の差は、介護などが必要となる期間に相当し、この差を縮めることが社会保障費の抑制にもつながる。現在、

厚生労働省が発表している最新の健康寿命（2016 年）と平均寿命との差は男性 8.84 年、女性 12.35 年、つまり、

男性で約 9 年間、女性で約 12 年間、健康上の問題が日常生活に影響している期間ということになる。健康寿

命が延びることは自立した生活が長く送れるということで、老後の生活の質の向上につながる。

一方、高齢者の体力の経年的な変化を、文部科学省の「体力・運動能力」の結果から見てみると、調査開始

時の 1998 年から年々高齢者の体力は向上し、合計点では 15 年間で 5 歳ほど若返っているといえる。種目ご

とにみると、上体起こし（腹筋力）や開眼片足立ち（平衡性）は、同じ年代では向上し、10m 障害物歩行や 6

分間歩行という有酸素能力も向上しているが、握力はあまり変化がなく、そして柔軟性はむしろ低下傾向にある。
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このような点は今後大いに改善の余地はあると考えられる。

我が国を含む多くの国で、高齢者は 65 歳以上と定義されているが、この定義には医学的・生物学的に明

確な根拠はなく、近年、この高齢者の定義が現状に合わない状況が生じている。高齢者、特に前期高齢者の

人々は、体力面での「若返り」がみられるなど、まだまだ若く活動的な人が多い。高齢者扱いをすることに

対する躊躇や、高齢者扱いされることに対する違和感は多くの人が感じるところである。このようなことから、

日本老年学会と日本老年医学会のワーキンググループでは、65 ～ 74 歳を准高齢者、75 歳～ 89 歳を高齢者、

90 歳以上を超高齢者と区分することを提言している。

我が国では、性別や年齢、障害の有無にかかわらず国民一人ひとりがスポーツに親しみ、心身ともに健康で活力あ

る暮らしを営む「生涯スポーツ社会」が志向され、人々の健康に対する意識が高まっている。そして今日、理学療法

士に対するニーズは、治療という観点のみならず、病気や怪我の予防、高齢者の要介護状態になることの防止、障害

を抱えながら生活する人たちへの支援、健康増進など QOL の立場からもその期待が高まっている。したがって、こ

れからの理学療法士には、病気や怪我からの早期回復をめざすリハビリテーションだけでなく、怪我をしない身体づ

くりや体力向上などの専門家としての役割も期待されており、リハビリテーション医療の中心的役割を担ってきた従

来の理学療法に加え、疾病予防や介護予防、健康増進を含み「ヘルスプロモーション」を意識した包括的な理学療法

の展開が求められている。本学会を通して、このような社会の期待に応えるべく指針が得られることを願っている。
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特別講演

地域保健活動の実際と理学療法士の役割

梅田　孝
名城大学薬学部　健康・スポーツ科学研究室

平成 30 年 11 月 3 日（土）　10：30 ～ 11：40　A 会場（大ホール）
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最終学歴
日本体育大学大学院体育学研究科修了（体育学修士、平成 4 年 3 月）

学位	
医学博士（弘前大学、平成 13 年 9 月）

研究分野
スポーツ医学、健康科学、社会医学

職歴
昭和 60 年 4 月 - 平成 2 年 3 月 ：大分東明高等学校教諭
平成 4 年 4 月 - 平成 6 年 3 月 ：日本体育大学大学院健康科学研究室助手
平成 6 年 5 月 - 平成 10 年 9 月 ：防衛医科大学校公衆衛生学講座助手
平成 10 年 10 月 - 平成 16 年 12 月 ：弘前大学医学部衛生学（現同大学院医学研究科社会医学講座）助手
平成 17 年 1 月 - 平成 18 年 3 月 ：同講師
平成 18 年 4 月 - 平成 25 年 3 月 ：同准教授
平成 25 年 4 月 - ：現職

学会活動	
体力・栄養免疫学会（理事、副会長）
日本衛生学会（評議員）
日本体力医学会（評議員）
日本公衆衛生学会（会員）
日本レーザー治療学会（理事）

賞罰
平成 10 年 8 月 　 体力・栄養・免疫学会学術賞
平成 14 年 4 月 　 第 72 回日本衛生学会総会最優秀ポスター賞授賞
平成 20 年 3 月 　 平成 19 年度弘前市スポーツ賞（団体）
平成 22 年 5 月 　 平成 21 年度（第 24 回）日本衛生学会奨励賞
平成 26 年 8 月 　 第 14 回体力・栄養・免疫学会賞

特別講演

梅
う め だ

田  孝
たかし

名城大学薬学部　健康・スポーツ科学研究室　　役職：教授

P R O F I L E
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主な研究業績	
• Koga T, Umeda T, Kojima A, Tanabe M, Yamamoto Y, Takahashi I, Iwasaki H, Iwane K, Matsuzaka M, 

Nakaji S.Influence of a 3-month training program on muscular damage and neutrophil function in 
male university freshman judoists. Luminescence. 2013; 28(2): 136-42.

• Okubo N, Matsuzaka M, Takahashi I, Sawada K, Sato S, Akimoto N, Umeda T, Nakaji S. Relationship 
between self-reported sleep quality and metabolic syndrome in general population. BMC Public 
Health. 2014; 14(1): 562.

• Sasaki E, Tsuda E, Yamamoto Y, Maeda S, Inoue R, Chiba D, Fujita H, Takahashi I, Umeda T, Nakaji S, 
Ishibashi Y. Serum hyaluronic acid concentration predicts the progression of joint space narrowing in 
normal knees and established knee osteoarthritis - a five-year prospective cohort study. Arthritis Res 
Ther. 2015; 17: 283. 

• 梅田孝，米田勝朗，槇野均，金子美由紀，小泉和也，西川友章，小川武志，高橋一平，中路重之．トレー
ニング後の筋の変性・損傷と酸化ストレス、免疫機能低下に対する光治療の効果の可能性．日本レーザー
治療学会誌 2016；15(2): 14-20.

• 佐々木英嗣、藤田有紀、米田勝朗、衣笠祥子、加藤健、津田英一、石橋恭之、梅田孝．月経異常を呈
する長距離走選手の骨代謝に関する横断調査．臨床スポーツ医学会誌 2017; 25(3)：354-9.
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特別講演
地域保健活動の実際と理学療法士の役割

梅田　孝
名城大学薬学部　健康・スポーツ科学研究室

平成 27 年のわが国の死亡統計をみると、死因第 1 位は悪性新生物、第 2 位心疾患、第 4 位脳血管疾患といわゆる三

大生活習慣病が上位にランキングされている。また、これに加え第 9 位の大動脈瘤及び解離、第 10 位の肝疾患を加え

ると日本人の死因の約 7 割が生活習慣病によるものといえる。一方、平成 27 年度のわが国の総医療費（医科＋調剤）

約 3 兆 7,848 億円のうち生活習慣病（10 疾患）に関わる医療費は約 4,291 億円で全体の 11.3％を占めている。すなわち、

わが国において全ての国民が健康を享受し、健やかな長寿の社会を構築していく為の最大の課題は生活習慣病を如何に

適切に予防、改善していくかであるといえる。

我々の研究グループは地域住民における生活習慣病の予防、改善並びに健康の維持、増進、ひいては健康寿命の延伸

を目指し、平成 17 年より青森県弘前市岩木地区で「岩木健康増進プロジェクト」を設立、実行している。また、その

なかの取組の一つとして冬季 6 ヶ月間、週 1 日実施している「健康実践教室（運動教室：週 1 回 1 時間＋栄養指導：月

1 回 20 分）」が参加住民の運動・食習慣に対する行動変容と改善をもたらし、肥満や生活習慣病の一部を予防、改善、

体力を向上させるという成果を得ている。また、我々は平成 20 年からこのプロジェクトで得られた成果の一部を弘前

市全域あるいは青森県内全域に還元していくことを目的に「ヒロダイいきいき元気塾」を実施している。さらに、これ

を実行していくなかで次第に弘前市及び青森県内における生活習慣病の予防、改善、健康づくりに対する関心と社会的

ニーズが高まり、これを推進、拡充できる人材の確保が必要となってきた。そこで、我々はこれを一般市民から募り育

成する「ひろさき健幸増進リーダー育成事業」を平成 24 年から開始し、これによる認定者を弘前市及び青森県内にお

ける保健活動の担い手として活用できるシステムを構築した。また現在、彼らは地域の保健活動の担い手として自らが

様々な機会を作り積極的に活動するに至っている。

　すなわち、我々が前述した地域保健活動を広範囲で推進させていくなかで最も大きな課題となったものが、これを

担う人材の不足と確保であった。現在、都道府県別平均寿命が男女共に全国第 1 位にランク付けされた長野県の各種保

健統計の現状をみると、地域保健活動の担い手の中心となる人口あたりの保健師数が全国第 1 位となっている。また、

彼らによって実行される地域保健活動から派生する各種保健統計の値も極めて良好な状況にある。さらに、彼らによっ

て行われる地域住民に対する健康教育も積極的であり、これにより教育、育成された地域住民がその後主体となり実施

する様々な地域保健活動も非常に活発であるといわれている。すなわち、わが国最大の健康問題である生活習慣病の予防、

改善を的確に解決し、健康寿命を延伸させていく為には、地域住民の健康状況やニーズに応じ保健活動を如何に極め細

やかに行っていくかが大きな課題であるといえる。また、これを広範囲で適切に遂行していく為にはこれを担う人材の

確保、拡充が絶対的な必要条件であると考えられる。

　一方、これまでも理学療法士の方々が地域医療の一翼を担ってきたことはいうまでもない。我々は様々な地域保健

活動を行っていくなかで、理学療法士の方々が有する医学的な知識や様々な技能が地域住民の生活習慣病の予防、改善、

あるいは健康づくりに極めて有効となる可能性が高いと考えている。すなわち、理学療法士の方々が有するこれらを医

療関連施設だけでなく、地域保健活動に積極的に活用していくことは、これを担う人材の確保、拡充に繋がると考えて

いる。

　本講演では、我々がこれまで行ってきた地域保健活動の実際を紹介すると共に、これらのなかで理学療法士の方々

がその知識と技能を活用し活躍できる場、あるいは必要とされる場を紹介したいと考えている。
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 教育講演

運動による認知症予防

島田　裕之
国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター　予防老年学研究部

平成 30 年 11 月 3 日（土）　16：35 ～ 17：45　A 会場（大ホール）
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経歴
2003 年　北里大学大学院卒業。同年、東京都老人総合研究所
2010 年　国立長寿医療研究センター室長
2015 年　同センター部長
2015 年　名古屋大学、信州大学大学院客員教授（兼任）。研究テーマ：予防老年学

所属
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部

主な著書
1 日 5 分から始める！コグニサイズ・コグニライフで認知症は自力で防げる！（すばる舎）
高齢者理学療法学（医歯薬出版）
基礎からわかる軽度認知障害（MCI）―効果的な認知症予防を目指して（医学書院）
運動による脳の制御―認知症予防のための運動―（杏林書院）など

受賞歴
日本老年医学会優秀論文賞
総合リハビリテーション賞
理学療法学学術誌掲載論文最優秀賞
Geriatrics and Gerontology International Best Article Award、Excellent Paper Award, Journal of 
Physical Therapy Science
長寿科学賞など

連絡先：
〒 474-8511　愛知県大府市森岡町七丁目 430 番地
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター
予防老年学研究部  島田　裕之
電話　　0562-44-5651（内線 5611, PHS7504）
E-mail      shimada@ncgg.go.jp

	 教育講演

島
し ま だ

田  裕
ゆ き ひ ろ

之
国立長寿医療研究センター　

老年学・社会科学研究センター　予防老年学研究部

P R O F I L E
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	 教育講演
認知症予防における運動の位置づけ

島 田　裕 之
国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学研究センター　予防老年学研究部

認知症予防における運動の位置づけ
認知症の発症は可変因子の制御により 35% が予防可能であるとされ、そのためには高齢期のみではなく人生を通した

予防の取り組みが必要であるとの提言がなされた。若年期においては低い教育歴が影響し、その影響度は 8% であると

試算された。中年期には難聴（9%）、高血圧（2%）、肥満（1%）が影響力を持ち、その改善によって 12% の認知症予防

が可能であるとされた。高齢期には喫煙（5%）、うつ（4%）、身体活動の低下（3%）、社会的孤立（2%）、糖尿病（1%）

が危険因子と同定され、これらの解消によって認知症の 15% を抑制可能であるとされた。

また、これらの因子を削減するための対策として脳のダメージや炎症の抑制、認知的予備力の向上に有効である聴力

の保護、教育、認知的トレーニング、社会ネットワークの構築、うつの抑制、肥満の減少、禁煙、糖尿病、高血圧、脂

質異常症の治療、非ステロイド系抗炎症薬利用、地中海食の摂取、運動の必要性が示された。とくに運動については、

脳のダメージや炎症の抑制、認知的予備力の向上すべての要素に対する有効性が確認され、取り組む必要性の高い介入

内容の一つであると考えられる。

これら改善可能な認知症の危険因子（糖尿病、中年期高血圧、中年期肥満、喫煙、うつ、認知的不活動や低い教育歴、

身体的不活動）の人口寄与リスクをみると、世界全体では認知的不活動や低い教育歴が最も大きなリスクとなっている

が、アメリカでは身体的不活動が最大の認知症のリスクとなっている。日本はすでに高い教育水準が確保されているため、

何かひとつ国全体で認知症予防のために取り組むとすれば、身体的不活動の改善を検討することが有益かもしれない。

運動による脳の健康に対するメカニズムの多様性
運動を含む環境要因は、脳の健康保持に対して良好な影響を及ぼすことが多くの動物研究によって明らかにされてき

た。運動が脳に及ぼす効果の潜在的なメカニズをまとめたレビューをみると、脳血管疾患のリスクや炎症の抑制、脳の

成長因子の増加に伴う脳構造の強化や損失の減少、アミロイド蓄積の減少、電気生理学的特性の強化や遺伝子転写の変

化等が想定されている。

たとえば、脳由来神経栄養因子（brain derived neurotrophic factor: BDNF）は、海馬領域において運動によって発現

量が増加し、神経の可塑的変化をもたらす。高齢者に対して１年間の運動を実施したランダム化比較試験によると、有

酸素運動によって海馬容量が増大し、その増加率と血清 BDNF とが正の相関をしたことが報告されている。ただし血清

BDNF は加齢により低下し、高齢期の血清 BDNF の低下は海馬周囲の萎縮との関連が認められる。これらの結果は、運

動による海馬の BDNF 発現が、その領域における脳の萎縮を抑制し、認知症抑制に効果を発揮する可能性を示唆している。

我々は、MCI 高齢者を対象としたランダム化比較試験を実施し、運動の効果を確認した。従来実施されてきた有酸素運

動や筋力トレーニングのみでは、MCI 高齢者の記憶等の認知機能を効果的に向上することは難しかったが、これらを組

み合わせ、さらに記憶課題や計算課題をしながら運動するコグニサイズを加えて運動介入をすると、全般的認知機能の

保持効果や記憶の向上が確認できた。これは一例であるが、運動による脳の機能保持や向上のメカニズムは多岐にわたり、

それらの要因が独立して、もしくは相互作用をしながら効果を発揮するものと考えられる。
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運動による認知機能向上のエビデンス
現時点においては、縦断研究によって運動習慣が認知症発症のリスクを減少させるとした報告は多数あるが、ランダ

ム化比較試験で運動による認知症発症遅延効果を明確にした研究はない。ランダム化比較試験で明らかとされている

のは認知機能の向上効果であり、これは健常高齢者を対象とした場合でも、軽度認知障害（mild cognitive impairment: 

MCI）を有する高齢者を対象としても同様に有効性が確認されている。

認知症予防のための運動処方
認知機能の向上に対する運動は、有酸素運動が処方される場合が多いものの、筋力トレーニングや複合的なトレーニ

ング、太極拳やヨガでも効果が認められるとされている。運動時間は 45 分以上、週 5 回以上の実施で高い効果が得ら

れている。また、運動強度は中強度以上の運動で効果があり、実施期間は 4 から 12 週と短期間でも効果が得られている。

さらに、認知症予防のためにいつから運動を始めるかといった疑問に対して、最近報告された平均 27 年間の追跡調査

を実施した報告では、認知症発症の 10 年以上前の身体活動状況は認知症を発症した群としなかった群とで差は認めら

れず、9 年前の時点で中等度以上の身体活動に有意差が認められ、発症時にその差は拡大していた。この結果から、認

知症の前臨床期から生じる身体活動低下を予防することの重要性が示唆された。

今後の展開
運動による認知機能向上の効果についての知見は集積してきているので、今後はランダム化比較試験による認知症の

発症遅延効果を証明する必要がある。そのためには、長期にわたる運動習慣の確立が必要となり、効果的に行動変容を

促す方法を明らかにしなければならない。
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セミナー 1

脳卒中後の歩行トレーニング 
－あるべき姿と新たな試み－

大 畑　光 司
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

平成 30 年 11 月 3 日（土）　15：20 ～ 16：20　A 会場（大ホール）
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学歴
平成６年、京都大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業。学位授与機構にて学士（保健衛生学）授与、
大阪教育大学大学院教育学研究科にて修士修了後、平成２２年に京都大学医学研究科医学専攻にて論
文博士（医学）

職歴
平成６年に大阪府立大手前整肢学園勤務、平成９年に大阪府立看護大学医療技術短期大学部（現　大
阪府立大学）助手を経て、平成 11 年に京都大学医療技術短期大学部の助手となる。現在、京都大学
大学院医学研究科人間健康科学専攻講師。

所属学会
日本リハビリテーション医学会会員
日本義肢装具学会正会員
日本神経理学療法学会副代表運営幹事

著書
歩行再建　- 歩行の理解とトレーニング -　三輪書店
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セミナー	1
脳卒中後の歩行トレーニング
- あるべき姿と新たな試み -

大 畑　光 司
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

歩行の再獲得は脳卒中後片麻痺患者にとって、最も一般的なリハビリテーション医療の目標の一つであり、この目標

を達成するために様々なトレーニングが提唱されている。理学療法士が専門家として対象者に効果的なトレーニングを

提供したいと考えるのであれば、種々の方法についてのエビデンスを調べることは当然の責務であろう。しかし、多く

の知見の中から適切な情報を選択することはそれほど容易ではない。

脳卒中後のトレーニングとして、古くから我が国を含めた先進諸国で行なわれていたトレーニングとして Bobath 

Concept がある。Evidence Based Medicine が提唱されて久しい 2001 年の時点でも、英国においては実にこの方法

論を好むセラピストが 67％、折衷して用いているとするセラピストが 31％と、その大半を占めていた (Lennon S et 

al.,2001)。

学術的には 1966 年から 2003 年の論文をまとめた系統的総説において、肩の痛みに対しては寒冷療法より優れ、緊

張抑制においては同じく古典的アプローチである PNF や無介入よりも良いとする報告もある。しかし通常の機能的ア

プローチより優れているという根拠は見当たらないとされる（Luke C, et al.,2004）。さらに下肢においてもバランス以

外のすべての項目で Bobath Concept の優位性を示す論文は見られていない（Kollen BJ et al.,2009）。それだけではなく

Bobath Concept が重要視しているはずの運動の質的側面においても、運動再学習プログラムより劣っているとする報告

もある（Langhammer B et al.,2011）。

しかし、これほど長い間の辛辣な批判を受けながら、さらに理学療法やリハビリテーションの専門的な国際学会でほ

とんどその名前を聞くことがなくなっているにもかかわらず、未だにアジアを中心として、このアプローチへの憧憬が

存在する。もしかすると、このアプローチはヨーロッパ人がアジアに抱く持つヨガやピラティスと同様なイメージを我々

に与えるのかもしれない。もっとも重要な事実として、Bobath Concept が他の方法より優れているとは言えないが現時

点では完全に劣っているとする根拠もない点にある。それは、多少屈辱的ではあるが、我々の領域が進歩していないと

いう証左なのかもしれない。

脳卒中後のトレーニングは、その後の対象者の生活を左右する可能性を持つ非常に重要な選択である。したがって、

その専門家であるのであれば、対象者に対して最大限の機能回復をコミットメントする責務を果たす必要があるのでは

ないだろうか。このためには常に最善策を模索する姿勢、つまりエビデンスを知ることこそ重要であると考える。本講

演では、脳卒中後の歩行トレーニングに対する様々な方法論の利点と欠点をまとめ、新たな試みに向かうための準備と

したいと考える。

1） Lennon S, Baxter D, Ashburn A. Physiotherapy based on the Bobath concept in stroke rehabilitation: a survey 

within the UK. Disabil Rehabil. 2001 Apr15;23(6):254-62.

2） Luke C, Dodd KJ, Brock K. Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke. Clin Rehabil. 

2004 Dec;18(8):888-98.

3） Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, Wheatley-Smith L, Scheper M, Buurke JH, Halfens  J, Geurts AC, Kwakkel G. The 

effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: what is the evidence? Stroke. 2009 Apr;40(4):e89-97.

4） Langhammer B, Stanghelle JK. Can physiotherapy after stroke based on the Bobath concept result in improved 

quality of movement compared to the motor relearning programme. Physiother Res Int. 2011 Jun;16(2):69-80.
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セミナー 2

臨床に活かす戦略的思考に基づく動作分析

石 井　慎 一 郎
国際医療福祉大学大学院　福祉支援工学分野

平成 30 年 11 月 3 日（土）　15：20 ～ 16：20　B 会場（小ホール）
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経歴
平成 2 年  社会医学技術学院理学療法学科卒
   永生病院リハビリテーションセンター　勤務
平成１５年 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻福祉援助工学分野　修士課程修了
   修士（保健医療学）
   神奈川県立保健福祉大学　リハビリテーション学科　講師
平成１８年 神奈川県立保健福祉大学　リハビリテーション学科　准教授
平成２０年 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻福祉援助工学分野　博士課程修了
   博士 ( 保健医療学）
平成２６年 神奈川県立保健福祉大学　リハビリテーション学科　教授
平成３０年 国際医療福祉大学大学院福祉支援工学分野　教授

所属
国際医療福祉大学大学院　福祉支援工学分野

著書
動作分析　メジカルビュー社
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セミナー 2
臨床に活かす戦略的思考に基づく動作分析

石 井　慎 一 郎
国際医療福祉大学大学院　福祉支援工学分野

１．実用的な動作を獲得するための動作分析
患者の日常生活活動を制限する要因を動作能力という側面から分析するプロセスが動作分析である。日常生活活動は、

寝返り動作、起き上がり動作、立ち座り動作、座位・立位バランス、歩行という５つの動作の組み合わせによって構成

される。これら５つの動作を基本動作と呼ぶ。理学療法の臨床場面では、日常生活活動を制限する要因を調べる目的で

基本動作の分析が行われる。動作分析によって得られた所見から、患者の動作能力の問題を抽出し、その原因を推論する。

理学療法プログラムは、この推論を基にして立案される。そのため、動作分析は理学療法の臨床意思決定過程において

極めて重要な位置を占めると言える。

一方で、ヒトは様々な環境の中で動作を適応的に遂行しなくては日常生活が営めない。ただ立ち上がる、着座すると

いう動作ができても、実際には高さの違う椅子から起立着座ができなくてはならないし、歩いて来て方向転換をして着

座するというように、別の動作からの連続した一連の動きの中で着座を行うというような場面が多い。歩行にしても、コー

ナリングや物を跨ぐ、速度や歩幅を変えるというように状況に応じて歩行状況を変更することができなければ、実用的

な歩行とはならない。これまでの動作分析は、基本動作を要素的に分解して、動作の一場面を切り出して分析を行うこ

とが多かった。その結果、動作能力として、起立や歩行ができたとしても、その動作を実生活で用いようとした際に不

具合が生じ、日常生活の中で実用的にその動作が使えないという患者も少なくなかった。より具体的に患者が必要とし

ている動作を実環境に即した場面を想定して動作分析を行う必要性がある。

２．戦略的思考に基づく評価
リハビリテーションは、戦略的思考に基づいて行われるべきである。戦略的思考とは患者のリハビリテーションを実

現するための戦略（目的）と戦術（手段）の関係を明確化にし、「何を？何の目的で？いつまでに行うか？」というビジョ

ンを基に、介入方法を決定する思考であり、トップダウン的に物事を掘り下げていく作業である。この中で、重要なことは、

まず明確な目標を設定することだろう。動作障害はその病態が多岐にわたり、患者の機能障害の回復の過程も様々である。

すべての患者が完全に元の状態に回復するのであれば、何も難しいことはない。動作の正常化を目標にすれば事が済む。

しかし、多くの患者が完全に元の状態には回復せず、何からの機能障害を有したまま、その後の人生を送らなくてはな

らない。リハビリテーションの目標は、いかなる状態に患者があろうとも、その人が、その人らしく、その人の人生を

送り続けられるようにすることである。そのためには、患者が望む人生を送るために何が必要なのかという視点に立ち、

解決すべき課題を考え、何故その課題が出来ないのかを評価し、最善のリハビリテーションプランを立案しなくてはな

らない。ただ漠然と、「歩行の自立」という目標を立てるのではなく、より具体的に患者必要としている動作能力を推察

し、問題解決のための戦略を構想するべきだろう。また、当然のことながら、その動作が獲得できない場合には、その

代替手段を立案することも必要となる。

本セミナーでは、リハビリテーション戦略の立て方について、事例を取り上げながら、目標設定から評価、臨床介入

までのプロセスを解説する。
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セミナー 3

がんリハビリテーション最前線
～社会復帰・健康寿命延伸への挑戦

辻　哲 也
慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室　准教授

慶應義塾大学病院 腫瘍センター リハビリテーション部門　部門長

平成 30 年 11 月 4 日（日）　11：50 ～ 12：50　A 会場（大ホール）
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略歴
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室　准教授
慶應義塾大学病院リハビリテーション科　診療副部長
慶應義塾大学医学部腫瘍センターリハビリテーション部門　部門長
 
1990 年　慶應義塾大学医学部卒業
1990 年　慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室研修医
1992 年　同教室専修医
国立東埼玉病院、埼玉県総合リハビリテーションセンター等での勤務を経て、
1998 年　慶應義塾大学病院リハビリテーション科医長
2000 年　英国ロンドン大学 (UCL)・国立神経研究所リサーチフェロー
2002 年　静岡県立静岡がんセンターリハビリテーション科部長
2005 年　慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室専任講師
2009 年　慶應義塾大学病院リハビリテーション科　診療副部長
2010 年　慶應義塾大学医学部腫瘍センターリハビリテーション部門部門長
2012 年　慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授
現在に至る。

専門は、臨床神経生理学、障害者の運動生理学、悪性腫瘍 ( がん ) のリハビリテーション

主な免許・資格
リハビリテーション科専門医・日本リハビリテーション医学会指導責任者
日本臨床神経生理学会認定医
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
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主な学会活動等
日本がんリハビリテーション研究会理事長
日本リハビリテーション医学会理事
日本リハビリテーション医学会がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会特別委員
日本癌治療学会診療ガイドライン委員会リハビリテーション分科会委員
日本緩和医療学会代議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員
日本サポーティブケア学会支持療法委員会がんリハビリテーション部会部会長、Cachexia 部会委員
厚生労働省後援　がんのリハビリテーション研修運営委員会委員長
厚生労働省後援　リンパ浮腫研修運営委員会委員長
東京都リハビリテーション協議会委員
東京都緩和医療研究会理事
日本リンパ浮腫学会理事
日本リンパ浮腫治療学会理事
慶應義塾大学医学研究科　がんプロフェッショナル養成コース担当教官

主な著書
癌のリハビリテーション ( 金原出版 )
がんのリハビリテーションマニュアル ( 医学書院 )
骨転移の診療とリハビリテーション ( 医歯薬出版 )
がんのリハビリテーションガイドライン ( 金原出版 )
がんのリハビリテーションベストプラクティス ( 金原出版 )
がんのリハビリテーション Q&A( 中外医学社 )
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セミナー 3
がんリハビリテーション最前線～社会復帰・健康寿命延伸への挑戦

辻　哲 也
慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室　准教授

慶應義塾大学病院 腫瘍センター リハビリテーション部門　部門長

1．がんと共存する時代におけるがんサバイバーのヘルスプロモーションの重要性	
わが国では、国民の二人にひとりが生涯のうちに悪性腫瘍（以下、がん）に罹患し、三人にひとりががんで死亡する。

人口の高齢化とともに、がん罹患者数と死亡者数は増加し、2030 年前後にはがん多死社会が到来する。働き盛り世代

の死因の 40％はがんであり、小児の病死の第一位はがんであることから、がんは様々な世代の方々に影響を及ぼす重篤

な疾病であるといえる。一方、早期発見や治療法の進歩により生存率は向上し、少なくとも半数以上の方が長期生存可

能となった。がん治療中もしくはがん治療終了後のがん生存者（サバイバー）が 500 万人を超える時代となり、がんが

“ 不治の病 ” であった時代から、“ がんと共存 ” する時代となりつつある。がんが慢性病化する中では、「がんを治す」だ

けではなく、がんの主治療（手術・化学療法・放射線療法など）とともに、リハビリテーションを含めサポーティブケ

アをしっかり行うことで、がんサバイバーの社会復帰を促進し、健康寿命を延伸し、生存期間中の QOL を高めることが

必要である。まさに、がんサバイバーの「ヘルスプロモーション」の観点からの対策が今まで以上に重要となってきて

いる。

2．がんリハビリテーション診療の役割
患者にとって、がん自体に対する不安は当然大きいが、がんの直接的影響や治療にともなう身体障害に対する不安も

同じくらい大きい。がん患者では、がんの進行もしくは治療の過程で、がん性疼痛やしびれ、全身倦怠感、呼吸困難な

どの症状、精神心理的問題、認知障害、摂食嚥下障害、発声障害、運動麻痺、廃用性や悪液質による筋力低下・筋萎縮

や関節拘縮、体力・持久力の低下、四肢長管骨や脊椎の切迫・病的骨折、上下肢の浮腫などの様々な機能障害が生じ、

移乗動作などの起居動作や歩行や日常生活活動に制限を生じ、QOL の低下をきたしてしまう。これらの問題に対して、

機能や生活能力の維持・改善、健康寿命の延伸、社会復帰の促進を目的としてリハビリテーション診療を行うことは、

大変重要である。

3．がんリハビリテーション診療の定義
がんリハビリテーション診療とは、「がん治療の一環としてリハビリテーション科医、リハビリテーション専門職に

より提供される医学的ケアであり、がん患者の身体的、認知的、心理的な障害を診断・治療することで自立度を高め、

QOL を向上させるものである」と定義される 1）。

4．病期別分類（Dietzの分類）
がんリハビリテーション診療の内容は病期によって 4 つの段階に分けられる 2）。

• 予防的（癌の診断後の早期に開始。機能障害はまだないが、その予防を目的とする）

• 回復的（腫瘍が増大 / 機能障害が進行しつつある患者のセルフケア、運動能力を維持・改善することを試みる）

• 維持的（機能障害、能力低下の存在する患者に対して、最大限の機能回復を図る）

• 緩和的（末期のがん患者に対して、その希望・要望を尊重しながら、身体的、精神的、社会的にも QOL の高い生活

が送れるように援助する）
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5．対象となる障害の種類

原発巣・治療目的別の障害の種類は、がんそのものによる障害とおもに治療の過程において起こりうる障害に分けら

れる 3）。

がんそのものによる障害

1）　がんの直接的影響

 骨転移（長管骨）による病的骨折

 脳腫瘍（脳転移）にともなう片麻痺、失語症など

 脊髄・脊椎腫瘍（脊髄・脊椎転移）に伴う四肢麻痺、対麻痺　　　　

 腫瘍の直接浸潤による神経障害

2）　がんの間接的影響（遠隔効果）

 癌性末梢神経炎、悪性腫瘍随伴症候群 ( 小脳性運動失調、筋炎など )

おもに治療の過程において起こりうる障害

1）　全身性機能低下、廃用症候群　化学 /放射線療法、造血幹細胞移植後

2）　手術

 骨・軟部腫瘍術後（患肢温存術後、四肢切断術後）

 乳癌術後の肩関節拘縮、乳癌・子宮癌手術後のリンパ浮腫

 頭頸部癌術後の嚥下・構音障害、発声障害

 頚部リンパ節郭清後の僧帽筋麻痺（副神経の障害）

 開胸・開腹術後の呼吸器合併症

3）化学療法・放射線療法

 末梢神経障害、横断性脊随炎、腕神経叢麻痺、嚥下障害など

6．PTに求められるもの
がん生存者が 500 万人を超えつつある現在、がんサバイバーの社会復帰を促進し、健康寿命を延伸しを目的としたが

んサポーティブケアの一環として、がんリハビリテーション診療のニーズはさらに高まっている。

全国でばらつきなく高い質のがんリハビリテーション診療を提供するためには、リハビリテーション専門職の養成校

のがんリハビリテーション診療に関する卒前教育の体制整備、リハビリテーション関連の学術団体による普及活動・卒

後教育の体制整備、公的研究費による研究班が中心に多施設共同での臨床研究推進、がんリハビリテーション診療に関

する診療報酬の充実、高度がん専門医療機関（がんセンター）やがん診療連携拠点病院を中心としたリハビリテーショ

ンスタッフ間の交流、患者会との協力体制、等が早急な課題である。

本講演では、原発巣や治療目的別および病期別（急性期・維持期・緩和ケア主体の時期）の実際の取り組み方、外来

や地域でのがんリハビリテーション診療の重要性、がんサバイバーのヘルスプロモーションにおけるリハビリテーショ

ン診療の役割について、お話しする。

参考文献
1) 日本リハビリテーション医学会 : リハビリテーション医学コアテキスト . 医学書院 , 2018.

2) Dietz JH: Rehabilitation oncology, John Wiley & Sons, USA, 1981.

3) 辻哲也 : がんのリハビリテーションの概要 がんのリハビリテーション総論 . 辻哲也 ( 編 ): がんのリハビリ

テーションマニュアル . 医学書院 , 2011; pp23-37
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セミナー 4

尿失禁患者に対する理学療法の可能性

大 内 みふか
北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科

平成 30 年 11 月 4 日（日）　11：50 ～ 12：50　B 会場（小ホール）
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学歴
2005 年 03 月 札幌リハビリテーション専門学校　人間総合科学大学　卒業
2010 年 02 月 Curtin University women’s health and continence 留学
2015 年 03 月 名古屋大学大学院医学系研究科理学療法学講座　博士課程前期課程　修了
2016 年 04 月 北海道大学大学院医学研究科腎泌尿器外科学分野　博士課程（～現在）

職歴
2005 年 04 月 医療法人札幌第一病院リハビリテーション科
2011 年 06 月 イムス札幌内科リハビリテーション病院リハビリテーション科
2012 年 04 月 京命整形外科クリニック
2015 年 04 月 北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科助教（～現在）

受賞歴
2017 年 05 月 第 52 回日本理学療法士学会学術誌掲載論文優秀賞
2017 年 10 月 第 402 回日本泌尿器科学会地方会賞

原著論文・著書など
• Ouchi M, Kitta T, Kanno Y, Higuchi M, Togo M, Moriya K, Shinohara N: Effect of a 5-HT2c receptor 

agonist on urethral closure mechanisms in female rats. Neurourol Urodyn. 2018; Apr 6. doi: 
10.1002/nau.23586.

• Ouchi M, Kitta T, Kanno Y, Moriya K, Suzuki S, Shinohara N, Kato K: Medium-term follow-up after 
supervised pelvic floor muscle training for patients with anterior vaginal wall prolapse. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol. 225:95-100. 2018.

• 大内みふか ,　橘田岳也：リハスタッフのための排泄リハビリテーション：第 5 章 2 項骨盤底筋トレー
ニング .　鈴木重行，井上倫恵編 . メディカルビュー . pp.233-244.2018.

• 大内みふか：エビデンスに基づく骨盤底の理学療法 原著第 2 版 科学と臨床をつなぐ : 第 7 章 4 項
女性の骨盤底機能障害とエビデンスに基づく理学療法 . 野村昌良・鈴木重行監訳．医歯薬出版株式
会社．pp. 258-279. 2017.

• Ouchi M, Kato K, Gotoh M, Suzuki S: Physical activity and pelvic floor muscle training in patients 
with pelvic organ prolapse: a pilot study. Int Urogynecol J. 28: 1807-15. 2017.

• 大内 みふか , 加藤 久美子 ,  鈴木 重行 : 中高齢女性における軽度骨盤臓器脱に対する骨盤底筋体操
の試み . 理学療法学 . 43 (6) : 453-460. 2016.

• 大内みふか , 加藤久美子 : バイオフィードバック療法で骨盤底筋を訓練する . 泌尿器ケア . 20: 88-
95. 2015.
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セミナー	4
尿失禁患者に対する理学療法の可能性

大 内　みふか

北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科

20 歳から 90 歳台までの女性の約 25% が尿失禁を有し、約 50% が腹圧性尿失禁、約 20% が切迫性尿失禁、約 30%

が混合性尿失禁を有する。このように、女性は一生涯を通して、尿失禁の問題を抱える可能性があり、ライフステージ

を通じた対策が重要である。骨盤底の形態は、尿を膀胱内に貯める蓄尿の機能からみると、女性の骨盤底は脆弱な構造

である。例えば女性の骨盤は男性と比較して恥骨下角が広く、尿道が短いという解剖学的な特徴がある。経腟分娩では、

骨盤底の筋や靭帯は児頭の骨盤通過時に、伸張と圧迫の機械的刺激によって、損傷を受けることが知られている。

 腹圧性尿失禁は、運動・労作、くしゃみや咳と同期して起こる不随意な尿もれであり、切迫性尿失禁は、尿意切迫感

を伴って不随意に生じる尿もれである。これらの症状は身体的活動、家事・仕事など日常生活において支障をきたし、

生活の質（Quality of life、以下 QOL）を低下させることが報告されている。腹圧性尿失禁及び切迫性尿失禁に対する

first-line の治療としては、骨盤底筋トレーニングや生活指導などの保存療法が推奨されている。これらは、低侵襲、低

コストなどの利点がある。国際禁制学会における女性の腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁に対する骨盤底筋トレーニングの

推奨グレードはともに Grade A であり、国内のガイドラインでも同様の推奨グレードである。イギリスのガイドライン

である National Institute for Health and Care Excellence は、18 歳以上の尿失禁を有する女性に対する保存療法として、

個別指導のもとで骨盤底筋トレーニングを最低 3 ヶ月間実施すること、また症状や QOL の改善に有効である場合は骨

盤底筋トレーニングの継続を勧めている。 

腹圧性尿失禁では、経腟分娩が主要なリスクファクターである。経腟分娩が骨盤底筋に及ぼす影響を調査した研究では、

必ずしも著明な会陰損傷がない場合であっても、経腟分娩を経験した女性は産後 6 週目にて、骨盤底筋の最大収縮力と

持久力が約 50% 低下していると報告している。

周産期は、多くの女性が骨盤底に意識を向けられるきっかけであると考える。女性にとって大きなライフイベントで

ある妊娠や出産を通して、自身の心身の変化を経験することがある。主訴としては、「普段よりも頻回にトイレに行きた

くなる」、「夜間にトイレに行きたくなる」、「今までは我慢できていたのに尿が漏れる」などであり、理学療法士による、

骨盤底筋トレーニングと生活指導などの介入が重要な時期であると考える。近年はインターネットなどのメディアから

の情報が多く得られるが、骨盤底筋は骨盤の下方に位置し、目視にて運動を確認にくい場所にあるため、本人は収縮さ

せているつもりであるが、実際には誤った方法で収縮させていたり、自己流のトレーニング方法のために症状改善が得

られないなどの問題もある。正しい骨盤底筋の収縮獲得や、継続するための意欲の維持には、理学療法士などの医療従

事者が関わるべきであると考える。

一方で理学療法士としては、興味はあるが、どのような方法でウィメンズヘルス領域に関われるかという課題もある。

尿失禁の評価や治療は、骨盤底筋機能評価だけではなく、問診や 3 日間排尿日誌を患者に記載してもらうことで、尿失

禁の種類が分かることも多い。これらの評価をもとに、骨盤底筋の収縮、姿勢と体幹の筋との協調性を加味した、トレー

ニング指導や生活指導によって、症状が改善する場合もある。また、さらに詳しい勉強ためには、日本理学療法士協会

主催の勉強会、ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門などの研修会なども企画され、そのような場に足を運ぶ

こともできる。以上を踏まえ、本邦のウィメンズヘルス領域での理学療法の可能性について、述べる予定である。
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市民公開講座

多職種連携で短命県は返上できるか？

中 路　重 之
弘前大学大学院医学研究科社会医学講座

平成 30 年 11 月 4 日（日）　13：50 ～ 14：50　A 会場（大ホール）
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経歴
昭和 54 年 3 月  弘前大学医学部卒業
平成 16 年 9 月 ～ 平成 29 年 3 月　弘前大学大学院医学研究科社会医学講座教授
平成 24 年 2 月 ～ 28 年 1 月　弘前大学大学院医学研究科長（兼医学部長）
平成 25 年 4 月 ～ 弘前大学ＣＯＩ拠点長
平成 29 年 4 月  弘前大学大学院医学研究科社会医学講座特任教授、現在に至る

所属学会
体力栄養免疫学会（会長）

専門
地域保健、スポーツ医学、など

著書
Dr 中路が語るあおもり県民の健康（東奥日報社）

役職
青森県総合健診センター理事長
青森県医師会健やか力推進センター長
青森県がん医療検討委員会委員長
青森県寿命アップ推進会議副委員長

市民公開講座

中
な か じ

路  重
し げ ゆ き

之
弘前大学大学院医学研究科社会医学講座

特任教授

P R O F I L E
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市民公開講座
多職種連携で短命県は返上できるか？

　 
中 路　重 之

弘前大学大学院医学研究科社会医学講座　特任教授

平成 27 年の都道府県別平均寿命ランキングでは、またも青森県は男女とも最下位であった（表 1）。長野県（男女

計で最長寿県）と青森県の平均寿命の差 2.4 歳（年）は、人生最後の部分の差だと誤解され、そのことが寿命延伸の

モチベーションを阻害している。長野県と青森県の年代別死亡率をみるとほぼすべての年代で青森県の死亡率が長野

県のそれを上回っている（表 2）。

短命の理由を列挙する。①喫煙率の高さ、②多量飲酒者の多さ、③肥満者の多さ、の 3 生活習慣の関与が大きい。

加えて、塩分摂取量の多さも関係している。健診受診率の低さ、病院受診の遅さ、通院状況の悪さがこれに加わる。

さらにこの背景には、大きな社会環境要因が横たわっている。

青森県は、知事を中心に多くの短命県対策を展開している。さらに 40 市町村のうち 37 市町村が健康宣言を出した。

企業も動き出した。2014 年に青森銀行・みちのく銀行が健康宣言を出し、これを受けて、平成 29 年 4 月に青森県は “ 青

森県健康経営認定制度 ” を創設した。必須要件として、トップによる健康宣言のほかに、健康づくり担当者の一日研

修が義務付けられ、二年ごとに更新がある。現時点で 100 を超える企業が認定された。

　学校の健康教育は、弘前市とその周辺の 6 市町村の教育委員会と弘前大学（教育学部と医学研究科）が連携協定

を結び、平成 29 年度に約 100 の小中学校で健康授業が行われた。教育内容は、人の健康の一生を、系統的かつ包括

的に教え込む。

健康リーダー（ソーシャルキャピタル）を育成し、各方面の健康づくりをサポート・助言する目的で、平成 27 年

4 月に、青森県、医師会、弘前大学、みちのく・青森銀行が連携し、“ 青森県医師会健やか力推進センター ” が設立さ

れた。現在、本センターを中心に健康リーダー育成や健康づくりの支援が精力的に行われている。

本センターのもう一つの特徴は、各職種が一堂に会するプラットホームになっていることである。三士会（理学・

作業療法士、言語聴覚士）、四師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護師協会）、栄養士会、健康運動指導士など

の関係団体が推進協議会として参加し、活動に加わっている。

短命県返上は、県全体の動きが不可避であり、まさに “ 健康づくり ” が町づくり・地方創生の主要テーマとなりう

る時代が到来した。各職種が広い視野のもとに強く連携していくことが求められている。
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11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 口述発表 1　【健康増進】	 	 Ａ会場（大ホール）

座長 室井　宏育	 （一財）総合南東北病院

O-01-1 健康増進に向けたパワープレート ® の運動効果について
 公益社団法人地域医療振興協会　東通地域医療センター 四ツ谷　隆輔

O-01-2 骨粗鬆症に対する理学療法士の意識調査
 医療法人松田会 松田病院 水戸　奈津美

O-01-3 地域高齢者における転倒経験と疼痛が外出傾向に及ぼす影響
 医療法人日新堂八角医院 菊池　賢汰

O-01-4 生活期障害におけるサルコペニア肥満発生機序の仮説提起
 株式会社リハサポート桜樹 大友　昭彦

O-01-5 一般介護予防事業における運動習慣定着への試み
 学校法人臨研学舎　東北メディカル学院 桜田　由紀子

11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 口述発表２　【運動器・教育・管理】	 Ｂ会場（小ホール）

座長 古川　勉寛	 いわき明星大学

O-02-1 腰部脊柱管狭窄症患者の下肢痛の強さが、歩行時における脊椎の動的 alignment に及ぼす影響
 福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科 三浦　拓也

O-02-2 変形性膝関節症患者の重症度別における後足部変形と膝関節機能との関係
 弘前大学大学院保健学研究科 伊藤　亮太

O-02-3 ストレッチングの種類の違いが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

O-02-4 疲労課題後の筋力低下に対するキネシオテープの効果
 医療法人明洋会　近江整形外科 川口　陽亮

O-02-5 訪問リハにおける在宅呼吸療法機器に関するインシデント報告の検討
 マリオス小林内科クリニック 横田　久孝

口述発表　（ホテル青森）

一般演題プログラム
《１日目　11 月 03 日 ( 土 )》
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11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 口述発表 3　【神経・内部障害】		 Ａ会場（大ホール）

座長 木元　裕介	 秋田リハビリテーション学院

O-03-1 脳卒中後に生じる pusher 現象の重症度と改善経過における半球間差異
 一般財団法人　広南会　広南病院　リハビリテーション科 大木　宗人

O-03-2 異なる評価スケールを用いた contraversive pushing の重症度における半球間差異の検討
 一般財団法人　広南会　広南病院　リハビリテーション科 上松野　真

O-03-3 脳梗塞患者 1 症例に対する T-Support の使用が歩行時の筋活動に及ぼす影響
 ( 一財 )　総合南東北病院　リハビリテーション科 伊丹　結香

O-03-4 高電圧パルス電流を用いることで歩行能力向上を認めたパーキンソン病患者の一例
 仙台東脳神経外科病院 小原　梨夏

O-03-5 Ramp 負荷中の耳朶微小循環血流量の応答と心拍，血圧の関連
 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部 髙橋　裕介

11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 口述発表 4　【基礎】	 	 	 Ｂ会場（小ホール）

座長 田邊　素子	 東北福祉大学

O-04-1 膝歩きの運動学的研究
 東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科 吉田　高幸

O-04-2 地域在住高齢者における平地上とバランスパッド上での片脚立位時間と足趾把持力及び膝伸
展筋力との関連について

 市立秋田総合病院リハビリテーション科 近藤　愛

O-04-3 低周波全身振動の刺激方向と実施時間が予測的姿勢調節に及ぼす効果
 青森県立保健大学 岩月　宏泰

O-04-4 体位の違いによる腰部と下肢の循環動態変化に関する検討
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 野呂　一幾

O-04-5 自動車運転に必要な空間認識能力の検証
 総合リハビリ美保野病院 外舘　洸平
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11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 ポスター発表 1　【基礎】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 阿部　玄治	 東北文化学園大学

P1-01-1 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
 郡山健康科学専門学校 渡邉　哲朗

P1-01-2 Oxford foot Model における歩行中の後足部、前足部角度測定の検者内信頼性および試行間
の影響

 弘前大学保健学研究科 石川　大瑛

P1-01-3 若年者の運動耐容能と副交感神経活動との関係
 仙台リハビリテーション病院 志鎌　瑶

P1-01-4 ランニング時の呼吸パターン調節が換気効率に与える影響
 医療法人社団 新生会 南東北第二病院 須藤　隆太郎

11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 ポスター発表 1　【神経 1】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 若山　佐一	 弘前大学大学院

P1-02-1 回復期リハビリテーション病棟における入棟時 FIM 運動項目 20 点以下の脳血管障害患者の
傾向性について

 栃内第二病院 高橋　和大

P1-02-2 退棟時 FIM 運動項目 80 点以上の脳血管障害患者の在院日数が長期化する要因についての検討
 栃内第二病院 小川　千晶

P1-02-3 当院回復期脳卒中患者における FIM 予測式の妥当性の検証
 医療法人芙蓉会村上病院 中田　農生

P1-02-4 リクライニング機構とティルト機構における座圧中心の移動距離の違い
 中通リハビリテーション病院 豊島　和之

11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 ポスター発表 1　【神経 2】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 牧野　美里	 弘前大学大学院

P1-03-1 分節的な感覚入力が Pusher 現象と筋緊張の改善に至った一症例
 青森新都市病院 繋　教公

P1-03-2 左橋下部の梗塞を呈し，歩行獲得までの経過を追った一症例
 鶴岡協立リハビリテーション病院 石栗　志織

P1-03-3 硬膜外血腫により対麻痺を呈した一例
 福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科 鷲尾　圭祐

P1-03-4 回復期にて改善が困難であった症例の理学療法
 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

ポスター発表　（ホテル青森）
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11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 ポスター発表 1　【神経・内部障害】	
Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 竹内　雅史	 東北大学病院

P1-04-1 急性期脳卒中患者の栄養状態とリハビリテーション時の運動量の関係
 一般財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院 大熊　ゆかり

P1-04-2 多職種への働きかけにより自宅退院が可能となった再発大血管障害の一症例
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 西脇　佳奈

P1-04-3 当院乳癌術後におけるリンパ浮腫理解度テスト導入前後のリンパ浮腫発症者の調査
 三春南東北リハビリテーション・ケアセンター 佐藤　友里絵

P1-04-4 糖尿病性腎症患者への服薬と運動
 竹田綜合病院 物江　俊

11 月 03 日（土）13時 00 分〜 13 時 50 分	 ポスター発表 1　【運動器 1】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 長谷川　至	 弘前記念病院

P1-05-1 当院における人工膝関節置換術後の入院期間に与える術後因子の検討
 社会医療法人　明和会　中通総合病院 石上　　健太

P1-05-2 人工膝関節置換術後の遊脚初期膝屈曲角度に対する影響因子の検討
 盛岡市立病院 女鹿　友也

P1-05-3 人工膝関節全置換術後患者に対するロボットスーツ HAL® 単関節タイプを用いた治療が
膝関節運動時痛に及ぼす経時的な影響について

 弘前記念病院 五十嵐　林郷

11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 ポスター発表 2　【神経 3】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 添田　健仁	 郡山健康科学専門学校

P2-01-1 安静時 fMRI における脳梗塞患者の functional connectivity の経時的変化について
 秋田県立脳血管研究センター 皆方　伸

P2-01-2 急性期脳卒中片麻痺患者における四肢骨格筋量の経時的推移
 秋田県立脳血管研究センター 伊藤　優也

P2-01-3 脳卒中軽度片麻痺患者に対する歩容改善のための視覚的筋電バイオフィードバックの効果
 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　リハビリテーション部 黒沼　賢矢

P2-01-4 デジタルビデオカメラを用いた短下肢装具選定方法の検討について
 仙台リハビリテーション病院 佐々木　翔
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11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 ポスター発表 2　【運動器 2】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 斎藤　功	 羽後町立羽後病院

P2-02-1 自己効力感の向上により歩行獲得まで至った膝関節開放性脱臼骨折術後患者の一例
 石巻赤十字病院 星　豪志

P2-02-2 骨粗鬆症性腰椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術後の疼痛を呈する 1 症例における
認知課題の試み

 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 長内　央臣

P2-02-3 リング型創外固定器を用いた遠位脛骨斜め骨切り術後の足関節に対して拘縮予防を行い奏効
した一例

 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部 渡邉　基起

P2-02-4 大腿骨頭壊死に対する創外固定での骨切り術後、骨頭圧潰予防に考慮した一症例 </p>
 一般財団法人　脳神経疾患研究所　総合南東北病院 山本　瑞穂

11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 ポスター発表 2　【物理療法】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 長沼　誠	 山形医療技術専門学校　

P2-03-1 身体の左右対称部位を同時に刺激する TENS の即時的な鎮痛効果に関する検討
 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 鳴海　萌

P2-03-2 リラクセーションを目的とした経皮的電気神経刺激 (TENS) の効果ならびに至適刺激
パラメータに関する検討

 大館市立総合病院 花田　真澄

P2-03-3 神経筋電気刺激 (NMES) の刺激筋の違いが下腿部の血流動態に及ぼす影響に関する検討
 一般社団法人巨樹の会　明生リハビリテーション病院　 島田　瑞希

P2-03-4 Ramp-up 時間及び Ramp-down 時間を調整した神経筋電気刺激（NMES）による
即時的な神経筋促通と中枢神経の興奮性変化に関する研究

 医療法人社団進和会　旭川リハビリテーション病院 小西　杏奈

11 月 03 日（土）14時 10 分〜 15 時 00 分	 ポスター発表 2　【健康増進】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 及川　龍彦	 岩手リハビリテーション学院

P2-04-1 地域在住女性高齢者における骨密度と筋力および身体機能の関連
秋田労災病院 灘岡　裕

P2-04-2 年代別に見た健康に対する意識の違いについて
 秋田県理学療法士会調査活動班 工藤　郁美

P2-04-3 高齢者に対する要介護度認定の関連因子について
 公益財団法人仁泉会 梁川病院 吉田　祐真

P2-04-4 医療系大学生のヘルスプロモーションに関する評価
 国立病院機構山形病院 早坂　恵莉
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11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 口述発表 5　【運動器】		 	 Ａ会場（大ホール）		

座長 村木　孝行	 東北大学病院

O-05-1 成人脊柱変形患者の三次元歩行解析
 福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科 佐藤　圭汰

O-05-2 寛骨臼形成不全症における股関節周囲筋筋力が大腿骨頭求心力に与える影響
 秋田大学医学部附属病院 畠山　和利

O-05-3 回復期病院入院高齢大腿骨頸部骨折患者の退院時 motor FIM が自宅退院の可否に及ぼす影響
 医療法人芙蓉会村上病院リハビリテーション科 柿崎　彩加

O-05-4 Drop vertical jump における first landing と second landing の運動学・運動力学的
パラメータの比較

 弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域 横山　寛子

O-05-5 福島県における高校野球選手に対するサポート　～サポートの現状と今後の課題～
 福島県立医科大学附属病院 鴫原　智彦

11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 口述発表 6　【動画セッション】		 Ｂ会場（小ホール）

座長 村上　賢一	 東北文化学園大学

O-06-1 歩行練習支援ロボット「ウェルウォーク WW-1000」を用いた歩行練習により歩行能力の
早期改善を認めた 1 症例

 山形市立病院済生館 本間　大智

O-06-2 実生活場面での練習が引きこもり生活を変えた。重度左片麻痺の一症例。
 鶴岡協立リハビリテーション病院 伊藤　晴基

O-06-3 脊髄損傷例に対する積極的な立位・歩行練習の一経験
 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 佐藤　大夢

O-06-4 脊髄損傷により片側性の完全対麻痺を呈し，両側ロフストランドクラッチと長下肢装具を
使用して歩行が自立した症例

 公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター 佐藤　弘樹

一般演題プログラム
《２日目　11 月 04 日 ( 日 )》

口述発表　（ホテル青森）
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11 月 04 日（日）10時 40 分〜 11 時 30 分	 口述発表 7　【神経】	 	 	 Ａ会場（大ホール）

座長 蔵品　利江	 （一財）総合南東北病院

O-07-1 脳卒中者の筋緊張異常と関連する脳損傷領域とは？
 一般財団法人広南会広南病院 阿部　浩明

O-07-2 複数操作の認知課題が歩行速度に及ぼす影響
 一般財団法人黎明協弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 渡邊　洸

O-07-3 拡散テンソル画像を用いた皮質網様体路の評価と歩行能力との関係
 一般財団法人　広南会　広南病院 神　将文

O-07-4 脳血管疾患患者の退院時 T 字杖歩行パターンに及ぼす身体的特徴
 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 山本　賢雅

O-07-5 慢性期脳卒中患者の上肢麻痺に対する反復性経頭蓋磁気刺激とリハビリテーション併用効果
の予備的検証

 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 武藤　慎幸
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11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 ポスター発表 3　【神経 4】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 木元　稔	 秋田大学大学院

P3-01-1 岩手病院における HAL&reg; 医療用下肢タイプの効果について
 独立行政法人国立病院機構　岩手病院　リハビリテーション科 黒沢　　健

P3-01-2 回復期脳卒中患者におけるロボットスーツ HAL による歩行能力の変化
 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 高橋　紗佳

P3-01-3 HONDA 歩行アシストを用いて，歩行時の非対称性を改善し，復職へ繋がった症例
 鶴岡協立リハビリテーション病院 小野　広平

P3-01-4 脊髄損傷例に対する Honda 歩行アシストの効果検証
 一般財団法人　竹田健康財財団　竹田綜合病院 金子　亮太

11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 ポスター発表 3　【神経 5】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 柴田　信行	 介護老人保健施設やかた

P3-02-1 橋左側梗塞を呈した患者に体重免荷式トレッドミル歩行練習が有効であった一症例
 青森新都市病院 福田　高士

P3-02-2 急性期からカットダウンへ向け段階的に誘導した症例
 青森新都市病院 佐藤　元哉

P3-02-3 中枢神経内多発血管症により両片麻痺を呈し歩行に全介助を要した状態から長下肢装具を用
いた歩行練習を実践し監視歩行を獲得した症例

 大崎市民病院鳴子温泉分院リハビリテーション室 門脇　敬

P3-02-4 チーム医療による介助下での自主練習に着目した症例・看護師・理学療法士の関わり
 泉病院 姥沢　圭亮

11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 ポスター発表 3　【運動器 3】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 遠藤　康裕	 仙台青葉学院短期大学

P3-03-1 健常者における継ぎ足歩行の即時効果の検証
 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 菅原　崇広

P3-03-2 全身振動刺激と体幹トレーニングの併用がパフォーマンスに及ぼす影響
 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 舘村　友唯

P3-03-3 足関節内反捻挫の急性期におこる背屈制限がバランス能力へ及ぼす影響
 ながおさ整形外科 川崎　永大

P3-03-4 Short Foot exercise が外反母趾に及ぼす効果の検討
 城下やえがき整形外科 鹿内　和也

ポスター発表　（ホテル青森）



642018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 ポスター発表 3　【運動器 4】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 坂上　尚穗	 仙台青葉学院短期大学

P3-04-1 超音波診断装置を用いた立位バランスとヒラメ筋筋厚，筋内腱の長さとの関連性
 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部 須田　智寛

P3-04-2 当センターにおける下肢切断者の理学療法実績と片側大腿切断者の歩行自立度に関わる因子
について

 いわてリハビリテーションセンター 村上　敏昭

P3-04-3 脊椎疾患患者における座位姿勢と可動域との関係
 福島県立医科大学会津医療センター 永峯　朱莉

P3-04-4 腰椎術後患者の退院時 QOL に影響を与える心身機能の関連因子
 福島県立医科大学附属病院 小林　寛崇

11 月 04 日（日）09時 30 分〜 10 時 20 分	 ポスター発表 3　【教育・管理】	Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 村上　三四郎	 東北メディカル学院

P3-05-1 キャリアパス導入前後における臨床実習指導者のストレス差異
 （一財）総合南東北病院　リハビリテーション科 高野　稔

P3-05-2 理学療法学生のソーシャルメディアおよび情報倫理知識に関する現状調査
 東北福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 小林　大介

P3-05-3 一般社団法人　福島県理学療法士会　県北支部　
　「次世代 PT 発掘プロジェクト　～育プロ～」　活動報告

 （一社）福島県理学療法士会　県北支部役員 今野　裕樹

P3-05-4 ロボットを用いた授業の効果
 郡山健康科学専門学校 添田　健仁

11 月 04 日（日）10時 40 分〜 11 時 30 分	 ポスター発表 4　【神経 6】	 Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 星　孝	 東北文化学園大学

P4-01-1 難易度の異なる検査時の利き手・非利き手の影響度の差異について
 国民健康保険黒石病院リハビリテーション科 伊藤　百花

P4-01-2 左胸椎部への経皮的電気神経刺激（TENS）が方向性注意機能に及ぼす影響
 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 川村　真琴

P4-01-3 筋萎縮性側索硬化症患者の型別における予後予測について
 独立行政法人国立病院機構　岩手病院 リハビリテーション科 中嶋　健太

P4-01-4 筋萎縮性側索硬化症患者における病状進行の自然経過と傾向
 独立行政法人国立病院機構岩手病院リハビリテーション科 氏家　祐太
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11 月 04 日（日）10時 40 分〜 11 時 30 分	 ポスター発表 4　【運動器・基礎等】	 	
Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 星　真行	 公立高畠病院

P4-02-1 体組成計による栄養評価と褥瘡リスクとの関連
 社会医療法人明和会　中通リハビリテーション病院 小原　孝裕

P4-02-2 左下肢デグロービング損傷の一症例
 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 中井　敬太

P4-02-3 膝関節離断患者にバウンシング機構付き大腿義足用膝継手を用いて歩行獲得に至った症例
 青森慈恵会病院 吉崎　寛之

P4-02-4 聴覚刺激周波数と強度が下腿三頭筋支配の脊髄興奮準位に及ぼす影響
 いわき明星大学 古川　勉寛

11 月 04 日（日）10時 40 分〜 11 時 30 分	 ポスター発表 4　【生活環境支援】	
Ｃ会場（ポスター・機器展示会場）

座長 大友　昭彦	 株式会社リハサポート桜樹

P4-03-1 起立補助装置を使用した起立練習による膝伸展筋力についての検討
 IMS グループ 山形ロイヤル病院 島田　佳美

P4-03-2 脳卒中片麻痺患者が安全に入浴するための短下肢装具の検討
 いわてリハビリテーションセンター 芦埜　菜津子

P4-03-3 職場復帰への支援を行った脳出血による右片麻痺を呈した一症例
 宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる 橘　直毅

P4-03-4 八戸医療圏での装具療法における地域連携に向けて
 東北メディカル学院 越後　あゆみ
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目的
定期的な運動が心身の健康へ寄与することは多数研究

されているが、平成27年 国民健康・栄養調査結果に

よると、20-64歳で運動習慣のある者（1回30分以上

の運動を週2回以上且つ1年以上継続）の割合は男性

24.6%、女性19.8%であり、運動習慣の定着割合は低い

という現状がある。

今回パワープレート®を使用した短時間で低頻度のプロ
グラムによる運動効果について検証し、健康増進に活

用できるツールに成り得るか検討することを目的とし

た。

方法
当センター職員の中から希望者28名（男性:11名、女

性:17名、平均年齢:40.1±6.6歳）を対象とし、パワー

プレート®を使用した運動を実施した群（以下PP群）
18名（男性:6名、女性:12名、平均年齢:40.6±6.9歳）

と実施しなかった群（以下C群）10名（男性:5名、女

性:5名、平均年齢:39.4±6.3歳）で比較した。運動の実

施期間は、平成30年1月15日から3月10日までの8週間

とした。プログラム内容は、ストレッチ（ハムストリ

ングスと左右腸腰筋を各30秒）、片脚バランス（左右

各30秒）、スクワット（30秒）、ランジ（左右各30

秒）、マッサージ（ハムストリングス・カーフとクア

ドを各60秒） の計7種類で、運動時間が計6分のプロ

グラムを週2回、計16回実施した。運動は指導者がマ

ンツーマンの体制で実施し、負荷量はPP群内で統一し

た。運動効果の検証には、筋力の指標として握力（利

き手）、膝伸展筋力（ボールを蹴りやすい側の下肢、

ハンドヘルドダイナモメーター使用）、柔軟性の指標

として指床間距離（Finger-Floor Distance:以下FFD）、

バランス能力の指標として閉眼片脚立位時間を用い、

研究開始時と4週間後、8週間後の計3回測定し、結果

に関して Microsoft office Excelの分析ツールを使用し

て対応のあるt検定を行なった。

結果
PP群では、膝伸展筋力が開始時:278.4±102.0N,8週間

後: 314.3±97.5Nであり、検定結果はt（18）=-4.83

（p<0.01）と優位に増加していた。FFDは開始時:4.1

±5.4cm,4週間後:7.3±4.9cm,8週後:8.4±4.7cmであ

り、検定結果はそれぞれt（17）=-4.66（p<0.01）、

t（17）=-5.58（p<0.01）と優位な増加が見られた。

一方C群では、膝伸展筋力が開始時:300.6±95.3N,8週

間後341.8±124.1Nであり、検定結果はt（9）=-2.26

（p<0.05）と優位に増加していた。握力と閉眼片脚立

位時間に関しては、両群とも統計学的に優位な数値の

差はなかった。

考察
先行研究では、ハムストリングスの習慣的ストレッチ

ング効果は開始後4週間で見られると報告されている。

今回の結果においても数値が優位に増加しており、短

時間で低頻度の運動でも柔軟性改善の効果が期待でき

るものであった。C群の膝伸展筋力が増加した要因とし

て、日頃から運動している人の割合が多かった影響が

考えられる。総合的にはPP群の方が柔軟性と筋力の両

方で数値の増加が見られ、パワープレート®による運動
効果はあると考える。今後は、健康増進における具体

的な活用方法を検討していく。

説明と同意、および倫理
事前に研究内容や方法について説明した上で同意を得

られた者に実施し、個人が特定されることがないよう

配慮した。

キーワード：健康増進・柔軟性・筋力
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表1　【健康増進】O-01-1

健康増進に向けたパワープレート®の運動効果について

四ツ谷 隆輔・秋元 智海・氣仙 裕
公益社団法人地域医療振興協会　東通地域医療センター
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目的
我が国は超高齢社会となり、要介護状態の高齢者が

年々増加している。その原因の第4位が骨折や転倒であ

り増加傾向にある。英国では2000年より二次骨折予防

中心のFLS（Fracture Liaison Service）が開始され、医

療費の削減や脆弱性骨折の発生率の低下など成果を上

げている。

日本で高齢者の脆弱性骨折予防治療において問題視

されているのが、骨粗鬆症治療導入率と治療継続率

の低さであり、骨粗鬆症診療支援サービスとして骨

粗鬆症学会は2014年よりOLS（Osteoporosis Liaison 

Service）活動を展開した。

これは超高齢社会における健康格差を縮小するため、

骨折患者のみならず多職種が連携して医療現場やその

地域で、一次骨折予防の啓発活動を行うことである。

また、OLSでの理学療法士（以下PT）が担う役割は健

康寿命の延伸のために運動の重要性を啓発し指導する

ことである。

当院では2015年より骨粗鬆症チーム（以下チーム）を

結成し院内外での活動を開始した。チームの構成は医

師3名、PT4名、薬剤師1名、管理栄養士1名、臨床放

射線技師6名、看護師3名。骨粗鬆症学会の認定医は2

名、同学会認定の骨粗鬆症マネージャーはPT4名、薬

剤師1名である。

一次骨折予防の活動内容は、骨粗鬆症に関する講話で

あり、入院患者には隔月、外来受診者には半年に1回の

頻度で行なっている。また、地域住民を対象とした講

話は、地域包括支援センターや近隣住民からの依頼を

受けて活動を展開している。二次骨折予防では、脆弱

性骨折による入院患者に対し、チームによる再骨折予

防カンファレンスにて情報を共有している。これらの

活動を全職員に周知し啓発する前段階として、当院PT

に対し、チームの活動や骨粗鬆症についての意識を認

知度と興味関心に分けて調査した。

方法
質問紙法による無記名のアンケート調査。調査内容

は、チーム活動の認知度として①骨粗鬆症チームの認

知度、②骨粗鬆症マネージャーの認知度。骨粗鬆症の

認知度として③介護を受ける要因の内訳で「転倒・骨

折」は第何位であるか、④「椎体骨折と大腿骨近位部

骨折の有無は骨粗鬆症の診断基準となる」ことの認知

度、⑤骨粗鬆症に対して推奨されている運動療法の認

知度。興味関心は⑥骨粗鬆症についての興味、⑦勉強

する機会があれば参加したいかの7項目とした。

対象は当院理学療法士36名、外来6名、急性期・一般

病床15名、回復期病床15名、経験年数は6.3±5.1年。

結果
①「知っている」が86.1％、②「知っている」が

58.3％、③正答は2.7％、④「知っている」が55.5％、

⑤「知っている」が36.1％、⑥「興味がある」が

97.2％、⑦「とても思う」が75.0％であった。

考察
結果より、①のチームの認知度は高く、⑤⑥⑦の骨粗

鬆症に対する興味関心は高いことは理解できるが、

③では約8割が不正解であり、病院で働くPTは介護領

域に対する認識が低く、④⑤では骨粗鬆症の判断基準

が曖昧で、推奨される運動療法についての認知度も低

い。このことは興味関心が高くてもPTとしての専門

性を生かし効果的で且つ有益な活動を展開しながら存

在価値を発揮しているとは言い難い実情を示唆してい

る。OLS活動の普及啓発を推進するPTの骨粗鬆症マ

ネージャーにとって、高齢者の脆弱性骨折予防治療に

対し、早急に病院勤務のPT間で理解を深める活動を開

始すること、そこから当法人内の医療・介護分野で働

くすべてのPTが他職種との情報共有の下で骨粗鬆症診

療支援に繋げる行動ができるようにすることが課題で

ある。さらに身近な地域の健康寿命の延伸を支える担

い手として活躍できるPTを増やす使命もあると考え

た。

説明と同意、および倫理
対象者には口頭と書面にて十分に説明し同意を得た。

キーワード：骨粗鬆症・骨折予防・Osteoporosis	Liaison	Service
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表1　【健康増進】O-01-2

骨粗鬆症に対する理学療法士の意識調査
脆弱性骨折の予防にどう向き合うか

水戸 奈津美・佐藤 綾香・渡邉 好孝
医療法人松田会 松田病院
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目的
　高齢者の転倒は健康寿命の延伸を阻害する一要因で

ある。転倒経験や疼痛は外出意欲を阻み、引きこもり

を招くと考えられ、引きこもりは身体機能の低下を助

長する事から、昨今では予防的取り組みが推進されて

きている。本地域は公共交通機関の制限を背景とし、

遠方への外出時には自家用車を多用する傾向にある。

本研究は、外出傾向と日常生活活動に疼痛がどの程

度影響を与えるか評価する事を目的にPain Disability 

Assessment Scale（以下、PDAS）を用いて検討し、地

域高齢者の転倒経験と疼痛が外出傾向に及ぼす影響に

ついて調査した。

方法
　対象は当院外来リハビリテーション患者51名（73.6

±9.3歳、男性11名、女性40名）とし、転倒経験や自

家用車使用等の生活を尋ねる質問紙と習慣調査表、並

びにPDASを用い、対象を転倒経験の有無、外出時の自

家用車使用頻度、外出頻度、PDASの各項目で分類し

た。上記に従って分類した各群と6項目の体力テスト

（10m歩行、片脚立位、TUG、FRT、膝伸展筋力、握

力）の測定値を比較した。統計解析にはR.2.8.1を使用

した。

結果
　質問紙とPDASの比較において、転倒有群は重いも

のを持って運ぶこと、並びに車のドアを開けたり閉め

たりすること、加えて日常生活動作に支障をきたしや

すいことが示された（p<0.05）。習慣調査表と体力テ

ストの比較では、遠方への外出頻度が高い群で10m歩

行速度（8.9±2.0秒）、歩数（17.4±2.9歩）、片脚立

位時間（31.1±23.3秒）、TUG（9.9±2.8秒）、FRT

（29.5±7.2cm）、膝伸展筋力（23.5±9.7kgf）、握

力（25.5±8.7kg）が高いのに対し、低い群では10m

歩行速度（11.0±3.2秒）、歩数（20.8±4.3歩）、片

脚立位時間（12.9±14.5秒）、TUG（12.5±4.6秒）、

FRT（24.9±5.9cm）、膝伸展筋力（18.6±6.2kgf）、

握力（20.5±6.3kg）が低かった（p<0.05）。又、自

家用車使用頻度が高い群で10m歩行速度（9.2±2.1

秒）、歩数（18.1±2.9歩）、TUG（10.1±2.5秒）、

FRT（28.7±6.9cm）、膝伸展筋力（24.2±9.3kgf）、

握力（25.2±6.7kg）が高いのに対し、低い群では

10m歩行速度（11.2±3.4秒）、歩数（21.0±4.9

歩）、TUG（13.1±5.2秒）、FRT（24.4±6.1cm）、

膝伸展筋力（18.8±8.2kgf）、握力（20.3±6.3kg）が

低かった（p<0.05）。上記の結果において、自家用車

使用頻度が高い群での片脚立位時間（24.9±22.3秒）

が長いのに対し、低い群での片脚立位時間（15.7±

17.8秒）は短かったが、有意な差は認めなかった。

考察
　転倒有群は、PDAS項目の中でもより筋力を要する動

作を困難と感じており、疼痛は本来の筋出力発揮を阻

害すること、更には疼痛そのものが筋力を要す動作を

阻害しているものと推察する。又、本研究では遠方へ

の外出頻度が高い群、及び外出時の自家用車使用頻度

が高い群は各体力測定値が高かった。高齢者自身に活

動する目的地が存在し、移動手段が確保され、目的地

での活動目標を達成するといった良循環が、結果的に

本地域高齢者の身体機能を維持可能としていると考え

る。これに関連して、本地域は公共交通機関の制限を

背景として遠方への外出時には自家用車を多用する傾

向があるため、目的を達成するためには他者の運転へ

の同乗を含め移動手段の確保が重要である。上記の観

点から、地域高齢者に対する予防活動には、疼痛の影

響と地域背景を考慮した上での内容を検討する必要性

があると考える。

説明と同意、および倫理
　本研究実施にあたり、対象者には十分な説明と同意

の下、データの処理には個人を特定できないよう細心

の配慮を行なった。

キーワード：地域高齢者・転倒経験・疼痛
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表1　【健康増進】O-01-3

地域高齢者における転倒経験と疼痛が外出傾向に及ぼす影響
−Pain Disability Assessment Scaleを用いた検討−

菊池 賢汰 1）・四日市 綾香 1）・城内 勇樹 1）・及川 龍彦 2）

1）医療法人日新堂八角医院
2）岩手リハビリテーション学院
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目的
サルコペニア肥満は、サルコペニアと肥満が合併する

ことで、サルコペニア以上に運動能力を阻害する可能

性が指摘されている。しかし、その発生機序を疫学的

に示した研究はないかに見受けられる。今回我々は要

支援・要介護認定者を簡便法で分類し、サルコペニア

肥満の発生機序の仮説提起を試みたので報告する。

方法
対象は、訪問看護、通所介護利用者の内、65歳以上の

方130名（男性60名 女性70名 年齢79.0±8.4歳）。

サルコペニアの特定は日本人版サルコペニア簡易基準

案（以下、簡易基準）を用いた。肥満判定は日本肥満

学会基準BMI25kg/m²以上とした。簡易基準のサルコ

ペニア要件である握力25kg未満（男性）、20kg未満

（女性）かつBMI25kg/m²以上の方をサルコペニア肥

満と分類した。これら基準により、非肥満正常群13名

（男性10名、女性3名）、純肥満群18名（男性13名、

女性5名）、サルコペニア肥満群13名（男性2名、女性

11名）を分類抽出した。これら3群の年齢、運動能力

（TUG、CS30、ABMS）、生活空間の広がり（LSA）

を比較検討した。解析は一元配置分散分析、多重比較

検定（Bonferroni）を用い、有意水準を5%とした。

結果
各群の平均値±SDを、非肥満正常群／純肥満群／サ

ルコペニア肥満群の順に記す。◎年齢（歳）；75.8±

8.4／74.1±6.0／81.4±7.4 ◎TUG（秒）；7.9±1.5／

16.0±8.0／22.8±17.3 ◎CS30（回/30秒）；15.6±

5.3／12.7±3.6／7.6±3.6 ◎ABMS；29.8±0.4／27.8

±3.0／26.6±2.8 ◎LSA；56.8±16.1／48.3±17.9／

37.2±13.3。一元配置分散分析の結果、年齢、TUG、

CS30、ABMS、LSAとも三群間に有意差が認められ

た。多重比較検定で判明した結果を列挙する。1. 純肥

満群はサルコペニア肥満群よりも若年である。2. 非

肥満正常群と純肥満群の年齢、TUG、CS30、ABMS、

LSAには差がない。3. サルコペニア肥満群は、非肥満

正常群に比し、TUG、CS30、ABMS、LSAとも低下し

ている。4. 純肥満群はサルコペニア肥満群よりもCS30

で高い値を示すが、TUG、ABMS、LSAにおいては差が

ない。

考察
サルコペニアの診断は、筋肉量低下、筋力低下、身体

機能低下の三項目からなされ、筋肉量の指標はSkeletal 

Muskel Muss index（SMI）である。だが、今回サルコ

ペニアの分類に用いた簡易基準ではSMIは考慮されて

おらず、本報告のサルコペニア肥満群に実際筋肉量低

下があるかどうかは不明である。しかし、サルコペニ

ア肥満群のTUG、CS30、ABMSといった運動能力評価

が非肥満正常群よりも有意に低く、LSAより生活空間

も狭まっているという結果は、本分類方法に一定の妥

当性を与えている。 純肥満群は運動能力上、非肥満正

常群とほぼ同等であるが、非肥満正常群がサルコペニ

ア肥満群よりもすべての運動能力項目（TUG、CS30、

ABMS）で勝っていたの比し、純肥満群が勝っていた

のはCS30のみであり、純肥満群では下肢筋力は維持

されているものの、平衡性や敏捷性を加味した運動能

力、さらに基本動作能力はサルコペニア肥満群と差が

なくなっていることが考えられた。純肥満群の年齢は

サルコペニア肥満群よりも若く、同時にLSAに差が見

られなかったことから、純肥満群の生活空間が狭小化

し、廃用が進み、徐々に筋肉量、筋力の減少を生じ、

加齢に伴ってサルコペニア肥満に移行していくという

サルコペニア肥満発生機序が指摘された。生活期障害

における肥満は、サルコペニア肥満に陥るリスクファ

クターであると考えられる。

説明と同意、および倫理
口頭および文書で調査内容、侵襲性の有無、個人情報

保護方針を説明し、同意を得た上で同意書を作成いた

だいています。

キーワード：サルコペニア肥満発生機序・生活期障害・要支援・要介護認定者
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表1　【健康増進】O-01-4

生活期障害におけるサルコペニア肥満発生機序の仮説提起
大友 昭彦・大友 美和・田澤 大介・小野寺 洋介・髙橋 千晴・髙橋 さおり

鈴木 直樹・木島 佑太・佐藤 雅子・鈴木 康平・髙橋 美貴・菅原 雄太
株式会社リハサポート桜樹
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目的
　青森県五戸町では、一般介護予防事業として地域型

転倒骨折予防教室「トコトコ教室（以下、教室）」を

2つの事業所に委託し、7地区で毎月1回（2時間）開

催している。教室では自宅でのトレーニングプログラ

ムとして特に、日本整形外科学会が通称ロコトレとし

て推奨している片脚立ちとスクワットを習慣化できる

ように力を入れている。平成28年度からは「片脚立ち

シールキャンペーン」と称し、町が作成したシールを

理学療法士等養成校の学生が励ましとともに参加者に

渡す支援を試みた。今回は、取り組みの概要とその結

果に考察を加えて報告する。

方法
　当該養成校では自治体の協力の下、理学療法学科3年

次の6月に教室参加者のE-SAS調査を、8～9月に結果報

告を行っている。「片脚立ちシールキャンペーン」で

は平成28年6月にE-SAS調査を担当した学生が参加者に

シールを手渡し、自宅でのトレーニングを励行した。

参加者には片脚立ちトレーニングを実施し得る生活場

面を想起するよう促した上で、その場所にシールを貼

るよう指導した。 

　片脚立ちトレーニングの実施頻度調査はシール配布

前の平成28年度春（6月）、配布後の夏（8～9月）、

冬（2～3月）、平成29年度春（調査と同時にシールを

追加配布）、夏の計5回行った。対象は、教室参加者の

うち、調査に1回以上回答した124人（平均年齢79.0±

6.0歳、男性5人、女性119人）とした。シールの貼付

状況は平成28年度夏に調査した。いずれも質問紙を用

い、春と夏は学生が、冬は事業委託先のスタッフまた

は保健師が聞き取りを行った。

　集計は、調査回ごとに片脚立ちトレーニングを週4回

以上実施している人数を求め、その割合を算出するこ

ととした。

結果
　平成28年度春の調査対象者101人のうち、週4回

以上片脚立ちトレーニングを実施している人は6人

（5.9％）であった。以下同様に平成28年度夏は100

人中39人（39.0％）、冬は83人中38人（45.8％）、

平成29年度春は98人中25人（25.5％）、夏は76人

中35人（46.1％）であった。5回全ての調査を実施

できた55人を抽出し週4回以上の実施者を集計した

ところ、平成28年度春は3人（5.5%）、夏は22人

（40.0%）、冬は29人（52.7%）、平成29年度春は16

人（29.1%）、夏は27人（49.1%）であった。

　平成28年度夏に実施したシールの貼付状況調査に

おいて、自宅にシールを貼った人の割合は75.0％であ

り、貼付場所の内訳は台所58.7%、居間24.0%、その他

17.3%であった。

考察
　「片脚立ちシールキャンペーン」の結果、対象の

75%が自宅にシールを貼付し、週4回以上片脚立ちト

レーニングを実施する人が5.9%から39.0%へと増加し

ていた。自ら決定した場所に貼ったシールが先行刺激

となってトレーニングの実行につながり、行動変容ス

テージにおける関心期・準備期から実行期に移行する

ために有効な支援であったと考える。しかしトレーニ

ング実施者の割合は、年度末までは上昇したものの次

年度春に低下し、追加配布後の夏の調査時に再度上昇

した。継続的に調査できた参加者を抽出しても同様の

傾向が見られたことから、参加者の入れ替わりによる

影響のみならず、春に特有の阻害要因が存在するので

はないかと推察する。

　行動変容ステージの実行期には、安定しない行動変

容を強化するためのサポートが有用とされる。今後は

片脚立ち以外の運動習慣や生活関連活動等も把握した

上で、自宅でのトレーニングをより長期的に継続でき

維持期へと移行させるための支援方法を探っていきた

い。

説明と同意、および倫理
　対象には当該事業参加時に、教室で得られたデータ

の活用について説明し同意を得ている。また事業主

体である自治体からは今回の発表についての承諾を得

た。

キーワード：一次予防・運動習慣・行動変容
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表1　【健康増進】O-01-5

一般介護予防事業における運動習慣定着への試み
桜田 由紀子 1）・晴山 正子 2）・奥山 明徳 3）・平 秀之 4）・中野渡 恵理 5）・三浦 洋子 2）

1）学校法人臨研学舎　東北メディカル学院
2）五戸町　3）社会福祉法人ファミリー　デイサービスセンター　ハピネス五戸

4）五戸町社会福祉協議会　5）医療法人メディカルフロンティア
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目的
　腰部脊柱管狭窄症（LSCS）患者において下肢の痛み

や間欠性跛行は主たる所見であり、これらは椎間孔や

脊柱管の狭窄による神経の圧迫などで生じる。臨床に

おいて、脊椎や骨盤のalignmentがLSCS患者の下肢痛

に関連することが予想されるが、静的環境における量

的評価からのみその関連性を検討することがほとんど

であり、実際に下肢痛が生じる機会が多い歩行時など

の動的環境においてどのような関連性を示すかについ

ては明らかとなっていない。したがって、本研究の目

的はLSCS患者の歩行時における脊椎の動的alignment

に対する下肢痛の影響を調査することとした。

方法
　対象はLSCS患者20名（平均年齢67.9±8.6歳、身長

157.3±10.2 cm、体重61.7±9.7 kg）とした。動的

alignmentの計測には、三次元動作解析装置VICON MX

（Vicon Motion System、Oxford、UK；200 Hz）と床

反力計2基（AMTI、USA；1000 Hz）を使用した。動

作課題は自然歩行とし、下肢痛の強い方（患側）の下

肢を床反力計上に接地させ、成功試行3回取得した。

解析区間は1歩行周期とし、全例100％に正規化した。

解析に先立って事前に取得した下肢痛VASの平均値を

算出し、その平均値を境としたHigh VAS群、Low VAS

群の2群に群分けを行った。解析に使用する項目は歩

行時の脊椎の各運動面における角度とした。unpaired 

T-testを用いて、1歩行周期すべての時点において2群

間での比較を行った。有意水準は5％とした。

結果
　High VAS群、Low VAS群における下肢痛の平均値

はそれぞれ81.7±8.3、44.4±13.5であり、2群間に

有意差が認められた。歩行時の脊椎角度に関して、矢

状面においては全ての区間でHigh VAS群がLow VAS

群に比して有意に脊椎伸展位であった。前額面におい

てはICから立脚中期間（0-28％）、遊脚後期からIC

間（84-100％）においてHigh VAS群が有意に患側に

側屈していた。水平面においてはICから荷重応答期間

（0-14％）、遊脚後期からIC間（90-100％）において

High VAS群が有意に患側に回旋していた。

考察
　本研究は、LSCS患者における歩行時の脊椎動的

alignmentに対する下肢痛の影響を検討した初めての

研究である。結果から、下肢痛の強い者ほど歩行時に

脊椎はより伸展位であり、かつ患側へ側屈、回旋して

いることが示された。矢状面における脊椎の伸展偏位

は、歩行時における下肢痛の出現を説明する所見であ

り、下肢痛が強い者はそもそも痛みを誘発しやすい姿

勢で歩行していることが示された。さらに、下肢痛が

強い者における患側下肢方向への大きい脊椎の側屈や

回旋は、特に遊脚後期から立脚中期までの間で認めら

れた。これは荷重負荷が加わるフェーズに向かう準備

の段階から不適切なalignmentで歩行していることを示

す所見である。数少ないLSCS患者の歩行時における動

的alignmentを検討している研究では、そのほとんど

が角度の最大値を使用しており、これでは実際に歩行

のどのフェーズで特徴が見られるか不明で、介入に繋

げることが困難である。対して、本研究で示された結

果は時系列データであり、介入すべきポイントが明確

に示されたものと考える。今後の課題として、骨盤や

股関節、胸郭といった他の部位も含めた検討や運動力

学的データの検討、健常高齢者との比較などを行い、

LSCS患者の歩行特性をより詳細に検討していく必要が

ある。

説明と同意、および倫理
　本研究の被験者には事前に書面と口頭により研究の

目的、実験内容、考えられる危険性等を説明し、理

解と同意を得られた者のみ同意書に署名し、実験に参

加した。本研究は所属機関の倫理委員会の承認を得て

行った（一般：承認番号29263）。

キーワード：腰部脊柱管狭窄症・歩行・三次元動作解析
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表2　【運動器・教育・管理】O-02-1

腰部脊柱管狭窄症患者の下肢痛の強さが、歩行時における脊椎の動的
alignmentに及ぼす影響

三浦 拓也 1,2）・佐藤 圭汰 1,2）・小俣 純一 3）・遠藤 達矢 1,2）・岩渕 真澄 2）・白土 修 2）

伊藤 俊一 1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科
2）福島県立医科大学会津医療センター　整形外科・脊椎外科学講座

3）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室
4）北海道千歳リハビリテーション大学
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目的
変形性膝関節症（以下、膝OA）は膝関節だけでなく、

後足部変形も生じることが知られている。しかし、膝

OA症例における後足部変形と膝関節の機能的評価との

関係は明確ではない。また、膝OA患者の機能状態は重

症度に影響されることが予想される。本研究の目的は

膝OA患者における後足部変形の特徴と膝関節の機能状

態を重症度別で比較し、その関係性を検討することで

ある。

方法
対象は外側ウェッジを使用していない内側型膝OA患

者16例22肢（男性3例、女性13例、年齢77.1±7.0

歳、BMI27.2±2.7kg/m2）とした。対象肢は全例手
術適応であり、術前に測定した。測定項目は、足部

アライメントとしてLeg-Heel Angle（以下、LHA）、

Floor-Heel Angle（以下、FHA）、アーチ高率、Foot 

posture index-6（以下、FPI-6）を、膝関節機能評価と

して大腿脛骨角（以下、FTA）、VAS（歩行時の膝関節

痛）、ROM（膝関節屈曲・伸展）、MMT（膝関節屈

筋・伸筋）、膝JOAスコアを用いた。対象をKellgren-

Lawrence	grade（以下、K/Lグレード）によってⅢ未満

をA群、Ⅲ以上をB群に分け、二標本の差の検定により

足部アライメントと機能状態の各項目を群間比較し、

後足部と機能状態との相関関係を分析した。統計処理

はR2.8.1を用いて有意水準を5%未満とした。

結果
A群9肢（K/LグレードⅡ:9肢）、B群13肢（K/Lグレー

ドⅢ:11肢、Ⅳ:2肢）であった。以下にA群とB群の順

に各項目の値を比較する。LHA（回内）:8.3±2.0°、

13.8±2.2°、FHA（外反）:3.4±1.2°、6.2±2.4°、

アーチ高率:15.7±1.9％、13.0±2.6％、FPI-6:3点（正

常足）、7点（回内足）で有意差を認めた（いずれも

p<0.05）。また、FTA:180.2±2.1°、184.4±1.5°で

有意にB群が大きかった（p<0.01）。膝関節伸展ROM:-

5.0±5.0°、-10.8±6.4°、膝関節伸筋MMT中央値:A

群5、B群4で有意差を認めた（いずれもp<0.05）。

VAS（膝関節内側部痛）と膝JOAスコアは有意差がな

かった。後足部と膝関節機能状態との相関ではLHA

とFTAとの間に正の相関（r=0.76、p<0.01）、FHAと

VASとの間に正の相関（r=0.42、p<0.05）、FHAと

膝関節屈曲・伸展ROMとの間に負の相関を示し（屈

曲:r=-0.46、p<0.05、伸展:r=-0.62、p<0.01）、両群と

もにLHAとFTA、FHAとVASは似た傾向を示した。

考察
本研究ではB群の方がA群よりも後足部回内変形が強

く、先行研究を支持した。後足部と膝関節機能との相

関ではLHAとFTAが正の相関を示し、膝内反増強に伴

う脛骨外方傾斜の増加を後足部回内によって代償して

足底接地を可能にしていることが示唆された。また、

先行研究から膝OA症例ではFHAの増加によって荷重線

が外側へ移動して膝関節内側への荷重が軽減し、疼痛

軽減に繋がるとされていることから、FHAが大きいほ

どVASは減少すると予想した。本研究ではB群の方が

FHAは大きく、両群間でVASや膝JOAスコアに有意差

はなかったが、仮説とは異なりFHAとVASとの間に正

の相関を示した。これは本研究の対象者がK/Lグレー

ドⅡ～Ⅳと幅広く、手術適応になるほど重症化してお

り、FHA増大により荷重線を外側へ移動させても疼痛

軽減には至っていないと考えられた。さらに膝関節屈

曲位での荷重は膝関節内側への荷重が増加するとの報

告があり、膝関節伸展制限のある対象者では膝関節内

側荷重量増加に対応してFHAが増加した結果、FHAと

膝関節伸展ROMに負の相関が生じたと考える。今後は

術後の足部変化も経時的に評価する必要がある。

説明と同意、および倫理
実施にあたり弘前大学大学院倫理審査委員会の承認

（受付番号:2017-021）を得て行い、対象者には事前

に十分な説明と書面による同意を得た上で行った。

キーワード：変形性膝関節症・重症度・後足部
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表2　【運動器・教育・管理】O-02-2

変形性膝関節症患者の重症度別における後足部変形と膝関節機能との
関係

伊藤 亮太 1,3）・尾田 敦 2）・石川 大瑛 2）・前田 健太郎 1）・横山 寛子 1）・川口 陽亮 1）

永澤 麻耶 1）・山舘 菜緒 1）・佐々木 和広 3）

1）弘前大学大学院保健学研究科
2）弘前大学教育研究院医学系保健科学領域

3）公立七戸病院
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目的
スポーツ現場では反動をつけずに筋を伸張させるスタ

ティックストレッチング（SS）や、動きの中で筋を伸

張させるダイナミックストレッチング（DS）が頻繁

に用いられている。これまでに各種のストレッチング

が静的パフォーマンスに与える影響については報告さ

れてきたが、動的パフォーマンスに与える影響につい

ては明確にされていない。本研究ではSS及びDSが動

的パフォーマンスに与える影響について、Functional 

ability test（FAT）を用いて検討した。

方法
対象は健常男性12名（年齢23.2±1.5歳）とし、以下

に述べる3つの介入を施行した。各介入間は1日以上の

間隔を空けて実施した。

＜介入1：SS群＞腹臥位にて検査者が被験者の膝関節

を踵部が殿部に触れるように屈曲させた。伸張する強

度は被験者が大腿四頭筋に伸張感があり、疼痛が生

じない程度とした。伸張時間を15秒、回数は5回とし

た。

＜介入2：DS群＞立位にて股関節中間位のまま自動運

動可能な膝関節全可動域で繰り返し屈伸運動を行っ

た。また、関節運動の速度は6秒間で膝関節全可動域を

動くように自動運動を行った。回数は12回とした。

＜介入3：コントロール群（C群）＞ストレッチングは

行わずに、 1分15秒間の安静仰臥位を保持した。

FATは伊藤らの方法に従い、8の字跳躍、片脚階段昇

降、片脚横跳び、片脚幅跳びの測定を行った。測定は

介入前、介入直後、介入30分後で行った。測定項目毎

に2回ずつ測定を行い、最大値を採用した。統計解析は

各測定項目に関して介入群と測定時期の2要因について

2元配置分散分析を行った。

結果
各測定項目の介入前、介入直後、介入30分後の結果

（平均±標準偏差）を以下に示す。8の字跳躍（sec）

はDS群が11.59±1.13、11.43±1.12、11.76±1.20。

SS群が11.86±1.26、11.78±1.03、11.99±1.44。C

群が11.75±1.34、11.77±1.23、11.73±1.06。片脚

階段昇降（sec）はDS群が7.97±1.49、7.52±1.39、

7.49±1.10。SS群が8.20±1.61、7.95±1.54、7.74±

1.45。C群が8.41±1.80、7.97±1.78、7.86±1.36。

片脚横跳び（sec）はDS群が8.04±1.29、7.61±

1.07、7.57±1.10。SS群が8.46±0.70、7.67±0.70、

7.84±1.22。C群が8.58±1.64、8.30±1.38、7.65±

0.93。片脚幅跳び（cm）はDS群が198.21±26.95、

202.62±25.24、202.28±25.61。SS群が200.51

±24.38、200.02±23.01、197.41±20.88。C群が

204.65±30.16、194.40±19.23、199.52±23.34で

あった。2元配置分散分析の結果、全ての測定項目に関

して、介入群と測定時期における有意差は認められな

かった。

考察
先行研究において、SSでは最大筋力の低下やスプリ

ントタイムの悪化、DSでは最大筋力の増加が報告さ

れているが、本研究ではストレッチングに伴う動的パ

フォーマンスの変化は認められなかった。この要因に

は、FATにおける各測定項目は最大筋力以外にも、筋

持久力などが影響することが考えられる。また、FAT

の測定項目はジャンプパフォーマンスが主であるた

め、スプリントタイムなどの種類の異なるパフォーマ

ンスに与える影響については不明である。今後は上記

の点について、ストレッチングが及ぼす影響を検討す

る必要があると考える。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則って行われた。対象者に

対して口頭にて説明を行い、研究協力への同意を得て

行った。また、本研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）。

キーワード：スタティックストレッチング・ダイナミックストレッチング・動的パフォーマンス
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表2　【運動器・教育・管理】O-02-3

ストレッチングの種類の違いが動的パフォーマンスに与える影響
Functional　Ability　Test を用いた検討

花岡 将来・前田 貴哉
弘前記念病院
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目的
近年ではスポーツ分野でキネシオテープ（KT）が注目

されており、先行研究では筋力の維持、筋活動の増強

等が確認されている。このような研究ではほとんどが

50mm幅のKTを用いられるが、臨床では75mm幅の KT

を使用している場面も多く見られる。幅の広いKTの

方が介入出来る範囲も広いと考えられるが、テープ幅

に着目した研究は見当たらない。そこで本研究の目的

を、疲労課題後の大腿直筋の筋力低下に対するKTの効

果はテープ幅の違いによりどのように変化するか検討

することとした。

方法
健常男子大学生30名を対象とし、対象肢は利き脚

とした。測定は同一対象肢に対し、コントロール

（Con）、50mm、75mm幅のKTを貼付する条件

（KT50、KT75）の3条件をランダムに、間隔を空け

て別日に行った。大腿直筋筋腹に沿ってKT（ニトム

ズ製）を貼付した後、BIODEX®system4を用い、膝伸

展等尺性運動のピークトルク（PT）測定を5秒間、1

分の休憩を挟み2回行った。その後、疲労課題として

ERGOMETER POWER MAX Ⅶ（コンビ社製）を使用

し、体重の7.5%の負荷で30秒間の最大努力ペダリン

グ運動を行い、その際の平均パワー、ピークパワー、

ピーク回転数、ピーク到達時間を測定した。そして、

再度PTの測定を行った。また、事前にPTの測定練習を

行い、その際のPTも測定した。PTは体重で正規化し、

疲労前後の変化量も求めた。統計解析では3条件に対

し、各測定項目につきそれぞれ比較した。3条件での疲

労前後のPT体重比（PTW）も比較した。また、練習中

のPTWを用い日内再現性を検討し、練習とConの疲労

前のPTWを用い、日間再現性を検討した。有意水準は

5%とし、解析ソフトはR2.8.1を使用した。

結果
PTのICC（1.2）は、日内再現性は0.972、日間再現性

は0.788であった。各データの平均±標準偏差をCon、

KT50、KT75の順に示す。PTW（Nm/kg）は疲労前

が1.30±0.26、1.27±0.24、1.30±0.26、疲労後が

1.14±0.24、1.15±0.23、1.16±0.24であり、変化量

は0.16±0.14、0.13±0.12 、0.15±0.14 であった。

全条件にて疲労後のPTWが疲労前よりも有意に低下し

ていた。疲労課題中の平均パワー（W）は487±66、

489±69、497±67、ピークパワー（W）は613±

99、613±106、630±103、ピーク回転数（RPM）

は128.7±14.8、128.8±16.9、132.4±15、ピーク到

達時間（sec）は7.3±2.9、8.2±3.2、7.4±2.0であっ

た。条件間での疲労前後のPTW、変化量、疲労課題中

の測定データに有意差はみられなかった。

考察
本研究の結果から KTが疲労による筋力低下、即時的な

筋力増強には影響しないことが示唆された。3条件に

おいて疲労課題で同様に筋力が低下したこと、疲労課

題の結果にも有意差がないことから、ペダリング動作

に関するパフォーマンスにも影響しないことも示唆さ

れた。貼付部位の循環改善に寄与するとの報告もある

が、本研究では幅の違いによっても有意差は現れず、

依然としてKTの効果は不明瞭である。本研究の限界と

して、疲労課題の強度が高く同日に条件を変えて同じ

実験は行えないため、疲労前の値の基底を揃えられな

かった点が挙げられる。今後は臨床でのKTの効果の検

討や、両側に貼付した際の検討等を行うことで、より

KTの効果を明確にすることが出来ると考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承

認を得た（整理番号：2017-051）。また対象者に対し

て本研究の目的、方法について予め十分に説明し同意

を得て実施した。

キーワード：キネシオテープ・筋疲労・筋力低下
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表2　【運動器・教育・管理】O-02-4

疲労課題後の筋力低下に対するキネシオテープの効果
テープ幅の違いに着目した検討

川口 陽亮 1,2）・尾田 敦 3）・石川 大瑛 3）・横山 寛子 2）・前田 健太郎 2）・伊藤 亮太 2）

1）医療法人明洋会　近江整形外科
2）弘前大学大学院保健学研究科

3）弘前大学教育研究院医学系保健科学領域
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目的
医療技術の進歩と共に、訪問リハでも医療依存度の高

い患者へ対応する機会が増えており、在宅におけるリ

スク管理が要求されている。訪問する理学療法士も医

療安全に関する意識の向上は必要不可欠で、リスク管

理に必要な知識と技術を習得するべきである。一方、

在宅呼吸療法患者の訪問リハにおけるインシデントや

医療事故に関する検討はほとんど行われていない。本

研究は在宅呼吸療法患者への訪問リハにおけるリスク

管理の特徴を把握することを目的とした。

方法
2011年11月から2017年10月までの期間に当院に提出

された、訪問リハにおけるインシデント・アクシデン

トレポートより調査を行なった。全てのレポートから

在宅呼吸療法に関するレポートを抽出し、その内容を

調査した。1）インシデント・アクシデントレポートの

発生割合、2）報告された患者の基礎疾患、3）対象と

なった在宅呼吸療法機器と内容、4）医療事故レベルの

4点に分けて調査した。4）については、国立大学付属

病院医療安全管理協議会において定めた「インシデン

ト影響度分類」を参考にした。

結果
1）期間中の訪問リハ件数は173678件、提出された

インシデント・アクシデントレポートは895件で訪問

リハ件数に対する割合は0.51％、呼吸療法機器に関わ

るレポートは86件（9.6％）で、訪問リハ件数に対し

ては0.05％の割合だった。2）ALS63件（73％）、脳

血管疾患8件（9％）、COPD6件（7％）、認知症3件

（4％）、関節リウマチ2件（3％）、脳性麻痺、パー

キンソン症候群、進行性核上性麻痺、心不全が各1件

（1％）だった。3）人工呼吸器27件（31％）、排痰

補助装置31件（36％）、吸引器12件（14％）、在宅

酸素濃縮機7件（8％）、その他9件（11％）であっ

た。内容としては呼吸器の回路33件（38％）、人工

呼吸器、排痰補助装置の操作11件（13％）、吸引操

作7件（8％）、人工呼吸器、排痰補助装置の不具合

や故障6件（7％）、フィルター汚染5件（6％）、吸

引器4件（5％）、酸素チューブ4件（5％）、電源3件

（3％）、持続吸引器3件（3％）、備品3件（3％）、

痰による窒息3件（3％）、気管カニューレ、在宅酸素

濃縮機、パルスオキシメーター、蘇生バッグが1件ずつ

であった。4）レベル0が20件（23％）、レベル1が51

件（60％）、レベル2が14件（16％）、レベル3aが

1件（1％）であった。アクシデントの報告は0％だっ

た。

考察
当院のインシデントレポートにおける呼吸療法機器に

関する内容は9.6％であった。当院では在宅呼吸療法

機器に関わる機会が多く、職場から単独訪問が許可さ

れた担当者が訪問していたため、発生頻度は低くなっ

た可能性がある。対象疾患ではALSが多かったが、人

工呼吸管理されたALSでは頻回の訪問が実施され、ま

た対象者も多かったことが要因と思われた。内容では

人工呼吸器の回路に関する内容が多く、過去の報告と

同様の結果となった。機器では排痰補助装置が最も多

く、近年、訪問リハで実施される頻度の高い項目であ

り、他の機器と比較し手順が複雑であることが要因と

考えられた。医療事故を予防するためには、継続的な

職員の教育が必要と思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は当院の倫理審査にて承認されており、対象者

および家族には口頭および文書で説明し、書面にて同

意を得ている。

キーワード：訪問リハ・在宅呼吸療法・リスク管理
2018年11月03日　13:00	～	13:50口述発表2　【運動器・教育・管理】O-02-5

訪問リハにおける在宅呼吸療法機器に関するインシデント報告の検討

横田 久孝・中田 隆文
マリオス小林内科クリニック
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目的
pusher現象（PS）は、急性期脳卒中者の約9～14％

にみられる特異的な姿勢定位障害で、座位や立位な

どの基本的姿勢保持を困難とさせ、ADLを著しく低下

させる。先行研究ではPSには半球間差異があり、右

半球損傷（RBD）例で回復が遅延し、出現率も高いこ

とが報告されている（Abe et al. 2012）。我々は臨床

場面において、PSの重症度が左半球損傷（LBD）例よ

りもRBD例でより高い印象を受けているが、PSの重

症度自体の半球間差異は、必ずしも明確ではない。

ところで、先行研究の多くで用いられているScale for 

Contraversive Pushing（SCP）やSimple 4 point scale

などの評価スケールはSRM（standardized response 

mean；平均値の変化をスコアの変化の標準値で除し

た値で、目的とした現象の変化を捉えるうえでの反

応性を示す一つの指標）が高くない。一方、Burke 

Lateropulsion Scale（BLS）は、前述の評価スケールよ

りもSRMが優れ、評価項目も多岐にわたり、患者の重

症度の変化を捉えるにあたり優れたスケールである。

本研究の目的は、PSの重症度と改善経過における半球

間差異についてBLSを用いて検証することである。

方法
対象は、2017年8月から2018年4月までの間に、脳卒

中を発症し入院加療され、リハビリテーションを実施

した者のうち、PSと判断され、除外基準に該当しない

21例（男性13名、女性8名、年齢65.3±12.6歳）とし

た。PSの有無は、SCP（各下位項目＞0）を用いて評

価し、さらに、病巣をテント上の右あるいは左半球に

限局した者を、RBD群（14例）とLBD群（7例）の2群

に分類した。除外基準は、Abe et al. の先行研究に準

じて改善経過に影響を及ぼす可能性のある要因を有す

る者（介入14日以内のPS出現不能例、14日間以上の

経過追跡不能例、中枢神経疾患既往や精神疾患合併症

例、JCS10以上の意識障害例、理学療法実施困難例）

とした。なお、SCP・BLSは、平日の理学療法時に毎回

調査した。また、群間特性として、年齢、性別、病型

（脳出血例・脳梗塞例）、発症からSCP・BLS評価まで

の日数、観察日数（PSと判断されてから消失するまで

の日数）、初回及び最終SCP・BLS、さらに初回の下肢

BRS、下肢感覚機能、半側空間無視及び失語症の重症

度をSIASにて調査した。統計学的解析は、SCPとBLSの

改善経過について、半球間差異と測定回数（繰り返し

測定に伴うSCP、BLSの変化）を要因とした分割プロッ

トデザインによる分散分析にて検討した。また、2群間

の特性の検定には、Shapiro-Wilk検定後、t検定または

Mann-WhitneyのU検定を用い、名義変数はFisherの直

接確率法を用いた。有意水準は5％とした。

結果
分割プロットデザインによる分散分析の結果、測定回

数に主効果（p＜0.01）があり、損傷半球と測定回数

の交互作用（p＜0.01）が認められ、RBD群のPSの改

善はLBD群より急峻であった。また、初回SCP・BLSの

値はRBD群がLBD群より大であった。RBD群とLBD群に

は病型に差を認め、RBD群はLBD群より有意に脳出血

例が多かった（p＜0.05）。

考察
PSの初期の重症度はRBD群でより重度であった。そし

て、RBD群がLBD群より早期に回復することが示され

たが、最終のBLSには差はなく、BLSが低下した時期

がLBD群より早かったにすぎなかった。この背景とし

て、本研究ではRBD群に脳出血例（RBD群14例中12

例）が多く含まれたことが関与した可能性があると思

われた。脳出血では血腫の吸収とともにその周辺の浮

腫が改善し機能の改善が得られる。このような病型特

性がPSの改善にも影響を及ぼし、初期の重症度が高

く、脳出血例が多く含まれたRBD群において、早期に

SCP・BLSの改善がみられたのではないかと推察され

た。

説明と同意、および倫理
本研究は広南病院倫理審査委員会にて審議され承認を

受け実施した。

キーワード：pusher現象・半球間差異・Burke	Lateropulsion	Scale
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表3　【神経・内部障害】O-03-1

脳卒中後に生じるpusher現象の重症度と改善経過における半球間差異
～Burke Lateropulsion Scale を用いた前向き臨床試験～

大木 宗人 1）・阿部 浩明 1）・上松野 真 1）・辻本 直秀 2）・大鹿糠 徹 1）・神 将文 1）

1）一般財団法人　広南会　広南病院　リハビリテーション科
2）医療法人　友紘会　西大和リハビリテーション病院　リハビリテーション部
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目的
脳卒中後に生じるcontraversive pushing（pushing）は

特異的な姿勢異常を示す現象である。この現象は座位

や立位といった姿勢で麻痺側へ身体が倒れるように自

らの非麻痺側上下肢を使って床や座面を押してしまう

現象であり、この現象によって生じた姿勢傾斜を他者

が修正しようとすると、その介助に抵抗するように、

さらに非麻痺側の上下肢を使って押すという特徴があ

る。臨床でのpushing例への理学療法に際し、体幹傾

斜の程度や修正への抵抗の程度に差があると感じるこ

とがある。すなわち、我々は、pushingの重症度にお

ける左右半球間差異が存在するのではないかと推察し

ている。pushingの改善は左半球損傷（LBD）例よりも

右半球損傷（RBD）例で有意に遅延する報告（Abe et al. 

2012）があるがpushingの重症度そのものの半球間差

異は不明である。pushingの評価において国際的に使

用頻度の高い評価スケールにScale for Contraversive 

Pushing（SCP）やBurke Lateropulsion Scale（BLS）が

ある。SCPは0~6点までの値をとるスケールで、判定基

準として非常に優れていることが報告されているが、

治療による変化は捉えにくいことが指摘されている。

それに対し、BLSは0~17点までの値をとり、pushing

の変化に対して反応性の良い評価であるとされてい

る。本研究の目的はpushingの重症度をSCPおよびBLS

にて評価し半球間差異を調査すること、さらには異な

る2つのスケール間の評価結果の関係の特性を調査する

ことである。

方法
研究は後方視的に行い、2015年10月から2017年6月

の間に脳卒中を発症し入院加療され、SCPとBLSを測

定したpushingを伴う22例（男性8名、女性14名、年

齢63.1±15.8歳）の片麻痺者を対象とした。なお、

pushingの判定基準にはSCP（各下位項目＞0）を用い

た。脳画像所見を確認し左右いずれかのテント上病変

例のみを対象とし、両側病変例は除外した。回復経過

に影響を及ぼす可能性があるため発症から15日以内

にpushingの評価が可能であった症例のみを対象とし

た。RBD例とLBD例に分類し、初回のSCPおよびBLSの

重症度を比較した。さらに、SCPとBLSの関係を調査し

た。統計処理はShapiro-Wilk検定の後、t検定あるいは

Mann-WhitneyのU検定を用いて比較し、SCPとBLSの

関係をPearsonの積率相関係数、Spearmanの順位相関

係数にて調査した。有意確率は5％とした。

結果
SCPの平均値はRBD例が4.32、LBD例は3.66であっ

た。BLSの平均値はRBD例が10.27、LBD例は6.55で

あった。SCPはRBD例とLBD例の2群間に差はみられ

ず、BLSのみ有意にRBD例が高かった（p＜0.05）。

SCPとBLSの相関は高く（r＝0.875、p＜0.01）、左

右半球間に分類した際、左半球での相関係数は0.896

で、右半球の相関係数は0.744でいずれも有意な相関

（p＜0.01）がみられたが、幾分RBD例よりLBD例の相

関が高い結果となった。

考察
初回評価時のpushingの重症度における半球間差異を調

査した結果、SCPでは半球間差異がみられなかったの

に対して、BLSを用いた場合には半球間差異がみられ

た。この結果はBLSがSCPよりもより詳細にpushingの

重症度を反映していることを示したものと思われる。

臨床で、RBD後のpushingはLBD例よりも重症である

と感じることがあるが、SCPではその得点上、左右差

が見出せないことが多い。判定基準としてはSCPが最

も優れていることが報告されており、判定基準として

SCPを用いることは重要だが、特にRBD例のpushingの

重症度を評価する上ではSCPのみならずBLSを評価する

こともより重症度を捉える上で重要なデータを得られ

る可能性があると思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は広南病院倫理審査委員会にて審議され承認を

受け実施した。

キーワード：contraversive	pushing・脳卒中・Burke	Lateropulsion	Scale
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表3　【神経・内部障害】O-03-2

異なる評価スケールを用いたcontraversive pushingの重症度における
半球間差異の検討

上松野 真 1）・阿部 浩明 1）・大木 宗人 1）・辻本 直秀 2）・大鹿糠 徹 1）・神 将文 1）

1）一般財団法人　広南会　広南病院　リハビリテーション科
2）医療法人　友紘会　西大和リハビリテーション病院　リハビリテーション部
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目的
　T-Support（パシフィックサプライ株式会社）は下部

体幹に装着したコルセット前面から下肢方向へ伸びた

弾性バンドを短下肢装具下腿カフ前部に装着し、体幹

と短下肢装具を連結させる事が出来る。これにより、

歩行時に立脚後期で股関節伸展を促す事が可能とな

り、脳卒中片麻痺患者に対して装具の使用効果を高め

る目的で開発されたものである。しかし、T-Supportを

使用する事により歩行時の下肢筋活動の変化や、歩行

能力へどのように影響を与えられるのかなど詳しく示

されたものは少ない。今回、脳卒中片麻痺患者1症例に

対してT-Supportを使用し歩行介入を実施。介入前後で

の下肢筋活動の変化をまとめ報告する。

方法
　対象は、当院回復期病棟に入院した70歳代後半の女

性。多発性脳梗塞（両側大脳基底核、左放線冠～基底

核）発症後4ヶ月の右片麻痺患者。身体機能としては

Brunnstrom recovery stage上肢Ⅲ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。

麻痺側下肢MMT近位部は2～3、末梢部は4～5レベ

ル。歩行は4点杖、シングルクレンザック短下肢装具装

着（底屈-5度の背屈フリー）、3動作揃え型にて近位監

視レベル。

　方法は、T-Supportを使用し側方介助にて10分間

歩行介入を実施。T-Support装着前後に最大速度での

10m歩行を評価した。その際、歩行所要時間、歩数、

麻痺側下肢筋電図を測定。表面筋電計はNoraxon社製

TeleMyoG2を使用し、筋電図導出部位は麻痺側外側広

筋、半腱様筋、前脛骨筋とした。得られたデータは整

流化し、フットスイッチセンサーより同定した10歩行

周期を1歩行周期として正規化した。

結果
　10分間のT-Support使用前後における各評価結果

は、10m所要時間1分22秒81から1分08秒47となり約

14秒の改善がみられた。歩数は67歩から65歩となり

2歩減少、ケイデンスでは48歩/分から54歩/分となり

6歩/分の改善となった。歩行中の麻痺側下肢筋活動に

おいては、外側広筋で立脚前期から立脚中期に筋活動

の減少が認められた。前脛骨筋においては、立脚期と

遊脚前期で筋活動の減少が認められ、特に立脚中期で

は大幅な筋活動減少と遊脚期においては筋活動の増加

が認められた。半腱様筋に関しては変化は認められな

かった。

考察
　本研究ではT-Support装着前後で歩行速度は14秒の

改善があり、先行研究においては、平均2～5秒の改善

が得られたとされている。T-Supportは麻痺側立脚後

期には装着肢の弾性バンドが伸張され、立脚後期での

下肢の支持性は向上する。それに伴い、足関節底屈ト

ルクは増大するとされる。本研究での立脚後期での前

脛骨筋の活動低下はこのことに依存するものと考えら

れる。前脛骨筋優位での立脚期から遊脚期移行の改善

と、立脚中期での下腿前方移動が円滑になったことに

より1歩幅の拡大と歩行速度の大幅な改善が得られたと

考えられる。

　本症例は歩行速度が非常に遅く、下肢装具用油圧式

足継手ゲイトソリューションは適応でないものの1回

の介入で歩行速度の大幅な改善や麻痺側下肢筋活動は

正常な波形に近づいた。シングルケースでの検討であ

るため、個人差は大きいがT-Supportは装着後も効果は

持続し、より正常に近い筋活動を得られる事がわかっ

た。

説明と同意、および倫理
　ヘルシンキ宣言の精神に基づき実施。なお、症例お

よび家族に本報告についての説明を行い、書面での同

意を得ており、南東北第二病院倫理委員会の承認を受

けている（承認番号46-B）。

キーワード：脳卒中・筋電図・歩行速度
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表3　【神経・内部障害】O-03-3

脳梗塞患者1症例に対するT-Supportの使用が歩行時の筋活動に及ぼす
影響

伊丹 結香 1）・近藤 貴大 2）

1）（一財）　総合南東北病院　リハビリテーション科
2）医療法人社団新生会　南東北第二病院　リハビリテーション科
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目的
パーキンソン病（以下PD）は中脳黒質緻密部の変性

によりドパミンが欠乏し、大脳基底核から視床の出力

が亢進した結果、運動抑制が生じ特有の歩行障害を呈

する。これに対し薬物療法と併用して運動療法を実施

する事が推奨されている。PD患者の歩行は両足部のク

リアランス低下によるすり足や小刻み歩行といったパ

ターンを取りやすく、動作遅延も生じるため歩行効率

は低下しやすい。今回、高電圧パルス電流（酒井医療

株式会社フィジオアクティブHV、以下HV）を使用し

て介入を試みた結果、短期間で歩容改善の効果が得ら

れたため報告する。

方法
症例は62歳女性、Hoehn&Yahr重症度分類Ⅲ。2016年

に当院にてPDと診断。その後、運動機能低下、歩行障

害の増悪により2018年3月に薬剤調整と運動療法目的

で入院し、理学療法処方となった。入院後は抗パーキ

ンソン薬が追加処方された。コミュニケーションは良

好、歩行はT-cane使用しすくみ足、小刻み歩行、突進

現象を認めた。方法はTimed Up & Go Testを実施し、

計測時間、歩数、歩行比を算出した。計測は①裸足歩

行、②片脚HV使用下の歩行、③両下肢HV使用下の歩

行、④HV使用後の歩行、⑤3日後の裸足歩行とし各項

目1試行とした。②は右足が重いという主訴を元に右側

のみHVを使用した。貼付筋は前脛骨筋とし強度は筋収

縮が触知される且つ対象者に不快を与えない程度とし

た。

結果
①裸足歩行は24.9sec（39step）、歩行比0.0016m/

step/min、②片脚HV使用歩行は21.7sec（33step）、

歩行比0.0019m/step/min、③両下肢HV使用歩行は

18.5sec（29step）、歩行比0.0022m/step/min、④

HV使用後22.5sec（31step）、歩行比0.0023m/step/

min、⑤3日後裸足歩行は35.6sec（34step）、歩行比

0.003m/step/minであった。HV使用後の歩容は両足部

クリアランス向上に伴い小刻み歩行は軽減し、対象者

からは足が軽くなったとの内観が得られた。計測後も

足部クリアランスの向上を認め退院日までの3日間効果

が持続した。

考察
PD患者は特有の歩行障害により平均歩行比（女性

0.0064m/step/min）よりも低下すると言われてい

る。今回の対象者も平均歩行比を下回る結果となった

がHV使用前後の裸足歩行において歩行比は向上した。

対象者よりHV使用下及び使用後の裸足歩行で歩き易

い、足が軽いとの内観も得られた。検証後3病日にお

いても効果が持続し更なる歩行比向上を認めた。一般

的に活用されている視覚・聴覚刺激により代償される

歩行は各受容器からの入力後、大脳皮質の一次視覚野

や一次聴覚野へ伝達され、これらの情報が皮質脊髄路

を通過する事で運動が発揮される。しかし今回利用し

たHVによる電気刺激は、筋紡錘から脊髄視床路を通過

し一次体性感覚野へ伝達後、関節運動として発揮され

るため前者と神経回路が異なる。同様の外的刺激でも

異なる神経回路を利用した結果、即時的且つ短期間の

効果持続を認め、HV使用においても歩行効率は向上す

る可能性が示唆された。PD患者は薬物療法と運動療法

を実施する事が推奨されており、今回の対象者も処方

薬の調整と運動療法の継続により運動機能向上を認め

た。その中でもHVを利用した歩行は理学療法検査の結

果からも改善が見られ、運動療法の一方法として有用

ではないかと考える。今後の課題はH&Y分類別で差異

が生じるのか、介入後の日常生活や退院後の長期的な

場面でも効果が持続するのかという点である。今回の

経験を踏まえてPD患者に対するHV使用下での運動療

法について更に模索していきたいと思う。

説明と同意、および倫理
本研究を行うに当たり対象患者には紙面を用いて口頭

で説明し、同意を得た。

キーワード：高電圧パルス療法・パーキンソン病・運動学習
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表3　【神経・内部障害】O-03-4

高電圧パルス電流を用いることで歩行能力向上を認めた
パーキンソン病患者の一例

小原 梨夏・櫻井 健太郎
仙台東脳神経外科病院
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目的
新しい小型レーザードップラ血流計が開発され、これ

まで安静時にしか測定できなかった皮膚血流という微

小循環を運動中に簡便かつリアルタイムに測定できる

ようになった。しかし、運動負荷に伴う微小循環応答

やその応用方法については未だ十分な解明や検討がな

されていない。本研究の目的は若年健常者を対象に心

肺運動負荷試験（CPX）中の耳朶における微小循環血

流量（CBF）を測定し、その応答および心拍、血圧と

の関連を明らかにすることである。

方法
　若年健常男性18名を対象とした。CPXの運動負荷装

置は自転車エルゴメータ（ストレングスエルゴ、ミナ

ト医科学）とし、呼気ガス分析装置（ エアロモニタ　

AE-310、ミナト医科学）を用いてbreath by breath法

で呼気ガス分析を行った。また、12誘導心電計と自動

血圧計を同期させ12誘導心電図と心拍数、1分毎の血

圧を測定した。運動負荷プロトコルは4分間の安静座

位後、ウォーミングアップ（W/U）として20wattsで4

分間の定常負荷を行い、その後20watts/minのramp負

荷を行った。ペダル回転数は60rpmを保つように指示

し、CPXの中止基準に達するまで実施したのち、2分間

のクールダウン（C/D）と4分間の安静座位とした。嫌

気性代謝閾値（AT）はV slope法およびトレンド法を用

いて2名の総意で決定した。CBFの測定は小型レーザー

ドップラ血流計（ポケットLDF、JMS社）を用い、左

耳朶にて連続測定した。CBFは耳朶の厚さや毛細血管

数などの個体差の影響を受ける。そのため、CPXを

安静座位、W/U、W/UからAT前（AT前）、AT、 運

動終了時（Peak）、C/D の6つのフェーズに分け、各

フェーズでCBFの平均値を算出し、安静座位のCBFで各

フェーズのCBFを除した値（CBF比）とした。また、

HR、BP、CBFで安静座位と最大運動時の変化率を算出

した。

　統計学的解析ではCPX各フェーズでのCBF比を比較

するために反復測定分散分析を行い、多重比較として

Sidak法を用いた。また、CBFの変化率とHR、BPの関

連を検討するためにPearsonの相関係数を算出した。解

析ソフトにはIBM SPPB Statistics 24を用い、有意水準

は5％とした。

結果
不適切4名を除外した14名（平均値±標準偏差：年齢

22±2歳、身長170.0±7.5cm、体重63.0±9.2）で解

析を行った。CBF比はW/U時が 1.0±0.1、AT前が1.2

±0.17、AT時が 1.3±0.3、Peak 時が1.7±0.4、C/D時

が 1.3±0.3であり、AT付近で上昇する特徴を有してい

た。AT前とC/D、ATとC/DのCBF比の間には有意差を

認めず、その他のフェーズ間ではCBF比に有意差を認

めた（p＜0.05）。CBFの変化率はHRとBPの変化率の

いずれとも相関を認めなかった。

考察
一般に最大運動時は筋血流が安静時の20倍、脳血流が

安静時の1.3倍に増える。本研究では耳朶の血流が安静

時の約1.7倍に増加しており、脳血流の増加量と近い値

を示していた。すなわち、頭部血流の増加として妥当

であると考えた。耳朶血流の増加はHRやBPの増加とは

相関しなかった。耳朶は運動に伴う酸素消費を必要と

しないことから、耳朶血流の増加は心拍出量の増加と

は異なるメカニズムが作用していたと推察した。すな

わち、自律神経系の作用、体温の上昇などであり、HR

やBPとは異なる循環動態指標としての応用可能性が示

唆された。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則って行い、すべての対象

者に本研究の十分な説明を行い、所定の文書で同意を

得て実施した。

キーワード：微小循環・心肺運動負荷試験・心拍・血圧
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表3　【神経・内部障害】O-03-5

Ramp負荷中の耳朶微小循環血流量の応答と心拍，血圧の関連
髙橋 裕介 1）・畠山 和利 1）・渡邉 基起 1）・大倉 和貴 1）・須田 智寛 1）・菊池 耀 1）

斉藤 公男 1）・松永 俊樹 1）・島田 洋一 2）

1）秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部
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
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目的
　臨床現場での膝歩きは骨盤コントロール・股関節外

転筋群の筋力強化などに使用されていながら、膝歩き

の速度依存性に着目した先行研究は少なく、経験則に

より使用されていることが多い。トレッドミルを使用

した検証では、歩行速度増加に伴い歩幅は有意に増加

することが報告されるなど、速度依存性に運動学的変

化を生じることが想定される。そこで、本研究におい

ては、歩行速度の増加に対する体節角度の変化を明ら

かにすることを目的とした。

方法
　対象は、健常成人男性 20名（年齢21.65±0.5、身

長171.5±5.9cm、体重68.4±9.4kgw）とした。膝歩

きの歩行路は4mとし、三次元動作解析装置および床反

力系を用いて計測し、サンプリング周波数250Hzとし

た。歩行速度は先行研究の結果より歩行率によって規

定し、メトロノーム音によって接地のタイミングを提

示した。歩行率は40、60、80、100、120（1/min）

の5条件と定め、1条件につき3試行の合計15項目を

ランダムに施行した。なお、運動教示は、「目線は前

方の目印からなるべく離さず、メトロノームの音に合

わせて真っ直ぐ歩いてください」とした。三次元座

標データは、遮断周波数5Hzのローパスフィルターで

フィルタリング処理をした。対象脚を右脚とし、右膝

接地～再度右膝接地（床反力計に接地した点～再び接

地する点）で切り取ったデータを1歩行周期とし、歩行

速度、歩幅、体重心変化量、股関節屈曲・伸展角、骨

盤回旋角、骨盤挙上角を算出した。その後、所要時間

を101％として基準化し、全被験者データを平均。代

表値として最大値を算出した。統計解析は、従属変数

を歩行速度、歩幅、体節角度、体重心変化量、独立変

数を歩行率とし統計ソフトjs-STARを用いて一元配置分

散分析を実施した。事後検定にはHolm法を用い統計学

的有意水準は5％未満とした。

結果
　歩行速度は規定した歩行率に応じて有意に増加した

（p＜0.05）。歩幅は歩行率40と100の間で有意な増

加を認めた（p＜0.05）が、明らかな増加傾向を示さ

なかった。股関節屈曲角度も歩行率40と60の間で有

意な増加を示したが（p＜0.05）、歩行率60から120

の間では有意な差はなかった。一方、股関節伸展角度

においては有意な差が認められなかった。また、骨盤

回旋角度は歩行率40と100の間、60と120の間で有

意な差を認め（p＜0.05）、骨盤挙上角度は歩行率40

と100の間、80と120の間で有意な差を認めた（p＜

0.05）。なお、体重心側方変化量については、規定し

た歩行率に応じて有意な増加を示した（p＜0.05）。

考察
　本研究において歩行率に依存して歩行速度は有意に

増加したが歩幅においては明らかな増加傾向を示さ

ず、歩行率を規定したことにより運動学的には特徴的

な結果となった。それと関連して、今回の結果におい

ては歩幅を決定する因子として重要な骨盤回旋角度が

歩行速度の増加に伴い減少傾向であったのに対し、股

関節屈曲角が増加傾向を示していた。すなわち、股関

節屈曲角の増加が骨盤回旋角の減少により相殺され、

結果として歩幅に変化がみられなかったと理解でき

る。一方、体重心側方移動量と骨盤挙上角が明らかな

減少傾向を示したのは、軌道長を短くし動作時間を短

縮することで速い歩行率に合わせた膝歩きを実現して

いるためと考えられた。つまり、歩行率によって歩行

速度を規定された膝歩きにおいては、歩幅ではなく歩

行率を増加させることで速い歩行速度に対応する戦略

をとることが考えられた。

説明と同意、および倫理
対象者には本研究の目的および方法を十分に説明し書

面にて同意を得た。なお、本研究は東北文化学園大学

倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：文大倫

第16-27号）

キーワード：膝歩き・歩行速度・歩行率
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表4　【基礎】O-04-1

膝歩きの運動学的研究
歩行速度との関係に着目して

吉田 高幸 1,2）・藤澤 宏幸 1）

1）東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科
2）医療法人松田会　松田病院
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目的
急激な高齢化が進行している本邦において高齢者の転

倒予防は喫緊の課題である。高齢者における身体機

能的な転倒要因として、片足立ち保持能力の低下が挙

げられており、片脚立位保持時間は簡便な高齢者の身

体機能評価としてしばしば用いられている。また、健

常な女子大学生や入院中の高齢者を対象とした先行研

究では、片脚立位保持には足趾把持力及び膝伸展筋力

が関連するとされている。加えて、転倒歴のない高齢

者は、転倒したことのある高齢者と比較して、バラン

スパッド上での立位保持時間が長く、立位保持中の下

腿の筋活動も有意に高かったという報告がある。しか

し、地域在住の健常高齢者を対象としたバランスパッ

ド上片脚立位保持と足趾把持力及び膝伸展筋力との関

連についての報告は、我々が渉猟した範囲では見当た

らない。先行研究の知見から、より難易度が高く、下

腿の筋活動を必要とするバランスパッド上片脚立位保

持では、足趾把持力及び膝伸展筋力との関連性が、平

地上片脚立位保持と比較して強くなると仮説を立て

た。そこで、本研究の目的を、地域在住の健常高齢者

における平地上とバランスパッド上での片脚立位保持

時間と足趾把持力及び膝伸展筋力との関連を明らかに

することとした。

方法
対象は地域在住の65歳以上の健常高齢者58名（男

性：18 名、女性：41 名、平均年齢74.9±6.9 歳）と

した。評価項目は、足趾把持力、膝伸展筋力、平地で

の片脚立位保持時間（以下、OLS）、バランスパッド

上での片脚立位保持時間（以下、OLS-pad）とした。

足趾把持力は、足指筋力測定器（竹井機器工業株式会

社、T.K.K.3362）を用いて立位で測定した。膝伸展筋

力は筋力測定器マスキュレーター（オージー技研株式

会社、GT-30）を使用した。片脚立位保持時間の測定

は、OLSはフローリング上にて、OLS-padはバランス

パッド（AIREX® Balance-pad）上にて行った。測定肢

は右で裸足とし、60秒を上限として計測した。全ての

測定項目は2回実施し、最大または最長値を代表値とし

て採用した。OLSとOLS-padの比較には対応のあるt検

定を用いた。足趾把持力と膝伸展筋力及びOLS、OLS-

padとの関連をPearsonの相関分析にて検討した。統計

学的有意水準は5％とした。

結果
各項目の測定結果は、膝伸展筋力25.3±9.7 kg、足趾

把持力9.5±3.7 kg、OLS 20.1±13.3 秒、OLS-pad 7.8

±6.1 秒であった。OLSとOLS-padを比較したところ、

OLS-padが有意に低かった（p＜0.01）。また、 OLS-

padと足趾把持力の間に弱いが有意な相関が認められ

た（r＝0.273、p＜0.01）。一方、OLS-padと膝伸展筋

力、OLSと足趾把持力及び膝伸展筋力との間には有意

な相関が認められなかった。

考察
今回の結果から、健常高齢者において、より高いバラ

ンス能力が要求されるOLS-padには足趾把持力が関連

する可能性が示唆された。今後は、足趾把持力が低下

している高齢者を対象に、足趾把持力筋力増強運動が

転倒予防に有用なのかを検証していく必要がある。し

かし、相関係数としては弱いため、片脚立位保持に影

響する他の因子を検討する必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則って行い、対象者には事

前に研究目的や方法について十分な説明を行い書面に

て同意を得た。

キーワード：片脚立位・高齢者・足趾把持筋力
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表4　【基礎】O-04-2

地域在住高齢者における平地上とバランスパッド上での片脚立位時間と
足趾把持力及び膝伸展筋力との関連について

近藤 愛 1）・岩倉 正浩 1,2）・若狭 正彦 2）・菅原 慶勇 1）・高橋 仁美 1）

1）市立秋田総合病院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理学療法学講座
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目的
　立位で一側の上肢を急速に挙上した際に、三角筋

の筋放電に先行して同側の大腿二頭筋や対側の脊柱

起立筋に筋放電が認められる現象を予測的姿勢調節

（anticipatory postural adjustments：APA）という。

この現象について、表在及び深部感覚による情報が修

飾する可能性については、未だ定説がない。一方、全

身振動（whole body vibration：WBV）トレーニング

は即時的効果として、深部感覚の促通や振動された筋

の活動時に参加する運動単位が増加することで、立位

バランス能力が向上するという報告がある。本研究の

目的は、WBVの刺激方向と実施時間が立位での重心動

揺を最小限に留める役割を担うAPAに及ぼす影響を運

動学的視点から検討することである。

方法
　対象は健常青年女性8名であり、方法は安静座位10

分後にBIO Relax （Oshima Medical Industries）のテー

ブル上で両膝屈曲30°で7分間の立位を取らせた。振

動刺激は周波数10Hzで4分または7分の実施時間で、

振動方向は左右または前後の2方向とし、各試行間に

20分の休息を取らせた。各条件とも安静とWBV終了後

に右手関節に無線3軸加速度計（Microstone社製mvp-

rf8-hc、サンプリング周波数50Hz）を装着し、1枚の

床反力計（AMTI社製OR-2000、サンプリング周波数

100Hz）の上で直立位を取らせ、その前方1.5mの高さ

に設定した十字の視標に到達するように、任意に素早

く右上肢の挙上運動を10回させた。その際、上肢挙上

運動の角速度、右側三角筋と同側大腿二頭筋の表面筋

電図及び床反力（後方分力）を同時に記録した。デー

タ解析は三角筋と大腿二頭筋の各々の筋放電開始まで

の時間（先行時間）、角速度及び後方分力について

行った。なお、統計学検討は振動条件（振動なし、実

施時間4分及び7分）と刺激方向（左右と前後）につい

て繰り返しのある二元配置分散分析を実施し、事後検

定としてTukey法を用いて有意水準5％未満を差ありと

みなした。

結果と考察
　WBV終了後の各データを解析した結果を示す。先

行時間では振動条件間（F2,53＝7.12、p<0.01）と刺激

方向（F1,53＝4.54、p<0.05）と両方とも効果を示した
が、交互作用は認めなかった。振動条件間では実施時

間4分が他の2条件より有意な高値を示し、刺激方向で

は左右よりも前後で有意な高値を示した。角速度では

振動条件間（F2,53＝0.58、p>0.05）と刺激方向（F1,53

＝2.82、p>0.05）とも効果を認めなかった。後方分力

では条件間（F2,53＝2.71、p>0.05）では効果がなく、

振動方向（F1,53＝8.55、p<0.05）で効果を認めた。
前後方向では両側足関節の底背屈運動の連続運動によ

り、足底の表在感覚や下肢筋の深部感覚情報が増大し

たために、一側上肢挙上時に同側大腿二頭筋の筋活動

開始を早めると共に、重心の後方移動も増大させたと

考えられた。

結論
　前後方向のWBVは三角筋に先行した同側大腿二頭筋

の筋活動開始を早め、同時に後方分力も増大させたこ

とから、両下肢の表在及び深部感覚情報が一連の現象

に影響を及ぼしたと考えられた。

説明と同意、および倫理
　本研究は青森県立保健大学研究倫理委員会で承認さ

れた（承認番号1726）。本研究の全対象者には、予め

研究の趣旨を説明し、文書による同意を得た。

キーワード：全身振動トレーニング・予測的姿勢調節・表面筋電図
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表4　【基礎】O-04-3

低周波全身振動の刺激方向と実施時間が予測的姿勢調節に及ぼす効果
岩月 宏泰 1）・福本 悠樹 2）

1）青森県立保健大学
2）青森県立保健大学大学院
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目的
腰痛症の多くを占めている筋・筋膜性腰痛は筋阻血が

一因であるとの報告がされている。近年、組織循環動

態の評価に近赤外線分光法（NIRS）を用いた組織酸素

化動態の測定方法が散見される。この測定は、ヘモグ

ロビン濃度変化を測定しており、体位の違いによる血

液循環動態の変動が測定値に大きく影響すると推測さ

れる。しかしながら、この点について詳細に検討して

いる報告はほとんどみられず、特に本研究で注目して

いる腰部や下肢の酸素化動態の変動に関する報告はみ

られない。そのため本研究では、体位変換や姿勢保持

が腰部と下肢を中心とした循環動態の変化について、

NIRSを用いた組織酸素化動態測定によりその特徴を明

らかにすることを目的とした。

方法
対象は健常男性24名（年齢21.0±1.9歳、身長172.3±

5.8cm、体重63.8±10.0kg）とした。研究プロトコル

は腹臥位安静5分、端坐位5分、立位5分、腹臥位安静5

分の順序とした。測定項目は開始時腹臥位安静から終

了時腹臥位安静まで組織酸素化動態測定を常時実施し

た。測定には近赤外線組織酸素モニタPocketNIRS Duo

（株式会社ダイナセンス社製）を用いた。測定部位は

第5腰椎レベルの腰部脊柱起立筋上（以下、腰部）とハ

ムストリングス中央部（以下、大腿後面部）とした。

組織酸素化動態のデータ処理は、各姿勢で測定した酸

素化ヘモグロビン（OxyHb）と脱酸素化ヘモグロビン

（DeoxyHb）、総ヘモグロビン（TotalHb）の終了前

30秒間の平均値を算出した。

統計学的分析は各姿勢の経時的な変化について反復測

定による分散分析および多重比較検定で比較した。統

計処理にはソフトウェアR2.8.1を用い、有意水準は5%

とした。

結果
腰部ではOxyHbは開始時腹臥位より座位で有意に

高値を示し、立位では有意に低値を示した。一方で

DeoxyHbとTotalHbは開始時腹臥位より座位、立位、

終了時腹臥位のすべてで有意に高値を示した。また、

すべてのデータにおいて立位と比較すると座位で有意

に高値を示した。大腿後面部ではOxyHbは開始時腹

臥位より座位で有意に低値を示し、立位では有意に高

値を示した。DeoxyHbでは開始時腹臥位より座位、

立位、終了時腹臥位のすべてで有意に高値を示した。

TotalHbは開始時腹臥位より立位では有意に高値を示し

たが、座位と終了時腹臥位で有意差は認められなかっ

た。また、すべてのデータにおいて座位と比較すると

立位で有意に高値を示した。

考察
腰部のTotalHbでは腹臥位と比較し座位では増加し、

座位と比較し立位では減少した。この時OxyHbと

DeoxyHbでも同様の変動をしたことから、主に体位

変換時に生じた重力負荷の影響が大きく関与し、上半

身の血液が下方へ移動したことによる変動と推測され

る。一方、大腿後面部のTotalHbでは腹臥位と比較し座

位では著明な変化はなかった。腰部同様に腹臥位から

座位への体位変換に伴い血液が下方へ移動しTotalHb

が増加すると予想したが、反する結果となった。これ

は筋収縮や座面の圧迫による血流制限が影響したと推

測される。また、開始時と終了時の腹臥位を比較する

と、両部位でDeoxyHbのみ終了時において有意に高値

を示した。DeoxyHbは主に静脈血の動態を反映して

いるため、体位変換や姿勢保持中に生じた筋活動の結

果、筋代謝により静脈血が増加しDeoxyHbの変化とし

て反映されたと考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は、弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の

承認（整理番号2017-024）を得て、対象者に研究の趣

旨と内容を説明し、被験者として参加することへの承

諾・同意を得た上で行った。

キーワード：近赤外線分光法・体位変換・組織酸素化動態
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表4　【基礎】O-04-4

体位の違いによる腰部と下肢の循環動態変化に関する検討
野呂 一幾 1）・藤田 俊文 2）

1）つがる西北五広域連合つがる総合病院
2）弘前大学大学院保健学研究科
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目的
　我々は脳卒中者の自動車運転に必要な身体感覚であ

る空間認識能力について着目し、その前段階として健

常成人を対象とした検証を行ってきた。その結果、自

動車の車幅に近い条件における空間認識誤差は9m離れ

た位置で10cm程度と小さく、運転習慣の有る者は高

い精度で遠位空間を認識していることを報告した。今

回、その再現性を検証することを目的に、追試研究を

行ったため報告する。

対象
　グループA（追試）：運転習慣のある健常成人13名

（男性8名、女性5名、平均25.8±3.6歳、免許保有期

間82.8±43.3ヶ月）、グループB：運転習慣のある健

常成人17名（男性9名、女性8名、平均25±2.45歳、

免許保有期間85.6±28.3ヶ月）

方法
　横幅50㎝、座面高40㎝の椅子を三脚用い、横幅を

50、100、150㎝と変更できるようにする。対象者は1

つの椅子に正面を向いて座る。椅子を設置する位置に

よって運転席条件、助手席条件を設定した。パネル2枚

を椅子から9m離れた場所に3m間隔で配置する。パネ

ルはそれぞれ固定パネル、移動パネルとし、固定パネ

ルに向かって移動パネルが水平移動する。対象者は椅

子の横幅とパネルの間隔が同じと判断した時点で合図

し、その時点でパネルの移動を止める。その時のパネ

ル間の距離を測定し、椅子の横幅との誤差の絶対値を

空間認識誤差とする。椅子の横幅50、100、150㎝そ

れぞれで3回、計9回をランダムで測定し、平均値を算

出した。

運転席条件：固定パネルは椅子の右端の延長線上にパ

ネルの左端が接する位置とし、対象者の視界の左側に

移動パネルを設置する。椅子の横幅は座っている椅子

の左側の椅子の増減で変更する。助手席条件は運転席

条件と左右逆の条件で実施した。

統計解析

　椅子の横幅（50、100、150cm）の3条件につい

て、グループ（A、B）・椅子の位置（運転席条件、助

手席条件）の2要因での差の検定ために二元配置分散分

析を行った。分散分析の結果、主効果が有意であった

150㎝条件において、運転席条件・助手席条件それぞ

れでのグループA・Bの差の検定についてマン・ホイッ

トニー検定を行った。解析ソフトはR2.8.1を使用し、

有意水準は5%とした。

結果
　二元配置分散分析の結果、150㎝条件においてグ

ループ（A、B）の主効果が有意だった。差の検定

の結果、運転席条件：グループA 12.0[8.7、34.5]

㎝、グループB 8.0[4.7、10.7]㎝で有意差を認め

（p<0.05）、助手席条件：グループA 27.7[7.0、32.0]

㎝、グループB 10.7[7、29.3]㎝で有意差は認めなかっ

た。

考察
　運転習慣の有る者は遠位空間を高い精度で認識して

いるという仮説のもとで追試研究を行ったが、仮説と

は大きく異なる結果となった。今回の結果からは空間

認識能力は個人差が大きく、様々な戦略で運転中の空

間認識をしていることが考えられる。車椅子の車両感

覚の研究では、体性感覚を利用できないにも関わらず

高い精度で車いすの幅を認識したと報告しており、近

位空間と遠位空間の相互関係を認識するためには、体

性感覚や視覚情報など様々な情報を柔軟に活用するこ

との重要性を示唆している。運転習慣の有る者全員の

結果をまとめると、運転席・150㎝条件の空間認識誤

差が15.0±14.4㎝となった。脳卒中患者を対象とした

検証を行う際には、今回の数値を参考値とし、視覚情

報の評価も同時に行う必要がある。

説明と同意、および倫理
　弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を受

けて実施し（整理番号：2016-045）、対象者には研究

の目的や方法について説明を十分に行い、書面にて同

意を得て実施した。

キーワード：自動車・空間認知・認識誤差
2018年11月03日　14:10	～	15:00口述発表4　【基礎】O-04-5

自動車運転に必要な空間認識能力の検証
―運転習慣の有る者の追試研究―

外舘 洸平 1,2）・高見 彰淑 2）・牧野 美里 2）・鳴海 秀成 1）・抱 志織 2）・山田 文武 2）

伊藤 百花 2）・渡邊 洸 2）・森山 武 2）

1）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



862018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

目的
起き上がり動作は自立した日常生活を営む上で重要な

動作であると考えられる。しかし、起き上がり動作

の先行研究は定性的な研究がほとんどであり、定量的

に解析をした報告が少ない。我々はこれまで、健常

若年者において起き上がり動作時の圧中心（center of 

pressure; COP）情報を解析してきた。一般的にCOP

は、動揺性の指標として用いられるが、起き上がり動

作においては、動作の円滑性を示す指標になり得る。

また、起き上がり動作の解析を臨床へ発展させるため

には、若年者と高齢者のCOPの比較は重要な意義を持

つと考えられる。そこで、COP軌跡長や身体機能を健

常若年者と高齢者にて比較し、健常高齢者のCOP軌跡

長に影響を及ぼす因子について検討する事を本研究の

目的とした。

方法
対象は、整形外科系疾患ならびに中枢神経系疾患の既

往のない健常若年男女28名（男性15名、女性13名、

年齢18~24歳）と健常高齢男女16名（男性8名、女性

8名、年齢64~75歳）とした。プラットホーム上に圧

力分布測定システム（BPMSシステム、ニッタ株式会

社）を設置した。起き上がり動作は、対象の自由な方

法および速度にて3回実施した。口頭合図にて背臥位

より開始し、端座位になった後、対象の前方に設置し

た台に手掌面を着くところまでとした。センサーシー

トから出力される座標データからCOP総軌跡長を算出

した。その後、COP軌跡長を起き上がり所要時間で除

したCOP単位軌跡長を算出した。身体指標は、長座体

前屈、等速性運動における体重比ピークトルク値とし

た。長座体前屈はデジタル長座体前屈計（武井機器工

業株式会社）を使用した。体重比ピークトルク値は、

多用途筋機能評価運動装置（Biodex system4、 Biodex

社）を使用した。ピークトルク測定時の角速度は、

肘関節ならびに膝関節30 °/s、90 °/s、150 °/sと

し、体幹は60 °/s、90 °/s、120 °/sに設定した。

若年群と高齢群のCOP単位軌跡長、所要時間、身体指

標をMann- WhitneyのU検定後、高齢群のCOP単位軌

跡長を従属変数とし、起き上がり所要時間、長座体前

屈、身体各部位ピークトルク値を独立変数としステッ

プワイズ法による重回帰分析を行った。統計解析には

統計解析ソフト（SPSS Statistics ver.24.0、 IBM社）を

使用し、有意水準は5％とした。

結果
Mann- WhitneyのU検定の結果、BMI、COP単位軌

跡長、肘関節屈曲30°/s、150°/s以外の全ての項

目において若年群と高齢群で有意な差が得られた

（p<0.05）。また、重回帰分析の結果、高齢群のCOP

単位軌跡長に影響する要因として、肘伸展90 °/s

（β:0.86）、体幹伸展120 °/s（β:-0.59）が抽出さ

れた（p<0.01、R2=0.54）。

考察
本研究は、これまで定性的に多く報告されてきた起き

上がり動作を圧中心情報から定量的に解析した。結果

より、圧中心軌跡長は高齢群で若年群よりも有意に長

かった。これは、高齢群で起き上がり動作が円滑に行

われていない可能性があると考えられる。また、重回

帰分析の結果より、高齢者における起き上がり動作の

円滑さは、プッシュアップ動作に依存することや体幹

の固定性の低さが関与している可能性が示唆された。

今後、起き上がり動作を観察する際には、頸部や体幹

の運動について着目するほか、上肢の使用方法や体幹

の固定性にも着目する必要性があると考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は、学校法人こおりやま東都学園倫理委員会の

承認（承認番号:R1502）を得た上で、ヘルシンキ宣言

に準拠して行った。また、研究に関する主旨および健

康被害、自由意志への配慮、個人情報の保護等に関し

て、口頭ならびに書面にて十分説明し同意を得た。

キーワード：起き上がり・圧中心軌跡長・重回帰分析
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【基礎】P1-01-1

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
～健常若年者と健常高齢者の比較～

渡邉 哲朗 1,2）・添田 健仁 1）・荻原 久佳 3）・藤原 孝之 2,4）・吉田 宏昭 2）

1）郡山健康科学専門学校
2）信州大学大学院　総合工学系研究科
3）いわき明星大学　地域連携センター

4）いわき明星大学大学院　理工学研究科
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目的
　Oxford foot Model（OFM）は、足部の動作解析に

用いられ、足部の運動の定量的なデータを算出するこ

とが可能である。OFMの測定の信頼性の報告では、

Initial contact（以下、IC）のICC（3.k）0.29～0.75、

standard error of measurement（以下、SEM）は2.18

～9.77とばらつきも大きく、測定中に介入する誤差が

原因であると考える。そこで本研究では、歩行速度の

影響と測定間の誤差の影響を考慮して信頼性を検討し

たので報告する。

方法
　対象は健常成人10名とした（男性4名、女性6名）。

動作課題はケイデンスを110step/minとした歩行と

し、10mの直線歩行路を使用した。成功5回が計測で

きるまで実施した。

　使用機器は、赤外線カメラ8台と三次元動作解析装

置（Vicon Motion System、 Oxford、 UK） および床

反力計1枚 （AMTI、 Watertown、 MA、 USA） を用

いた。サンプリング周波数は100Hzとした。35点の 

OFM と Plug-in-Gait lower limb modelを用いた。

　データ解析は、Polygon4を使用し、1歩行周期を

100％の正規化を行った。ICは床反力垂直成分が10N

を超えたタイミングとし、Toe off（以下TO）は床

反力垂直成分が10Nを下回ったタイミングとした。

Hindfoot-Tibia angle（以下、HFTIB）とForefoot-

Hindfoot angle（以下、FFHF）を採用し、それぞれの

矢状面、前額面、水平面の角度を算出した。

　歩行データから、ICとTOにおけるICC（1.1）とICC

（1.5）を算出した。またICC（1.1）およびICC（1.5）

のときのSEMをそれぞれSEM（1.1）、SEM（1.5）と

し算出した。また、計測を繰り返すことで角度変化が

生じる可能性を明らかにするために、Bland-Altman分

析を行った。5回の測定のうち、trial1と2、trial1と

3、trial1と4、trial1と5、を解析対象とした。測定値

の差の95％CIに0を含まない、もしくは2回の測定値の

差と2回測定値の平均値の間に有意な相関が認められた

場合は系統誤差があると判断した。

　ICCの算出、Bland-Altman分析における2回の測定値

の平均値に間の相関解析には統計ソフトSPSS ver.17.0

を使用し、有意水準は5％とした。

結果
　ICC（1.1）、ICC（1.5）、SEM（1.1）、SEM

（1.5）の順に結果を示す。

　ICにおけるHFTIB矢状面は、0.89、 0.98、 1.58、 

0.73であった。HFTIB前額面では0.94、0.99、1.68、

0.75、HFTIB水平面では0.90、0.98、1.18、0.56、

FFHF矢状面では0.93、0.98、1.59、0.74、FFHF前額

面では、0.98、0.99、0.77、0.33、FFHF水平面では

0.99、0.99、1.69、0.75であった。

　TOにおけるHFTIB矢状面では0.38、0.76、3.39、

2.13、HFTIB前額面では0.92、0.98、2.79、1.27、

HFTIB水平面では0.71、0.92、1.83、0.94、FFHF矢状

面では0.84、0.96、2.14、1.02、FFHF 前額面では、

0.93、0.99、1.48、0.67、FFHF 水平面では0.99、

0.99、1.70、0.76であった。

　Bland-Altman分析においては、FFHF sagittal planeに

おけるtrial1とtrial2に比例誤差が認められた。　

考察
　本研究のICC（1.5）は おおむね0.8以上となりSEM

（1.5）は2°程度に抑えられた。ケイデンスを統一に

した本実験では、歩行パラメータが一定に保たれたこ

とが影響したと考える。

　Bland-Altman分析の結果では、比例誤差が認めら

れ、後に行った施行で有意な背屈角度の増大が認めら

れ、マーカー貼付直後の施行とその後の施行では歩容

が変化する可能性が示された。

　本研究から、OFMの歩行実験では、歩行速度やケイ

デンスを統一すること、計測動作の練習を行わせるこ

とにより、実験中に混入する誤差の影響を少なくする

ことが示された。

説明と同意、および倫理
本研究は弘前大学の倫理審査委員会の承認（整理番号

2016-060）を得たうえで、対象者には事前に口頭およ

び書面にて十分な説明を行い、同意を得て実施した。

キーワード：Oxford	foot	Model・歩行・信頼性
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【基礎】P1-01-2

Oxford foot Modelにおける歩行中の後足部、前足部角度測定の
検者内信頼性および試行間の影響

石川 大瑛 1）・尾田 敦 1）・牧野 美里 1）・横山 寛子 2）

1）弘前大学保健学研究科
2）弘前大学付属病院
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目的
自律神経活動の評価には、心拍変動データから得ら

れるパワースペクトルの高周波成分（0.15～0.4Hz、

high frequency :HF）、低周波成分（0.004～0.15Hz 

low frequency:LF）が用いられる。運動負荷時の自律

神経活動については、運動後の心拍数減衰が、副交感

神経機能の1指標になり得ることや、安静時の副交感神

経の高い活動が運動終了後の早い心拍数減衰となると

報告されている。本研究の目的は、運動耐容能と副交

感神経活動の関わりについて検討を行うことである。

方法
対象は、男性15名、女性15名（年齢：21.7±0.6歳、

身長：166.6±9.7cm、体重：58.3±9.3kg）である。

身体活動量計を使用し、連続した7日間の歩数を計測し

1日の平均歩数を算出した。自転車エルゴメーター、

呼気ガス分析装置、心臓運動負荷装置モニタリングシ

ステムを使用し、ランプ運動負荷中の嫌気性代謝閾値

（Anaerobics Threshold : AT）、酸素摂取量（V
・

O2）、
運動時心拍数（HR）を測定した。自律神経活動の指標

として、心電記録機器を使用し、心電図波形から高周

波成分（HF）、低周波成分（LF）を算出した。サンプ

リング周波数は1kHzである。ATを検出した時点で運

動負荷を終了し、測定開始時の呼吸循環パラメーター

に回復したことを確認し測定を終了した。安静、warm 

up、AT、運動負荷終了（1分後、2分後、3分後）の

6区間におけるR-R間隔（60sec）を計測し、高速フー

リエ変換によるスペクトル解析を実施した。統計処理

は、Shapilo-Wilk検定、2標本の差の検定、反復測定の

分散分析、スピアマンの順位相関係数を用いた。有意

水準は5%である。

結果
1日の平均歩数は、男性7465.2±2313.9歩、女性

6581.0±1644.0歩であり男女間で差を認めなかった。

ATにおけるHRは、男性134（126-147）拍/分、女性

145（131-157）拍/分であり男女間で差を認めなかっ

た。V
・

O2は、男性1571.3±346.3ml/min、女性1204.7
±232.9 ml/minであり男性で高値を示した（p<0.01） 

。HFは運動負荷に伴い減少し、運動負荷終了後に増加

した（p<0.05）。LF/HFは、運動負荷に伴い増加した

（p<0.01）。ATでのHFにおいて、HRとの間に負の相

関を認めた（r=-0.67、p<0.01）。warm up時のHFと

安静からATまでのHF変化量において、V
・

O2との間に正
の相関を認めた（r=0.43、p<0.05）。

考察
健常若年者を対象にしてランプ運動負荷を行い、自律

神経活動の評価を行った。対象者の特性では、男性女

性ともに厚生労働省の推奨する1日の目標歩数を下回

り、1日の平均歩数およびATにおけるHRにおいて男女

間で統計学的な差を認めなかった。また、HF、LF/HF

より運動負荷量増加に伴う副交感神経活動の低下と、

運動負荷終了後の副交感神経活動の増加を確認した。

そして、ATにおけるHRおよびV
・

O2と副交感神経活動と
の相関を認めた。さらに、ランプ運動負荷において、

運動負荷量の増加に伴う心拍数の増加は、交感神経活

動によるものであり、心拍数の調節においては副交感

神経活動の関与が考えられた。以上より、若年者にお

いては、V
・

O2がランプ運動負荷における自律神経活動
を反映することが考えられた。よって、若年健常者に

おいては、運動耐容能が高い程、運動負荷量の増加に

対する心拍変動に副交感神経が関与していることが考

えられた。

説明と同意、および倫理
対象者には目的と方法及び倫理的配慮を書面と口頭で

説明し、書面で同意を得た上で研究を実施した。

キーワード：自律神経・運動負荷試験・運動耐容能
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【基礎】P1-01-3

若年者の運動耐容能と副交感神経活動との関係
志鎌 瑶 1）・早坂 恵莉 2）・赤塚 清矢 3）・真壁 寿 3）

1）仙台リハビリテーション病院
2）国立病院機構山形病院
3）山形県立保健医療大学
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目的
運動中の呼吸パターンの違いによる換気指標への影響

について、いくつかの検討がされている。低強度の運

動中に呼気延長呼吸を取り入れることで換気効率の優

れた運動が行えるという報告がある。一方、歩行時に

吸気呼気時間の比を1：1に調節することで換気効率が

改善するという報告もあり、運動時の呼吸パターンと

換気効率の関係に一定の見解がない。またランニング

時の呼吸パターンについての報告は少なく、吸気呼気

時間の比を調節し換気効率を検討した報告は見当たら

ない。そこで、ランニング時の呼吸パターン調節が呼

吸循環応答に与える影響を明らかにし、換気効率の高

い呼吸パターンを検討することを目的とした。

方法
健常男子学生19名を対象とした。吸気呼気時間の比

を、1）呼吸パターンの指示を行わない自由呼吸、2）

2ステップに合わせて吸気と呼気を行う同比率呼吸、

3）2ステップで吸気、次の4ステップで呼気を行う呼

気延長呼吸の3条件に設定した。課題として一定速度

（8 km/h）でのトレッドミル走行を実施し、呼気ガ

ス分析装置を用いて二酸化炭素換気当量（V
・

E/V
・

CO2）

を換気効率の指標として評価した。その他、酸素摂取

量（V
・

O2/BW）、主観的呼吸困難感（RPE）等の換気

指標を評価した。また、右足接地時点と呼気開始時点

との差から運動と呼吸の周期間位相差を算出した。そ

して2.5分毎に5呼吸周期分のデータを抽出し、周期

間位相差の変動を評価した。統計処理にはR（version 

2.8.1）を使用し、反復測定分散分析またはFriedman検

定を行い、各換気指標を3条件で比較検討した。有意水

準は5%未満とした。

結果
V

・

E/V
・

CO2は、ランニング開始後2.5分以降では呼気延

長呼吸が他条件に比べ、有意に低い値を示した。ま

た、V
・

O2/BWは開始から終了まで自由呼吸に比べ、同

比率呼吸および呼気延長呼吸で有意に低かった。V
・

CO2

は3条件間で有意差を認めなかった。RPEは開始後い

ずれの条件でも増加したが、開始から終了まで自由呼

吸に比べ、同比率呼吸および呼気延長呼吸で有意に低

かった。運動と呼吸の周期間位相差については、同比

率呼吸と呼気延長呼吸では全被験者において変動が0.2

秒未満となり、自由呼吸に比べ変動が小さかった。

考察
呼気延長呼吸では他の条件に比べ、換気効率が改善

（V
・

E/V
・

CO2が低下）するという結果が得られた。

V
・

CO2は3条件で有意差は無く、本研究ではV
・

Eの変化

が換気効率に影響していたといえる。呼気延長呼吸で

は他の条件に比べ、呼吸数を少なく抑えた呼吸が行わ

れていた。よってV
・

Eが低値を示し、換気効率が改善し

たと考えられる。自由呼吸では運動量の増加に伴い他

条件に比べ、大きな呼吸数の増加や一回換気量の増加

が生じた。同比率呼吸では呼吸パターンの規定により

過剰な呼吸数での呼吸が強制されていた。よってこの

2条件ではVEが増加し、結果としてV
・

E/V
・

CO2の増加が

生じたと考えられる。また、同比率呼吸と呼気延長呼

吸では自由呼吸に比べ、V
・

O2/BWおよびRPEが減少す

るという結果が得られた。同比率呼吸と呼気延長呼吸

では、被験者が運動と呼吸のリズムを意識的に同期さ

せた結果、運動-呼吸同調現象（Locomotor Respiratory 

Coupling：LRC）が生じたものと推測された。加えて

トレッドミル走行による胸腹部臓器への機械的応力が

加わることでLRCが誘発され、V
・

｛dot｝O2/BWやRPE

の減少が生じたと考えられる。

説明と同意、および倫理
対象者には事前に本研究の目的及び方法を口頭と書面

にて説明し、書面にて同意を得た。

キーワード：ランニング・呼吸パターン・換気効率
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【基礎】P1-01-4

ランニング時の呼吸パターン調節が換気効率に与える影響
須藤 隆太郎 1,2）・真壁 寿 2）・蓬田 伸一 3）

1）医療法人社団 新生会 南東北第二病院
2）山形県立保健医療大学
3）山形県立保健医療大学
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目的
平成28年度診療報酬改定より回復期リハビリテー

ション病棟（以下、回復期リハ病棟）には、アウト

カム評価が導入され平成30年では実績指数30以上が

目標となった。アウトカム評価には、除外対象患者

が設けられており、今回除外可能な入棟時Functional 

Independence Measure（以下、FIM）運動項目20点以

下の脳血管障害患者における個人の実績指数30未満群

と30以上群の2群間の比較検討をした。

方法
平成29年1月から平成29年12月までに栃内第二病院

回復期リハ病棟を退棟した初回発症の脳血管障害患者

277名で入棟時FIM運動項目20点以下を対象とした。

そのうち、個人の実績指数30以上16名（A群）と実

績指数30未満44名（B群）のデータを診療録より後方

視的に調査した。年齢（A群：男12名/女5名、平均年

齢73.2±12.0歳/B群：男19名/女25名、78.5±10.2

歳）。調査・評価項目を在院日数、発症から回復期リ

ハ病棟入棟までの日数、入棟時Body Mass Index（以

下、BMI）、退棟時BMI、運動FIM利得、認知FIM利

得、FIM細項目（入棟時・退棟時）ごとについて比較

検討した。分析にはt検定を用い、有意水準は5％未満

とした。なお、入棟期間中の病態悪化による転院者4名

とデータ不十分1名は対象外とした。

結果
両群間において在院日数、発症から回復期リハ病棟入

棟までの日数、入棟時BMI、退棟時BMI、入棟時FIM

運動13項目、退棟時FIM運動「階段」、入棟時FIM認

知「理解」において、有意差は認められなかった。認

知FIM利得（p<0.05）、運動FIM利得（p<0.001）で

有意にA群が高かった。また、FIM細項目では、退棟時

FIM運動「食事、整容、清拭、更衣（上・下）、トイ

レ動作、排尿、排泄、移乗（ベッド・イス・車椅子、

トイレ、浴槽・シャワー）、移動（歩行・車椅子）」

で（p<0.001）、退棟時FIM認知「理解、社会的交流、

問題解決、記憶」で（p<0.001）、入棟時FIM認知「表

出、社会的交流、問題解決、記憶」で（p<0.05）とな

り有意にA群が高かった。

考察
脳血管障害患者で入棟時FIM運動項目20点以下の患者

で個人の実績指数30以上（A群）と30未満（B群）の2

群間で比較検討した。B群と比較してA群においては運

動・認知FIM利得が高いことが示唆された。特に、FIM

細項目ごとでは、認知項目（表出、記憶、問題解決、

社会的交流）が入棟時で有意に高く、認知機能による

影響が実績指数の改善には関与していることが考え

られた。先行研究では、認知機能の低下はリハによる

ADL能力向上の阻害因子であると言われている（西尾

ら、2010）。つまり、ADL向上には活動や動作改善だ

けではなく、認知機能を考慮することが示唆された。

本研究の限界として、個人の実績指数は本来必要なア

ウトカムとしての実績指数とは計算式が異なるため、 

月別での経時的な数値を提示する必要があり、運動

器・廃用症候群も加える必要があると考える。また、

評価項目をFIMだけでなく心身機能や高次脳機能も含

めた他要因より検討する必要があると考えられる。

説明と同意、および倫理
栃内第二病院倫理委員会の承認を得ている。

（本研究はヘルシンキ宣言の精神に則り実施し、臨床

研究に関する倫理指針を尊主した。倫理面の配慮とし

て、個人を特定できる情報は削除し、情報の分析に使

用されるコンピューターも含めデータの取り扱いには

十分に注意を払った）

キーワード：脳血管障害・個人の実績指数・FIM認知項目
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経1】P1-02-1

回復期リハビリテーション病棟における入棟時FIM運動項目
20点以下の脳血管障害患者の傾向性について

～個人の実績指数30未満群と30以上群の2群間の比較～
高橋 和大・山口 茜・小川 千晶

栃内第二病院
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目的
回復期リハビリテーション病棟（以下：回復期リハ病

棟）において平成30年に診療報酬の改定が行われ、実

績指数の割合が引き上げられた。そのため当院でも実

績指数の向上を図るべく、FIM利得の向上、在院日数

の短縮化を目指している。その中でFIM運動項目80点

以上である屋内自立群（辻ら、1996）とされる入院患

者の在院日数は短縮傾向ではあるが、在院日数が長期

化するケースもみられている。FIM運動項目が高く在

院日数が長期化する患者の多くは、認知機能が低下し

ているケースが多くみられるよう臨床にて感じる。こ

のことから退棟時FIM運動項目80点以上の脳血管障害

患者の在院日数が長期化する要因において認知機能と

の関連性があるのか、また当院の実態・傾向性を明ら

かにすることを目的とする。

方法
対象は、平成29年4月から平成30年3月までの1年間

に当病院の回復期リハ病棟を退棟した脳血管障害患者

338名のうち、屋内自立群（退棟時FIM運動項目が80

点以上）の患者134名とした。なお在院中に急性増悪

した患者3名は除外とした。平均在院日数の86日（回

復期リハ学会にて脳血管障害患者の全国平均在院日数

が85.4日と報告）を基準としA群:在院日数86日未満86

名（男性:53名女性:33名）、B群:在院日数86日以上39

名（男性:18名、21名）として、二群間でのFIM利得、

FIM各18項目、在院日数を対応のないt検定を用いて比

較・検討を行った。なお有意水準はいずれも5%とし

た。

結果
当病院のFIM運動項目80点以上の脳血管障害患者の

平均在院日数は全体で66.2±36.6日、A群の平均在院

日数は46.1±19.8日、B群の平均在院日数は110.5±

23.8日となった。またt検定の結果、 A群に対してB群

が有意に低かった項目は、入棟時FIM各項目、運動合

計、認知合計、FIM合計全てであった（p＜0.01）。

また退棟時FIM合計（p＜0.01）、運動項目合計、整

容、清拭、更衣上衣・下衣、浴槽・シャワー、歩行・

車椅子、認知項目合計、理解、表出、問題解決（p＜

0.01）、記憶（p＜0.05）、にも有意差を認め、 A群に

対してB群が有意に低値を示した。その他の項目におい

ては有意差が認められなかった。

考察
今回の調査結果から、FIM運動項目80点以上の屋内自

立群において、在院日数長期化の短縮を目指していく

ためには、運動項目ではセルフケア（整容、清拭、更

衣上衣・下衣）、認知項目では理解、表出、問題解

決、記憶が重要であることが示唆された。先行研究で

は、FIM運動項目を重要視するものが多いが、今回の

調査で在院日数が長期化する要因のひとつとして認知

項目の影響が関与すると示唆された。後藤はFIMの問

題解決は治療期間や治療の量が関与し、記憶は改善要

因が患者内要因に限定されており、操作可能変数が少

ない分、早期から代償的治療を検討するべきであると

報告している。そのため臨床場面では運動機能面だけ

でなく認知機能面への関わりにも目を向け、早期から

他職種が認知への理解、連携した関わりをもつことが

必要と考える。本研究の限界として、検討条件をFIM

での評価を中心に扱ったため、患者を取りまく生活環

境等を考慮せずに行ったことがいえる。そのため今後

の研究にて退院後の生活環境の調査、住宅改修の検討

内容や時期、独居の有無等の確認を含め検討し妥当性

を高めていきたい。また認知項目の精査をより詳細化

するために障害部位別でも検討する必要があると考え

る。

説明と同意、および倫理
本研究に使用するデータは、当院の倫理規定に準じて

行い、後方視的な研究でありデータ管理上、個人情報

は記号・数値化されるため個人が特定されることなく

行った。

キーワード：回復期リハビリテーション病棟・FIM認知項目・在院日数
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経1】P1-02-2

退棟時FIM運動項目80点以上の脳血管障害患者の在院日数が
長期化する要因についての検討

FIM認知項目に着目して
小川 千晶・高橋 和大・山口 茜

栃内第二病院



922018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

目的
脳卒中ガイドラインにおいて日常生活動作、機能障

害、患者属性、併存疾患、社会的背景などをもとに予

後予測し参考にすることが勧められているが、脳卒中

は臨床症状が多岐にわたり、予後予測にばらつきが

生じるのも事実である。そこで当院脳卒中患者を対

象に、回復期病棟入棟時のFunctional Independence 

Measure（以下FIM）など複数の因子から導き出した退

院時運動FIM予測式を導入しその妥当性を検証した。

方法
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに当院回

復期病棟を退院した脳梗塞、脳出血患者のうち、病前

の日常生活動作が自立していない、または入院中に状

態悪化した症例を除く71名（男性42名、女性29名）

を対象とした。予後予測式は、説明変数を年齢、下肢

Brunnstrom.Stage（以下下肢BRS）、入棟時FIM運動

項目（以下FIM運動）、入棟時FIM認知項目（以下FIM

認知）、発症から回復期病棟入棟までの日数（以下日

数）、回復期病棟入棟から退院までの期間（以下回復

期入院期間）とし、目的変数を退院時FIM運動項目と

した重回帰分析を行い算出した。対象者の属性は年齢

72.4±11.7歳、下肢BRS4.21±1.37,FIM運動46.7±

26.4,FIM認知26.4±9.4、日数38.2±12.6日、回復期

入院期間71.1±42.7日であった。また、算出した予測

値を元に、平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

でに退院した上記と同条件の対象者74名（男性40名、

女性34名）の退院時FIM運動項目と今回得られた予測

値を、スピアマンの順位相関係数を用いて比較検討し

た。統計処理はR3.4.3を用いた。

結果
重回帰分析はステップワイズ変数増減法にて統計処理

を行った結果、年齢、日数が棄却され、得られた回

帰式は－15.691+ FIM運動×0.564+FIM認知×1.032

＋下肢BRS×4.356＋回復期入院期間×0.198（R2＝
0.833、p<0.001） であった。回帰式の予測値FIM運

動項目と実測FIM運動項目の相関係数はr=0.862であっ

た。

考察
本研究から、予測式の精度はR2＝0.833と高く、また
予測値と実測値との相関係数もr=0.862と高い相関を

認め、当院における予測式の妥当性は得られた結果と

なった。脳卒中患者の予後予測に関しては数多くの研

究発表がなされており、退院時FIM運動項目の予測値

を算出している報告も多い。他報告では年齢が高いほ

ど予測値は下がるというものが多いが、今回年齢の関

係性は棄却された。これは年齢に依存せず機能回復が

得られたというポジティブな結果ともとれるが、年齢

よりも麻痺の重症度がより機能回復において重要であ

ることも示唆される。また今回、回復期入院期間が長

いほどFIMの点数も高くなるという結果となった。入

院期間を決定する要因は機能的な到達のみならず多く

の社会的因子が関与していることは経験的に感じてい

ることであり、純粋に入院期間の延長とFIMの改善の

繋がりは更なる検証が必要と思われる。今回の研究に

て予後予測式の有用性は得られたが、脳卒中治療ガイ

ドラインでは予後予測に関して予測精度、適用の限界

を理解して使用すべきとされている。当研究の適用限

界として、一部のFIM運動項目が高い症例では天井効

果が生じ妥当性が得られにくいこと、重症例が比較的

少ない対象となったため重症例に対する適用に関して

は更なる検証が必要であることが挙げられる。

説明と同意、および倫理
本研究は芙蓉会村上病院倫理委員会の承諾を得たうえ

でヘルシンキ宣言に準じ研究を開始した。

キーワード：予後予測・機能的自立度評価法・脳卒中
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経1】P1-02-3

当院回復期脳卒中患者におけるFIM予測式の妥当性の検証
中田 農生 1）・安原 教子 1）・奈良 享平 1）・石川 玲 2）

1）医療法人芙蓉会村上病院
2）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻
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目的
当院では近年、重症度の高い患者が増えてきており、

臨床においてリクライニング式車いすの使用頻度は

高くなっている。用途として廃用予防を目的とし離床

時間の延長を図るため、また、嚥下障害を有する患者

の食事場面にも使用されている。リクライニング式車

いすは、特徴であるリクライニング機構及びティルト

機構を活かし、座位姿勢を自由に調整することが出来

る。一方、機構使用時の座圧の変化について、検討し

た報告は少ない。本研究は車椅子のリクライニング機

構及びティルト機構を使用した際の座圧の変化につい

て、座圧測定器を使用し客観的に評価を行うことを目

的とした。

方法
対象は健常成人男性10名（平均年齢28.9歳）とし、車

いすはリクライニング式車いす（カワムラサイクル社

製）を使用した。座面や背面においてたわみが出現し

ないよう座面、背面に15mm厚の木製板を使用した。

被験者には測定中、大腿部に両手掌をおくよう指示し

た。また、フットサポートの高さは同一検者が被験者

ごとに大腿部と座面が水平になるように調整した。衣

服は摩擦を全被験者同一にするために当院で使用して

いるユニフォーム（ナガイレーベン社製）で統一し

た。座圧測定にはSRソフトビジョン無線版（住友理工

株式会社製）を使用し、測定値である座圧中心を指標

とした。測定開始肢位はリクライニング0°及びティ

ルトを0°とした。測定課題は開始肢位からリクライ

ニング20°実施及び開始肢位からティルト20°実施

の2課題とし、開始時から課題終了時の座圧中心の移

動距離を算出した。移動距離の算出には画像解析ソフ

トimage j（アメリカ国立衛生研究所）を使用した。な

お測定は各課題2回実施し、2回の平均値を代表値とし

た。統計解析はウィルコクソン符号付順位和検定を用

い、2課題間の違いについて比較検討した（有意水準

5%）。

結果
リクライニング時、ティルト時いずれの場合も全対象

で座圧中心は後方へ移動した。リクライニング20°

では座圧中心の移動距離は29.0mm（27.3‐30.5）で

あった。一方、ティルト20°での座圧中心の移動距離

は5.7mm（5.2‐6.4）であった。2課題間で有意差が

見られ、リクライニング時の移動距離がティルト時の

移動距離と比較し有意に長かった（p＜0.05）。

考察
重症度の高い患者への対応の際、リクライニング式車

いすの使用頻度は高く、リクライニング機構やティル

ト機構をしばしば使用する。今回の結果から、座圧中

心はリクライニング時において、ティルト時よりも長

く移動することがわかった。リクライニング機構を使

用する場合はズレ応力がより大きくかかる可能性があ

り、褥瘡発生につながる危険性が高いと考えられる。

離床時間の延長や活動場面に介入するためにはリクラ

イニング機構やティルト機構の特性を理解し、使用場

面に応じた使用方法の検討が必要であると考えられ

る。

説明と同意、および倫理
本研究にあたり、ヘルシンキ宣言に基づき対象者の健

康保護には十分留意し、対象者には事前に本研究の意

義や目的、方法等ついて十分に説明を行い、自由意思

に基づき文書での同意を得た。

キーワード：座圧中心・リクライニング式車いす・褥瘡
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経1】P1-02-4

リクライニング機構とティルト機構における座圧中心の移動距離の違い

豊島 和之・小原 孝裕・松橋 英則・岡本 佳大・濱谷 航・福原 隆志
中通リハビリテーション病院
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報告の焦点
　Pusher現象は脳血管障害後などに生じる姿勢異常で

ある。座位や立位の状態で麻痺側へ押してしまう現象

であり、松村らは「空間的な垂直定位」の障害と述べ

ている。

理学療法場面において、視覚代償を用い「空間的な垂

直定位」の逸脱修正を図ることが従来より行われてい

る。しかし、本症例においては左半側空間無視に加え

眼底出血により右視力が大幅に低下、認知機能低下、

全身の筋緊張が高く高次脳機能障害等があり従来の方

法では困難であった。そこで四肢・体幹分節性の固有

感覚に着目し介入。その結果、Pusher現象が改善した

ため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　診断名：心原性脳梗塞症、性別：男性、年齢：80

歳代、既往歴：右眼底出血により重度視覚障害。自宅

にて倒れているところを家族が発見、当院救急搬送。

MRI上、M2分枝閉塞・右ACA・MCA領域梗塞が見られ

た。病前ADL全自立。

　第2病日より介入。GCS：E3V4M5、ABMSⅡ：

11/30点、SCP：6/6点、BLS：14/17点、MMT：スク

リーニングではあるが左下肢MMT3、Br.stage：上肢・

手指・下肢全てⅣ、DTR：全身的に腱反射亢進。筋緊

張：全身的に緊張高く特に伸筋群の緊張が高い。他動

運動は強い抵抗感が感じられ、歯車様固縮に近い印

象。その他高次脳機能評価・感覚評価等は指示理解得

られず精査困難。

介入方法と経過
　視覚的な垂直の認識、口頭指示での姿勢修正困難。

また安定性を高めるため反射的に筋緊張を高めている

中で、身体的な垂直を修正するため四肢・体幹の分節

性獲得、それに伴う固有感覚と重力受容器への感覚入

力を目的にストレッチポールの使用、モンキーウォー

クを実施。ポールへの移乗は介助が必要だが、実施中

はPusher現象は見られず。モンキーウォークは、開始

当初強い伸展・外転が見られるも、歩行距離が伸びる

につれ軽減。

帰結評価
　第29病日実施。GCS：E4V5M5、ABMSⅡ：17/30

点、SCP：2.5/6点、BLS：8/17点、MMT：スクリー

ニングではあるが左上下肢MMT4、Br.stage：上肢・手

指StageⅣ下肢Ⅴ、筋緊張：全身的な緊張は大きく変化

ないも他動運動時の抵抗減少。MMSE：5/30点。端座

位保持は持続的な注意がむかない中においても上肢支

持を必要とせず可能。

考察
　本症例は発症当初よりPusher現象が著明に出現。全

身の筋緊張が高く、視覚代償や口頭指示による姿勢修

正が困難である中ストレッチポールやモンキーウォー

クなどの実施によりPushing現象が改善、座位姿勢の安

定性が得られた。

　本症例の特徴として、視覚代償が行えず全身の筋緊

張が高い中でのPushing現象と捉える。この緊張は、藤

野らの二次的にPusher現象が強化される負のサイクル

に関与しているのではないかと考えた。緊張を抑制し

サイクルを絶つことでPushing現象の改善に繋がると考

え上記運動療法実施。

　ストレッチポールにより各関節の屈曲姿勢が四肢・

体幹の伸筋活動を調整、Pushing特有の押す行為を抑

制、二次的にPushingが強化される環境を抑制出来たの

ではないかと考える。また屈曲姿勢優位でのモンキー

ウォークが、姿勢反射の1つである緊張性迷路反射の作

用を促し過剰な伸筋活動を抑制、同時に歩行により伸

筋・屈筋の協調的な働きを促した。結果として異常筋

緊張を抑制し屈曲姿勢で運動を行ったことで固有感覚

を中心とした情報が統合され、空間的かつ主観的な垂

直姿勢の修正が行われ座位姿勢の安定性が得られたと

考える。

　今回Pushing現象の改善は得られたが明確なメカニズ

ムは不明であり今後効果の機序などの解析が課題であ

る。

説明と同意、および倫理
症例報告にあたり家族・本人に対し報告の趣旨を口頭

と書面にて説明、同意を得て実施。

キーワード：Pusher現象・筋緊張・固有感覚
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経2】P1-03-1

分節的な感覚入力がPusher現象と筋緊張の改善に至った一症例

繋 教公・佐藤 元哉・石田 彩花・福田 高士
青森新都市病院
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報告の焦点
　今回、アテローム血栓性脳梗塞により、左橋下部の

梗塞、右片麻痺を呈した症例を担当する機会を得た。

麻痺の改善や運動失調など、経過に伴い変化する症状

に合わせた介入方法に難渋した一症例であるため以下

に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　50歳代女性。診断名はアテローム血栓性脳梗塞、

発症時のMRI画像にて左橋下部に高信号認められる。

既往歴に糖尿病、高血圧症、脂質異常症。発症日（以

下：Ⅹ日）に急性期病院に救急搬送され、Ⅹ+23日に

当院回復期病棟へ転院となる。

　転院時の理学療法評価は、BRS右上肢Ⅱ、手指Ⅱ、

下肢Ⅱ。関節可動域は右足関節背屈-5°の制限あり。

BBS24点。起居動作、座位保持自立。起立、立位保持

監視～軽介助。移乗軽介助。歩行は右長下肢装具使用

し2人介助。FIM得点は96点となっている。

介入方法と経過
　転院当初、長下肢装具を使用した歩行では、体幹の

動揺や右踵接地位置のばらつきが多く、後方から誘導

が必要であった。また、病棟内では両下肢で車椅子駆

動を行い、右下肢の活動による課題の遂行、両側の筋

緊張のバランスの崩れの抑制を図った。その後Ⅹ+63

日、T字杖と右短下肢装具を使用し病棟内歩行監視とな

る。

　しかし、裸足歩行では右遊脚期での足部のクリアラ

ンス低下や体幹・右下肢の運動失調が残存していた。

そこでHONDA歩行アシストを活用し、荷重応答期から

前遊脚期にかけた倒立振子の学習を行い歩行の安定を

図った。また、指定した目印までのステップやIADL動

作などの協調的な動きを組み合わせ、動作の細かなコ

ントロールを取り入れた。その後、運動失調の改善が

みられ、Ⅹ+99日に屋内独歩自立となる。

帰結評価
　Ⅹ+99日、BRS右上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。関節可動

域は右足関節背屈15°。協調性運動検査は右上下肢で

陽性。BBS44点。TUG、11秒5。10m歩行10秒4、17

歩。6分間歩行310m。FIM得点は122点となる。

考察
　本症例は若年で脳梗塞を呈し、就労を視野に入れ、

早期に歩行を獲得する必要があると考えた。今回、左

橋下部に梗塞が及び、皮質脊髄路系の障害で対側上下

肢の運動麻痺は重度であった。しかし、橋は運動線維

が疎であることから、運動麻痺の回復は期待できると

考えた。また橋小脳路は、随意運動の計画に関与して

おり、歩行の開始や姿勢制御などに障害が生じると予

測した。また、一つの運動課題を遂行することで、麻

痺肢に関与する神経回路の修復・強化を図ると言われ

ている。そのため、課題として、長下肢装具を用いた

歩行や、両下肢での病棟内車椅子駆動を取り入れた。

　歩行導入後、麻痺の改善は顕著となったが、右上下

肢の運動失調残存と右立脚時の体幹側方傾斜の歩容改

善に難渋した。そこでHONDA歩行アシストを活用し、

荷重応答期から前遊脚期にかけた倒立振子の学習を

行った。結果、右股関節の伸展活動が安定し、右足部

のクリアランスが確保され、短下肢装具を外した歩行

が可能となった。また、協調的な動きや動作の細かな

コントロールなど、下肢・体幹筋の筋緊張の調整が行

えるようIADLやしゃがみ動作などを組み合わせて実施

した。

　大畑によると、脳卒中片麻痺者において課題の反復

により運動学習が生じると述べられている。HONDA歩

行アシストを活用し、股関節運動の誘導、倒立振子運

動の改善を図ったことが歩行の安定に繋がった一要因

と考える。

説明と同意、および倫理
　本症例及びそのご家族には、本研究の目的と趣旨に

関して十分な説明を行い、同意を得ている。

キーワード：歩行・片麻痺・運動失調
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経2】P1-03-2

左橋下部の梗塞を呈し，歩行獲得までの経過を追った一症例

石栗 志織
鶴岡協立リハビリテーション病院
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報告の焦点
　本症例は約20年前から右Charcot Hip jointによる脚

長差、梅毒、脊髄癆の既往があり今回Charcot spineに

よる硬膜外血腫が原因で対麻痺を呈した男性である。

Charcot Hip Jointは報告例が少なく、未だ治療法、理

学療法介入が確立されていないため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　50代男性、身長173cm、体重65kg。病前ADLは独

歩自立。自宅で飲食店を経営し居住スペースは1階。段

差が多く車椅子生活は困難。妻との2人暮らし。2018

年5月中旬に突然の下肢脱力感、歩行困難となり発症3

日後Charcot spineによる硬膜外血腫の診断あり、L3-5

血腫除去術を施行。術前理学療法評価では疼痛の訴え

少なく右大腿後面のしびれのような痛み。MMT（Rt/

Lt）は腸腰筋 3/5、大腿四頭筋5/5、大殿筋2/2、、中

殿筋2/2、大腿二頭筋2/3、前脛骨筋2/1、腓腹筋2/2

でありL4level以下の筋力低下がみられた。触覚検査

（Rt/Lt）ではL4level5/3、L5level4/3、痛覚検査（Rt/

Lt）L4level 3/0、L5level 5/0。深部腱反射消失。

5.5cmの脚長差（Rt<Lt）。術前ADLはFIM95点、BI60

点。問題点としてL4level以下の筋力低下による立位・

歩行時の骨盤安定性低下、下垂足、脚長差を挙げた。

杖歩行獲得という希望を踏まえ本院での介入目標とし

て立位保持時安定および両ロフストランド杖歩行獲得

を目標とした。

介入方法と経過
　術後1日目から離床開始。股関節周囲筋筋力低下に対

して立位での骨盤帯に対する等尺性収縮および立脚相

における抵抗運動を実施した。またセラバンドを使用

した中殿筋筋力強化、ボール用いた大殿筋の筋力強化

運動等を実施し、前脛骨筋に対しては低周波刺激療法

も併用した。術後6日目には平行棒内両手把持にて立ち

上がり自立、立位保持姿勢は左右片手把持ともに30秒

以上保持可能。平行棒内歩行時では左立脚中期に体幹

伸展し、反対側の骨盤後退がみられ、脚長差による上

下左右への重心動揺がみられた。術後10日目には補高

靴を使用し脚長差を補正することで歩行時の上下左右

への骨盤動揺が減少し10m両ロフストランド杖歩行可

能となった。

帰結評価
　立位保持練習、下肢筋力強化によりMMT上変化

ないがHDD（Rt/Lt単位kgf）で大殿筋5.7/8.4から

10.8/12.6、中殿筋5.8/5.2から6.5/5.6、大腿二頭筋

4.0/4.6から6.4/8.4と筋力改善。低周波刺激療法の

併用により前脛骨筋MMT3/2となった。術後13日

目両下肢感覚障害改善。安静時荷重試験で補高なし

10/55kg、 補高あり25/40kgと補高により右下肢荷重

量が向上し立位保持時間も補高なし28秒、補高あり38

秒と延長。立位保持安定し見守りで歩行器歩行20m、

ロフストランド杖で10m歩行が可能となった。介入後

ADLはFIM118点、BI85点と改善した。

考察
　Charcot jointは進行性の関節破壊を起こすが、痛み

を感じない場合が多い。股関節のCharcot jointはまれ

な疾患であり観血的治療の成績不良例も多く報告さ

れ、保存的治療を推奨する意見も多い。近年の補綴改

良に伴いTHAなどの成績良好例が散見されたが、脱臼

やインプラントの弛みなど術後合併症が報告されてい

る。本症例は右Charcot Hip jointにより重篤な関節破壊

をもつ対麻痺患者である。関節破壊の進行、左下肢負

担を考慮し補高を施行。その結果、L4level以下の筋力

改善と合わせ立位アライメントの改善、右下肢荷重の

向上、立位保持時間が延長した。下肢荷重感、立位保

持の満足感も得られ、見守りレベルでの歩行器歩行獲

得、ロフストランド杖10m歩行獲得へと繋がったと考

えられる。

説明と同意、および倫理
本症例発表に関してヘルシンキ宣言に則り、対象者に

は主旨と評価、治療介入に関して十分な説明を行い同

意を得た上で介入を行った。

キーワード：Charcot	joint・脚長差・対麻痺
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経2】P1-03-3

硬膜外血腫により対麻痺を呈した一例
ーCharcot Hip Jointによる脚長差を生じた症例ー

鷲尾 圭祐 1）・波多野 麻里子 1）・遠藤 浩一 1）・遠藤 達矢 1,2）・福田 宏成 2）・岩渕 真澄 2）

白土 修 1,2）・伊藤 俊一 1,3）

1）福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科
2）福島県立医科大学会津医療センター　整形外科・脊椎外科学講座

3）北海道千歳リハビリテーション大学
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報告の焦点
　当院は回復期リハビリテーションを実施している。

急性期病院は疾病治療を基本としており、リハビリ

テーションが軌道に乗る前に回復期病院に転院する

ケースがある。その中でも急性期病院で重症により全

身状態の管理が中心に行われ、回復期にて身体機能、

運動機能の改善が困難であった症例を経験をする事が

ある。今回、脳出血後に水頭症を合併した症例を担当

した。当院入院時には重度運動麻痺、意識障害、高次

脳機能障害、廃用症候群、関節拘縮があり、シャント

圧が定まらずに予後不良と考えた。目標として意識障

害の改善、非麻痺側上下肢にてADL協力動作を促して

介助量軽減、排泄の意思表示可能となり、1人介助で

のトイレ動作の獲得とした。意識障害の改善と活動量

向上、自重による関節可動域制限へのアプローチを考

え、長下肢装具使用のExerciseとトイレ動作等の動作

練習を実施したが、改善が困難であった。本症例への

介入方法について更なる検討が必要と考える機会を得

たので、ここに報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　脳室穿破を伴う左視床出血後に水頭症を合併した60

歳代女性である。出血量が多く、水頭症にシャント術

を施行したが、シャント圧が定まらなかった。合併症

に糖尿病、高血圧症、既往の左変形性股関節症による

可動域制限と脚長差があった。発症から2ヶ月以上経

過し当院に入院となった。入院時にJapan Coma Scale

（以下、JCS）20、Brunnstrom Recovery Stage（以

下、Brs）右上肢手指下肢Ⅱ、左上下肢の随意運動は乏

しかった。安静時血圧は収縮期120～130mmHg拡張

期60～70mmHg、心拍数は80～90であった。高次脳

機能障害は失語、半側空間無視、遂行機能障害等があ

り、食事は経鼻経管栄養であった。可動域制限が左股

関節、両側足関節背屈（膝伸展位）右-30°左-20°で

あり、左上下肢筋力は検査不能であった。Functional 

Independence Measure（以下、FIM）は18点であった

。

介入方法と経過
　意識障害と可動域制限の改善を目的に両側下肢に長

下肢装具を着用して荷重を促し、起立立位、歩行、階

段のExerciseを中心に実施した。運動時の血圧変動は

20mmHg増加したが、2分間程度の休憩で安静時血圧

値となった。二重課題が困難だったため、単純動作か

ら開始した。介入開始当初は傾眠傾向だったが、活動

時は意識障害の改善にて左上下肢の随意運動が一部可

能となり、更衣等での協力動作が出現した。尿便意は

不明確で、トイレは時間で誘導し2人介助で実施、食事

はミキサー食での経口摂取となり、補助具使用にて一

部自力摂取が可能となったが易疲労で、介助が必要で

あった。

帰結評価
　退院時のBrsに変化はなくJCS20で検査上は変化がな

かったが、活動時は改善が見られた。一部だが口頭で

の意思表示が可能となり、足関節背屈は右-10°左-20

°、左下肢筋力はMMT2となった。尿便意は不明確な

ままで、トイレ動作は2人介助と介助量の軽減には至ら

なかった。FIMは29点で介助量に変化はなく施設入所

となった。

考察
　急性期リハビリが困難であった症例に対し、立位中

心の Exerciseにて活動時の意識障害の改善、一部だが

意思表示可能となったが、介助量の大きな軽減には至

らなかった。リハビリ時間以外での活動不足、立位時

の荷重、歩行は休憩ありで最大100m可能だったが、

量と方法は適当であったか、他に方法があったのかを

検討、模索する機会と考える。加えて、回復期のみで

は限界があると考え、本症例が当院入院時での機能障

害が重度であった事から、速やかな介入のために急性

期病院との連携強化が必要と考える。

　

説明と同意、および倫理
　症例と御家族に対して、書面と口頭にて説明し、同

意を得た事をここに報告する。

キーワード：回復期・急性期リハビリ・地域連携
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経2】P1-03-4

回復期にて改善が困難であった症例の理学療法

志田 充啓・川上 真吾
医療法人　社団　脳健会　仙台リハビリテーション病院
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目的
脳卒中治療ガイドラインでは、急性期脳卒中患者は早

期かつ集中的にリハビリテーション（以下、リハビ

リ）を行うことが推奨され、特に、起立・歩行を積極

的に行うことは機能予後にも良いとされている。しか

し、脳卒中の急性期では、意識障害や嚥下障害等の影

響から、食思低下や摂食障害が生じることが多く、リ

ハビリにおける運動量に対して、必要エネルギー量や

蛋白量が十分に満たされないことが少なくない。結

果、低栄養に至るケースも多く、予後を左右する因子

として注目が集まっている。急性期脳卒中患者の栄養

摂取量とリハビリ時の運動量及び関連因子について検

討した報告はまだ散見する程度である。本研究では、

急性期脳卒中患者の栄養状態とリハビリ時の運動量を

中心に各因子についてその実態を調査し、その関係に

ついて比較・検討を行ったため以下に報告する。

方法
対象は平成30年2月～4月の間に脳卒中の診断で当院

に入院し回復期病院への転院を必要とした7名（男性4

名・女性3名、年齢は50歳～79歳 脳梗塞4名・脳出血3

名）。栄養状態ごとに対象者を分類した。栄養状態の

分類は簡易栄養状態評価表（以下、MNA-SF）を用い

た。各因子に関しては以下の項目を後方視的に診療録

より抽出し比較した。①エネルギー充足率（合計14日

間の平均摂取エネルギー量/必要エネルギー量）②嚥下

障害の有無③高次脳機能障害の有無④入院2週間以内の

発熱の有無⑤リハビリ中の起立・歩行に占める割合。

リハビリ中の起立・歩行の運動時間の評価には、「活

動分類表」を使用し、リハビリ時間内における起立と

歩行に占める割合を整理した。なお、同表を運用する

にあたり、当院では起立・歩行練習に重点をおいたリ

ハビリを行うように統一し、対象者のリスク管理を

行った上で、疲労度に応じて最大量を記録している。

結果
MNA-SFで栄養状態良好の該当者はいなかった。低栄養

のリスクありに該当した者（以下、リスク群）は4名：

年齢53～79歳。男性2名、女性2名。脳梗塞4名。エ

ネルギー充足率62～97.7％。嚥下障害なし1名、軽度

嚥下障害3名。高次脳機能障害1名（注意障害）。2週

間以内の発熱0名。リハビリ中の起立・歩行時間33～

60％。

低栄養に該当した者（以下、低栄養群）は3名：年齢

50～70歳。男性2名、女性1名。脳出血3名。エネル

ギー充足率62.5～80％。軽度嚥下障害3名。高次脳

機能障害3名（注意障害・左半側空間無視）。2週間

以内の発熱2名。リハビリ中の起立・歩行時間25％～

28.6％。

今回は低栄養群ではリハビリ中の起立・歩行時間が少

ないという結果が得られた。その他に、リスク群の中

でもエネルギー充足率が90％・97.7％だった2名はリ

ハビリ中の起立・歩行時間は50％・60％と対象の中で

は最も多かった。

考察
リハビリを行う患者は通常よりも必要エネルギー量が

10％高値になるとされているが、今回は必要エネル

ギー量に達した者はいなかった。しかし、エネルギー

充足率90％以上を超えた2名は運動時間が多いという

結果から、急性期でも必要エネルギー量に近い食事量

を摂取していることで起立・歩行の運動時間がより多

く実施できたと推察される。低栄養群の3名は起立・歩

行時間は少なかったが、エネルギー充足率はリスク群

と比較しても差はなかった。しかし3名中2名は発熱が

あった。これは消費エネルギーが増大し、低栄養状態

となり、さらに発熱により離床が遅延し、十分に運動

が実施できなかったと予想される。

説明と同意、および倫理
発表に際し、一般財団法人　脳神経疾患研究所　倫理

委員会の承認を得た。（承認番号：301）

キーワード：急性期脳卒中患者・栄養状態・運動時間
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経・内部障害】P1-04-1

急性期脳卒中患者の栄養状態とリハビリテーション時の運動量の関係

大熊 ゆかり・三瓶 一雄・折内 英則・岸 広樹
一般財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院
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報告の焦点
再発した大血管障害の術後、一般的な離床プログラム

から逸脱した症例の自宅退院が可能となった。

対象者紹介・理学療法評価
50歳代、女性。診断名：上行大動脈仮性瘤、解離性弓

部大動脈瘤。既往歴：急性大動脈解離stanfordB型（弓

部置換術施行）、脳梗塞（右Br.stage：全てⅣ、運動性

失語）、IgA腎症（血液透析）。家族構成：夫、義理母

と3人暮らし。入院前：屋内は独歩、屋外はT字杖歩行

にて自立。要介護認定は要支援2。訪問リハビリテー

ションを週1回、言語リハビリテーションを月3回利用

中。現病歴：入院2か月前から呼吸困難感があり経過観

察中であった。X月に呼吸困難感が増悪し、造影CTの

結果から上記診断され入院。診断の時点で心不全を合

併していたため、心不全の治療後、第15病日に上行大

動脈修復術・Debranching術を施行。術後2日目より主

治医の指示にて心臓リハビリテーション（以下：心リ

ハ）が開始となった。

初回介入時の評価は、血圧：124/86mmHg、脈拍：

78bpm。MMT（左）：上下肢共に3。FIM：46/126。

問題点：医学的治療によるADL制限、筋力低下。目

標：早期離床による二次的合併症予防、筋力改善と

ADLの再獲得。

介入方法と経過
心リハ開始後から循環動態に注意し離床練習を実施。

一般病棟に転出後、手すりと杖歩行が見守りで可能と

なり、近日中にトイレ歩行を開始する予定であった。

しかし第28病日、上肢の動脈内シャントが閉塞し、透

析用留置カテーテルが左大腿静脈に挿入となった。こ

の事により、股関節の屈曲が禁止となり1週間はベッ

ド上での介入を余儀なくされた。第35病日に解離性弓

部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術、留置型

血液透析チューブ留置術を施行。ベッド上安静が解除

され、離床を再開した。心リハは週4日非透析日に介

入し、早期から起居動作・ADL練習を重点的に実施し

た。第49病日からポータブルトイレでの排泄を開始

したが、長期臥床による廃用症候群や透析による疲労

感、術創部痛が強く、更なるADLの拡大に難渋した。

そこで第70病日、医師・看護師・社会福祉士とケース

カンファレンスを開催。理学療法士が主体となり、各

職種の役割を明確にし、症例の状態に合わせたADLを

詳細に設定した。その後徐々にADLは拡大し、第88病

日には杖でのトイレ歩行が可能となり、この頃から自

宅退院を想定した床上動作や段差昇降練習も実施。第

105病日から介護支援専門員・家族に来院して頂き、

自宅で必要な動作の確認や指導、外泊練習を実施し

た。その後サービス担当者会議を開催し、第114病日

に自宅退院となった。

帰結評価
退 院 時 の 評 価 は 血 圧 ： 1 5 8 / 8 0 m m H g 、 脈 拍 ：

64bpm。MMT（左）：上下肢共に4。FIM：103/126

考察
症例は心臓外科術後に一般的な離床プログラムから逸

脱し、ADLの拡大に難渋することや長期間の入院が予

想され、現にそのような状態に至った。心リハの介入

は週4日であったが、早期からADL練習を取り入れたこ

とや症例の心身機能を病棟側と随時共有した事で、詳

細なADL範囲の設定が可能となり、安全なADLの拡大

に繋がったと考えた。また、高橋は心リハとはチーム

を形成して行う医療であるとし、多職種でのケースカ

ンファレンスや密な連携は各職種がどのような役割を

担うかが明確となるため、今回のような症例でも自宅

退院が可能となったのではないかと考えられる。

説明と同意、および倫理
本人、家族に説明し同意を得ている。

キーワード：多職種連携・大血管障害・自宅退院
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経・内部障害】P1-04-2

多職種への働きかけにより自宅退院が可能となった再発大血管障害の
一症例
西脇 佳奈

医療法人社団　新生会　南東北第二病院
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目的
　日本乳癌学会の班研究が行った実態調査では、術後

からリンパ浮腫発症までの期間は3.9年であり、発症

率は50.9%と高く、発症の有意な独立因子として、肥

満、拡大術式、補助療法なし、リンパ節への照射、予

防教育なしの5項目が判定されている。また、半年以

内に約半数が発症するという報告もある。我々は、昨

年の本学会での報告にて、当院での乳癌術後の患者に

冊子を使用したリンパ浮腫指導実施後に、指導内容の

理解度を確認するためのテストを行い、その結果から

現行の指導を見直し冊子の改変を行ったことを報告し

た。本調査では、テスト導入前後の術後1年以内のリン

パ浮腫発症率を比較し、発症者の特徴等を調査したた

め以下に報告する。

方法
　対象は当院において2015年5月～2017年4月に乳癌

と診断され腋窩リンパ節郭清を伴う乳房切除術を施行

された女性31名である。　

　方法1:テスト開始前2015年5月～2016年10月に該当

する対象者17名を導入前群、テスト開始した2016年

11月～2017年4月に該当する対象者14名を導入後群と

して、年齢、BMI、stage、術式、腋窩リンパ節郭清範

囲、補助療法を診療録から調査し、術後1年以内のリン

パ浮腫の発症率を後方視的に調査した。

　方法2:本調査におけるリンパ浮腫発症者の特徴につ

いて調査した。

結果
　結果1:リンパ浮腫の発症者は31名中8名、発症率は

25.8%であった。導入前群では17名中6名で35%、導

入後群では14名中2名で14%であった。術後半年以内

の発症は導入前群で3名、導入後群で0名だった。年齢

は導入前群で59±13歳、導入後群で63.5±13.8歳、

BMIは導入前群で24.7±6.5㎏/㎡、 導入後群で22.9±

2㎏/㎡、stageは導入前群でⅠが1名、Ⅱが12名、Ⅲが

3名、Ⅳが1名、 導入後群でⅡが10名、Ⅲが4名、乳房

温存術は導入前群で4名、導入後群で1名、補助療法と

して放射線治療対象者が導入前群で7名、導入後群で1

名であった。

　結果2:リンパ浮腫発症者8名のうちBMI25kg/㎡以上

が5名、放射線治療併用3名、就労者は4名であった。

導入後群のリンパ浮腫発症者の理解度テストは2名とも

満点であった。

考察
　結果より、導入前群に比べて導入後群でリンパ浮腫

発症率が低く、理解度テストの効果を示唆する結果で

あった。更に導入後群で半年以内の発症者はおらず、

発症頻度が多いと言われている期間の発症予防の一助

になったことが示唆された。一方で、理解度テストの

点数と発症の有無の関連は認められなかった。このこ

とより、理解度テストでは知識を定着させることがで

きていない可能性や、理解度テスト以外の発症因子の

影響を十分考慮し、テストの効果を見極める必要があ

ると考えられた。

　本調査のリンパ浮腫発症率は先行研究と比べ大幅に

低かった。その原因として、調査期間が術後1年と短

かかったことと対象者が少ないことが上げられる。ま

た本調査のリンパ浮腫発症者は先行研究で言われてい

る5項目に必ずしも当てはまっていなかった。本調査

では、就労や家事等で患側上肢を過剰使用したことが

きっかけで発症している場合が多かった。このことか

ら、就労や家事の頻度や内容等をしっかり把握し、退

院時指導も個別性を重要視したものに変更すべきであ

ることが分かった。

　上記のことより、理解度テストはリンパ浮腫発症軽

減の一助になり得ることもあるが、対象者一人一人の

生活背景に準じて個別的に退院時指導することが重要

であることが分かった。

説明と同意、および倫理
対象者には本研究の主旨を十分に説明し、個人を特

定できないようにすることで同意を得た。本研究は

当院の倫理委員会の承認を得て行った（承認番号：

299）。

キーワード：リンパ浮腫・乳癌・予防
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経・内部障害】P1-04-3

当院乳癌術後におけるリンパ浮腫理解度テスト導入前後の
リンパ浮腫発症者の調査

佐藤 友里絵 1）・武田 彩 2）・三浦 理恵 2）・滝川 蓉子 2）

1）三春南東北リハビリテーション・ケアセンター
2）（一財）総合南東北病院　リハビリテーション科
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報告の焦点
　糖尿病性腎症（DMN）は、糖尿病による合併症の中

でも生命予後に関わる重篤な合併症であり、発症の予

防や進行の抑制を行うことが重要である。発症や進行

を予防する1つの方法として運動が挙げられる。しか

し理学療法ガイドライン（糖尿病）では、運動療法の

DMNの進行抑制効果は不明確であるとされている。ガ

イドライン上の推奨グレードもC1（行うように勧めら

れるが、科学的根拠はない）とされ、介入効果の客観

性向上に向け、更なる臨床データの蓄積が必要な状況

にある。

　今回、入院後にDMN II期と診断された症例を担当し

た。症例に対してインスリン治療とともに運動療法を

実施した結果、腎機能障害を進行させることなく良好

な転帰に至ることができた。推奨グレードC1にある

DMNの現況を鑑みて、症例に実施した運動と治療の経

過を考察を交えて報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　60歳代前半。男性。2型糖尿病、入院後にDMN II期

と診断。入院前ADLは自立。身長：160cm。体重：

47.8kg。MMT：3。フリーハンド歩行：中等度介助。

フリーハンド歩行時のBorgスケール：17。CT画像：腎

病変（-）。クレアチニン：2.05mg/dl。eGFR：27.3。

尿素窒素：30.1mg/dl。尿蛋白：（1+）。HbA1c：

10.7％。朝食前血糖値：379mg/dl。昼食前血糖値：

325mg/dl。夕食前血糖値：341mg/dl。就寝前血糖

値：244mg/dl。血圧：100/65mmHg。4病日に評

価。

介入方法と経過
　運動の頻度は、1日2回、週5～6日とした。運動の種

類は有酸素運動（病棟内歩行300m×5）と筋力増強運

動（自重や徒手的な抵抗運動と自主トレ）とした。運

動の強度は、有酸素運動は理学療法ガイドラインで推

奨されているBorgスケール11～13とした。筋力増強運

動は本人の自覚的許容強度とした。

　経過は2病日目からインスリン注射開始。4病日目か

ら運動開始。11病日目から経口インスリン薬追加。16

病日目にインスリン注射終了。22病日目に退院。

帰結評価
　体重：47.3kg。MMT：4。フリーハンド歩行：

自立。フリーハンド歩行時Borgスケール：12。CT

画像：腎病変（-）。クレアチニン：1.39mg/dl。

eGFR：41.8。尿素窒素：15.5mg/dl。尿蛋白：（-）。

HbA1c：9.4％。朝食前血糖値：129mg/dl。昼食前血

糖値：115mg/dl。夕食前血糖値：102mg/dl。就寝前

血糖値：178mg/dl。血圧：113/71mmHg。19病日に

評価。

考察
　症例はインスリン治療と同時に運動療法を行った結

果、腎機能障害を進行させることなく経過することが

できた。

　運動は一時的に腎臓の血液量低下やレニン-アンギオ

テンシン系の活性化により糸球体内圧が上昇すること

で腎機能を悪化させる可能性がある。一方で長期的に

は血圧や血糖を低下させる効果もある。DMNの腎機能

低下は、血圧と血糖の上昇による糸球体血圧の上昇や

糸球体の損傷により生じる。そのため、血圧と血糖コ

ントロールの可否が進行抑制には重要である。症例の

血圧は正常値であり、インスリン治療と運動によって

血糖コントロールが得られたことで、腎機能障害を進

行させることなく経過できた可能性があると考えられ

る。

　DMN患者に対する運動療法は、推奨グレードC1で

明確な科学的根拠がはないとされているが、今回の介

入では症例の腎機能障害を進行させることなく経過す

ることができた。今回は運動と同時にインスリン治療

も行っていたため、運動療法単独の効果判定は困難で

あった。しかし、DMN患者への運動療法は服薬と同時

に行う場合には、身体へ悪影響を与えることは少ない

と感じた。

説明と同意、および倫理
症例に説明し、同意を得た。

キーワード：糖尿病腎症・運動療法・インスリン
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【神経・内部障害】P1-04-4

糖尿病性腎症患者への服薬と運動

物江 俊・丹保 信人
竹田綜合病院
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目的
人工膝関節全置換術（以下TKA）は変形性膝関節症

（以下OA）や関節リウマチ（以下RA）により高度に変

形をきたした膝関節に対する有効な治療手段の一つで

ある。TKAの入院期間に影響を及ぼす術前因子として

年齢や加齢に伴う予備能力の低下が挙げられている。

本研究の目的は、術後の身体機能並びに歩行能力の回

復の程度が入院期間に与える影響を明らかにすること

である。

方法
対象は2016年5月から2018年3月の期間に当院におい

てTKAを施行した45例のうち全ての調査及び測定が可

能で自宅退院した31例（平均年齢76.4±5.8歳、男性

4例、女性27例、OA29例、RA2例）とし、6週未満で

退院した15例（以下、短期群）と、6週以降に退院し

た16例（以下、長期群）の2群に分けて検討した。な

お、長期群16例のうち14例は地域包括ケア病棟を使用

していた。検討項目は、年齢、在院日数、手術からT

字杖歩行自立までの日数、歩行自立から退院までの日

数、術後4週時の歩行様式をカルテより後方視的に調査

した。また身体機能評価として、膝関節可動域（屈曲

及び伸展）、等尺性膝伸展筋力（μTasF-100、ANIMA

社製を使用）、Timed Up and Go test（以下TUG）及び

片脚立位保持時間を測定し、長期群は術後4週時と術

後6週時の計2回実施した。2群間の術後4週と退院時の

結果を比較し、さらに長期群の術後4週、6週時の結果

を比較検討した。統計解析は術後4週時、退院時の2群

間の比較にはMann-WhitneyのU検定及びカイ二乗検定

を、長期群の4週、6週時の比較にはWilcoxonの符号付

順位和検定を用いた。統計的有意水準は5％未満とし

た。

結果
在院日数は平均で短期群34日、長期群54日であっ

た。年齢は短期群73.2±5.7歳、長期群79.3±4.1歳

で長期群が有意に高かった（p<0.01）。手術からT字

杖歩行自立までの日数は短期群で23.3±4.3日、長期

群で37.5±11.7日であり、短期群が有意に短かった

（p<0.01）。4週時の群間比較では、短期群のTUGは

12.5±2.8秒、筋力は0.24±0.07kgf/kg、一方で長期

群のTUGは20.3±8.28秒、筋力は0.19±0.05 kgf/kgで

あり、いずれも短期群で有意に優れていた。また歩行

様式において短期群でT字杖歩行を獲得している割合が

有意に高かった（p<0.01）。長期群の郡内比較では、

6週時TUGは14.0±3.2秒、筋力は0.25±0.06 kgf/kgで

あり、4週時と比較しいずれも有意な改善が見られた

（TUG:p<0.01、筋力:p<0.01）。退院時の群間比較で

は、全ての調査結果において両群間で有意差は認めら

れず、全ての患者がT字杖歩行で自宅退院した。

考察
本研究では早期に自宅退院可能であった患者の特徴と

して、術後4週時点で筋力及び動的バランスが良好であ

り、また術後早期にT字杖歩行自立に至っていることが

挙げられた。また入院期間が長い患者においても、術

後4週時の身体機能や歩行様式では差があるものの、術

後6週時では早期退院群の退院時と同様の状態に改善

し、全例がT字杖自立に至ったことから、地域包括ケア

病棟に転入し更なる2週間のリハビリテーション実施が

機能改善に結びついたと考えられる。一方、入院期間

が長い患者はより高齢であることから、加齢に伴う全

身状態の低下や予備能力の低下といった、術前の状態

が入院期間に影響している可能性も示唆された。今後

は術前後、さらには術中所見なども含めて調査し、入

院期間との関係を検討していく必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究の対象者には、ヘルシンキ宣言に則り診療上で

知り得た情報を研究目的で使用する可能性があるこ

と、データの取り扱いに関する個人情報保護および守

秘義務を口頭で説明し同意を得た。

キーワード：TKA・入院期間・術後因子
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【運動器1】P1-05-1

当院における人工膝関節置換術後の入院期間に与える術後因子の検討
長期入院群と短期入院群の比較検討

石上　 健太・大場　 みゆき・成田 研・山内 真・庄司 貴紀・佐々木 香奈
成田 裕一郎

社会医療法人　明和会　中通総合病院
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目的
人工膝関節置換術（TKA）後、遊脚期の膝屈曲角度が

不足する歩容の改善にしばしば苦渋する。歩行に必要

とされる可動域を得ているにも関わらず遊脚期の膝屈

曲角度が不足するのは、疼痛やそれに慢性的に罹患し

たことによる心理的要因の影響が予測される。今回、

慢性疼痛の改善を阻害するとされる破局的思考の評価

であるPain Catastrophizing Scale（PCS）を使用して、

TKA後の遊脚初期膝屈曲角度（膝屈曲角）を膝屈曲角

の経時的変化とPCS、疼痛の因子から検討する。

方法
当院のTKA施行患者15名（男性1名、女性14名、74.7

±5.0歳）を対象とした。評価時期は、PCS、膝屈曲

角、歩行時のVAS（VAS）において、全て術前と、術

後2週から4週まで評価した。大転子、膝関節裂隙、外

果にマーカーを貼付し、至適速度での歩行をビデオカ

メラで撮影した（必要に応じて歩行補助具を使用）。

動画データはソフトウェアのPlay Memories Homeと

ImageJで静止画を作成した後に膝屈曲角を測定し、

2検者の平均値を代表値とした。統計学的解析とし

て、PCS、膝屈曲角、VASの経時的変化はFriedman

検定を行った。PCSとVAS、PCSと膝屈曲角、膝屈曲

角とVAS、術後4週と各週数間の膝屈曲角の相関は

Spearmanの順位相関係数を求めた（有意水準5%）。

結果
PCSは、術前（中央値35）と比較して3週（16）、

4週（9）に有意に低値となった（p<0.01）。膝屈曲

角は、術前（中央値45.6 °）と比較して3週（49.5

°）に有意に改善し（p<0.05）、4週（50.6°）も

同様に改善した（p<0.01）。VASは、経時的に術前

（中央値32）から術後4週（4）にかけて有意に低値

となったが、術前と各週数間での有意差は得なかった

（p<0.05）。PCSとVASにおいては術前（r=0.78）で

強い正の相関を得た（p<0.01）。膝屈曲角とPCS、膝

屈曲角とVASにおいては何れの時期も相関を得なかっ

た。術後4週と各週数間の膝屈曲角においては、術前と

4週（r=0.56）で正の相関を得た（p<0.05）。

考察
PCSは13項目の5件法で、点数が高いほど破局的思考は

強い（最高点52点）。術前のPCSはカットオフ値30を

超え、VASとの相関から、術前は慢性的な膝関節痛に

より破局的思考が疼痛に強く影響していた。PCSと膝

屈曲角は、術前と比較して術後3週以降で共に有意な改

善を示し、破局的思考と膝屈曲角の関連性が示唆され

たものの、相関は無かった。膝屈曲角は術後3週と4週

に有意差を得なかったことから、術後3週にプラトーに

なったと考える。術後4週と各週数間の膝屈曲角におい

ては、術前と4週に相関が得られた。これらから、膝屈

曲角には歩行時痛や破局的思考の影響が少なく、術前

の膝屈曲角が術後4週の膝屈曲角に影響することが示唆

された。今後、標本数を増やし破局的思考と膝屈曲角

の他因子との関連を検討する必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究は、当院の個人情報保護管理規定に基づき実施

した。即ち、対象者には事前に書面・口頭にて十分な

研究説明を行い、個人が特定されない形で評価結果を

理学療法的研究に使用する旨を説明し、同意を得た。

キーワード：人工膝関節置換術・歩行・心理
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【運動器1】P1-05-2

人工膝関節置換術後の遊脚初期膝屈曲角度に対する影響因子の検討
女鹿 友也・滝村 薫・佐藤 真・豊田 耕嗣・高橋 良・宮田 悠里

菅原 洋平
盛岡市立病院
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目的
　人工膝関節全置換術（TKA）後患者に対しロボット

スーツHAL®自立支援用単関節タイプ（CYBERDYNE社

製、HAL-SJ）の使用により、運動機能の改善が報告さ

れているが、疼痛との関連については依然不明な点が

多い。本研究ではTKA後患者に対してHAL-SJでの介入

効果を経時的に観察し、膝関節運動時痛へ及ぼす影響

を検討した。

方法
　対象は内側型の変形性膝関節症を罹患しTKAを施行

した成人24名24膝とした。対象者を無作為にHAL-SJ

を装着する群（HAL群）と装着しない群（対照群）の

2群に割り付けた。HAL群は14名（男性3名、女性11

名、平均年齢72.5±5.63）、対照群は10名（男性2

名、女性8名、平均年齢75.0±6.48）であった。HAL

群、対照群共に術翌日より理学療法を開始し、HAL-SJ

による介入は術後4日より開始した。介入方法につい

て、HAL群ではHAL-SJを装着下に膝関節伸展運動を、

対照群は自力のみで膝関節伸展運動を端坐位にて行っ

た。両群共に膝関節伸展運動は1日10回×5セットと

し、5回/週の頻度で計10回行った。HAL-SJの電極は、

外側広筋、大腿二頭筋のそれぞれ直上の皮膚に貼付し

た。HAL-SJの設定は、Angle Rangeを0°～90°とし、

Standardモードで開始した。膝関節屈曲角が90°に

到達した日からAuto Flexionモードに変更した。Assist 

Gainは可能な限り膝関節伸展運動が最終域まで実施で

きる強度に適宜変更して行った。また必要時には鎮痛

剤を用いてよいこととした。

　評価項目は手術側膝関節の運動時痛とした。疼痛の

評価には、Visual analog scale（VAS、mm）を用い、

術後4日（介入開始前）、術後2週（介入終了翌日）、

術後4週時点で評価した。

　統計解析は、各群内における評価時期別のVASにつ

いてSteel-Dwass検定を行った。また各評価時期におけ

るVASの群間差についてMann-Whitney検定を行った。

統計解析ソフトはR-2.8.1を使用した。有意水準は5%と

した。

結果
　術後4日、術後2週、術後4週におけるVASの中央値

は、HAL群で52、9.5、2、対照群で50、20、10で

あった。統計解析の結果、HAL群は術後4日に対して

術後2週及び術後4週時点で有意にVASが低下した（と

もにp<0.01）。対照群も同様に術後4日に対して術後2

週及び術後4週時点で有意にVASが低下した（それぞれ

p<0.05、p<0.01）。また各評価時期における群間差の

検討では、術後4日では両群間に有意差はなく、術後2

週及び術後4週時点においてHAL群の方が有意に大きい

VASの改善を認めた（それぞれp<0.05、p<0.01）。

考察
　TKA後の運動時痛は両群共に経時的に改善していた

が、HAL群の方が大きく改善しており、HAL-SJを用い

た治療は介入終了後も術後4週に渡り運動時痛を軽減す

る効果が示唆された。

　TKA後は手術侵襲に伴う侵害受容性疼痛や、膝関節

周囲筋のスパズムを生じる。その際、HAL-SJによる

アシストを受けながら膝関節伸展運動を行うことで、

術後の筋出力が低下した状態であっても筋緊張を過剰

に高めることなく運動ができた可能性がある。またコ

ントローラに表示される生体電位信号の波形を装着者

に見せることで、大腿四頭筋の脱力状態を視覚的に

フィードバックできる。これに伴い大腿四頭筋のリラ

クセーションが図られ、円滑な屈伸運動が可能とな

り、運動時痛が軽減した可能性がある。

説明と同意、および倫理
　本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象者に説明と同

意を得て行った。また弘前記念病院倫理委員会の承認

を得た（承認番号:29-14）。

キーワード：ロボットスーツHAL®単関節タイプ・人工膝関節全置換術・膝関節運動時痛
2018年11月03日　13:00	～	13:50ポスター発表1　【運動器1】P1-05-3

人工膝関節全置換術後患者に対するロボットスーツHAL®単関節タイプ
を用いた治療が膝関節運動時痛に及ぼす経時的な影響について

五十嵐 林郷・前田 貴哉・葛西 貴徹・佐々木 英嗣・若井 裕司・佐々木 知行
弘前記念病院
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目的
脳は、各領域で情報をやり取りしながら協同的に働く

システムとして機能している。近年、安静時fMRIを

利用して脳の領域間の相互関係に着目したfunctional 

connectivity（以下、FC）解析が注目されている。そこ

で、脳梗塞急性期患者を対象に感覚運動野野領域に関

心領域を設定したFC解析を行い、経時的変化を検討す

ることを目的とした。

方法
対象は、初発脳梗塞急性期患者4名（左半球損傷者2

名、右半球損傷者2名、59.8±18.2歳）である。方法

は、安静時fMRI検査を発症から1週目、4週目の2回実

施し、比較を行った。安静時fMRI検査は、3T MRI装

置（Siemens社製 Magnetom Verio）を用いて、全脳

をGE-EPI法（TR/TE=3000/30ms、 3mm3/voxel ）で
撮像した。fMRIの解析では、Matlab上のFC解析ソフ

トフェアConnを使用し、関心領域を損傷半球側、非

損傷半球側の各感覚運動野領域に設定した集団解析を

実施し、対象群で共通してFCを有する領域を抽出した

（uncorrected p<0.001）。なお、集団解析を行うにあ

たり、損傷半球を画像上で統一するために、左半球損

傷は左右を反転させ処理を行った。

結果
損傷半球側の感覚運動野領域とFCを認めた領域は、1

週目は同側縁上回、対側下側頭回、同側側頭極、同側

前頭弁蓋部、同側中心弁蓋部、同側側頭平面、対側感

覚運動野領域の7領域、4週目は同側背側注意ネット

ワークの前頭眼野、同側中心弁蓋部、同側中心前回、

同側の背側注意ネットワークの頭頂間溝周囲、同側頭

頂弁蓋部、同側中心後回、対側小脳、対側中心前回の8

領域であった。非損傷半球側では、1週目は同側中心後

回、同側下側頭回、同側側頭平面、同側背側注意ネッ

トワークの頭頂間溝周囲、対側感覚運動野領域の5領

域、4週目は同側中心後回、同側中心前回、対側中心弁

蓋部、同側の背側注意ネットワークの前頭眼野、同側

下前頭回、同側中心弁蓋部の6領域であった。

考察
感覚運動野領域とFCを認める領域は、損傷半球側の

方が多い結果であった。これは、麻痺肢の制御には多

くの領域と結合することが求められたためと考えられ

た。FCを有した領域に着目すると、1週目と4週目で

共通して抽出された領域は、損傷半球側では同側中心

弁蓋部、非損傷半球側は同側中心後回であった。弁蓋

部は二次体性感覚野、中心後回は一次体性感覚野であ

る。運動において体性感覚情報は重要で、その関係は

損傷半球側でも維持されることが判明した。これは今

回の対象群全員が放線冠周囲の梗塞であったことが影

響しているものと考えられた。今後は、健常者での結

果との比較を行い、運動麻痺を有する場合に特有な変

化を捉えることが課題と考える。

説明と同意、および倫理
研究の実施に先立ち、当センター倫理委員会にて承認

を得た（承認番号16-4）。研究参加にあたっては、全

ての被験者に研究の目的、趣旨を十分に説明し、文章

による同意を得た。

キーワード：脳梗塞・安静時fMRI・functional	connectivity
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【神経3】P2-01-1

安静時fMRIにおける脳梗塞患者のfunctional connectivityの
経時的変化について

皆方 伸・佐々木 正弘・伊藤 優也・中村 和浩・豊嶋 英仁
秋田県立脳血管研究センター



1062018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

目的
急性期脳卒中リハビリテーションにおいて筋萎縮は多

くの患者に認め、運動再建の大きな阻害因子となる。

急性期脳卒中患者を対象とした縦断研究では発症早期

から筋萎縮が生じることが報告されている。しかし、

それに関連した研究の多くは超音波機器を用いた単一

筋の筋厚の推移やCTを用いた断面的な評価に留まり、

各肢の骨格筋量の推移を検討したものは見当たらな

い。また、筋量の推移における下肢筋力への影響の縦

断的検証も十分ではない。近年、臨床場面における骨

格筋量の測定に生体電気インピーダンス（以下、BIA）

法が、簡便性、非侵襲的といった観点から有用性が注

目されている。また、BIA法は骨格筋量以外にも、様々

な身体組成指標を得ることが可能である。そこで、本

研究では、急性期脳卒中片麻痺患者1症例を対象とし、

BIA法による麻痺側及び非麻痺側の四肢骨格筋量と脂肪

量、筋力の推移を発症早期から縦断的に検証した。

方法
対象症例は発症後24時間以内の初発脳卒中片麻痺患者

1名とした。症例は60歳代女性、左片麻痺、第1病日に

おける身体特性は、体重：53.3kg、身長：144.0cm、

BMI：25.7kg/m2、Brunnstrom stage：上下肢Ⅲ、感覚
障害：表在軽度、深部重度鈍麻であった。なお、理学

療法は2病日よりベッドサイドでの介入から開始し、4

病日から離床した。測定項目は麻痺側及び非麻痺側四

肢骨格筋量、除脂肪体重、体脂肪量、下肢筋力とし、

初回評価（1病日）から以後1週間ごとに35病日まで測

定した。下肢筋力のみ安静度の制限により8病日以降

に測定を開始した。下肢筋量、除脂肪体重及び体脂肪

量の測定にはInBodyS10（インボディジャパン）を用

い、測定は同一の時間帯に実施した。下肢筋力の測定

にはStrength Ergo240（三菱電機）を用いた。得られ

た各測定項目において、病日ごとに得られた数値の経

時的な推移を検討した。

結果
四肢骨格筋量は麻痺側、非麻痺側共に初回評価から35

病日まで徐々に減少し、特に発症1週間において著明な

減少を認めた。除脂肪体重に関しても下肢筋量とほぼ

同様の経過を示した。一方で、体脂肪量に関しては発

症1週間で増加を認めた。下肢筋力に関しては、麻痺

側、非麻痺側共に初回評価から35病日まで向上を認め

た。

考察
発症1週間における麻痺側及び非麻痺側の四肢の筋量と

除脂肪体重の減少が顕著にみられた。発症早期は臥床

時間が長かったため、廃用性筋萎縮を生じていると考

えられた。超音波機器を用いた過去の報告でも、外側

広筋や前脛骨筋の萎縮が第2病日から生じたとされて

いる。BIA法による測定でも先行研究の結果を支持し、

上肢においても発症早期に廃用性筋萎縮が生じている

可能性が示された。一方で、下肢筋力に関しては、麻

痺側、非麻痺側共に35病日まで向上を認め、急性期で

の筋力は筋量の増減に依存しにくい可能性が示唆され

た。体脂肪量は発症1週間においては著明な増加を示

し、発症1週間の四肢筋量の推移と逆の傾向を示した。

近年、サルコペニアを呈した症例の筋では筋内の異所

性脂肪が蓄積し、筋肉の質的な低下を生じることが報

告されている。本研究の結果より同様の変化が発症早

期に引き起こされ、筋蛋白質の分解のみではなく、筋

内へ脂肪が蓄積される可能性が示唆された。骨格筋の

量的・質的変化に関しては、全身の炎症状態や栄養状

態にも左右される可能性があるため、今後はそれらの

指標と併せ更なる検証が必要と考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究ではヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対し、

本研究の趣旨と個人情報の守秘義務について説明し、

口頭かつ書面上にて参加の同意を得た。

キーワード：生体電気インピーダンス法・脳卒中片麻痺・筋萎縮
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【神経3】P2-01-2

急性期脳卒中片麻痺患者における四肢骨格筋量の経時的推移
伊藤 優也 1）・皆方 伸 1）・佐々木 正弘 1）・丸山 元暉 2）

1）秋田県立脳血管研究センター
2）秋田大学医学部保健学科理学療法学専攻
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目的
　筋電バイオフィードバック（EMG-BFB）は、歩行の

改善、特に足関節に効果があると報告がある。また、

脳卒中治療ガイドライン2015において、「筋電や関節

角度を用いたバイオフィードバックは、歩行の改善の

ために勧められる。」（グレードB）とされる。本症例

は、介入前よりGait Solution継手付き短下肢装具（GS-

AFO）と歩行器を使用しADLが自立していたが、装具

等の補助具なしで歩きたい等の訴えが聞かれた。そこ

で今回の目的は、片麻痺患者に対し、歩行時の足関節

周囲筋の運動学習に、より効果が見られるEMG-BFBを

実施することにより歩容改善、独歩獲得できるかを検

討することである。

方法
　Ⅰ。対象は、50歳代男性、右内包後脚梗塞の左片

麻痺患者を対象とした。開始時発症48病日で、運動

麻痺のみを呈しBRS上肢Ⅵ/手指Ⅵ/下肢Ⅴであった。

GS-AFOと歩行器使用にてADL・歩行ともに自立してい

た。Ⅱ。方法は、シングルケースデザイン（BA法）デ

ザインを用い、1日60分間の理学療法を週6回、2週間

ずつ実施した。Bは30分間の視覚的EMG-BFBと30分間

の理学療法の双方を実施し、Aは理学療法のみを実施

した。なお、入院期間の都合上、Aの実施期間中に退

院となったため、退院後は当院の外来リハと自主練習

にて対応とした。EMG-BFBの方法は、垂直加速度と表

面筋電図の2種類を計測し、ステップ練習はリアルタイ

ムで、歩行練習では矢状面から撮影し、歩行終了後に

適宜フィードバックを実施した。理学療法の内容は、

ストレッチ・筋力増強運動・ステップ練習・立位バラ

ンス練習・歩行練習とした。Ⅲ。分析方法は、歩行時

の表面筋電図は、前脛骨筋（TA）、腓腹筋、ハムスト

リングス、大腿四頭筋を計測した。計測はGait Judge 

System（パシフィックサプライ社製）を使用し、電極

はSENIAMの基準に従い貼付した。TLAは、定点より

前額面、矢状面の2方向から撮影し、画像解析ソフト

（Image processing and analysis in Java）を用い角度

を算出した。　

結果
　初期評価では、TAは遊脚初期から踵接地のみで活

動しており、荷重応答期（LR）では活動を認めなかっ

た。B期の前後比較（発症50病日/65病日）では、TA

の筋活動がLRでも認められるようになり、10MWT

（7.53秒/6.47秒）・TUG（8.56秒/7.16秒）・6MWT

（438m/519m）・TLA（16.57°/21.32°）と改善が

見られた。A期の終了時は、LR時のTAの筋活動の減少

が見られたものの、その他の評価では大きな変化はな

かった。

考察
　脳卒中片麻痺患者に特徴的な歩容として、歩行非対

称性があげられる。脳卒中片麻痺患者の歩容と歩行速

度は相関があり、歩行非対称性が著しい脳卒中片麻痺

患者ほど、歩行速度は低いと報告がされている。本症

例においても、介入前のLR時に麻痺側TAの筋活動が

消失しており、麻痺側LR時に下腿前傾が減弱し、麻

痺側立脚初期から中期にかけて倒立振り子運動が見ら

れないなどの左右差がみられた。しかし、EMG-BFB

を実施することにより、正確な動作での反復練習が可

能となり、LR時のTAの遠心性収縮の適切なタイミン

グでの出現に繋がったと考えられた。以上より、麻痺

側立脚期での円滑な倒立振り子運動が行え、10MWT

や6MWT・TUG・TLAが改善したと考えた。EMG-BFB

は、本症例のように運動麻痺が軽度であり随意収縮は

認められるが、歩行動作等に反映されていない際の運

動学習に対する有効な手段の1つであることが示唆され

た。

説明と同意、および倫理
　本研究に際し、山形済生病医院倫理委員会にて承認

されており（承認番号354）、対象者には書面にて個

人情報の取り扱い等の説明を十分に行い同意を得て実

施した。

キーワード：脳卒中・筋電図・フィードバック
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【神経3】P2-01-3

脳卒中軽度片麻痺患者に対する歩容改善のための
視覚的筋電バイオフィードバックの効果

-シングルデザイン-
黒沼 賢矢 1）・江川　 廉 1）・小野 修 1）・大瀧 亮二 1,3）・齋藤 佑規 2）・竹村 直 2）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　リハビリテーション部
2）社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　脳神経外科

3）指定国立大学法人東北大学大学院　医学系研究科
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目的
短下肢装具の選定については、大まかな運動機能によ

り装具の種類を選択できる簡易的なフローチャートも

存在する。しかし、脳血管疾患患者の運動は単純では

ないことから、歩行テストや歩行観察に基づき決定す

ることも多い。歩行テストでは、歩行速度や歩行率、

重複歩距離など時間距離因子を算出し、歩行能力を評

価することができる。一方、歩行観察については、3

次元動作解析装置がない一般病院では、セラピストの

主観に依存しているのが現状である。したがって、臨

床において、時間距離因子に加え、歩行観察で行って

いる各体節角度、足部クリアランス等の変動を客観的

に評価することは、装具選定において有益だと思われ

る。よって、脳血管疾患患者を対象にした歩行テスト

（異なる装具を用いた）の様子を動画で記録し、歩行

速度、歩行率、各体節角度およびΔL（大転子と足尖の

垂直距離）を求め比較した。

方法
対象は脳血管疾患患者1名とした。装具は、タマラック

継手短下肢装具（本人）、タマラック継手短下肢装具

（備品）、金属支柱付短下肢装具の3種類とした。歩

行テストは5m最大歩行速度とし、矢状面からデジタル

ビデオカメラ（60fps）で記録した（距離3.1m、高さ

0.78m）。マーカーは、肩峰、大転子、膝関節裂隙、

外果、第5中足骨頭に貼付した。デジタルビデオデータ

をパーソナルコンピューターに取り込み、施行毎にラ

ンチョ・ロス・アミーゴ方式を基に相分類した。マー

カーの位置座標データから一歩行周期における体幹、

股関節、膝関節、足関節の角度を算出した。その後、

各下肢関節角度からΔLを算出した。

結果
タマラック継手短下肢装具（本人）では、歩行速度

（1/2回目：m/sec）1.39/1.46、歩行率（1/2回目：

steps/sec）2.14/2.15、ISw・MSw・TSwのΔL（1/2

回目：cm）61.4/62.6、47.6/48.1、62.1/59.1であっ

た。タマラック継手短下肢装具（備品）では、歩行

速度（1/2回目：m/sec）1.22/1.50、歩行率（1/2回

目：steps/sec）2.00/2.22、ISw・MSw・TSwのΔL

（1/2回目：cm）63.5/59.5、50.2/46.9、54.2/61.7

であった。金属支柱付短下肢装具では、歩行速度

（1/2回目：m/sec）1.20/1.26、歩行率（1/2回目：

steps/sec）2.00/2.06、ISw・MSw・TSwのΔL（1/2

回目：cm）67.3/62.5、62.7/52.8、62.4/62.1であっ

た。歩行速度はタマラック継手短下肢装具（備品）が

最も早く、ΔLも小さな値を示した。各施行の比較で

は、タマラック継手短下肢装具（本人）で数値の変動

が小さい傾向を示した。

考察
一般的なデジタルビデオカメラを使用した2次元での動

作解析であるため、3次元動作解析装置に比し精度は劣

るが、セラピストが行ってきた歩行観察に比べれば十

分な客観的データが得られると思われる。ただし、歩

行において体幹および下肢に回旋要素を多く含む症例

では、その程度を把握する必要があること、ΔLは骨盤

要素を含まないことを考慮した上で結果を解釈する必

要がある。タマラック継手短下肢装具（備品）では、

歩行速度が速く、ΔLが最小値を示したが各施行におけ

る変動性は大きい傾向を示した。一方、タマラック継

手短下肢装具（本人）では、各施行間での数値に変動

が小さい傾向を示した。歩行要素の変動性が安定性と

関係している脳血管疾患患者において、時間距離因子

に加え各体節角度やΔLの変動が小さいことは装具選

定においても重要な一要素であると推測される。よっ

て、これまで主観に依存していた各体節角度やΔLの変

動性を客観的に評価できる今回の方法は、装具選定時

の判断要素となり得るかもしれない。

説明と同意、および倫理
症例に対し、書面と口頭による説明を行い同意を得

た。

キーワード：短下肢装具・脳卒中患者・デジタルビデオカメラ
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【神経3】P2-01-4

デジタルビデオカメラを用いた短下肢装具選定方法の検討について

佐々木 翔・川上 真吾
仙台リハビリテーション病院
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報告の焦点
膝蓋骨骨折は開放性粉砕骨折や多発外傷を伴う症例は

予後不良とされ、術後の理学療法としての症例報告は

殆ど確認されない。本症例は交通外傷により受傷し、

入院中に3度の手術が施行された症例である。外来リハ

ビリテーションに移行し、受傷後約8か月で歩行補助具

なしでの歩行獲得に至った。以下にその経過を報告す

る。

対象者紹介・理学療法評価
[基本情報]40歳代男性、身長：173.0cm、体重：

72.5kg、BMI:24.2[診断名]右膝関節開放性脱臼骨折、

膝蓋骨粉砕骨折、大腿骨外側顆部荷重面1/3欠損、脛

骨内側骨折、後十字靭帯（以下、PCL）損傷、外側側

副靭帯不安定性あり、前方関節包欠損 [現病歴]X日に軽

自動車で大型トレーラーと衝突、当院へ救急搬送され

緊急手術（脛骨、大腿骨、膝蓋骨の骨接合術）施行。

X+29日に外側側副靭帯の再建術、X+60日に膝蓋骨の

骨接合術、自家骨移植術、腓腹筋皮弁閉鎖術を施行。

X+112日に自宅退院され、外来リハビリテーション

を開始。[合併症]腓骨神経麻痺 [職業]農業事業経営者

[Hope]「杖なしで歩きたい。職場復帰したい。」

[理学療法評価]

X+113日に実施。歩行観察：両松葉杖、PCL装具、簡

易短下肢装具を装着し3動作揃え型で右立脚期に膝折

れあり。右下肢筋力：MMT=膝伸展2、ハンドヘルド

ダイナモメーター（以下、HHD）= 6.9kgf,extension 

lag=35°。大腿周径（膝蓋骨直上）：42.0cm/38.0cm 

（右/左）。 [問題点と目標]歩行時の膝折れの原因は膝

伸展筋力低下が最も大きいと考えた。医師指示と本人

のHopeを踏まえ、術後1年を目安に筋力を可能な限り

改善し、歩行補助具を検討し職場復帰することを目標

とした。

介入方法と経過
当初は暗い表情で言葉数が少なく、身体状況にショッ

クを受けている印象だった。筋力増強運動ではゴム

チューブを使用し指導内容を「疲労点に達するまで」

として実施した。実施可能な回数増加に伴い筋力の改

善を実感できるという趣旨の発言を認め、自主的購入

に至った。外来移行後は定期的にHHDによる筋力測定

や歩容を動画撮影し、本人が効果を実感しやすいよう

努めた。徐々に笑顔や自主練習に前向きな発言を多く

認めるようになり、X+241日に歩行補助具なしで歩行

可能となった。なお腓骨神経麻痺には低周波療法と運

動療法を並行して実施した。

帰結評価
X+241日に実施。 [歩行観察]歩行補助具、PCL装具、

簡易短下肢装具は使用せず、2動作にて実施。右立脚期

に体幹前傾による代償は認めるが、膝折れは改善され

た。大腿周径：著変なし。 右下肢筋力：MMT=膝伸展

2、HHD=16.9kgf、extension lag=10°、最大歩行速度

測定：64.52m/秒、TUG：13.37秒。

考察
膝伸展筋力の改善は介入時以外に、継続的な自主練習

の定着が必要と考えた。しかし外来開始時はFinkの障

害受容の段階理論において防衛的退行～承認の時期に

該当すると思われ、自己効力感を高め、行動変容に繋

がるように関わる必要があった。仕事柄多忙なため、

効果的かつ習慣化が容易なプログラムとして岡西が提

唱する指導のポイントを「疲労点に達するまで」に限

定して実施した。また成功体験を多く実感できるよう

HHDや動画で定期的に評価し、数字や視覚的な変化で

効果を実感できた事、機能改善を認めた際は肯定的な

感情を持てるよう声掛けを継続的に実施した、上記の

工夫が一因となり、自己効力感が高まり行動変容を促

進したことでより効果的に筋力は改善され、予後不良

と言われる障害だが、歩行補助具なしでの歩行獲得に

至ったと考える。

ここに内容を入力

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に則り、十分な倫理的配慮のもとに施

行した。対象者には目的や個人情報の取り扱いなどに

関し事前に説明し、書面にて同意を得た。

キーワード：自己効力感・膝関節機能障害・筋力増強運動
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【運動器2】P2-02-1

自己効力感の向上により歩行獲得まで至った膝関節開放性脱臼骨折術後
患者の一例

星 豪志
石巻赤十字病院
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報告の焦点
骨粗鬆症性の腰椎圧迫骨折に対する運動療法（MT）

は、疼痛制御と脊柱の機能改善、QOLの向上を目的に

実施されているが、認知神経リハビリテーションの概

念の認知課題（CT）を適応し、MTとの効果を比較検

討した報告は見られない。今回、経皮的椎体形成術

（PVP）施行後の残存する疼痛を示した1症例に対して

MTとCTを実施し、単一事例操作交代デザインを用い

て介入し、疼痛に対する即時的な効果が見られたので

報告する。

対象者紹介・理学療法評価
81歳女性。平成29年12月23日、外出時に腰部痛出

現、自力歩行困難で近医救急搬送入院。第1腰椎椎体圧

迫骨折、第5腰椎椎体陳旧性骨折にて保存療法開始。

硬性コルセット装着し端座位練習開始。平成30年2月5

日、加療目的に他院転院したが、同年3月22日に腰痛

と右側下肢痛の増悪を認め第3腰椎椎体骨折、右側腰部

脊柱管狭窄症の診断。翌日、当院転院しPVPを施行。

他現病歴は骨粗鬆症、右側踵骨陳旧性骨折、慢性膵

炎。同年3月28日、初回評価実施。座位や歩行時の腰

背部から下肢の痺れと疼痛の主訴あり。VAS94mm。

両側下肢深部腱反射亢進。膀胱直腸障害なし。両側足

底部表在覚正常。股、膝関節屈伸、足関節底背屈の関

節覚は両側とも正常だが、複合関節で右側低下。筋力

は股関節屈伸両側2、膝関節伸展右側5左側3、足関節

背屈両側4、底屈両側2。ベッド上起居動作は自立で

両側方向への寝返りと起き上がり動作が可能。食事動

作は装具装着し端座位保持で自立。トイレ動作は歩行

車で病室内トイレまで監視介助下歩行で自立。連続歩

行距離は疼痛と跛行の増悪で30m程度が限界であった

（FIM90点）。

介入方法と経過
初回評価後3週間はMT（①、②）を実施。膝立て臥

位で後頭部と両側上肢をベッド面に押しつける（MT

①）。立位で垂直な壁面に体幹後面を支持し、両上肢

で前下方のセラバンドを把持、肩関節90°位から120

°までの挙上伸展をセラバンドの張力に抗して反復す

る（MT②）。装具は臥位のみ抜去。結果、病棟内で

の歩行車歩行は自立したが疼痛は持続、装具なしの端

座位は連続保持15分程度であった。この期間の平均

VAS41mm。以降、退院までの6週間、MTとCTをラン

ダムに実施。CTは臥位や座位での体幹の対称性や垂直

性の認識を評価（CT①）し、接触空間認識課題（CT

②）を実施。MT、CTともに同日1回で約40分間実施し

た。この期間、PT前後でVASを測定し、改善率の差に

ついて視覚分析と統計処理（Mann-WhitneyのU検定、

p＜0.05）の結果、CTで改善率が高かった。

帰結評価
退院時評価は、疼痛は残存したが腰臀部から右下肢痛

の範囲の縮小化あり。実施前VAS30mm。筋力は股関

節屈曲両側3、伸展両側4、足関節底屈両側2。端座位

は装具なしで30分以上の保持が可能。移動は病室内で

のT字杖歩行と伝い歩きが可能となった（FIM99点）。

同年6月2日に自宅退院され、外来リハへ移行した。

考察
本症例に実施したMTは、脊柱後彎変形で生じる腰背

部痛緩和と椎体再骨折の予防を目的に下肢と脊柱伸展

運動を主体としている（赤羽根、2010）。他方、CT

は体幹を使って自己身体内外の感覚情報を一致させ、

行為能力を改善させるための知覚課題を提示する（宮

本、2011）。本症例の場合、CTの即時的効果が見ら

れるものの疼痛改善の持続的効果は見られなかった。

これは、脊柱を支持する関連筋群の過活動による、疎

血を起因とする疼痛が一次的に軽減したものの、病棟

でのADLによって再燃したためと考えられた。

説明と同意、および倫理
本研究は、本症例への説明と同意を得て実施した。

キーワード：骨粗鬆症・疼痛・認知課題
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【運動器2】P2-02-2

骨粗鬆症性腰椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術後の疼痛を呈する
1症例における認知課題の試み

長内 央臣・栁沢 晴久
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
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報告の焦点
リング型創外固定器（創外固定器）を用いた遠位脛骨

斜め骨切り術（DTOO）は、変形性足関節症における

距腿関節の適合性を高める方法である。しかし、骨癒

合が得られるまで足関節を数ヵ月固定するため、痛み

は改善するものの創外固定器を外した後に関節拘縮が

容易に起きやすい。現在、創外固定器を用いた手術に

関する理学療法の報告は非常に少なく、介入方法も

経験則に委ねられている。今回、DTOO術後に創外固

定器によって足関節固定を余儀なくされた症例に対し

て、足関節の拘縮予防に着目し、軟部組織に対する継

続的な理学療法が奏効した経験を報告する。

対象者紹介・理学療法評価
症 例 は 、 7 0 代 女 性 で 右 側 内 反 型 変 形 性 足 関 節 症

（Takakura分類：stage IIIa）に対して創外固定器を

用いたDTOOを施行した。術前評価時の足関節可動域

は右が背屈15°底屈40°、左が背屈25°底屈50°で

あった。また、痛みはNumerical Rating Scale（NRS）

3のstarting painがあった。術後評価時の足関節可動域

は創外固定器による固定のため右が背屈0°であった。

痛みは創外固定器の踵骨へのワイヤー刺入部にNRS 5

の荷重時痛があった。

介入方法と経過
介入は術後3日後から理学療法を開始した。足関節の拘

縮予防として、1）Kager’s fat padとPretalar fat padと

いった関節周囲の脂肪体の柔軟性を維持するようなモ

ビライゼーションや2）前脛骨筋や腓腹筋、ヒラメ筋の

等尺性収縮、3）総母趾伸筋、総指伸筋の自動運動や自

動介助運動、抵抗運動を利用して筋の滑走練習を行っ

た。創外固定器は術後3ヵ月で骨癒合が得られ、抜去さ

れた。創外固定抜去後の足関節可動域は右が背屈10°

底屈25°、左が背屈25°底屈50°であった。痛みは

底屈時に足関節前面にNRS 1があった。介入方法は抜

去後に、前脛骨筋や腓腹筋、ヒラメ筋の等尺性収縮か

ら滑走練習に変更した。

帰結評価
術後4ヵ月で足関節可動域は右が背屈25°底屈50°、

左が背屈25°底屈50°と健側と患側の差がなくなり、

正座が可能となった。痛みは動作時においてもNRS 0

であった。

考察
術後2～4週程度で軟部組織同士の癒着や柔軟性の低下

が起こるとされている。術後早期から創外固定のため

関節を動かすような運動は出来ないが、積極的に軟部

組織を動かすことで関節可動域制限を最低限にするこ

とが出来た。その結果、術後4ヵ月には術前よりも足関

節可動域が拡大できた。本症例のように、創外固定器

を代表とした一時的固定される場合でも、軟部組織同

士の癒着や柔軟性の低下を予防することで関節可動域

制限を最小限に抑えられる可能性がある。また、これ

まで報告の少ない創外固定器の理学療法介入の指針と

なり得る。

説明と同意、および倫理
本報告はヘルシンキ宣言に則り、本人へ趣旨を説明し

同意を得た。

キーワード：リング型創外固定器・足関節・拘縮予防
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【運動器2】P2-02-3

リング型創外固定器を用いた遠位脛骨斜め骨切り術後の足関節に対して
拘縮予防を行い奏効した一例

渡邉 基起 1）・畠山 和利 1）・高橋 裕介 1）・大倉 和貴 1）・須田 智宏 1）・菊池 耀 1）

斉藤 公男 1）・野坂 光司 2）・松永 俊樹 1）・島田 洋一 2）

1）秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部
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
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報告の焦点
大腿骨頚部内側骨折後、大腿骨頭壊死の発生は転位型

全体で46～57%であると報告されている（大腿骨頚

部/転子部骨折診療ガイドライン改訂第2版）。大腿骨

頭壊死は骨頭の圧潰をきたす可能性が高く、多くは人

工骨頭置換術となるが、若年者では関節温存術が選択

されるケースもある。関節温存術は骨切り術と血管柄

付骨移植術があり、骨切り術では骨頭健常部での荷重

が圧潰進行予防に重要とされている（神宮司ら）。骨

切り術は一般的には内固定が用いられており、創外固

定器を使用した例は少なく、尚且つ骨頭荷重位置に着

目した報告はない。今回、外傷性大腿骨頭壊死をきた

し、創外固定器（Ilizarov法）を用いて大腿骨骨切り術

を施行した患者を経験した。骨頭圧潰予防のため、骨

頭荷重位置に着目し介入と考察を行ったため以下に報

告する。

対象者紹介・理学療法評価
30代、女性。BMI:27.05、既往は糖尿病。診断名は#1

左大腿骨頭壊死（TypeA）、#2変形治癒による脚長不

等（右＞左:19㎜）。H24交通事故にて左大腿骨頚部内

側骨折、左脛骨高原骨折受傷し手術施行。左脛骨骨髄

炎から偽関節を併発し、膝内反変形治癒、脚長不等と

なる。H28膝内反変形治癒に対し脛骨顆外反骨切り術

施行。H29左股関節疼痛出現し左大腿骨頭壊死の診断

あり。同年、#1に対し大腿骨外反骨切り術、#2に対し

脚延長術を創外固定にて施行となる。手術では、骨頭

を含めた近位骨片を外反することで骨頭健常部荷重が

可能となるよう調整されていた。術後は患部の疼痛が

著明であり、患肢運動や離床は困難な状態であった。

患側股関節は外転肢位となり、X線上での骨頭荷重位

置は壊死部近辺となっていた。股関節内転:－20°、

FIM:54点であった。

介入方法と経過
術後患側股関節外転肢位のため骨頭荷重部が壊死部近

辺となり、骨頭圧潰の危険が予測された。そのため、

骨頭健常部での荷重を促すことを目的に股関節内転運

動を行った。まず、離床後より臥位にて骨盤側を固定

した骨頭側での内転運動を行ったが、骨盤下制の代償

と疼痛を伴いやすく効果が得られにくかった。次に座

位にて上肢の患側リーチ動作による骨盤運動（相対的

な内転・内旋運動）を行った。また荷重許可後から

は、立位ウエイトシフトを利用した内転運動を開始し

た。これらは代償や疼痛が少なく自主練習としても可

能であり、頻回な実施が可能であった。毎日の運動に

より、松葉杖歩行を獲得する頃には股関節外転肢位は

改善し垂直方向への荷重が可能となった。

帰結評価
退院時、両松葉杖での屋内外歩行、ADLは自立レベル

に達し術後65日目に自宅退院へ至った。患部疼痛軽

減、患側股関節外転肢位は改善され、X線上でも骨頭

健常部での荷重が可能となった。股関節内転:－5°、

FIM:119点となった。

考察
本症例は、術後骨頭圧潰予防のため骨頭健常部での荷

重を目的に内転運動を行う必要があった。外転肢位が

生じた要因としては、手術にて大腿骨近位骨片を外反

したことにより中殿筋、小殿筋などの外転筋が伸張さ

れたこと、創外固定器使用での骨切り術における侵襲

（骨、筋、軟部組織）からの疼痛逃避肢位などが考え

られた。内転運動では、座位リーチ動作や立位ウエイ

トシフトを利用した代償や疼痛が少ない課題の繰り返

しによって、運動学習が可能となったと考える。また

荷重位での共同的な筋収縮と感覚入力での受容器の賦

活により、内転運動を円滑に行えるようになったと考

える。外転肢位の改善と骨頭健常部での荷重が可能と

なったことで、骨頭圧潰予防の一助になったと思われ

る。

説明と同意、および倫理
本症例には発表について説明を行い、同意を得た。

キーワード：大腿骨頭壊死症・創外固定・骨頭圧潰予防
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【運動器2】P2-02-4

大腿骨頭壊死に対する創外固定での骨切り術後、骨頭圧潰予防に考慮し
た一症例

山本 瑞穂・室井 宏育・折内 英則・秋吉 秀美・佐藤 純也
一般財団法人　脳神経疾患研究所　総合南東北病院
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目的
経皮的電気神経刺激（TENS）では、門制御理論に基

づく即時的な鎮痛を得るために、原則として疼痛発生

部位と同側かつ同一の神経支配髄節（デルマトームな

ど）となる皮膚表面に電極を貼付する（以下、通常

TENS）。一方、動物実験においては、通常TENSでの

刺激部位と左右対称となる身体部位も同時に刺激する

TENS（以下、両側TENS）により、より強力な鎮痛効

果が得られる可能性が指摘されているが、ヒトを対象

とした研究は行われていない。そこで、本研究では、

両側TENSの即時的な鎮痛効果が通常TENSよりも優れ

ているか検討することを目的とした。

方法
対象は健常者16名とし、後述する人工的に発生させた

疼痛に対して、通常TENSを実施する条件（以下、通

常TENS条件）、両側TENSを実施する条件（以下、両

側TENS条件）、TENSを一切実施しない条件（以下、

コントロール条件）の3条件を無作為順序で日を改め

て実施した。各条件において、対象者は馴化時間とし

てベッド上での安静背臥位を5分間保持した後、対象

者の右上腕二頭筋腱外側部に電気刺激（周波数3Hz、

パルス幅40msec）を用いてNRS 6となる疼痛を1分間

隔で計6回発生させた。この間、通常TENS条件では疼

痛発生部位と同一デルマトーム領域となる右上腕外側

部、両側TENS条件では左右の上腕外側部の皮膚表面

に3回目の疼痛発生の30秒後から運動レベルでのTENS

（周波数100Hz、パルス幅250µsec）を実施した。評

価では、2回目（TENS介入なし）と5回目（TENS介入

あり）に発生する疼痛を評価対象とし、主観的な疼痛

の程度をNRS、客観的な疼痛の程度を前頭前野の脳血

流量（酸素化ヘモグロビン量）にて測定した。その上

で、NRSは2回目を基準とした5回目の変化量、酸素化

ヘモグロビン量は2回目を基準とした5回目の変化率

（%）を算出し、条件間での差の有無を多重比較検定

を用いて有意水準5%で検討した。

結果
NRSの変化量（中央値:[最小値、最大値]）について

は、コントロール条件（0:[-1、1]）と比較して通常

TENS条件（-2:[-5、0]）および両側TENS条件（-2.5:[-

4、-1]）にて有意な低下を認めたが、各TENS条件間に

有意差は認めなかった。酸素化ヘモグロビン量の変化

率（平均値±標準偏差）については、コントロール条

件（108.9±35.7%）と比較して通常TENS条件（51.3

±25.5%）および両側TENS条件（59.9±20.0%）にて

有意な低下を認めたが、各TENS条件間に有意差は認め

なかった。

考察
結果より、通常TENSと両側同時TENSにおいて即時的

な鎮痛効果の程度に大きな差はないことが示された。

よって、通常TENSであっても十分な鎮痛効果を得るこ

とが可能であると考える。その一方で、NRSの変化量

を見ると、通常TENSでは疼痛軽減効果を認めなかった

例が存在したが、両側同時TENSでは全例で疼痛軽減効

果を認めた。このため、臨床では、患者の主観的な鎮

痛の程度（患者の満足度）も考慮した上でTENSの実施

方法を決定することも必要と考える。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に基づいて行われた。全ての

対象候補者に対しては、本研究の目的や、参加への同

意及び撤回の自由、プライバシーの保護の徹底等につ

いて予め十分に説明し、書面による同意が得られた時

点で本研究の対象とした。本研究は、弘前大学大学院

保健学研究科倫理委員会の承認を受けた（承認番号：

2016-057）。

キーワード：TENS・左右対称部位・鎮痛
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【物理療法】P2-03-1

身体の左右対称部位を同時に刺激するTENSの即時的な鎮痛効果に関する
検討

鳴海 萌 1）・吉田 英樹 2）・川村 真琴 1）・小西 杏奈 3）・島田 瑞希 4）・高桑 奈緒美 5）

小田桐 伶 1,2）・原 幹周 2）・前田 貴哉 2）・須藤 真史 1）・岩田 学 1）

1）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
2）弘前大学大学院保健学研究科

3）医療法人社団進和会　旭川リハビリテーション病院
4）一般財団法人巨樹の会　明生リハビリテーション病院

5）医療法人尚仁会　真栄病院
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目的
経皮的電気神経刺激（TENS）の刺激パラメータでは、

電流強度（パルス振幅）と周波数の二つが特に重要視

されており、特に周波数に関しては鎮痛物質である内

因性オピオイドの放出との間に特異的な関係があるこ

とが分かっている。具体的には、3Hz前後の低周波数

ではβエンドルフィン、100Hz前後の高周波数ではダ

イノルフィンが放出される。内因性オピオイドは、鎮

痛以外にもランナーズハイのような抗ストレス作用や

リラクセーション作用をもたらし得ることが知られて

いるが、TENSをリラクセーション目的で活用した先行

研究は皆無であり、その至適刺激パラメータについて

も検討されていない。以上から、本研究ではTENSの異

なる刺激条件での治療効果を検討し、リラクセーショ

ンを目的としたTENSの効果ならびに至適刺激パラメー

タについて検討することを目的とした。

方法
対象は健常者12名とし、全対象者に対して10分間の

安静背もたれ座位保持（馴化時間）の後、15分間の刺

激強度と周波数の異なる4条件のTENS（条件1～4：

電極は両側の僧帽筋上部線維上の皮膚に貼付し、パル

ス幅は200μsで統一）とTENSを施行しない条件（条

件5）の計5条件を、無作為順序で1日以上の間隔を空

けて実施した。4条件のTENSの内訳は、条件1：運動

レベル（関節運動を伴わない筋収縮を認める刺激強

度）・3Hz、条件2：運動レベル・100Hz、条件3：

感覚レベル（感覚閾値以上、運動閾値以下の刺激強

度）・3Hz、条件4：感覚レベル・100Hzである。リラ

クセーションと関連する評価指標は、客観的指標とし

て心拍変動周波数成分（交感神経活動の指標である超

低周波数成分（VLF）と低周波数成分と高周波数成分

の比（LF/HF）、副交感神経活動の指標であるHF）と

脳波成分（α波とβ波の優勢率）、主観的指標として

Visual Analogue Scale（VAS）を用いた。心拍変動周波

数と脳波成分については、馴化時間での測定値を基準

値として、各条件施行中の測定値の基準値からの変化

量を算出した。VASについては、各条件終了時のリラ

クセーションの程度を測定した。統計学的分析は、各

条件間で多重比較検定を用いて検討した。

結果
リラクセーションと関連する6指標について、各条件

間で有意差は認められなかった。一方、各評価指標の

代表値に注目すると、条件2～5では6指標中3指標でリ

ラクセーション促進を示す挙動が観察されたのに対し

て、条件1では6指標中5指標でリラクセーション促進

を示す挙動が観察された。

考察
本研究結果から、運動レベル・3HzでのTENSが他の条

件のTENSならびにTENSを施行しない条件よりもリラ

クセーションが得られる可能性が示唆された。この主

な理由として、運動レベル・3HzのTENSでは、βエン

ドルフィンの放出に伴うリラクセーション作用に加え

て、感覚レベルおよび100Hzで実施されるTENSと比較

してマッサージ様の律動的な筋収縮が得られることも

関係していると推察する。今後、理学療法の臨床場面

を想定し、運動負荷等を加えたストレス環境下での追

加検討が必要である。

説明と同意、および倫理
全ての対象者に対して本研究の目的や研究への参加同

意および同意撤回の自由、プライバシーの保護の徹底

等について予め十分に説明し、書面にて同意を得た。

また、本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員

会の承認を受けた（整理番号：2017-037）。

キーワード：TENS・刺激パラメータ・リラクセーション
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【物理療法】P2-03-2

リラクセーションを目的とした経皮的電気神経刺激（TENS）の効果
ならびに至適刺激パラメータに関する検討

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

1）大館市立総合病院
2）弘前大学大学院保健学研究科 総合リハビリテーション科学領域

3）弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 理学療法室
4）黒石市国民健康保険黒石病院 リハビリテーション科

5）弘前記念病院 リハビリテーション科
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目的
神経筋電気刺激（NMES）は、下腿部の循環促進を目

的として前脛骨筋（TA）や下腿三頭筋（TS）に実施さ

れることがある。この場合、この二筋のどちらを刺激

した方が下腿部の循環促進により効果的かについて、

NMESの刺激筋とその拮抗筋の両者の血流動態に注目

した検討は行われていない。以上から本研究では、

NMESの刺激筋の違いが下腿部の血流動態に及ぼす影

響を検討することを目的とした。

方法
健常者10名20脚を対象とし、両側のTAにNMESを施

行するTA条件、両側のTSにNMESを施行するTS条件、

NMESを施行しない条件の3条件を無作為順序で1日以

上の間隔を空けて実施した。方法は、各条件ともに対

象者は馴化のための安静背臥位を5分間保った後、安

静背臥位をさらに10分間保つが、TA条件とTS条件では

この間に10分間のNMESを施行した。NMESのための2

つの電極の貼付位置は、TA条件ではTAのモーターポイ

ントとTAの筋腹の遠位部、TS条件では腓腹筋外側頭お

よび内側頭のモーターポイントとした。NMESの刺激

条件は、波形は二相性矩形波、パルス振幅は運動閾値

以上で痛みが生じない範囲で最大に設定、パルス幅は

200µs、周波数は30Hz、オン・オフ時間はともに5秒

とした。各条件の実施中、TA及びTSの血流動態に関す

る指標として、酸素化ヘモグロビン量（Oxy-Hb：動脈

血流入量の指標）、脱酸素化ヘモグロビン量（Deoxy-

Hb：静脈還流量の指標）、総ヘモグロビン量（Total-

Hb：血液量の指標）を連続測定した。その上で、条件

毎に馴化終了時を基準値とした各Hbの基準値からの経

時的変化を反復測定分散分析と事後検定（Dunnett法）

を用い有意水準5%で検討した。

結果
TA、TSともに明らかな血流動態変化を認めたのはTA条

件のみであった。具体的に、TAではOxy-Hbの有意な減

少とDeoxy-Hbの有意な増加を認め、Total-Hbも増加傾

向を認めた。一方、TSではOxy-Hb、Deoxy-Hb、Total-

Hbの全てにおいて有意な減少を認めた。

考察
TA条件のTAでは、NMES実施中の筋で認められる酸素

抽出の増加（すなわち、TAでの酸素需要の増加に伴う

Oxy-Hbの減少とDeoxy-Hbの増加）に加えて、Total-

Hbの増加（血液量の増加）傾向も認めた。筋収縮中の

酸素需要の増加に対応するためには動脈血流入量の増

加が必要であり、TA条件のTAではOxy-Hbの有意な減

少という所見に反して実際の動脈血流入量は増加し、

その結果としてTAの血液量も増加したと考えられる。

これは、TAの収縮により生じた代謝産物である各種血

管拡張物質や筋ポンプ作用に起因すると推察する。さ

らに、TA条件のTSで認められたOxy-Hb、Deoxy-Hb、

Total-Hbの有意な減少は、TAの収縮弛緩に伴う足関節

底背屈運動によりTSの筋ポンプ作用が他動的に惹起さ

れたことで、動脈血流入量は増加しなかったものの静

脈還流量は増加（Deoxy-Hbの減少）し、その結果とし

てTSの血液量も減少（Total-Hbの減少）したこと示し

ていると考える。一方、TS条件では、安静背臥位では

足関節は重力の影響により底屈位となりTSの筋長が短

縮・弛緩するため、NMESによるTSの十分な収縮弛緩

が得られず、その結果としてTA、TSともに明らかな血

流動態変化が得られなかったと推察する。以上から、

NMESによる下腿部の循環促進を図る場合、刺激筋に

はTAとTSの両者の循環を促進し得るTAを選択すべきで

あると考える。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則って行われた。対象者に

対して本研究の目的や本研究への参加同意及び同意撤

回の自由、プライバシー保護の徹底等について予め十

分に説明し、書面にて同意を得た。本研究は、弘前大

学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を受けた（整

理番号：2017-001）。

キーワード：神経筋電気刺激・下腿部・血流動態
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【物理療法】P2-03-3

神経筋電気刺激（NMES）の刺激筋の違いが下腿部の血流動態に及ぼす
影響に関する検討

前脛骨筋と下腿三頭筋での比較
島田 瑞希 1）・吉田 英樹 2）・川村 真琴 3）・小西 杏奈 4）・高桑 奈緒美 5）・鳴海 萌 3）

小田桐 伶 2,3）・原 幹周 2）・前田 貴哉 2）

1）一般社団法人巨樹の会　明生リハビリテーション病院　
2）弘前大学大学院保健学研究科　3）一般社団法人黎明郷　脳卒中・リハビリテーションセンター

4）医療法人社団進和会　旭川リハビリテーション病院　5）医療法人尚仁会　真栄病院　
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目的
神経筋電気刺激（以下、NMES）は、運動機能障害の

改善に用いられる電気刺激療法である。最近、前田ら

は、固有受容性神経筋促通法（以下、PNF）の促通要

素の一つである運動に対する徒手抵抗の概念に基づき

Ramp-up時間及びRamp-down時間を調整することで、

筋力の即時的な増強、すなわち即時的な神経筋促通が

可能であったと報告している。しかし、NMESのRamp-

up時間及びRamp-down時間の調整により、即時的な神

経筋促通の背景となる中枢神経の興奮性変化に関する

検討は行われていないのが現状である。そこで、本研

究では、PNFの徒手抵抗の概念に基づきRamp-up時間

及びRamp-down時間を調整したNMESによる即時的な

神経筋促通と中枢神経の興奮性に及ぼす影響を検討す

ることを目的とした。

方法
健常者14名の左右の前期骨筋をNMESの対象とし、前

田らの先行研究と同様に神経筋促通を意図してNMES

のRamp-up時間及びRamp-down時間を各1.5秒に設定

する条件（以下、促通条件）、NMESのRamp-up時間

及びRamp-down時間を設けない条件（以下、通常条

件）、NMESを実施しない条件（以下、コントロール

条件）の3条件を無作為順序で日を改めて実施した。各

条件において、対象者は馴化時間としてベッド上での

安静背臥位を5分間保持した後、促通条件及び通常条

件では安静背臥位を保持した状態で左右の前脛骨筋に

対して疼痛を生じない範囲内での最大運動レベルでの

NMES（刺激周波数50Hz、パルス幅300μsec、オン時

間5秒、オフ時間3秒、電極は前脛骨筋の運動点と遠位

の筋腹上の皮膚に貼付）を5分間施行し、コントロール

条件では安静背臥位を5分間保持するのみとした。評価

項目として、各条件の実施前後での左右の前脛骨筋の

等尺性最大筋力の体重比（以下、最大筋力）、左右の

腓骨神経でF波を30回測定した際の出現率（以下、F波

出現率：脊髄レベルの興奮性の指標）、左右の前頭前

皮質の酸素化ヘモグロビン量（以下、oxy-Hb：大脳レ

ベルの興奮性の指標）を測定した。その上で、各条件

の実施前後での最大筋力、F波出現率、oxy-Hbの変化

量を3条件間で多重比較検定にて有意水準5%で検討し

た。

結果
最大筋力については、促通条件では増加傾向、通常条

件とコントロール条件では減少傾向が認められ、かつ

他の2条件と比較して促通条件で有意な増加が認められ

た。一方、通常条件とコントロール条件間では有意差

は認められなかった。F波出現率については、促通条件

と通常条件では減少傾向、コントロール条件では増加

傾向が認められたが、3条件間で有意差は認められな

かった。oxy-Hbについては、促通条件では増加傾向、

通常条件とコントロール条件では減少傾向が認められ

たが、3条件間で有意差は認められなかった。

考察
最大筋力の結果から、先行研究と同様にRamp-up時間

及びRamp-down時間の調整により即時的な神経筋促通

が可能と考えられた。さらに、統計学的に有意差は認

められなかったものの、F波出現率とoxy-Hbの結果か

ら、促通条件における最大筋力の増加は脊髄レベルで

はなく大脳レベルでの興奮性の増大が関与した可能性

が推察された。PNFの先行研究でも大脳レベルでの興

奮性増大が報告されており、促通条件でも同様の現象

が生じた可能性が考えられる。今後は、実際の症例を

対象とした臨床的検討が必要である。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に基づいて行われた。全ての

対象候補者に対しては、本研究の目的や、参加への同

意及び撤回の自由、プライバシーの保護の徹底等につ

いて予め十分に説明し、書面による同意が得られた時

点で本研究の対象とした。本研究は、弘前大学大学院

保健学研究科倫理委員会の承認を受けた（整理番号：

2017-004）。

キーワード：神経筋電気刺激・Ramp-up時間・Ramp-down時間
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【物理療法】P2-03-4

Ramp-up時間及びRamp-down時間を調整した神経筋電気刺激（NMES）
による即時的な神経筋促通と中枢神経の興奮性変化に関する研究
小西 杏奈 1）・吉田 英樹 2）・川村 真琴 3）・島田 瑞希 4）・高桑 奈緒美 5）・鳴海 萌 3）

小田桐 伶 2,3）・原 幹周 2）・前田 貴哉 2）

1）医療法人社団進和会　旭川リハビリテーション病院
2）弘前大学大学院保健学研究科　3）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

4）一般財団法人巨樹の会　明生リハビリテーション病院　5）医療法人尚仁会　真栄病院
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目的
　加齢に伴い四肢あるいは体幹の筋力は徐々に低下す

ることが報告されており、転倒の危険性は増加する。

特に女性高齢者は骨粗鬆症の発症率が高く、男性と比

較して骨折のリスクはより高くなると予測される。先

行研究では高齢者の筋力と身体機能との関連を調査し

た研究はあったが、骨密度と機能面との関連をみた報

告は少ない。本研究では地域在住の女性高齢者を対象

に骨密度と筋力および身体機能の関連を明らかにする

ことを目的とした。

方法
　地域在住高齢者の転倒リスク回避に関する基本的な

データベース作り「すこやかwell-being」に応募のあっ

た女性49名中、調査票及び評価の欠損のある者を除外

した44名（平均年齢72.0±4.9歳）を対象とした。対

象者の筋力（体幹伸展筋力、膝伸展筋力、握力）、運

動機能（Functional Reach Test、片脚立位、10m歩行

時間、Timed Up and Go Test）、骨密度を計測した。

また、国際標準化身体活動質問票日本語版（IPAQ）短

縮版を用いて面接法から1日運動量を算出した。体幹

伸展筋力はストレインゲージにより、膝伸展筋力は徒

手筋力計測器によりそれぞれ等尺性筋力を計測した。

骨密度は、骨塩定量測定装置（ホロジック社製　QDR-

4500SL）を使用し、全身骨密度を測定した。全身骨密

度が若年成人平均値（Young Adult Mean以下YAM）の

80％以上を正常群、80%未満を減少群の2群に分け、

群間で身体機能との関係を把握するため対応のないt検

定またはMan‐WhitneyのU検定で有意差を求めた。さ

らに、目的変数を全身YAM、説明変数を有意差のあっ

た項目と年齢、BMIで調整したロジスティック回帰分

析を用いてオッズ比を導き出し、骨密度との関連を検

討した。統計学的解析にはSPBS ver9.6を使用し、有意

水準は5％未満とした。

結果
YAMの割合は正常群であるYAM80％以上が16名

（36％）、減少群が28名（64％）であった。群間の

比較において、運動機能や1日運動量では明らかな有

意差は認めなかった。筋力の指標である体幹伸展筋力

で有意差を認め、低下群において有意に筋力が高い結

果であった（p＜0.05）。体幹伸展筋力のオッズ比は

1.98（95％CI；1.09－3.59）となり、全身骨密度と体

幹伸展筋力は関連がみられた。

考察
今回の研究では、全身YAMの減少群が正常群よりも体

幹伸展筋力が高いという結果が示唆された。先行研究

において、体幹部筋肉量は下肢筋力と比較して加齢に

伴う筋力低下が緩徐であり、また減少率は男性の方が

大きいことが報告されている。本研究の対象者が女性

に限定されていること、2群間で1日運動量に差がみら

れなかったこと、またYAM減少群において骨粗鬆症と

定義される骨密度70％未満の割合が9％と少なかった

ことがYAM減少群の体幹伸展筋力が保持されていた一

因として考えられる。以上より、地域在住の女性高齢

者の転倒リスクを把握する上では、骨密度の低下のみ

ではなく、身体機能を個別に評価することが重要と考

える。

説明と同意、および倫理
本研究は秋田労災病院倫理委員会の承認を得て行われ

た。対象者にはその趣旨を説明し、書面で同意を得

た。

キーワード：骨密度・背筋力・女性高齢者
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【健康増進】P2-04-1

地域在住女性高齢者における骨密度と筋力および身体機能の関連
灘岡 裕・奥山 幸一郎・金野 税・川瀬 真史・渡部 雄樹・安田 広江

野村 奈津美・安保 康宏・村田　 崇
秋田労災病院
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目的
　秋田県の人口における高齢化率は、全国平均を上

回っている。47都道府県の中で最も高齢化が進んでお

り、健康寿命の延伸は重要な課題となっている。

　本調査の目的は、健康に対する意識について調査

し、年代別に傾向を捉えることである。

対象・方法
　対象は、2017年度理学療法週間公開講座、2017年

度地域包括ケア公開講座、ねんりんピック秋田2017健

康フェアへの来場者のうち、アンケート調査に同意の

得られた426名（10～20歳代119名、30～50歳代108

名、60～70歳代199名）とした。方法は、個別での聞

き取りによるアンケート調査とした。調査内容は、健

康についての7項目（①イメージ、②自分は健康と思う

か、③気になっていること、④健康のために行ってい

ること、⑤健康のために運動を行っているか、⑥④・

⑤のきっかけの有無、⑦今後行ってみたいこと（①と

③は自由記載、その他は選択式））とし、10～20歳代

（若年層）、30～50歳代（中高年層）、60～70歳代

（高年齢層）の3つの年齢層に分けて設問別に単純集計

し、分析を行った。

結果
　①では、若年層の31.9%が「元気」、26.1%が「病

気でない」と回答した。また高年齢層では、25.1%

が「自分のことが自分で出来る」と回答した。②で

は、各年齢層で「はい」との回答が多く、中でも最

も多かったのは若年層で84.9%であった。「いいえ」

との回答は、高年齢層で多かった（32.2%）。③で

は、若年層・中高年層で「無し」との回答が最も多

く、中でも若年層は41.2%と多かった。また、この設

問では中高年層で「生活習慣」（13.0%）、「体力

低下」（12.0%）、高年齢層では「整形外科疾患」

（25.1%）、「内部障害」（18.1%）との回答も多

かった。④では、各年齢層で「運動や体操をしてい

る」が多かったが、中高年層では「食生活に気をつけ

ている」（16.7%）、若年層では「休息や睡眠をとる

ようにしている」（19.1%）も多く回答していた。⑤

では、各年齢層で「行っている」との回答が多く、中

でも高年齢層が77.4%と多かった。⑥は、各年齢層で

半数以上が「有」と回答していたが、中でも高年齢層

は高い傾向にあった（87.0%）。⑦では、各年齢層で

「運動や体操をする」が最も多く、特に中高年層は高

い傾向にあった（22.3%）。

考察
　若年層では、「元気」「病気でない」「健康であ

る」「健康面で気になることは無い」等の回答を示す

場合が多く、健康に対しては不安が少なく、具体的な

イメージが出来ていないことが考えられた。中高年層

では、「健康面で気になることは無い」との回答が多

かったものの、生活習慣の乱れや体力の低下を感じて

いる人も多かった。また「食生活に気をつけている」

「運動や体操を今後行ってみたい」との回答もあり、

健康のために運動をするという意識は高いことが示唆

された。高年齢層では、健康に対して「自分のことが

自分で出来る」というように他の年齢層と比べ、より

具体的なイメージが出来ている印象であった。また、

「整形外科疾患」や「内部障害」と回答する人もいた

ことから、病気についての意識も高いことが考えられ

た。健康のために運動を行っているとの回答も多く、

運動が習慣化されていることが考えられた。

　今回の調査では、全体として「健康増進＝運動」と

いうイメージが一般化されていることが伺えた。特に

高齢者では、運動が習慣化されていることが示唆され

た。今後は、中高年層に対しての働きかけについて検

討していく必要があると考えられた。

説明と同意、および倫理
　ヘルシンキ宣言に基づき、調査内容、方法について

説明し、同意を得た上で実施した。個人情報の取り扱

いには十分留意し、個人が特定できないように配慮し

た。

キーワード：年代比較・健康・実態調査
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【健康増進】P2-04-2

年代別に見た健康に対する意識の違いについて
－士会事業参加者を対象とした実態調査－

工藤 郁美 1,2）・阿部 加菜子 1,2）・岡本 佳大 1,2）・土田 泰大 1,3）・吉田 拓也 1,2）・田安 義昌 2,4）

1）秋田県理学療法士会調査活動班
2）中通リハビリテーション病院
3）秋田県立脳血管研究センター

4）秋田県理学療法士会事業部
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目的
　介護保険サービスの利用には要介護認定を受ける必

要がある。認定調査は各市区町村から認定調査員やケ

アマネージャーが訪問調査を行い、認定調査票を基に

日常生活動作（以下:ADL）の実施状況等の調査し、介

護認定審査会にて判定される。

　当院通所リハビリテーションの利用者の中には身体

機能や認知機能、生活状況に対して要介護度が一致し

ていないのではないかと疑問を持つ事があった。そこ

で今回は、認定調査で確認されるADL能力と認知機能

の評価を実施し要介護度との関連性を調査した。

方法
　対象者は2018年1月から4月末日までに当院関連施

設を利用した利用者89名。（男性37名、女性52名、

年齢は84.1歳±8.2）

1）ADL能力、認知機能の評価と要介護度の調査

　ADL能力の評価はFunctional Independence Measure

（以下:FIM）を使用した。また、FIMでの評価を行う

際に看護、介護スタッフ及びリハビリテーション科ス

タッフに生活状況等の確認をしつつ行なった。

　認知機能の評価に関しては改定長谷川式簡易知能評

価スケール（以下:HDS-R）を用いて行った。

　要介護度は診療録より抽出し、 4月末日時点での要

介護度を調査した。

2）統計学的解析

　要介護度を独立変数、FIMとHDS-Rを従属変数とし

多重回帰分析を行い要介護度とADL能力、認知機能の

関連性を調査した（p<0.05）。

結果
　調査の結果、FIMは94.6±16.5,HDS-Rは22.9±5.7と

なった。要介護度として要支援1は7例、要支援2は15

例、要介護1は32例、要介護2は15例、要介護3は15

例、要介護4は5例であった。調査結果から多重回帰分

析を行った結果HDS-Rが有意な変数として選択され要

介護判定と一致している事となった。

考察
　今回の調査結果からHDS-Rに関連性が示された。

HDS-Rの点数減少は認知機能低下の可能性を示唆して

いる。認知機能が低下する事は介護量の増加に繋がり

易い為、要介護度の重度化に繋がると考えられる。先

行研究からも認知機能は要介護度と関連性有りとの結

果が出ている事から妥当性はあると思われた。しか

し、要介護度と痴呆検査に関連性は無いとする研究も

ある為、HDS-Rのみではなく他の認知機能調査を行い

関連性の有無を再調査する必要があると思われた。

　要介護認定は要介護認定等基準時間を算出し二次判

定の後に判定されており、介護量によって要介護度

が決定される。要介護度とADL能力の関連性を調査す

るにあたり、しているADLの評価が可能なFIMを使用

したが、要介護度とADL能力には関連性は無いとされ

た。ADL能力と要介護度が相違する事は要介護者の意

欲、認定調査員の技量による事が考えられる。この2つ

の要因は先行研究でも問題提起されており、訪問調査

時に要介護者がADL動作を普段行っている以上の動作

を行ってしまう、もしくは普段よりも行わない事、ま

たこれらの状況を認定調査員がそのまま判定用紙に反

映してしまい結果として要介護度と身体機能や生活状

況の不一致が発生していると考える。

　本研究から、要介護度の不一致を防ぐ為には、身体

機能やADL能力をより正確に評価を行う事が出来る理

学療法士等の専門職が同行する事や複数回の訪問を行

う等の柔軟な対応が必要ではないかと思われた。ま

た、今回の調査結果を踏まえ身体機能を要因とした要

介護度の相違を防ぐ為に今後は生活状況の把握を十分

に行い身体機能向上はもとより、残存機能を生活上で

活用出来るように動作練習を行っていく事がより重要

になると考える。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言の研究論理指針に準拠し、個

人情報の保護には十分注意した。

キーワード：要介護・ADL・認知機能
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【健康増進】P2-04-3

高齢者に対する要介護度認定の関連因子について

吉田 祐真
公益財団法人仁泉会 梁川病院
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目的
医療系大学生は医療や健康に対する関心が高く、ヘル

スプロモーションに対する意識も高いことが考えられ

る。今回、医療系大学生を対象に、身体活動量、運動

耐容能、生活習慣および行動変容の指標を用い、ヘル

スプロモーションに資する評価を行ったので以下に報

告する。

方法
対象は、男性15名、女性15名 （年齢：21.7±0.6歳、

身長：166.6±9.7cm、体重：58.3±9.3kg）である。

推定体脂肪率、推定骨量、推定骨密度、推定筋肉量、

ランプ運動負荷試験にて無酸素性作業閾値における酸

素摂取量（V
・

O2）と二酸化炭素排出量（V
・

CO2）を測定
した。測定機器は、心肺運動負荷モニタリングシステ

ム、呼気ガス分析装置、自転車エルゴメーター、身体

活動量計、超音波踵骨測定装置、体組成計を用いた。

身体活動量は、1週間の平均歩数を用いた。生活習慣の

指標として、健康度・生活習慣診断検査（DIHAL.2）

と簡易型自記式食事歴法質問（BDHQ）を用いた。ま

た、多理論統合モデルに基づく行動変容ステージを評

価した。統計解析は、対応のないt検定、χ2検定、ス
ピアマンの順位相関係数を用いた。有意水準は5％であ

る。

結果
身長、体重、推定骨量、推定筋肉量、V

・

O2、V
・

CO2で
は男性が高値を示し、年齢と推定体脂肪率において女

性が高値を示した（p<0.01）。推定エネルギー摂取

量は、男性1,943.6±419.2kcal/day、女性1,498.8±

428.3kcal/dayであった（p<0.05）。1週間の平均歩数

は、男性7,465±2.3歩、 女性6,581±1.6歩であった。

DIHAL.2において、「精神的健康度」と「運動意識」

では男性が高値を示し（p<0.01）、「運動行動・条

件」（p<0.01）と「食事の規則性」（p<0.05）では女

性が高値を示した。健康度・生活習慣パターン判定で

は、「要注意型」3名 （男性2名、女性1名）、「生活

習慣要注意型」13名（男性7名、女性6名）、「健康度

要注意型」1名（男性0名、女性1名）、「充実型」12

名（男性6名、女性6名）であった。行動変容ステージ

では、「前熟考期」5名 （男性3名、女性2名）、「熟

考期」13名（男性6名、女性7名）、「準備期」7名

（男性3名、女性4名）、「実行期」4名（男性3名、女

性1名）、「維持期」0名であった。DIHAL.2の尺度・

因子と行動変容ステージに相関を認めなかった。

考察
ヘルスプロモーションを推進するためには、環境設定

を行った上で、対象の主体性と個人のよりよい健康の

ための行動が推奨されている。健康に関心が高いと考

えられる医療系大学生であっても、男女ともに、健康

日本21（第2次）で推奨する目標歩数、日本人の食事

摂取基準（2015年版）のエネルギー摂取量を下回っ

ていた。また、DIHAL.2の健康度・生活習慣パターン

判定より、半数以上が、「要注意型」「生活習慣要注

意型」「健康度要注意型」に該当していた。よって、

行動変容ステージにおいて、「前熟考期」「熟考期」

「準備期」に該当する対象者に対し、DIHAL.2の定義

に即して、男性では運動機会と食事習慣、女性では運

動意識と身体活動量を考慮する必要があると考えた。

医療系大学生のヘルスプロモーションにおいては、個

人が個々の生活習慣を自覚した上で、性差を考慮し、

身体活動量のみならず、食事に関する状況を踏まえ、

行動変容ステージを把握し、アプローチする必要があ

ると考える。

説明と同意、および倫理
対象者には、目的と方法及び倫理的配慮を書面と口頭

で説明し、書面で同意を得た上で研究を実施した。

キーワード：生活習慣・ヘルスプロモーション・行動変容
2018年11月03日　14:10	～	15:00ポスター発表2　【健康増進】P2-04-4

医療系大学生のヘルスプロモーションに関する評価
早坂 恵莉 1）・志鎌 瑶 2）・赤塚 清矢 3）

1）国立病院機構山形病院
2）仙台リハビリテーション病院

3）山形県立保健医療大学
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目的
　成人脊柱変形（以下ASD）は、脊柱アライメント不

良により身体機能の低下を呈し、歩行障害を有するこ

とが多く報告される。歩行動作における骨盤回旋は歩

幅拡大や歩隔減少に大きく貢献し、健常者の効率の良

い歩行パターンのために必要な1つの要因と報告され

る。しかし、ASD患者における歩行時の骨盤回旋につ

いて三次元的な評価により検討した報告はなく、その

他の歩行アライメントとの関係性は不明である。本研

究の目的はASD患者の歩行時骨盤回旋に影響を与える

脊柱アライメントの検討を行うことである。

方法
　対象は歩行障害を有する女性ASD患者18名（71.1±

5.9歳、149.8±5.9cm、54.2±9.7kg）とした。脊椎

手術の既往、歩行障害を呈するその他の合併症を有す

る者、SVAが4cm未満の者は除外した。脊柱アライメ

ント評価は静的・動的アライメントをそれぞれ計測し

た。静的アライメントはSpinal mouse（Index社）を使

用し、安静立位姿勢時の脊柱傾斜角（SI）、胸椎後弯

角（TK）、腰椎前弯角（LL）、仙骨傾斜角（SS）を計

測した。動的アライメントは三次元動作解析機VICON 

MX（Oxford社；100Hz）、床反力計2基（AMTI社；

1000Hz）を使用し、Plug in gait full bodyマーカー

セットに沿ってマーカー貼付し、得られた座標データ

より体幹・骨盤セグメントを作成した。運動課題は至

適歩行3試行として、1歩行周期中の各セグメント矢状

面・前額面・水平面上の角度（体幹・骨盤の前後傾、

左右傾斜、左右回旋）を計測し平均化して用いた。歩

行時骨盤回旋角は、1歩行周期における最大回旋・最小

回旋角度の値の差と定義し使用した。 統計的解析には

ステップワイズ重回帰分析を使用し、歩行時骨盤回旋

角を独立変数、その他の静的・動的アライメント因子

を従属変数として解析を行った。有意水準は全て5％と

した。

結果
　歩行時骨盤回旋には、歩行時体幹前傾角が有意な影

響を及ぼす因子であった（β=－0.69、p＜0.05）。そ

の他の静的・動的アライメント因子は有意な影響を及

ぼす因子として認めなかった。

考察
　本研究の新規性は、ASD患者の歩行時における三次

元的なアライメント評価を行った点である。一般に、

歩行時の水平面上での骨盤回旋運動がステップ長や歩

行速度の増加に貢献しているとされている（斉藤、

2012）。本研究の結果から、ASD患者の歩行時骨盤回

旋に対して、歩行時体幹前傾角が負の影響を及ぼす因

子として認められた。これは、歩行時矢状面アライメ

ント不良が、水平面上の骨盤回旋の減少を引き起こす

一因となることを示唆している。しかし、本研究はあ

くまでASD患者の歩行動作を三次元的な評価を行った

基礎的な研究である。臨床における骨盤回旋など水平

面上の運動は、矢状面・前額面上の運動と比べ観察す

ることが困難である。そのため今回得られた結果が、

臨床所見とどのような関係性を持つか今後調査が必要

である。

説明と同意、および倫理
本研究は筆者所属機関の倫理委員会の承認を得て行っ

た（一般：承認番号29359）。

キーワード：脊柱アライメント・歩行・動作解析
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表5　【運動器】O-05-1

成人脊柱変形患者の三次元歩行解析
骨盤回旋に影響を与える脊柱アライメントの検討

佐藤 圭汰 1,2）・小俣 純一 1,3）・三浦 拓也 1,2）・遠藤 達矢 1,2）・岩渕 真澄 2）・白土 修 2）

伊藤 俊一 1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科
2）福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座

3）福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室
4）北海道千歳リハビリテーション大学
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目的
寛骨臼形成不全症は大腿骨頭の骨性被覆の低下による

不安定性が疼痛の要因となる。保存療法は減量や骨

頭内方化を目的とした股関節周囲筋の筋力トレーニン

グが行われている。特に外転筋や外旋筋群の合力は大

腿骨頭を内上方に変位させるベクトルとなり、大腿骨

頭求心力が増加すると考えられている。これまで我々

は骨盤前傾角度や減量による寛骨臼応力変化をシミュ

レーション解析し、減量や骨盤前傾位による寛骨臼縁

の最大応力の減少を報告してきた。本研究の目的は股

関節周囲筋の筋力変化による大腿骨頭求心力の変化を

シミュレーション解析することである。

方法
静止立位時の股関節に生じる大腿骨頭求心力を算出す

るため3次元全身筋骨格モデルを使用した。本モデルは

ANYBODY modeling systemを基盤に、MRI断層画像か

ら全身の筋走行、筋断面積を再現した独自の3次元全身

筋骨格モデルである。特に筋走行はラッピング手法を

採用することでより忠実に再現している。3次元動作解

析装置VICON MXで寛骨臼形成不全症例（35歳女性、

161cm、54kg）の静的立位姿勢を計測し、取得した

座標位置データを筋骨格モデルに反映させた。筋骨格

モデル上で中殿筋の筋力を50％、100％、150％と変

化させ、その際の大腿骨頭求心力を算出した。さらに

中殿筋の筋力増強に加え外旋筋群（梨状筋、内外閉鎖

筋、双子筋、大腿方形筋）の筋力を全て同時に150％

に変化させた際の変化も解析した。

結果
通常の静止立位である中殿筋筋力100％時の大腿骨頭

求心力は58.1N、中殿筋筋力低下例を模した50％時で

は56.7N、中殿筋筋力増加例として示した150％時では

59.5Nと中殿筋の筋力に対応して大腿骨頭求心力が増

加した。外旋筋群筋力150％増強時では59.5Nと中殿筋

と同等であったが、内方化成分を比較すると中殿筋単

独増強例で42.6N、外旋筋群単独増強例で41.7Nと中殿

筋筋力による内方化効果が大きかった。また中殿筋筋

力150％および外旋筋群筋力150％の同時増加時では

骨頭求心力が62.9Nと更に増加する結果を示した。

考察
中殿筋筋力が直接的に大腿骨頭求心力に影響を与え、

外旋筋が合わさることで更に求心力に影響した。梨状

筋や内外閉鎖筋など外旋筋群の筋力増強が有効な可能

性がある。これは中殿筋などの外転筋筋力向上が支点

を作り求心位を獲得しやすくなったためと考えた。本

研究は、寛骨臼形成不全では中殿筋筋力の積極的な筋

力向上が有効であるという従来の考えを支持した。中

殿筋の筋力増強を基盤に外旋筋力トレーニングが寛骨

臼形成不全症に対する有効な保存治療となる。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、被験者に趣旨を説明

し同意を得た。

キーワード：寛骨臼形成不全・股関節周囲筋筋力・大腿骨頭求心力
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表5　【運動器】O-05-2

寛骨臼形成不全症における股関節周囲筋筋力が大腿骨頭求心力に与える
影響

畠山 和利 1）・木島 泰明 2）・小松 瞭 3）・樋口 諒 3）・鈴木 恒太郎 3）・渡邉 基起 1）

髙橋 裕介 1）・大倉 和貴 1）・須田 智寛 1）・菊地 耀 1）・斉藤 公男 1）・巖見 武裕 3）

松永 俊樹 1）・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整形外科学講座

3）秋田大学大学院理工学研究科
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背景
大腿骨頸部骨折患者の転帰先には、退院時FIMの運動

項目 （motor FIM: mFIM） が影響することが知られて

いる。しかし、医療、社会制度の異なる海外からの報

告のみであり、さらに既に転帰先の規定因子として同

定されている年齢や認知機能、社会的背景などと独立

した予測因子であるのか検討した報告は少ない。

目的
リハビリテーション目的で当院へ入院した高齢大腿骨

頸部骨折患者の自宅退院の可否と退院時mFIMの関連性

を検討すること。

方法
2014年10月～2017年10月までの間に、地域連携パス

を利用してリハビリテーション目的で当院へ入院した

65歳以上の高齢大腿骨頸部骨折患者66名を対象とし、

受傷前より非自宅生活である者は除外した。調査項目

は年齢、性別、受傷部位、術式、受傷前移動能力、認

知機能、受傷前同居者の有無、併存疾患、退院時mFIM

とし、対象を自宅退院の可否により自宅退院群、非自

宅退院群に分類して患者背景を比較した。退院時mFIM 

の自宅退院に対する予測能をROC 解析、自宅退院の関

連因子に関して多変量ロジスティック回帰分析を用い

て検討した。

結果
自宅退院群は43例 （65 %） 認められ、対象者の年

齢は83.5±6.7歳、女性87.9%であった。自宅退院群

において、有意に認知機能低下 （HDS-R=<20点、 

p=0.002）、受傷前独居 （p=0.001） の割合が少な

く、退院時mFIM （p<0.001） が高値であった。自宅

退院を目的変数とした多変量ロジスティック回帰分

析の結果、退院時mFIM （OR: 1.074; 95%CI: 1.026-

1.124） と受傷前独居 （OR: 0.098; 95%CI: 0.017-

0.557） が独立した説明因子として同定された。ROC

解析による自宅退院に対する予測能は、退院時mFIM

単独でAUC 0.824 （感度86.0%、 特異度69.6%、 

p<0.001）、退院時mFIM+受傷前独居でAUC 0.876 

（感度81.4%、 特異度87.0%、 p<0.001） であっ

た。また、退院時mFIMの自宅退院を予測するcut-off

値は60.5点であった。加えて、mFIM 61点以上を高

mFIM、60点以下を低mFIMと定義して二値化し、受傷

前同居者の有無との組み合わせによって対象を4群に

分類した （Group　1: 高mFIM×受傷前同居、Group 

2: 低mFIM ×受傷前独居、Group 3: 低mFIM ×受傷

前同居、Group 4: 低mFIM ×受傷前独居） 。各群の

自宅退院率は、それぞれGroup 1で92.1%、Group 2

で42.9%、Group 3で28.6%、Group 4で14.3%であっ

た。この4群を説明変数とし、自宅退院を目的変数とし

た多変量ロジスティック回帰分析の結果、Group 1を

基準としたGroup 2のOR （95%CI） は0.049 （0.005-

0.436）、Group 3は0.027 （0.003-0.261）、Group 4

は0.014 （0.001-0.186） であった。

考察
退院時mFIMは、自宅退院に対する独立した説明因子

として同定され、そのcut-off値は60.5点であった。さ

らに、受傷前独居をモデルに入れた場合その予測能が

向上した。今回示されたmFIMの目標値を参考にしなが

ら、運動機能のみではなく社会的背景も考慮して転帰

先を予測し、自宅退院が難しい可能性が高いと判断さ

れる場合は早期より退院支援を進めることが重要であ

ると考える。

説明と同意、および倫理
本研究は芙蓉会村上病院倫理委員会の承諾を得た上、

ヘルシンキ宣言を遵守し実施した。

キーワード：大腿骨頸部骨折・予後予測・自宅復帰
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表5　【運動器】O-05-3

回復期病院入院高齢大腿骨頸部骨折患者の退院時motor FIMが
自宅退院の可否に及ぼす影響

柿崎 彩加 1）・板垣 篤典 2）・佐藤 香織 1）・筧 智裕 3）・安原 教子 1）

1）医療法人芙蓉会村上病院リハビリテーション科
2）公益財団法人心臓血管研究所リハビリテーション室

3）医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院リハビリテーションセンター
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目的
Drop vert ical  jump（DVJ）課題は膝前十字靭帯

（ACL）損傷のリスク評価として用いられている両

脚着地動作課題である。DVJには台からの着地である

first landing（FL）と垂直跳び後の着地であるsecond 

landing（SL）の2回の着地があるが、FLを評価として

用いた報告が多く、SLの運動学・運動力学的特徴は明

らかになっていない。そこで本研究の目的はDVJのFL

とSLそれぞれの運動学・運動力学パラメータについて

比較検討することとした。

方法
対象は健常女子大学生20名とした。動作課題は高さ

30cm台から着地した後にできる限り速く垂直跳びを

するDVJとした。動作解析には赤外線カメラ8台で構成

される三次元動作解析装置（Vicon Motion Systems社

製、Vicon Nexus）および床反力計1枚（AMTI社製）

を使用し、サンプリング周波数はそれぞれ200Hz、

2000Hzとした。マーカーセットはPlug-in Gait Full 

Bodyモデルに従い、直径14mmの赤外線反射マー

カーを身体の35か所に貼付した。計測項目はFL・SL

それぞれにおける床反力垂直成分のピーク値（peak 

vGRF）、initial contact（IC）からpeak vGRFまでの時

間、IC時点での外的膝関節外反モーメント、IC時点・

重心最下点における矢状面・前額面での下肢関節角度

とした。被験者の非利き脚を解析し、すべて左下肢で

あった。統計解析は対応のあるt検定、Wilcoxonの符号

付き順位検定にてFLとSLの2条件で比較した。有意水

準は5%とした。

結果
各パラメータの平均±標準偏差をFL、SLの順に示

す。peak vGRFは18.2±3.4N/kg、16.4±3.4N/kg、

IC～peak vGRFまでの時間は84.9±16.5msec、97.2

±20.7msecであった。膝関節外反モーメントは1.5±

1.0Nmm、0.8±0.9Nmm、股関節屈曲角度は22.9±

7.8°、12.0±8.0°、外転角度は6.4±4.2°、4.2±

3.8°、膝関節屈曲角度は13.4±6.7°、7.2±7.8°、

外反角度は0.6±3.7°、0.1±3.2°、足関節底屈角度

は23.6±5.4°、27.3±9.1°であった。重心最下点に

おける股関節屈曲角度は48.6±13.8°、35.8±14.2

°、外転角度は4.2±4.3°、3.9±3.6°、膝関節屈曲

角度は68.6±10.7°、59.4±15.2°、外反角度は7.2

±13.5°、3.9±13.8°、足関節背屈角度は30.6±5.0

°、29.5±6.6°であった。FLはSLと比べ、 IC時の股

関節屈曲、外転、膝関節屈曲、重心最下点における股

関節屈曲、膝関節屈曲、外反角度、膝関節外反モーメ

ントが有意に高値を示し、IC時点での足関節底屈角度

は有意に低値を示した。

考察
　DVJのSLが単純な着地動作であることに対し、FLは

台からの着地動作から続くジャンプへの反動動作で構

成される着地動作である。つまりFLは着地時の衝撃吸

収と反動動作の複数の要素を含み、さらに短時間での

運動の切り替えが要求される動作である。そのためSL

と比較し股関節及び膝関節屈曲角度が高値を示したと

考えられる。本研究の結果よりFLにおいて外的膝関節

外反モーメント、重心最下点における膝関節外反角度

が高値を示したことから、FLは着地動作のみのSLと比

較し、スポーツ競技動作と類似した着地動作であり、

ACL損傷リスクを反映する着地動作であると考えられ

る。そのためACL損傷リスク評価に適していると考え

られる。

説明と同意、および倫理
本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承

認を得た（整理番号：2017-023）。また対象者に対し

て本研究の目的、方法について予め十分に説明し同意

を得て実施した。

キーワード：着地動作・関節角度・床反力
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表5　【運動器】O-05-4

Drop vertical jumpにおけるfirst landingとsecond landingの
運動学・運動力学的パラメータの比較

横山 寛子 1,2）・尾田 敦 1）・牧野 美里 1）・石川 大瑛 1）・鹿内 和也 3）・塚本 利昭 2）

津田 英一 4）

1）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域
2）弘前大学医学部附属病院リハビリテーション部

3）城下やえがき整形外科
4）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
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目的
福島県理学療法士会は福島県高等学校野球連盟からの

依頼を受け、平成22年にスポーツ支援事業を目的とす

るMST企画推進部を設置した。そして福島県立医科大

学整形外科学講座・スポーツ医学講座の協力のもと、

平成23年から大会中のメディカルサポートを開始し

た。平成26年からは福島県内全域で「メディカル講習

会」という障害予防活動を開始している。

方法
過去4年間に開催されたメディカル講習会が高校野球選

手の障害予防に寄与したかを検証すること。

【メディカル講習会】

　シーズンオフとなる11月～1月のシーズンオフの期

間に、福島県内全6支部で実施した。整形外科医師と福

島県理学療法士会所属の理学療法士（以下、PT）が講

師となり、①メディカルチェック、②障害予防のため

の講義、③PTによるコンディショニング指導を実施し

た。対象は福島県高等学校野球連盟所属の硬式野球部

員で、平成26年度は1年生・2年生全員を、その後は1

年生全員と2年生の投手・捕手の希望者を対象とした。

【メディカルチェック】

　事前に身体の痛みやその他症状についてのアンケー

トを配布し、講習会当日に回収した。メディカル

チェックの内容は整形外科医師とPTにより決定し、PT

は事前勉強会を行い、県内全域で同じ水準で実施でき

るように注意した。

　PTが肩・肘関節や腰部の圧痛などの理学所見を担

当、医師が肘関節の超音波検査を担当した。すべての

チェック終了後、結果説明用紙を用いて身体状況の説

明を行い、二次検診が必要な選手には紹介状を作成し

病院受診を促した。

【障害予防講義】

　医師・PTが担当し、野球選手に多い肩・肘の投球障

害や腰痛について、約20分の講義を実施した。高校野

球選手に多い怪我や障害を選手が学ぶことで、早期発

見・早期治療を選手や指導者に啓発することを目的と

した。

【コンディショニング指導】

　メディカルチェック・障害予防講義の内容にリンク

する形で、ストレッチ指導を中心に理学療法士が実施

した。野球選手に必要なストレッチやコンディショニ

ング・トレーニング指導やテーピング講習など各支部

の要望に合わせて内容を変更した。

結果
　平成26年の受講選手は1～2年生全ての選手が対象で

あったため1340名と最多であったが、以降は1・2年

生の投手・捕手を対象で約900名前後の選手が参加し

た。スタッフは1会場あたり、平成26年は医師2.3名・

PT16.3名で、PTは毎年16名前後で推移、医師は27年

2.8名、28年3.2名、29年3.7名と微増した。

　1シーズン中の疼痛有病割合（26年・27年・28年・

29年）は、肩痛が78.5％・54.4％・37.6％・29.6％、

肘痛が71.7％・54.4％・40.7％・35.2％、腰痛が

84.2％・60.4％・43.6％・37.0％であり、全ての項目

で低下していた。毎年参加選手が異なるため単純な比

較はできないが、肩・肘・腰痛共に低下傾向が認めら

れた。指導者は毎年参加しており、指導者に意識付け

されることが障害予防につながった可能性が考えられ

る。また、高校野球の現場と医療者（医師、PT）の連

携が促進し、受診行動につながりやすくなったことも

効果として挙げられる。

考察
　1シーズン中の有病割合が肩・肘・腰痛で低下してお

り、実施の意義は高いと考える。しかし、福島県内に

おける障害予防は年々増加傾向で、11月～2月の週末

の多くに予定が入り、医師・PT共に負担が非常に増大

している。

　今後はメディカルチェックや講習会の内容の精査を

進め、活動を統合するなど効果的な障害予防活動を進

めていきたい。

説明と同意、および倫理
福島県立医科大学倫理委員会の承認を得ている。

また、選手・保護者・指導者に説明し、書面にて同意

を得た。

キーワード：メディカルサポート・高校生・メディカルチェック
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表5　【運動器】O-05-5

福島県における高校野球選手に対するサポート
～サポートの現状と今後の課題～

鴫原 智彦 2）・今野 裕樹 2）・遠藤 和博 2）・樫村 孝憲 2）・野邊 翔平 2）・小野田 修一 2）

渡辺 祐樹 2）・猪狩 貴弘 3）・加賀 孝弘 3,4）・加藤 欽志 3）・大歳 憲一 4）・紺野 愼一 3）

1）福島県立医科大学附属病院　2）福島県理学療法士会公益事業局MST企画推進部
3）福島県立医科大学医学部整形外科学講座　4）福島県立医科大学医学部スポーツ医学講座
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目的
　近年、ロボットを用いた歩行練習の有用性に関する

報告が見られる。「脳卒中治療ガイドライン2015」で

は、発症3ヶ月以内の歩行不能例に対し、歩行補助ロ

ボットを用いた歩行練習が推奨されている。ロボット

の導入により、重症者でも早期から歩行練習が可能に

なると考えられる。

　「ウェルウォーク WW-1000」は片麻痺者用の歩行

練習支援ロボットであり、ロボット脚を装着した麻痺

肢のみをアシストしながらトレッドミル上を歩行する

ことが可能である。その前身である「歩行練習アシス

ト（GEAR）」を用いた予備的研究では、通常の練習群

に比べ、早期に歩行自立度が改善することが報告され

ている。

　今回、装具を用いた歩行練習に全介助を要した脳卒

中完全片麻痺患者に対して、発症後早期からウェル

ウォークを用いた歩行練習を実施し、歩行能力及び身

体機能の改善を認めたため報告する。

方法
　対象は右視床出血により左片麻痺を呈した50歳代

の男性1例とした。病前ADLは自立していた。介入前

の運動機能は、BRSにて上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅰ、SIASに

てHip-Flexion：0、Knee-Extension：0、Foot-Pat：

0、感覚機能はTouch：0、Position：0、体幹機能は

Verticality：2、Abdominal：0であった。平地歩行自

立度はKAFOを用いFIM1点、最大歩行距離は10m、

歩行速度は測定不能であった。高次脳機能はMMSE：

29/30点、軽度の左半側空間無視を呈した。

　麻痺側下肢は完全麻痺を呈しており、歩行獲得には

長期間が必要と考えられた。一方で全身状態は安定、

高次脳機能障害は軽度であったため、歩行能力改善を

目的として、発症後早期からウェルウォークを用いた

歩行練習を行った。

　ウェルウォークでの介入は発症後11日目から開始し

た。介入の頻度は週2-3回、1日40分とし、4週間（う

ち1週間は痛風のため積極的な練習が不可）実施した。

同時に平地歩行練習は週5回、1日20分実施した。アシ

スト量や免荷量等は歩容に合わせて調整を行った。ま

た、歩行中の全身像をモニタに出力し、視覚フィード

バックを用いて歩容の修正を図った。

　発症後3週目に麻痺側下肢の筋収縮が得られた。発

症後4週目にAFOを用いた介助下での歩行が可能となっ

た。

結果
　先行研究ではリハビリ場面での歩行がFIM5点に達し

た場合をウェルウォークの終了基準としており、それ

に従った。終了時（発症後5週目）には、運動機能は

BRSにて上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅲ、SIASにてHip-Flexion：

2、Knee-Extension：2、Foot-Pat：0、感覚機能は

Touch：0、Position：0、体幹機能はVerticality：3、

Abdominal：3となった。平地歩行自立度はAFOと四点

杖を用いFIM5点、最大歩行距離は100m、歩行速度は

0.39m/秒となった。

考察
　完全片麻痺患者に対する従来の歩行練習ではKAFOを

用いるのが一般的だが、膝関節運動の自由度が低く、

通常の歩容と大きく差がある。一方で、ウェルウォー

クを用いた歩行練習では膝屈伸アシストの細かな調整

やフィードバック機能の使用により、最適難易度で通

常の歩容に近似した練習が可能となる。また、免荷ト

レッドミル上で行うため、平地歩行に比べて、介助量

が減少し長距離歩行が可能である。つまり、運動学習

に必要な練習の質と量を得ることが可能である。

　完全片麻痺症例で最終的に歩行が自立する者は6%と

報告されているが、本症例では早期に歩行を獲得し運

動機能の改善を認めた。本症例のような完全片麻痺患

者において、発症後早期からのウェルウォークを用い

た歩行練習は、歩行能力及び身体機能の早期改善に有

用である可能性が示唆された。

説明と同意、および倫理
　本人に対し、本報告の承諾、個人情報の保護につい

て文書と口頭で説明を行い、同意を得た。

キーワード：ロボット・歩行練習・急性期脳卒中
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表6　【動画セッション】O-06-1

歩行練習支援ロボット「ウェルウォーク WW-1000」を用いた歩行練
習により歩行能力の早期改善を認めた1症例

－急性期脳卒中完全片麻痺患者を対象として－
本間 大智・加藤 直也・高橋 俊子・今川 英俊・川田 知美・齊藤 元太

山形市立病院済生館



1272018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

目的
引きこもり生活をしていた重度左片麻痺の患者を担当

した。現在、回復期では機能回復に留まらず、その先

の在宅生活を考えたアプローチが求められている。本

症例の機能回復に合わせて、病棟、屋外、自宅等の実

生活場面で練習を重点的に実施。退院後を想定して取

り組んだ内容を以下に報告する。

方法
本症例はX日に右被殼出血を呈した50歳代の男性で、

病前ADLは全て自立。X+31日に当院回復期病棟へ転院

し、同日理学療法開始。初期評価は車椅子全介助。JCS

Ⅰ-1、運動麻痺（上田式）：下肢グレード2、表在・

深部に軽度感覚障害。Berg Balance Scale（BBS）：

7/56点。MMSE：30/30点だが多重課題下で注意や処

理速度が遅延した。転院日より長下肢装具で介助歩行

練習を開始。X+93日に一本杖と短下肢装具（AFO）

での見守り歩行可能となり病棟生活へ導入した。しか

し、人の行き交いが多い所では不注意となる場面も多

く、躓きや立位の崩れがあった。そのため、食事やト

イレへ行くといったADLに汎化させて歩行能力を高め

られるように病棟生活での練習を繰り返し・習慣化を

図った。看護師や介護職にも指導を依頼。病棟で歩く

機会を増やしX+113日には歩行で病棟内ADLが自立し

た。本症例が環境適応に不慣れであったことを考慮し

て、院外での外出練習を週1回ペースで行い、外泊練習

も並行した。当院は脳血管疾患等リハビリテーション

（Ⅰ）の施設基準を満たしており、医療機関外でのリ

ハビリをその対象に含める。自宅や屋外での動作経験

を積み、IADLに関しても実際のスーパーで買い物の方

法を指導した。屋外歩行距離や一部家事、入浴関係で

課題が残ったため対応を訪問リハビリへ依頼した。

結果
X+179日に退院。最終評価はJCSⅠ-0、上田式：下肢

グレード4,BBS:AFO有：50/56点、10m歩行速度：24

秒、歩行耐久性：300m、屋内一本杖とAFO歩行での

ADL自立（屋外は短距離）。限定付きで車を運転して

の買い物ができた。

考察
脳の可塑性に働きかける運動療法は対象者自身がス

キルを再獲得する意図を持ちながら、実生活で行う

課題を繰り返し練習するものだとされている。（森

岡 2016）本症例は歩行を生活環境へ適応させるため

に病棟での具体的な練習とリハビリ以外でも歩く機会

を設けたことで、重度麻痺が残存しながらもADLが自

立できたと考える。ある程度動作が確立してきた時点

で早期に頻回に外出練習したことで、自宅や周辺環境

で反復練習することができ、病院で獲得した能力を確

実に退院後の生活に汎化することができたと考える。

また、引きこもりの生活状態に対して、早期外出練習

にて体感することで、病状を認識していただくことは

重要と考えた。病院は「仮の生活」であり、自宅に帰

ると入院中の生活と想い描いていた実生活とのギャッ

プに苦しむ症例も少なくない。（長谷川 2017）退院

後は、車で買い物をしたいとの希望があった。屋外を

どのぐらい歩けるのか、買い物では荷物の状況から車

いすや付き添いサービスを活用する方法も練習した。

思った以上に大変だったことを常に体験し、感じたこ

とをセラピストと共有しながら自身の状態理解へ繋げ

ることができた。実現場でリアルタイムに運動・精神

面に配慮できたことで、退院後スムーズに生活を再開

できたと考える。

生活期と効果的に連携する上でも、回復期から外出練

習を行い、実生活のギャップを軽減させて現実を認識

させていく価値は高いと考える。

説明と同意、および倫理
本報告の趣旨を本人及び家族へ口頭にて説明し承諾を

得た。症例情報は当院の個人情報保護規定に従って管

理した。

キーワード：片麻痺・ADL・外出練習
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表6　【動画セッション】O-06-2

実生活場面での練習が引きこもり生活を変えた。重度左片麻痺の一症例。

伊藤 晴基
鶴岡協立リハビリテーション病院
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目的
脊髄損傷（SCI）患者の中でも、不全麻痺例は時間経

過とともに麻痺筋の筋力が改善する可能性があり、早

期から歩行獲得に向けて介入する必要がある（佐々木

ら、2014）。SCIに対するリハビリテーションでは、

筋萎縮や関節拘縮などの二次的な廃用症候群の予防が

重要（西山ら、2016）とされ、早期からの積極的な

運動療法が推奨されている。しかし、運動麻痺が重度

である場合やセラピストとの体格差が大きい等の理由

で、積極的な歩行運動の提供が困難な場合がある。今

回、SCIにより重度の対麻痺を呈した症例に対して、免

荷機能付歩行器や下肢装具を併用した歩行練習を実施

した結果、歩行獲得に至った。歩行獲得までの経過に

ついて以下に報告する。

方法
60代男性。診断名：脊髄損傷（第12胸椎破裂骨折）。

後方侵入脊椎後方固定術（Th12椎弓切除+Th9-L3固

定）施行。改良Frankel分類：C1。MMT（右/左）：股

関節屈曲2/2、膝関節伸展4/5、その他0-1。感覚：両

大腿遠位～足趾に痺れあり。大腿周径（右/左）：［膝

蓋骨上5㎝］38.0/39.0㎝、［10cm］42.0/43.0㎝、

［15㎝］46.0/46.5㎝。下腿周径：35.0/35.0㎝。立

位：支持物がないと保持困難。歩行：平行棒内にて評

価。両下肢の膝折れあり。両下肢の振り出しに介助が

必要。FAC：1。FIM：77/126点。介入初期よりRopox 

A/S社製免荷機能付歩行器All in oneと下肢装具を使用

した歩行練習を実施。下肢装具は足継手に川村義肢社

製Gait Solutionを用いた長下肢装具（KAFO）を使用

し、両下肢の支持性を補償した。膝継手は完全伸展位

固定、足継手は底屈制動・背屈フリーに設定した。後

方介助にて両下肢の振り出しおよび立脚後期の股関節

伸展を誘導した。歩行様式は2動作前型歩行、歩行距離

は平均150m/日とし、疲労感等に合わせて適宜延長し

た。身体機能、歩行能力の向上に合わせて下肢装具の

カットダウン、免荷量・介助量の軽減を図った。

結果
変化点のみ記載。MMT：股関節屈曲5/5、膝関節伸展

5/5、膝関節屈曲2/2、大腿周径：［膝蓋骨上5㎝］：

40.0/41.0㎝、［10cm］42.5/43.5㎝、［15㎝］

46.5/47.0㎝。下腿周径：34.0/34.0㎝。立位：両側

SHB使用し自立。2分7秒、保持可能。歩行：両ロフス

トランド杖・両側SHB使用し、見守り。FAC：4。10m

歩行：22.6秒、31歩。FIM：112/126点。

考察
本症例に対して、体重の免荷と下肢装具により支持性

を補償し、下肢にかかる荷重負荷量を調整したことが

身体的負荷の軽減に繋がり、運動量の確保と二次的な

廃用予防に貢献できたと考える。本介入では、運動麻

痺の改善と筋力向上を目的に、積極的な立位・歩行運

動を実施した。股関節屈曲筋である大腰筋は立位で働

きやすく（吉尾、2011）、伸展運動により自動的に収

縮を誘発する（原ら、2013）特徴がある。以上より、

反復的な前型歩行により股関節屈曲－伸展運動を促し

たことで大腰筋の機能改善を促し、下肢の振り出しを

可能にしたものと考える。また、下肢の支持性に応じ

た下肢装具のカットダウンや、介助量を最小限にする

ことにより症例の身体機能を最大限発揮できる環境を

提供した。以上より、症例の身体機能および動作能力

に合わせ、段階的に適切な難易度の課題で練習できた

ことも運動学習に有効であったと考える。

説明と同意、および倫理
症例から書面にて同意を得て、当院倫理審査委員会の

承認も得た。

キーワード：脊髄損傷・歩行・下肢装具
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表6　【動画セッション】O-06-3

脊髄損傷例に対する積極的な立位・歩行練習の一経験
ー免荷式歩行器・下肢装具の併用が有効であった症例ー

佐藤 大夢・竹山 大輔
一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院
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目的
　脊髄損傷によって対麻痺（L1）を呈した症例に対し

て、6ヵ月のリハビリを行った結果、両側のロフスト

ランドクラッチ、右短下肢装具（以下、AFO）と左長

下肢装具（以下、KAFO）を使用して歩行が自立し、ア

パートの2階に退院した症例を経験したので以下に報告

する。

方法
　症例は22歳女性、アパートの2階で両親との3人暮ら

し。以前より強迫性障害を患っており、平成29年に転

落によって受傷しA病院に入院。42病日にB病院に転院

となり、翌日より理学療法を開始した。

入院時、損傷高位および麻痺の重症度は、AIS（Rt./

Lt.）がL1・C/L1・Bで右膝関節伸展のみMMT 4 で

あった。基本動作は起居・移乗は自立していたが、起

立動作・立位保持は左下肢にKAFOを使用しても介助が

必要であった。歩行については、平行棒を使用し右下

肢の振り出しは可能なものの、左下肢の振り出しが困

難であった。ASIA（LEMS；R/L）は8/0。WISCI Ⅱは

3であった。

　受傷前に住んでいたアパートへ退院するためには実

用歩行の獲得、そして階段昇降が可能となることが

必要なため、引っ越しも想定しながら完全対麻痺の患

者に必要な動作が車いすレベルで自立することを目標

に、理学療法では基本動作練習および歩行練習を実施

した。

結果
　入院1ヶ月目に平行棒内歩行が見守りで可能となっ

た。また、2ヶ月目に車いすレベルでのADLが自立し

（入浴を除く）、歩行車歩行が軽介助で可能となった

こと、症例が引っ越しをせずに自宅アパートへの退院

を希望したことから、実用歩行の獲得に向けてプログ

ラムを再考した。特に四つ這い移動や膝立ちなどの床

上動作を重点的に行い、下肢の支持性および体幹機能

の向上を目指した。

125病日に病棟内両側ロフストランドクラッチ歩行自

立（右AFO、左KAFO）、屋外は見守り。139病日に院

内歩行自立（上記と同条件）。149病日に自宅アパー

トへの退院。

　退院時は、基本動作は自立。四つ這い移動や膝立ち

が可能となり、ロフストランドクラッチと装具を使用

しての床からの立ち上がりも可能となった。歩行につ

いては、両側のロフストランドクラッチ、右AFOと左

KAFOを使用して院内の歩行が自立した（屋外は見守

り）。連続歩行距離は500m程度まで確認。階段昇降

は手すりとロフストランドクラッチを使用して可能と

なった。AISはD/B。LEMSは10/0。10m最大歩行速度

は24.4m/min。歩行率は65.8steps/min。WISCI Ⅱは

12。

考察
　一般的に、左右のうち一側でも損傷高位がL3～4

で、膝関節伸展が実用的であれば、短下肢装具と両側

ロフストランドクラッチを用いて、生活の一部分での

実用的な移動手段としての歩行能力が備わるといわれ

ている。症例の損傷高位はL1であるが、右膝関節の筋

力が4だったために歩行自立に至ったと考えられる。ま

た、歩行獲得の前段階として四つ這い移動や膝立ちな

ど下肢の支持性やバランス能力向上に向けた介入を重

点的に行ったこと、身体機能や症例の感情の変化に応

じて完全対麻痺を対象とした介入から、時期を逃さず

に実用歩行を獲得とした介入に方針変更したことが自

宅アパートへの退院に至ったひとつの要因であると考

えられる。

説明と同意、および倫理
　ヘルシンキ宣言に基づき、全ての対象者に本研究の

目的と方法について事前に説明し、研究協力への同意

を得た上で本研究を開始した。

キーワード：脊髄損傷・対麻痺・歩行
2018年11月04日　09:30	～	10:20口述発表6　【動画セッション】O-06-4

脊髄損傷により片側性の完全対麻痺を呈し，両側ロフストランドクラッチと
長下肢装具を使用して歩行が自立した症例

～自宅アパートの2階への移動動作獲得を目指して～
佐藤 弘樹・関 公輔

公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター
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目的
脳卒中後の病巣と運動麻痺およびその予後との関連性

は多くの報告によって明らかであり、脳画像を用いた

回復予測が可能であることから、脳卒中理学療法を実

施する上で脳画像情報を把握することは極めて重要で

ある。脳卒中後に出現する麻痺肢の痙縮は発症初期に

は4-27％、慢性期では17-43%にみられ、様々な能力

低下に関連し得る機能障害であり、理学療法評価にお

いては欠かすことのできない重要な要因である。筋緊

張異常には大脳皮質や基底核、脳幹、脊髄など様々な

領域の関与が知られているが、脳卒中後の筋緊張異常

の出現と病巣の関係は必ずしも明らかではない。筋緊

張異常に関連する脳領域を特定することができれば、

患者の治療方針の決定に際して有益であると思われ

る。本研究の目的は回復期病棟退院時の筋緊張異常と

それに関連する脳領域の特定を試みることである。

方法
対象は回復期病棟に入院した脳卒中者のうち研究実施

施設で実施された歩行分析研究の対象となった患者

で、一側半球の新規のテント上病変を有し、MR画像

が撮像され、かつ、病変の特定が可能であった92名

である。その内訳は男性60名、女性32名、脳梗塞50

例、脳出血40例、くも膜出血（脳実質損傷伴う）2例

であった。対象者の平均年齢は66.1±11.1歳（37-93

歳）であった。麻痺側は右が47例、左が43例、両片

麻痺が2例おり、両片麻痺例のデータは麻痺が重度で

あった側を採用した。再発例が17例存在したが今回の

画像解析の対象は新規病変のみとした。対象者の退院

時のSIAS筋緊張及び腱反射のデータをカルテより後方

視的に調査した。対象となった92例の新規病変が描

出されたMR画像から、MRIcronを用いて病巣を抽出

し、SPM12を用いて空間的標準化を行い、SIASの筋

緊張の得点と関連のある病巣を抽出するため、voxel 

based lesion symptom mapping（VLSM）法を用いて

調査した。なお、すべての右半球病巣は左半球へflipし

て解析した。同時にVLSMの妥当性を検証する目的で

入院時の運動麻痺の程度をBrunnstrom recovery stage

（BRS）にて評価しVLSM法にて解析した。

結果
退院時の上肢の筋緊張は0:4、 1A:14、1B:9、2:48、

3:17で、下肢は0:2、1A:10、1B:11、2:49、3:17名

であった。初回の上肢BRSはⅠ:3、Ⅱ:15、Ⅲ:13、

Ⅳ:17、Ⅴ:19、Ⅵ:25で、手指はⅠ:10、Ⅱ:14、Ⅲ:8、

Ⅳ:14、Ⅴ:18、Ⅵ:27で、下肢はⅠ:0、Ⅱ:11、Ⅲ:10、

Ⅳ:15、Ⅴ:31、Ⅵ:25名であった。

VLSMの結果、SIASの上下肢の筋緊張異常の重症度と

関連する領域は放線冠、内包、外包、上縦束、下後頭

前頭束、被殻および尾状核であった。BRSの重症度と

関連する領域は内包～放線冠にかけて特定された。

考察
BRSの重症度と関連する領域が内包～放線冠であった

ことはVLSM法による解析には一定の妥当性があるこ

とを示唆していると思われる。上下肢の筋緊張異常の

重症度と関連する領域として放線冠、内包、外包、上

縦束、下後頭前頭束、さらに基底核が特定された。

Picelli et al. の上肢のModified Ashwors Scaleを2値とし

て扱い、VLSM法を用いた研究では内包、放線冠、外

包、上縦束、基底核、島そして視床が関連したと報告

され、我々の結果と類似している。また、Urban et al. 

は筋緊張異常には麻痺の重症度が関連すると報告して

いる。今回、特定された領域の多くは皮質脊髄路の走

行部と一致、あるいは近接する領域であった。麻痺の

重症度と筋緊張異常は相関することから、筋緊張の異

常には同部位の損傷が関与し、さらに近接する領域の

関与を示唆するものと思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は国立障害者リハビリテーション研究所ならび

に公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院の倫理

審査員会の承認を得て後方視的に実施した。

キーワード：Voxel	based	lesion	symptom	mapping・脳画像・筋緊張
2018年11月04日　10:40	～	11:30口述発表7　【神経】O-07-1

脳卒中者の筋緊張異常と関連する脳損傷領域とは？
Voxel based lesion symptom mappingを用いた関連病巣特定の

試み
阿部 浩明 1）・吉田 拓 2）・菊地 豊 2）・河島 則天 3）

1）一般財団法人広南会広南病院
2）公益財団法人 脳血管研究所附属 美原記念病院

3）国立障害者リハビリテーション研究所
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目的
健康増進や臨床現場の一部で、歩行や足踏みをしなが

ら、認知課題をこなすという二重もしくは多重課題が

効果あると言われている。それは、認知機能の低下予

防もそうだが、転倒予防の視点でも分配性注意機能維

持に基づき、二重や多重課題でのトレーニングを行う

ことが有効とされている。しかし、歩行をベースにし

た、二重や多重課題では、その難易度によって大きく

歩行速度の低下を生じたり、立ち止まったり、高齢者

にとっては、課題そのものが難しく実施できない可能

性がある。

本研究は、複数の認知課題を操作・実施する多重課題

条件下での歩行と、二重課題条件での歩行を比較し、

歩行の状況がどのような変化を生じるのか、健常若年

層を対象に基礎的なデータを得る目的で検証を行っ

た。

方法
対象は、健常若年齢者21名（男性10名、女性11名、

年齢21.9±0.4歳）。安静後、Trail Making Test-Aと

B（以下TMT-AとB）を行い、以下に設定した課題を

実施したあと、再度TMT-AとBを実施する流れのもと

実験を行った。測定方法は環境に慣れた1周30mの歩

行路を4周歩行しながら次の3条件で行った。①多重

課題条件②二重課題条件③コントロール条件である。

①ではスマートフォンを用いて検者から送信される

計算課題を文字打ち操作にて解答する。②ではserial-

2s,serial-7sを組み合わせて計算課題を課した。③では

自由歩行のみ行った。すべての条件で歩行所用時間を

測定した。統計解析はそれぞれの介入前後のTMT-A,B

の所要時間、またΔTMT（=TMT-B－TMT-A）の変化

量、そして3条件間の歩行時間を多重比較検定すべく、

対応のあるt検定のボンフェローニ補正にて実施した。

各条件は介入の影響を避けるため、1日以上間隔を空け

た。有意水準は5％とした。

結果
結果は、自由歩行での歩行時間の平均値が100.0±

11.7秒（1.1±9.5km/h）、多重課題条件下では125.5

±25.3秒（0.86±4.3km/h）、二重課題条件下では

serial-2s時で59.0±7.9秒（1.02±7.6km/h）、serial-

7s時で63.1±11.6秒（0.95±5.2km/h）より合計

122.1±19.2秒（0.88±5.6km/h）だった。自由歩行

と多重課題条件および自由歩行と二重課題条件で有意

差が生じた（p=0.00）。しかし、難易度の高い多重課

題条件で、より歩行速度が低下すると考えられたが、

二重課題とは変わらなかった（p=1.40）。注意分配と

いわれているΔTMTに関しては、多重課題条件でのみ

介入前のΔTMTが2.5±8.0秒、介入後は6.0±8.7秒で

あり有意に増加、遅延していた（p=0.04）。歩行速度

とはやや乖離するような結果となった。

考察
歩行時間に関して、多重および二重課題条件で自由歩

行と有意差が生じた。このことは注意の容量を歩行

と課題に分配することで歩行速度を抑え、認知課題を

遂行しながら転倒や衝突の危険性を回避するための戦

略であると考えた。しかし、二重課題と多重課題で歩

行速度が変わらず、実験直後の注意課題結果が多重課

題で芳しくなかった。このことから、歩行をベースに

した二重課題では、serial-7s程度の課題負荷が至適に

近づいた可能性があり、スマートフォンを把持し、計

算課題に解答しながら歩行路を歩くといった認知課題

は、負荷が大きく至適覚醒から外れてしまったと考え

られた。よって、本条件での多重課題は、高齢者には

向かず、若年齢者にとっても危険な課題である可能性

が推察された。

説明と同意、および倫理
本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会によ

る許可（HS20170-24）を受け実施し、被験者には本

研究の主旨を説明し書面にて同意を得た。なお、開示

すべきCOIはありません。

キーワード：注意分配機能・複数課題・歩行速度
2018年11月04日　10:40	～	11:30口述発表7　【神経】O-07-2

複数操作の認知課題が歩行速度に及ぼす影響
渡邊 洸 1,2）・牧野 美里 3）・伊藤 百花 2）・山田 文武 4）・抱 志織 4）・外館 洸平 2）

森山 武 2）・岩田 学 1）・須藤 真史 1）・高見 彰淑 3）

1）一般財団法人黎明協弘前脳卒中・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総合リハビリテーション科学領域博士前期課程

3）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域
4）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域博士課程
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目的
脳白質線維の構造の可視化や、微細構造の定量的な評

価が可能な画像に拡散テンソル画像（DTI）がある。

先行研究では、DTIを用いて皮質脊髄路（CST）の描

出線維数と定量的な指標となるfractional anisotropy

（FA）値の関係性を調査することによって、運動機能

の回復を高い精度で予測できる事や、描出されたCST

の損傷の程度と歩行能力の予後との関連性が報告され

ている。また、近年、CST近傍を通過する皮質網様体

路（CRT）の損傷の程度と歩行能力の予後には関連性

があることが報告されている。しかし、まだ少数の報

告にとどまっており、CST及びCRTの損傷の程度と歩行

能力の関係についてはさらなる調査が必要であると思

われる。本研究の目的は、DTIを用いてCST近傍に病変

を有する症例のCST及びCRT損傷の程度と各症例の特性

を把握し、当院転院時の歩行自立度に関連する因子を

抽出することである。

方法
対象は2013年10月から2017年6月の間に当院に入

院しDTIの撮像がなされ、CST近傍に病変を有した

41名とした。調査項目は、年齢、性別、病型、損傷

側、発症から撮像までの期間、発症から退院までの期

間、BRS、SIAS（下肢運動機能、下肢感覚、視空間認

知）、MWS、BBS、BI、FACとし、身体機能について

は初回評価、最終評価共に調査した。CSTのDTIパラ

メータは、中脳大脳脚におけるFA値（CST FA値）を

算出し、その左右比（CST FA ratio）を比較した。ま

た、解析対象となる白質線維が通過するvoxelのみを解

析の対象として選択できる解析法であるtract specific 

analysis（TSA）の手法を用いCSTのFA値（TCST FA

値）、FA ratio（TCST FA ratio）、CST描出線維数を算

出し、CRTのFA値（TCRT FA値）、FA ratio（TCRT FA 

ratio）、CRT描出線維数を算出し、比較した。対象者

の最終評価時のFACが2以下の歩行介助群とFACが3以

上の監視歩行以上のレベルの歩行が可能な歩行可能群

の2群に分類し、各群の調査項目をShapilo-Wilk検定の

後、t検定またはMann-Whitney検定にて比較した。2

群間の比較で有意差を認めた項目については、多重共

線性に配慮しつつ独立変数とし、最終評価時の歩行の

可否（FAC<3、 3≦FAC）を従属変数として尤度比によ

る変数増加法を用いたロジスティック回帰分析を行っ

た。ロジスティック回帰分析にて有意に選択された変

数に対して、ROC解析を行い、曲線下面積（AUC）と

感度・特異度を算出し、カットオフ値をYouden index

を用いて決定した。統計学的有意水準は5%とした。

結果
ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 の 結 果 、 S I A S 下 肢

（ 下 肢 3 項 目 の 合 計 値 ） 運 動 機 能  （ オ ッ ズ 比 

0.749,95%CI:0.595-0.943）とTCRT FA ratio（オッ

ズ比 0.086,95%CI:0.013 ‒ 0.057）の 2 項目が選択

された。モデル検定の結果は有意であり、Hosmerと

Lemeshow の検定結果は p = 0.175で問題はなく、

判別的中率は80.5%であった。ROC 解析を行った結

果、AUCはSIAS下肢運動機能で0.938、TCRT FA ratio

で0.826であり、カットオフ値はそれぞれ9.5（感度 

72.2%、特異度95.7%）、0.915（感度 61.1%、特異度 

95.7%）であった。

考察
脳卒中片麻痺者の歩行再建において、発症早期からの

歩行自立度を予測することができれば極めて有益であ

る。当院転院時の歩行自立度を予測する因子として、

初回SIAS下肢運動機能、CRT FA ratioが関連した。本研

究の結果より、歩行能力に影響する下肢運動機能の評

価は従来の報告同様、極めて重要であることが伺える

が、それらの評価に加えCRT損傷の程度も評価に加え

ることで、より精度の高い歩行自立度の予後予測がで

きる可能性があると思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は、研究代表者所属施設の倫理委員会の承認を

得て後方視的に実施した。

キーワード：拡散テンソル画像・皮質網様体路・歩行
2018年11月04日　10:40	～	11:30口述発表7　【神経】O-07-3

拡散テンソル画像を用いた皮質網様体路の評価と歩行能力との関係

神 将文・阿部 浩明
一般財団法人　広南会　広南病院
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目的
T字杖歩行には、杖と同時に麻痺側下肢を振り出す2動

作パターンと、先に杖をついた後に麻痺側下肢・非麻

痺側下肢の順に振り出す3動作パターンがある。臨床

上、理学療法士は患者の身体機能などからどのパター

ンが適切か判断し指導しているのが現状である。これ

までの歩行パターンに関する先行研究では、発症から

の時期にばらつきが大きく発症からの期間を限定した

報告はみられない。

我々は、退院時にT字杖歩行が自立した脳血管疾患患

者を対象に、2動作パターンで歩行する患者（以下、

2動作群）と3動作パターンで歩行する患者（以下、3

動作群）で退院時の身体機能に相違があるか後方視的

に調査し報告した（回復期リハ病棟協会第31回研究大

会）。

本研究では、発症後早期から退院時の歩行パターンを

イメージして歩行練習を進めることができるよう、発

症後8週時の身体機能の特徴について調査し臨床判断の

指標を得ることを目的とした。

方法
平成28年1月1日から12月31日までに当院回復期リハ

病棟を退院した初発脳血管疾患患者のうち、T字杖歩行

が自立した24名を対象とした。

患者情報から脳血管疾患発症後8週時の年齢、下肢

Bruunstrom Stage（以下、Br.Stage）、上田12段階片

麻痺グレード（以下、上田グレード）、歩行速度、

Functional Independence Measure（以下、FIM）、

Fugl-Meyer Assessment（以下、FMA）、Berg balance 

scale（以下、BBS）を後方視的に調査した。各項目

について2動作群と3動作群の2群間で差の検定を行っ

た。

結果
退院時にT字杖歩行が自立した24名の歩行パターンの

詳細は、2動作群は17名（平均年齢70.2±14.4歳）、3

動作群は7名（平均年齢62.1±11.8歳）であった。8週

時のFMAは、2動作群が平均170.7±30.9点、3動作群

が137.6±12.4点であり、2動作群で有意に高い結果と

なった（p=0.03）。歩行速度は、2動作群が平均0.61

±0.2m/s、3動作群が平均0.33±0.1m/sと、2動作群

で有意に速い結果となった（p=0.01）。Br.Stageは、2

動作群で中央値5（3-6）、3動作群で中央値4（3-4）

と、2動作群で有意に高い結果となった（p=0.03）。

年齢、上田グレード、FIM 、BBSは有意な差は認めら

れなかった。

考察
杖歩行は3動作パターンを指導後、2動作パターンを指

導することが一般的であった。近年、2動作パターンに

よる歩行練習が麻痺側下肢筋活動の向上に有効との報

告があり、また部分免荷トレッドミル歩行練習は課題

難易度を調整し歩行パターン学習に効果的との報告が

あるなど、脳血管疾患患者における歩行練習の進め方

が多様化している。

当院では発症後の定期的評価を実施しており、今回対

象とした発症後8週時は、実用的な歩行パターンの予測

に重要な評価時期と考えている。前回の我々の報告で

は、退院時の身体機能の特徴として、FMAと歩行速度

が2動作群で高い結果であったが、今回の発症から8週

時での調査では、FMAと歩行速度に加え、Br.Stageも2

動作群で有意に高い結果となった。このことより、退

院時に2動作パターンで歩行している患者は、発症から

8週時の状態においてBr.stage、FMA、歩行速度は臨床

的な評価指標として重要と考えられる。

しかしながら、本研究は後方視的調査であり、対象と

なる症例数が十分確保できなかったため、各評価項目

の関連性など詳細な検討ができず、2群間のデータの特

徴のみを提示するに留まった。今後は、症例数を増や

して再調査を行い、臨床判断の一助となるようなデー

タを提示していきたい。

説明と同意、および倫理
本研究は当法人倫理委員会の承認を得て行った。

キーワード：脳血管疾患・T字杖・歩行パターン
2018年11月04日　10:40	～	11:30口述発表7　【神経】O-07-4

脳血管疾患患者の退院時T字杖歩行パターンに及ぼす身体的特徴
発症後8週時の機能からの検討

山本 賢雅 1）・藤田 俊文 2）・須藤 真史 1）・松本 茂男 1）・岩田 学 1）

1）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
2）弘前大学大学院保健学研究科
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目的
近年、慢性期脳卒中患者の上肢麻痺に対し、反復性

経頭蓋磁気刺激（以下r-TMS）と集中的リハビリテー

ションを併用した治療（以下r-TMSプロトコール）の

上肢機能改善効果が報告されている。当院では、平成

29年5月からr-TMSプロトコールを運用開始している

が、約1年間の治療成績について、持ち越し効果が得ら

れているかに焦点をあて効果検証したので報告する。

方法
対象は平成29年5月から平成30年5月までにr-TMS入院

治療を実施した24名のうちフォローアップ評価が可能

であった17名とした。内訳は男性9名、女性8名、年齢

65.4±13.6歳。経過日1524.8±1343.3日、原因疾患

は脳梗塞9名、脳出血8名であった。r-TMSプロトコー

ルは、健側大脳第一次運動野の手指領域に対して1Hz

の低頻度r-TMSを40分間行った。その後、個別リハビ

リテーション、自主トレーニングを午前、午後各60分

間ずつ行い、これを2週間実施した。上肢機能評価は

Fugl-Meyer Assessment上肢項目（以下FMA-UE）を用

い、入院時、退院時、退院4週後（以下4週後）に行っ

た。統計学的処理には一元配置分散分析を用いた。ま

た、手指Brunnstrom Recovery Stage（以下H- BRS）

Ⅲ以下群、Ⅳ以上群に分類し、麻痺の重症度別検証も

行った。

結果
全対象者にてFMA-UEは入院時27.8±16.8点から退院

時32.0±17.8点となり、4週後31.8±18.0点となっ

た。入院時と退院時、入院時と4週後では有意差が認め

られた（p<0.05）。また、退院時と4週後では有意差

を認めなかった。H-BRSⅢ以下群では、症例数12名と

なり、入院時18.8±8.4点、退院時22.3±9.7点、4週

後21.8±8.9点となった。入院時と退院時、入院時と4

週後では有意差が認められた（p<0.05）。また、退院

時と4週後は有意差を認めなかった。H-BRSⅣ以上群で

は、症例数5名となり、入院時49.4±10.4点、退院時

55.2±7.6点、4週後 55.8±7.6点となった。また、こ

れらには有意差は認められなかった。

考察
角田らは多施設間共同研究として1700名を超える慢性

期脳卒中患者の上肢麻痺に対してr-TMSプロトコール

介入の効果を報告しており、FMA、WMFTで介入前後

の有意な改善と、フォローアップ時の持ち越し効果が

あったとしている。また、麻痺の重症度別検証として

H-BRSⅢ、Ⅳ、Ⅴの各解析も行っており全ての群で同

様の傾向を示した。当院でも、同プロトコールを導入

しているが、対象全例では、FMAは、介入前後におい

て、有意な改善を示し、4週後でも持ち越し効果が認め

られた。重症度別解析では、H-BRSⅢ以下群で、対象

全例同様に介入前後において有意な改善を示し、4週後

でも持ち越し効果が認められた。しかし、H-BRSⅣ以

上群では、同様の結果は認められなかった。H-BRSⅣ

以上群については、症例数がまだ5名であったため、今

後も症例数を増やしていく必要がある。現段階では、

症例数が少なく重症度別検証は十分に行えていない

が、少なくとも対象全例やH-BRSⅢ以下については、

先行研究と同様の結果を示しており、持ち越し効果も

含め標準的な介入効果が得られていると思われる。今

後は、フォローアップ数を重ねながら重症度別検証を

継続したり、Minimal Clinically Important Diffenceに

基づく効果検証を取り入れるなど、更にr-TMSプロト

コールの充実につなげていく必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究は当院倫理審査委員会の承認と、全対象者の同

意を得ている。

キーワード：経頭蓋磁気刺激・脳卒中・上肢機能
2018年11月04日　10:40	～	11:30口述発表7　【神経】O-07-5

慢性期脳卒中患者の上肢麻痺に対する反復性経頭蓋磁気刺激と
リハビリテーション併用効果の予備的検証

武藤 慎幸・渡辺 光司・渡辺 香苗・添田 留美・齋藤 頼亮・佐藤 竜太
近藤 貴大・田中 孝顕・久保 仁

医療法人社団　新生会　南東北第二病院
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目的
　HAL® （Hybrid Assistive Limb以下HAL）医療用下肢

タイプ（CYBERDYNE社製）は、緩徐進行性の神経・

筋疾患患者にHALを使用した歩行運動を行うことによ

り、歩行機能の改善に効果がある医療機器である。

HALを使用した歩行運動は治験では5週間（平均4.87

週）の中で9回実施されており、週2回以上、1回の歩

行運動時間は20～30分が推奨されている。HALを運用

する中で、5週間の入院・通院が困難で、そのためHAL

を使用した歩行運動回数が9回に達しなかった患者がい

た。今回、当院にてHAL実施患者を5週9回実施群及び

5週9回非実施群に分け、結果に差があるか検討した。

方法
〇症例　対象は当院でHALを使用した歩行運動を実施

した14名。5週9回実施群が8名（男5、女3）、平均年

齢47.1±11.1歳。疾患は遠位型ミオパチー2例、筋強

直性ジストロフィー4例、筋萎縮性側索硬化症2例、平

均罹病期間14.3±7.9年、平均BarthelIndex（以下BI）

62.5±13.8点、移動能力はT字杖+介助2例、独歩2例、

歩行器2例、電動車椅子2例。5週9回非実施群は6名

（男5、女1）、平均年齢67.3±13.2歳。疾患は遠位型

ミオパチー1例、筋萎縮性側索硬化症5例、平均罹病期

間5.3±7.2年、平均BI52.5±9.8点、移動能力はT字杖+

介助1例、歩行器1例、車椅子4例。

〇運動内容　5週9回実施群のHALを使用した歩行運動

の頻度は1週間（5日）に2～3回行い、他の日は起居・

歩行練習を行った。5週9回非実施群のHALを使用した

歩行運動の頻度は1週間（5日）に1～2回行い、他の日

は起居・歩行練習の実施、または休みとした。歩行運

動時の免荷装置はニューアシスト（Inter Reha社製）ま

たはAll in one（ROPOX社製）を使用し、トレッドミル

はSport art（フジモリ社製）を使用。HALの設定、ト

ルク・バランスチューナ、免荷量、歩行運動時間は患

者毎に適宜設定を変更して実施した。

〇評価方法　HAL使用前・後の2分間歩行試験、6m歩

行試験の測定し、また2分間歩行試験の前後には修正

Borgスケールにて下肢の自覚的疲労度を評価した。

HAL実施の最終日にアンケートにてHALを使用した歩

行運動の満足度、今後も継続していきたいかを7段階で

患者に記載してもらった。HAL使用前・後の2分間歩行

試験、6m歩行試験、修正Borgスケールを対応のあるt

検定にて有意水準を0.05％以下とした。　

結果
〇5週9回実施群

　1回の平均歩行運動時間は14.3±7.2分、2分間歩行

試験は運動前平均48.9±35.3秒、後平均56.2±32.5秒

p＝0.015、修正Borgスケールは運動前平均3.1±1.3、

後1.75±1.1、p＝0.058、6m歩行試験は運動前均44.3

±60.8秒、後平均20.5±22.7秒p＝0.22。アンケート

の回収率は100％、歩行運動の満足度平均6.1±0.8、

今後も継続していきたいかは平均5.8±1.3。

〇5週9回非実施群

　1回の平均歩行運動時間は11.2±6.3分、歩行運動

の回数は平均で3.8±1.1回、2分間歩行試験は運動前

平均62.4±31.8秒、後平均60.1±29.5秒p＝0.26、修

正Borgスケールは運動前平均4.4±2.2、後3.0±2.2、

p＝0.31、6m歩行試験は運動前平均28.3±48.0秒、

後平均23.3±58.8秒p＝0.37。アンケートの回収率は

50％、歩行運動の満足度平均6±0、今後も継続してい

きたいかは平均5.6±1.5。

結論
　5週9回実施群において2分間歩行試験のみに改善の

傾向がみられた。アンケートから2群共にHALを使用し

た歩行運動の満足度が高く、継続したいという気持ち

が強いことがわかった。今後さらに症例数を増やし検

討していきたい。

説明と同意、および倫理
本研究に関して、患者及び家族から説明と同意を得

た。

キーワード：HAL®医療用下肢タイプ・神経・筋疾患・歩行運動
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経4】P3-01-1

岩手病院におけるHAL®医療用下肢タイプの効果について
～5週9回実施群と5週9回非実施群の比較～

黒沢　 健 1）・氏家　 祐太 1）・中嶋 健太 1）・今野 昌俊 2）・宮 秀哉 3）

1）独立行政法人国立病院機構　岩手病院　リハビリテーション科
2）独立行政法人国立病院機構　岩手病院　神経内科医師

3）独立行政法人国立病院機構　岩手病院　リハビリテーション科医師
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報告の焦点
今回、脳卒中片麻痺により生じた麻痺側下肢の支持性

低下に対し、荷重を促す介入を行ったが、膝折れの経

験から不安感を解消できず、杖への荷重量が増加し、

反張膝などの歩行パターンが修正されない症例を担当

した。ロボットスーツHAL（以下、HAL）の随意収縮

補助機能を活用し、荷重時の不安感を解消して反復練

習を行ったところ、前方への推進力を引き出せ、歩行

速度や歩容の改善が得られたので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
症例は脳幹梗塞により右片麻痺を呈し44病日に当セン

ターに入院した70歳代男性である。Brunnstrom Stage

は上肢Ⅳ・手指Ⅳ・下肢Ⅴ、軽度感覚障害を呈してい

た。Modified Ashworth Scaleは下腿三頭筋・股関節

内転筋群1+、Berg Balance Scaleは42点であった。認

知機能低下や高次脳機能障害はなかった。歩行動作は

麻痺側初期接地における足底全体の接地、荷重応答期

（以下、LR）の体幹前傾、立脚中期（以下、MSt）の

反張膝・骨盤後退を認め、立脚終期（以下、TSt）以

降、股関節伸展角度が小さく非対称性の歩行であっ

た。T字杖・オルトップLH使用し10m最大歩行速度

（以下、10mMWS）は37.0 m/min、歩幅は34.5cm、

歩行率は107.4steps/minであり、自立歩行の獲得を目

標に介入した。

介入方法と経過
通常練習（以下、A期）、HAL練習（以下、B期）の順

で各2週間行った。A期は筋力増強運動や荷重練習、起

立・歩行動作を行った。B期はHAL装着下で歩行動作、

階段昇降を重点的に行い、HAL着脱を含め1時間、週

2～3回の頻度で計5回行った。麻痺側股関節・膝関節

は運動意図により生じた生体電位信号を基に動作支援

を行うサイバニック随意制御（以下、CVC）、非麻痺

側は関節の動きに応じた出力を行うサイバニックイン

ピーダンス制御とし、麻痺側各関節とも伸展優位の設

定とした。麻痺側足部にはオルトップLHを装着した。

10mMWS、歩幅、歩行率、足圧中心（以下、COP）軌

跡（歩行時のCOP軌跡の開始点と終了点を結んだ前後

径を足長で除した値：以下、%Long）を各期終了時に

測定した。B期終了10日後に杖歩行（装具使用）が自

立された。

帰結評価
A 期 終 了 時 → B 期 終 了 時 の 順 に 示 す 。 1 0 m M W S

は 4 4 . 9 → 6 9 . 6 、 歩 幅 は 4 1 . 7 → 5 2 . 6 、 歩 行 率 は

1 0 7 . 8 → 1 3 2 . 3 、 % L o n g （ 麻 痺 側 / 非 麻 痺 側 ） は

59.1/76.2→68.4/81.3であった。B期終了時はLRの体

幹前傾およびMStの反張膝・骨盤後退の軽減、TSt以降

の股関節伸展角度の拡大を認めた。

考察
HALにより、麻痺側股関節・膝関節とも伸展活動を補

助したことで、麻痺側立脚初期～中期にかけて十分に

寄与していなかった股関節・膝関節の伸展筋の筋活動

が促通され、膝折れや反張膝、骨盤後退を出現させる

ことなく、麻痺側前足部への荷重を促すことができた

ものと考える。それにより麻痺側%Longの延長に繋が

り、立脚中期以降の前方推進力が向上したものと推測

した。今回の結果から、麻痺側立脚中期～後期にかけ

ての蹴り出しに直接介入していなくても、麻痺側立脚

初期～中期にかけて股関節・膝関節の伸展運動を引き

出したことが前方推進力の向上に繋がることが示唆さ

れ、歩幅の拡大および歩行率の向上に起因する歩行速

度の向上、歩容対称性の改善に繋がったものと考え

る。

説明と同意、および倫理
対象者は、本研究の目的と趣旨に関する説明を十分に

行い、同意を得て実施した。

キーワード：ロボットスーツHAL・脳卒中・歩行能力
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経4】P3-01-2

回復期脳卒中患者におけるロボットスーツHALによる歩行能力の変化
ー歩容，足圧中心軌跡，歩行速度に着目してー

高橋 紗佳 1）・須藤 恵理子 1）・越後谷 和貴 3）・岡田 恭司 2）

1）秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
2）秋田大学　大学院医学系研究科　保健学専攻

3）秋田県立脳血管研究センター
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報告の焦点
　本症例は右脳梗塞後歩行が自立したものの、歩行時

の非対称性が残存し、歩行耐久性が低下していた。

　そこで、非対称性の修正を目的にHONDA歩行アシス

ト（以下:アシスト）を使用し歩行練習を行い、改善が

みられた。その結果、歩行耐久性が向上し、退院後復

職に至ったため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　50代後半男性。右中大脳動脈領域梗塞。X日発症

し、X+24日当院に入院される。病前ADLは全て自立

し、マニュアル車を運転し運送業を営んでいた。

介入方法と経過
◆理学療法評価（X+92日：アシスト使用開始時）

　Brunnstrom Recovery stage（以下:BRS）は左上肢

StageⅢ、左下肢StageⅤ。ADLは院内独歩自立。歩行

時の股関節最大屈伸角度右屈曲38°伸展13°、左屈曲

30°伸展10°。可動角対称度0.77。左立脚期で左股関

節伸展の不十分さが見られる。また、左遊脚期へ移行

する際に左膝関節屈曲が不足している。100m以上の

歩行で左骨盤の軽度挙上・右回旋で左遊脚を代償する

様子が徐々に見られる。日中の歩数は約3000歩であっ

た。「歩ければ充分だ、黙って家にいるから」と発言

が聞かれる。

◆介入方法

　アシストを使用し週3回30分程度、3週間歩行練習

を実施した。股関節屈曲伸展の補助出力トルクは左

3.0Nm、右1.5Nmとした。装着時、左股関節最大屈伸

角度が屈曲38°伸展26°と可動域が拡大した。

帰結評価（X ＋ 113 日）
　BRSは変化なし。歩行時の股関節最大屈伸角度は右

屈曲38°伸展12°、左屈曲32°伸展19°。可動角対

称度0.98。初期評価時と比べ立脚期における左股関

節伸展や、膝屈曲の増大が見られ、代償動作なく連続

1Km程度歩行可能となった。また、日中歩数は約9000

歩となり「歩くのが楽になった、また働けるかもしれ

ない」と発言が聞かれる。退院後、オートマチック車

で荷物を限定しての職場復帰を果たしている。

考察
　本症例は右に比べ、左股関節屈伸角度が減少し、非

対称的な歩行となっていた。歩行時の非対称性につい

てRichardらによれば非対称の増加に伴い体重あたりの

酸素消費量が増加する、との報告がある。そのため本

症例においても、アシストを利用し非対称性を改善す

ることで歩行耐久性の向上を図ることができると考え

た。

大畑らによれば単脚支持期に股関節の伸展が十分に得

られていれば、前遊脚期には大腿部は前方に加速さ

れ、それに伴い膝関節は屈曲する、とされている。本

症例は左股関節伸展角度の減少が見られるため、左膝

関節屈曲が不十分なまま遊脚期に移行していると考え

られる。そのため、アシストを用いて左立脚期の股関

節伸展と左遊脚期の股関節屈曲を補助し、振り出しや

すくすることで非対称的な歩行を改善できると考え

た。

大畑は、ロボットにより歩行パターンを修正すると、

正常歩行に近い感覚入力が惹起され、反復することで

その感覚入力に基づいた運動が再構築されることを示

唆している。本症例においても、アシストを用いて、

対称的な歩行パターンを反復練習したことで運動学習

が図られ、非対称性が改善したと考えられる。

その結果、歩行耐久性が向上し、より快適な歩行を実

現できたことで、本人の復職に対する意識が変化し、

退院後の復職へ繋がったと考えられる。

説明と同意、および倫理
　本症例の報告を行うにあたり、症例に対し発表の趣

旨を説明し同意を得た。

キーワード：歩行の対称性・HONDA歩行アシスト・復職
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経4】P3-01-3

HONDA歩行アシストを用いて，歩行時の非対称性を改善し，
復職へ繋がった症例

小野 広平
鶴岡協立リハビリテーション病院
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目的
Honda歩行アシスト（歩行アシスト）は、腰部本体と

左右の大腿フレームで構成される。本体内部に設置さ

れた角度センサーにより、歩行状態をリアルタイム

に検出し、対象者の歩行に追従しながら歩行中の下肢

の振り出しおよび蹴り出しを補助する。歩行中に適切

な関節運動を反復的に学習することで歩行機能の改善

を図る歩行支援ロボットである。今回、胸髄損傷に対

し、歩行アシストを併用した歩行トレーニングによ

り、歩容の改善および歩行能力が向上した。介入によ

り得られた結果について以下に考察する。

方法
対象：70歳代男性。診断名：Th10胸髄損傷（胸椎椎

弓切除術・2椎間）。Frankel分類：D。感覚機能：表

在・深部感覚ともに中等度鈍麻。プラスチック製短下

肢装具（PAFO）とT字杖を使用し、屋内歩行は近位監

視レベル。方法：術後102～108日目の計7日間、歩行

アシストを使用した歩行トレーニングを実施。アシス

ト力の設定は左右脚ともに屈曲トルク1.5、伸展トルク

2.5とした。歩行距離は平均300m/dayとし、通常の運

動療法も併用して実施した。動作課題は前後3mの助

走路を設けた10mの自由速度歩行とした。測定項目は

10m歩行中の歩行所要時間[秒]、歩行速度[m/分]、歩

調[歩/分]、歩数[歩]、歩幅[cm]、歩容の変化とした。

その他、徒手筋力検査法（MMT）にて下肢筋力を評価

した。

結果
10m歩行所要時間：12.4→10.6（初期評価→7日後）

秒、歩行速度：48→56m/分、歩調：104→118歩/

分、歩数：21.5→20.9歩、歩幅：46→48cm。MMT

【右/左】：股関節屈曲4/4→5/5・伸展3/2→3/2・

外転3/2→3/3、膝関節伸展5/5→5/5、足関節背屈

4/4→4/4・底屈4/2+→4/2+。歩容：立脚初期～中期

にかけて骨盤の後方回旋が生じる→骨盤の後方回旋が

消失。FAC：2→4。

考察
歩行アシスト使用により、歩幅の増大と歩数の減少を

認めた。これらの変化により、歩行速度が向上し、

歩行所要時間の短縮に寄与したものと考える。また、

歩容が改善した要因については、歩行アシストの股関

節伸展トルクにより立脚初期における内的股関節伸展

モーメントが補助されたためと考える。以上より、歩

行アシストによる修正された歩容での反復学習によ

り、適切な運動出力と感覚入力が強化され、結果的に

歩行パターンの改善に繋がったと考える。本介入は、

病態の自然治癒による影響との判別が困難であること

が課題として挙げられた。今後は症例数を増やすとと

もに、歩行アシストの使用期間やアシストトルクの違

いによる影響など、効果的な使用方法について検討し

ていきたい。

説明と同意、および倫理
症例からは書面にて同意と、当院倫理審査委員の承認

を得た。

キーワード：Honda歩行アシスト・脊髄損傷・歩行
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経4】P3-01-4

脊髄損傷例に対するHonda歩行アシストの効果検証

金子 亮太・竹山 大輔
一般財団法人　竹田健康財財団　竹田綜合病院



1392018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

報告の焦点
近年、脳卒中片麻痺患者に対する体重免荷式トレッ

ドミル歩行練習（Body Weight Supported Treadmill 

Training以下BWSTT）が注目されており、脳卒中ガイ

ドライン2009においてグレードBとなっている。今回

シングルケースではあるが、BWSTTを使用し、歩行

速度に対して一定の効果が見られたため以下に報告す

る。

対象者紹介・理学療法評価
70歳台、男性。妻と二人暮らし。自宅にて倒れてい

るのを妻が発見。救急要請し、頭部MRIにて橋左側に

DWI高信号域あり。脳梗塞の診断にて保存療法施行。

翌日にBAD進行。第16病日に回復期病棟に転棟。

 第16病日に初期評価実施、GCS:E4V5M6。右片麻痺

Br.Stage上肢Ⅳ手指Ⅳ下肢Ⅳ、感覚は表在・深部共

に右上下肢で中等度鈍麻。筋力は右大殿筋、中殿筋

MMT3、右下腿三頭筋、前脛骨筋MMT2レベル、その

他下肢筋群はMMT4レベル。腱反射左右差なし。起居

動作修正自立。歩行はT字杖、タマラック継手P-AFO用

いて見守りで可能。右ICでrocker機構の低下、右Tstに

てBackling knee pattern出現。10MWT:11.13秒、24歩 

FIM84点

介入方法と経過
第16病日からBWSTTを施行し、その他筋力増強練

習、歩行練習を継続して実施。初回実施時は免荷量

20kg、歩行速度2.0Km/hと設定し10分間実施。第22

病日にタマラック継ぎ手p-AFOを採型、第29病日で

Heel rocker機構向上しICが安定性向上。第34病日に免

荷量15kg、歩行速度2.5Km/hに設定。右TstでBackling 

knee pattern改善。院内杖歩行自立。第45病日に免荷

量10kg、歩行速度3.0Km/hに設定。第56病日に免荷

量:10kg、歩行速度は3.5Km/hに設定。第59病日にタ

マラック継ぎ手P-AFOをカットダウン。BBS56/56点。

院内独歩自立。

帰結評価
 第59病日に中間評価実施。右片麻痺Br.Stage上肢Ⅳ手

指Ⅳ下肢Ⅴ。感覚は表在・深部共に右上下肢で中等度

鈍麻。筋力は右大殿筋、中殿筋、右下腿三頭筋、前脛

骨筋MMT4、その他下肢筋群はMMT5。腱反射左右差

なし。BBS56/56点。起居動作自立。階段昇降修正自

立。歩行は、タマラック継手P-AFO用いて屋内外独歩

自立。右ICで rocker機構向上、右TstでのBackling knee 

pattern改善。10MWT:6.55秒、16歩。FIM117点。

考察
今回BWSTTを実施し、歩容の改善が得られ、歩行速

度が増大し、帰結評価時には屋内外独歩自立レベルと

なった。

 本症例では、橋左側に梗塞が及んでおり、梗塞部位

から下肢伸展筋の筋出力低下と感覚鈍麻が出現し、失

調歩行を呈すことが予想された。歩容では、右IC時に

前脛骨筋の遠心性収縮不足によるrocker機構の低下。

Tst時は下肢伸展筋出力低下、感覚鈍麻から右Tst時に

bacling knee patternが出現していた。結果として、右

Tst以降、床反力を十分に得られず、非効率的な歩行と

なり、歩行速度の低下に繋がったと考えられる。

 BWSTTにより、左右対称的なパターンかつ、反復した

同一刺激を与えることで、歩行に関わる中枢パターン

発生器central pattern generator（以下CPG）を賦活し

た。CPGは脊髄に存在し、脳からの刺激無しに歩行運

動を作り出す機能とされており、歩行能力向上の根拠

の一つとして大きな要因である。BWSTTでは安全性を

確保した状態で、一定の歩行速度での規律的な運動・

股関節伸展・末梢刺激から効率の良い運動学習が得ら

れ、歩容の改善が得られた。又、CPG賦活による麻痺

側下肢筋出力向上も図ることができ、これらの要因か

ら歩行速度の向上に繋がったと考えた。

 今回BWSTTでは10分間にて1セットのみの実施であっ

た為、BWSTTによる介入効果であったか、自然回復に

よる歩行速度向上であったのかは明らかでない。今後

は症例数を増やすとともに、介入方法を検討したい。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、説明と同意を得た。

キーワード：BWSTT・歩行速度・CPG
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経5】P3-02-1

橋左側梗塞を呈した患者に体重免荷式トレッドミル歩行練習が
有効であった一症例

福田 高士
青森新都市病院
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報告の焦点
重度片麻痺を呈した症例に対し、長下肢装具（以下

KAFO）を用いた歩行練習を行うことが多いが、その

後カットダウンを行う上で明確な基準は存在しない。

短下肢装具（以下AFO）への移行が早ければADL自立

度を早期から向上させる視点から考えれば、早期カッ

トダウンが有効と思われるが、多くは膝関節の運動を

主徴とする歩容異常を呈す。カットダウンを図るうえ

で段階的誘導が必要だが明確な方法は存在しない。今

回、シングルケースではあるが、カットダウン後の膝

関節制御に対し、Knee brace（以下KB）を用い、徐々

にその固定を緩め、膝関節制御を促した症例について

報告する。　

対象者紹介・理学療法評価
60歳台、男性。妻と二人暮らし。自宅居間で唸って

いるところを妻が発見し、救急要請。心原性脳塞栓症

（左M2領域、一部自然再開通）と診断され入院。右片

麻痺、失語症を認めた。

　理学療法開始時（発症3日目）、GCS：E3V2M5。

Br.stage上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ、SIAS運動機能下肢近位

（股）0 （膝）0 下肢遠位0。精査困難だが表在・深部

感覚重度鈍麻の疑い。腱反射麻痺側にて減弱。上下肢

弛緩性。運動性失語症。基本動作全介助。立位・移乗

で膝折れあり。歩行はKAFO装着し全介助レベル。右

MStにて骨盤外側スウェイ。FIM19点。

介入方法と経過
早期はKAFOを用いて積極的に2動作前型歩行練習を中

心とし、その他起立練習、立位での重心移動練習を実

施。徐々に右MStでの骨盤外側スウェイは改善。30病

日にて平行棒内、AFOを用いた歩行にて膝折れはみら

れないが、buckling knee patternを呈し右骨盤後退し

揃え方の歩行であった。そこで平行棒内にてKBとAFO

を用いた歩行練習を実施。徐々にKBの固定制を緩め

自動制御を促した。47病日には4点杖、KBとAFOを用

い、軽介助レベルで歩行可能となり、AFOのみでは右

膝軽度屈曲位での支持だが骨盤後退減少し前型歩行と

なった。55病日回復期病棟へ転棟となった。

帰結評価
理学療法終了時（発症55日目）、GCS：E4V4M6。

Br.stage上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅲ。SIAS運動機能下肢近位

（股） 2 （膝）1 下肢遠位1。精査困難だが、表在・

深部感覚中等度鈍麻の疑い。腱反射は麻痺側減弱、運

動性失語は残存。基本動作軽介助レベル。立位・移乗

での膝折れなし。歩行は4点杖、AFOを用い軽介助レベ

ル。膝軽度屈曲位での支持だが前型歩行可能。FIM56

点。

考察
麻痺側支持性の低下が認められ、初期はKAFOを用い

た無杖での二動作前型歩行を行い、CPGを賦活し、麻

痺側下肢筋出力向上を図った。この歩行では右MStに

て骨盤外側スウェイがみられた。これは運動前野に

梗塞巣が及んでおり大脳小脳神経回路の障害により

フィードフォワード作用が破綻し、近位筋の固定性低

下が原因と考えられる。また同経路の損傷によりカッ

トダウン後は膝関節制御の問題が予測された。30病日

には筋出力向上に伴い膝折れは無いが、buckling knee 

patternを呈した。そこでKBを用い、歩行中の床反力

を膝関節中心に誘導し、倒立振り子運動の再現を図っ

た。膝関節の動揺を適宜確認しながら、徐々に固定性

を緩め自動制御を促した。結果、最終評価時には一定

の改善が図れた。55病日回復期病棟へ転棟となった。

カットダウンへ段階的な誘導を行い、膝関節の問題も

改善した症例であった。

説明と同意、および倫理
本人、および家族に本発表の主旨を説明し同意を得

た。

キーワード：カットダウン・長下肢装具・歩行
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経5】P3-02-2

急性期からカットダウンへ向け段階的に誘導した症例

佐藤 元哉
青森新都市病院
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報告の焦点
今回、中枢神経内多発血管症（以下、多発血管症）に

より両片麻痺を呈した症例を担当する機会を得た。本

症例は発症から2ヶ月が経過した時点で歩行は全介助で

あった。歩行介助量を軽減すべく長下肢装具（以下、

KAFO）を用いて積極的な歩行練習を実施したところ、

4ヶ月後には四脚杖と短下肢装具を使用して屋内監視歩

行が可能となった。本症例の経過について報告する。

対象者紹介・理学療法評価
50歳代女性。右上肢の痺れを自覚し脳幹脳炎の疑いで

入院となる。2週間後に独歩で退院した。1ヶ月後、左

上下肢の片麻痺が出現し再入院となる。MRIで右放線

冠に新規梗塞巣を認めた。大学病院にてSusac症候群に

伴う多発血管症と診断された。急性期病院で2ヶ月間リ

ハを施行したが離床が進まず、積極的な立位・歩行練

習の実施には至らなかった。64病日にリハの継続を目

的に当院転院となる。初回評価時のBRSは右上下肢・

手指Ⅵ、左上肢Ⅲ・手指Ⅴ・下肢Ⅳ。MMTは右股関節

屈曲3、伸展・内転・外転2、膝関節屈曲・伸展3、足

関節背屈4、底屈2＋、左股関節屈曲・伸展・内転・外

転1、膝関節伸展2、屈曲1、足関節背屈・底屈2で、体

幹機能はTCTにて12点であった。感覚は表在が左右と

もに軽度鈍麻で、ROM制限はなかった。歩行は左下肢

の支持性が著明に低下し、膝折れがみられ、FACは0点

であった。

介入方法と経過
歩行の介助量軽減を目標に介入を開始したが、左下

肢は膝折れが生じていたため、備品のKAFO（Gait 

Innovation 以下、GI）を装着して歩行練習を実施し

た。なお、支持物がない状態では、右下肢の筋力低下

も生じていたために、左下肢遊脚時の右側への重心移

動が不十分となり歩行介助量の増大を招いていた。そ

のため、平行棒を利用し歩行介助量の軽減を図った。

その他に、平行棒内での起立練習とGIの膝ロックを解

除した状態での歩行練習を行った。72病日に平行棒内

にてAFOのみで監視歩行が可能となったが、歩容は立

脚期を通して膝関節が屈曲位となるStiff Knee Pattern

（以下、SKP）を呈していた。本来、膝関節は前遊脚

期に屈曲し、遊脚中期から後期にかけて伸展する。こ

の膝関節の運動は二重振子と呼ばれ、立脚後期後に股

関節が伸展位から屈曲方向へ移動する際の慣性力に

よって生じている。つまり、遊脚期に先行する立脚

期が確実に形成されることが重要な要素となる。し

たがって、左下肢の支持性が低下し立脚期を形成で

きないことがSKPの要因の一つと推察し、GIによる歩

行練習を継続した。また、GIでの歩行練習後には膝関

節のコントロールを学習する目的でAFOでの歩行練習

を行った。103病日にSKPが軽減したため、Side cane

とAFOによる歩行練習を追加し、142病日に自宅退院

を見据えて四脚杖とオルトップでの歩行練習を開始し

た。

帰結評価
左下肢BRSがⅤとなり、MMTは右下肢4～5、左股関

節屈曲・伸展・内転・外転2、膝関節屈曲・伸展3、足

関節背屈3、底屈2＋へ向上した。TCTは61点へ改善し

た。歩行はSKPが改善し四脚杖とオルトップを使用し

屋内監視（FAC3点）となった。10m歩行テスト（快

適）は速度10.3m/min、重複歩距離45.4cmとなった。

考察
本症例は両片麻痺に加え、離床に難渋し廃用性の筋力

低下が生じ、歩行に全介助が必用な状態になったと推

察した。GIで下肢支持性を補償し、さらに平行棒内に

て介助量の軽減を図り、歩行練習量を十分に確保で

きるよう配慮した上で反復練習を重ねたことで、下肢

筋力および支持性が向上したと思われた。更に、改善

した筋力を活用した歩容を学習することを目的として

AFOでの歩行練習を実施したことが歩容の改善につな

がったものと思われた。

説明と同意、および倫理
本人・家族には本症例報告の趣旨を説明し同意を得

た。

キーワード：両片麻痺・長下肢装具・歩行練習
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経5】P3-02-3

中枢神経内多発血管症により両片麻痺を呈し歩行に全介助を要した状態
から長下肢装具を用いた歩行練習を実践し監視歩行を獲得した症例

門脇 敬 1）・阿部 浩明 2）

1）大崎市民病院鳴子温泉分院リハビリテーション室
2）広南病院リハビリテーション科
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報告の焦点
脳卒中治療ガイドライン2015にて、早期からリハビリ

内容、介護方法やホームプログラムの教育が勧められ

ている。しかし入院中のリハビリ以外の過し方、自主

練習に関して報告は少なく、治療効果の積み重ねを維

持する上でリハビリ以外での練習効果の有用性は検証

されていない。今回右視床出血の症例を担当し、本症

例・看護師・理学療法士の3者で取り組む中で、身体機

能や姿勢制御に変化が見られたので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
年齢：49歳　性別：男性　診断名：右視床出血（Ⅲ-b

型）現病歴：就業中の発症により急性期病院へ搬送、

22病日に当院入院。初回評価（23病日）は、JSC1、

Brstage上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅰ、感覚麻痺側重度低下、

FIM40（運動21）点、Pushersyndrome（SCP4.75点）

を認めた。身体機能（35病日）は、端座位は鉛直方向

へ抗重力活動が乏しく、身体は非麻痺側偏位を強め、

起立は麻痺側足部が浮き上がった。歩行は長下肢装具

を使用し全介助であった。　

介入方法と経過
自主練習はリハビリの振り返りを目的とした。日常生

活動作を相分けし分析した。チーム医療として、写真

付文書のチェックポイント作成と症例・看護師・理学

療法士の3者で確認・伝達の場を設けた。1日に1～2回

自主練習を実施、1週間毎に状況確認を行った。①移乗

の関わり（49病日）　非麻痺側の引き込みから開始す

る屈曲を強めた戦略を変化できるよう、骨盤前傾から

非麻痺側股関節上への体幹・頭部の積み上げを伴って

動作が開始され、起立することを練習した。頭部・体

幹の分節的な回旋にて方向転換から着座への運動の連

続性を狙った。徐々に非麻痺側の過剰な活動が減り、

麻痺側へ注意が向きやすくなった。②下衣操作の関わ

り（70病日）　左下方のリーチに伴う対角線上への姿

勢制御の困難さから、麻痺側足部の浮き上がりが見ら

れた。下衣が身体を擦れる感覚に伴う骨盤や体幹のコ

ントロールや、下衣操作での非麻痺側上肢-肩甲帯の動

きに合わせた体幹回旋を練習した。麻痺側足部が浮き

上がらず荷重を感じ取る反応が増え、立位での麻痺側

への鉛直定位が可能となった。③移乗での麻痺側下肢

支持の関わり（98病日）、歩行練習（141病日）　非

麻痺側から麻痺側支持への重心移動と重心の高まりか

ら非麻痺側下肢を振り出す練習を行った。足底からの

感覚フィードバックが増え、看護師へは自律的な筋収

縮を本症例と共有できるよう介助方法や筋の収縮する

感触を伝達した。歩行練習は伝いから継手付短下肢装

具を使用した4点杖歩行へ移行した。麻痺側上肢の連

合反応が出ないよう介助し、麻痺側支持は介助で股関

節・膝関節伸展支持とし非麻痺側へ身体が偏位しない

点に注意した。

帰結評価
最終評価（216病日）はJCS0、Brstage上肢Ⅲ手指

Ⅳ下肢Ⅲ、感覚麻痺側中等度低下、FIM101（運動

69）点、Pushersyndrome（SCP0点）は消失。歩行は

FAC4、MWS26.1m/minであった。

考察
日常生活動作の構成要素を考え、本症例や看護師と共

有した介入を試みた。本症例において活動は非麻痺側

優位に行われ、身体の正中線や認識は非麻痺側へ偏位

していた。麻痺側末梢部からの感覚入力が乏しく、股

関節や肩甲帯周囲筋の低緊張から感覚と運動の統合が

困難であった。看護師介助にて、非麻痺側の運動戦略

に注意をした自主練習を重要視した。非麻痺側の戦略

の変化が本症例において麻痺側管理に注意するような

変化や起立での足底からの荷重感覚を感じ取れる変化

を見出し、自己身体認識を増やすことができた。この

点が安全な日常生活動作の遂行、歩行機能の改善へ繋

がったと考える。

説明と同意、および倫理
本発表の趣旨を説明し書面にてご本人様より同意を得

た。

キーワード：チーム医療・自主練習・姿勢制御
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【神経5】P3-02-4

チーム医療による介助下での自主練習に着目した症例・看護師・理学療
法士の関わり

日常生活機能・歩行機能の改善に繋がった１例
姥沢 圭亮・佐藤 学

泉病院
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目的
継ぎ足歩行は「一方の足のかかとを他方の足のつま先

につけるようにして、直線上を継ぎ足で歩かせる」

という歩き方であり、評価や治療の一環として用いら

れている。しかし継ぎ足歩行自体の遂行能力が向上す

るといった報告や、通常歩行との筋活動の差異といっ

た報告はあるものの、バランス能力改善の報告は少な

い。継ぎ足歩行がバランス練習として取り入れられる

理由は、通常歩行に比べ、①前額面上の支持基底面が

狭く、②前額面での安定性限界が狭まり、③より少な

い重心動揺を要求される、という3つの要素によるバラ

ンスの捉え方およびそれによる課題の難易度調整の観

点からであると考えられる。バランス戦略では片脚立

位と同じように足関節内外反での制御となるといわれ

ており、高齢者では側方の姿勢制御が不得手となるこ

とから、継ぎ足歩行がバランス練習として使用されて

いるものと考えられる。本研究の目的は、継ぎ足歩行

の実施によりバランス能力が向上するか検討すること

である。

方法
明らかなバランス障害を呈する疾患の診断を受けた

ことがない健常者38名（年齢31.6±6.6歳）を対象と

し、継ぎ足歩行を実施する群（介入群）、7分間決め

られた道を至適速度で歩行する群（通常歩行群）を、

くじを使用してそれぞれ19名ずつになるように群分け

を行った。介入群は両手を胸の前に組んだ状態で前方

に設定した目印を見ながらメトロノーム（30回/分）

の音に合わせて実施した。歩行距離は10mの赤い直線

のテープ上を3往復、計60mとした。通常歩行群は至

適速度で約50mの決められた道を7分間歩行させた。

バランス能力はStar Excursion Balance Test（SEBT）

を使用し、継ぎ足歩行および通常歩行の前後で各方向

のリーチ距離を測定した。なおバランスシートは自作

のものを作成し使用した。測定値は対象者ごとに身長

で除して標準化したものを使用した。統計学的解析は

IBM SPSS statistics 23を使用し、対応のないt検定で介

入群および通常歩行群の間で各方向のリーチ距離の事

後比較、対応のあるt検定で各群の実施前後の差の比較

を行なった。有意水準は5%とした。

結果
各方向のリーチ距離の事後比較では、前外側方向のみ

有意差が認められた（介入群0.39±0.05、通常歩行群

0.36±0.05、p=0.04）。それ以外の方向では有意差は

認められなかった。各群内での前後比較では、介入群

で全ての方向（p<0.01）、通常歩行群で後方のみに有

意差が認められた（p<0.05）。

考察
継ぎ足歩行の実施によりSEBTの前外側方向のリーチ距

離が増加することが明らかになった。継ぎ足歩行では

通常歩行に比べ、踵接地から踵離地までの時間が延長

し、立脚相における中臀筋の筋活動が増加すると報告

されている。また足関節不安定症者では、SEBTの前外

側方向のリーチ距離が特に短縮し、足関節周囲筋や中

臀筋の筋活動が増加すると報告されている。これらの

報告から、本結果は継ぎ足歩行の特異的な歩容によっ

て足関節周囲筋や中臀筋が賦活され、前外側方向の

リーチ距離が延長したと示唆される。今後は、継ぎ足

歩行の実施前後での筋活動や筋力の変化を検証してい

く必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究は、湯田川温泉リハビリテーション病院倫理委

員会の承認を受けて実施された。また対象者には事前

に研究の目的と測定方法の説明を行い、書面で同意を

得た。

キーワード：継ぎ足歩行・Star	Excursion	Balance	Test・即時効果
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器3】P3-03-1

健常者における継ぎ足歩行の即時効果の検証
Star Excursion Balance Testでのリーチ距離の変化

菅原 崇広・佐藤 尚哉
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
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目的
　近年、全身振動刺激（Whole body vibration:WBV）

を用いたトレーニングは、介護予防やリハビリテー

ション、スポーツ分野など、様々な分野に応用されて

いる。特にスポーツ分野では、筋力や筋パワー、敏捷

性の向上などの有効性が報告されている。加えて、パ

フォーマンスの向上には体幹機能が重要とされてお

り、様々な体幹トレーニングが考案されている。その

中でも、フロントブリッジは一般的な体幹トレーニン

グ方法として認知されている。

　本研究では、フロントブリッジにWBVを付加したト

レーニング方法に注目し、運動介入後の身体機能とパ

フォーマンスへ与える影響について明らかにすること

を目的とした。

方法
　対象は、運動習慣のある健常大学生20名（男性14

名、女性6名、年齢20.45±1.70歳）とした。対象は無

作為に、トレーニングにWBVを使用する群（以下WBV

群）と、使用しない群（以下CON群）に分けられた。

トレーニングは、フロントブリッジをBorg Scale17点

に達するまで行うこととし、30秒間の休憩を挟み、

3セット実施した。このトレーニングを1回とし、週

2回、5週間の合計10回実施した。評価はトレーニン

グ前評価（初回評価）、トレーニング後評価（最終評

価）の2回とした。測定項目は、パフォーマンスの評価

として、フロントブリッジの保持時間、反復横跳びを

実施した。加えて、フロントブリッジ保持時間測定の

前後で乳酸値を測定した。

　統計処理は、正規性を確認後、同一群内の初回評価

と最終評価の比較に対しては対応のある差の検定を

実施した。乳酸値は、フロントブリッジ実施前後の乳

酸値の変化量を算出し、初回評価と最終評価の変化量

の差について対応のある差の検定を実施した。また、

WBV群とCON群で差異がないか、2群間の差について

対応のない差の検定を実施した。統計学的分析には

R-2.8.1を使用し、有意水準は5%とした。

結果
　乳酸値は、初回評価・最終評価ともに、両群でフロ

ントブリッジ後に有意に高値を示した。また、初回評

価と最終評価の比較では、フロントブリッジ前後の乳

酸値の変化量に有意差は認めなかったが、最終評価時

で変化量が小さい傾向にあった。フロントブリッジ保

持時間は、両群ともに最終評価時に有意に増加してい

た。反復横跳びは、WBV群のみで最終評価時に所要時

間が有意に短縮した。2群間の比較では、いずれの項目

も有意差は認められなかった。

考察
　フロントブリッジ保持時間が最終評価時に増加し

たことに関しては、トレーニングにより持久性のパ

フォーマンスが向上したことや、運動学習によりエネ

ルギーコストを抑えた運動パターンを学習したことが

考えられた。また、フロントブリッジ時間が増加して

いたにも関わらず、乳酸値の変化量は、最終評価時で

小さい傾向にあった。これは、体幹トレーニングによ

り有酸素性代謝が亢進し、乳酸の酸化反応速度が増加

したことで乳酸値の上昇が抑えられた可能性が考えら

れた。反復横跳びに関しては、WBV群でのみ最終評価

時に所要時間が短縮したことから、WBVを付加した体

幹トレーニングは敏捷性のパフォーマンスを向上させ

る可能性が推測された。今回の研究では、2群間に有意

差は認められず、WBV付加がパフォーマンスに及ぼす

影響は明らかにはできなかった。しかし、WBVを付加

した際のトレーニング所要時間は、WBVなしよりも短

い傾向があり、同程度のパフォーマンス向上が見込め

るため、トレーニングの効率化に有用である可能性が

考えられた。

説明と同意、および倫理
　対象者に対して、事前に研究内容を十分に説明し、

書面にて同意を得た。また、本研究は弘前大学大学院

保健学研究科倫理委員会の承認を受けて実施した（承

認番号2016-020）。

キーワード：全身振動刺激・体幹トレーニング・パフォーマンス
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器3】P3-03-2

全身振動刺激と体幹トレーニングの併用がパフォーマンスに及ぼす影響
舘村 友唯 1）・藤田 俊文 2）

1）つがる西北五広域連合　つがる総合病院
2）弘前大学大学院保健学研究科
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目的
スポーツ外傷において足関節内反捻挫（以下、内反捻

挫）は発生頻度、再発率が共に高く下腿スプリント固

定終了後に足関節背屈制限（以下背屈制限）を有する

症例を経験する。水野らは膝関節伸展位での背屈制限

率が競技復帰を遅らせると報告している。バランス能

力とは一定の安定性限界に身体重心を収める能力とさ

れている。Star Excursion Balance test（以下、SEBT）

はKinzeyらが動的バランス能力評価として報告して以

来、海外で多く用いられている。しかし、本邦におい

て内反捻挫による急性期の背屈制限とバランス能力と

の関係性は不明である。本研究は急性期スプリント固

定後の背屈制限がバランス能力へ及ぼす影響を明らか

にすることである。

方法
当院にて内反捻挫と診断された対象者を後ろ向きに調

査した。取り込み基準は下腿以下のスプリント固定を

行った交通外傷・労働災害・骨折・軟骨損傷を含まな

い55名中欠損データのない14名である。膝伸展位で

の背屈制限は角度計を用い日本整形外科学会に準じ計

測している。足関節背屈0°以下を不能A群、8名（中

央値17歳四分位範囲16－17歳）5°以上背屈可能をB

群、6名（中央値16歳四分位範囲15－16歳）として

2群に振り分け比較検討した。バランス能力として健

側・患側片脚立位（開、閉眼）の保持とSEBTの4方向

（前後、内外側）のリーチ距離を健側、患側ともに計

測した。筋力はダニエルらの下肢徒手筋力検査（以

下、MMT）を計測した。統計解析ソフトはJSTA13.0 

for windowsを用い有意水準5％にてマンホイットニー

のU検定を使用し統計解析を行った。

結果
SEBTは後方リーチ距離でA群（中央値50cm四分位範囲

50－60cm）B群（中央値65㎝四分位範囲62－71cm）

となり有意差がみられた（p<0.04）。内側リーチ距離

においてもA群（中央値50cm四分位範囲45－53cm）B

群（中央値66㎝四分位範囲58－72cm）となり有意差

がみられた（p<0.01）。

考察
下腿スプリント固定後の患側背屈制限はSEBTの後方

や内側リーチにおいてA、B群の間に有意差が認められ

たことから初期評価時の動的バランス能力への影響が

示唆された。Hertelらは慢性足関節不安定性を有する

対象者にSEBTを実施し、前内側、内側、後内側リー

チ距離が有意に減少しているとし本研究も類似した傾

向が見られた。近藤らは足圧分布計測システムを用い

背屈制限をした構えの姿勢において、前方への圧減少

を報告し背屈制限が支持基底面に及ぼす影響を指摘し

ている。鳥居らは足関節靭帯機能不全のアスリートは

歩行時における膝関節内反モーメントが増大すると報

告し、前額面上のモーメントの変化を指摘している。

内反捻挫による局所障害は近隣関節のみならず全身の

バランス能力へも影響を及ぼし、背屈不能群はより後

方、内側方向のリーチ距離が低下するため能力障害が

重度となる可能性がある。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に基づき個人情報に取扱いに

十分に配慮し同意を得ている。

キーワード：足関節捻挫・ROM制限・バランス能力
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器3】P3-03-3

足関節内反捻挫の急性期におこる背屈制限がバランス能力へ及ぼす影響

川崎 永大・今野 裕樹・植野 彰仁・石川 由美子・長総 義弘
ながおさ整形外科
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目的
　外反母趾は母趾中足趾節関節で基節骨が中足骨に対

して外反・回内して、第一中足骨頭が内側に突出し、

突出部の軟部組織の肥厚がみられる状態である。外反

母趾に関連する要因として扁平足や母趾外転筋の弱化

があげられており、外反母趾の運動療法では母趾外転

筋の強化を目的とした母趾外転運動が一般的である。

しかしながら、臨床の場においては母趾外転運動が困

難な例がしばしば認められる。

　そこで、母趾外転運動に代わる運動としてShort Foot 

exercise（以下、SFex）に着目した。SFexとは足底内

在筋運動の一つであり、母趾外転筋を含む足底内在筋

が収縮する運動である。足底内在筋は足部アーチを支

持するといわれており、SFexにおいては足部内側縦

アーチを向上させる効果があると報告されているが、

外反母趾に対する有効性は十分検討されていない。そ

こで、本研究では外反母趾の指標となる第一趾側角度

に対するSFexの効果を検討することとした。

方法
　対象は健常大学生7名（19.9±0.9歳、170.7±

5.6cm、61.6kg±5.4kg）をとした。除外基準は足部痛

を有する者、過去6ヵ月以内に整形外科的疾患の既往を

持つ者、定期的な運動習慣を有する者とした。被験者

にSFexの運動方法を教示し、SFexが行えていることを

確認した後、1日30回を4週間、毎日自宅で継続して行

うように指導した。評価を運動開始前、運動開始2週

後、運動開始4週後の3回行った。評価項目は第一趾側

角度、足アーチ高率、母趾圧迫力、母趾外転筋横断面

積とし、測定側を被験者の右足に統一して評価を行っ

た。統計解析にはIBM SPSS Statistics24を使用し、有

意水準は5%とした。それぞれの項目について、開始

前、2週後、4週後を比較するために、対応のあるt検定

（ボンフェローニの調整）を実施した。

結果
　開始前、2週後、4週後の各評価値を示す。安静時の

第一趾側角度はそれぞれ9.8±3.8°、10.7±3.3°、

11.2±3.5°であり、有意な変化は認められなかった。

足アーチ高率はそれぞれ11.9±2.2%、12.1±2.2%、

12.5±2.3%であり、有意な変化は認められなかった。

母趾圧迫力はそれぞれ6.8±4.1kgf、7.5±3.9kgf、9.5

±4.5kgfであり、開始前・2週後と比較して4週後に有

意な増加が認められた。母趾外転筋横断面積はそれぞ

れ2.21±0.67cm2、2.27±0.74 cm2、2.26±0.79 cm2

であり、有意な変化は認められなかった。

考察
　本研究において母趾圧迫力の有意な増加が認めら

れ、母趾外転筋横断面積の有意な変化が認められな

かったことから、SFexによる母趾外転筋の筋力増強は

神経性の要素により生じたと考えられる。足アーチ高

率については平均値では増加する傾向がみられた。筋

肥大が生じていないことや足アーチ高率の有意な変化

が認められなかったことから本研究で行ったSFexの負

荷量が不足していた可能性が考えられた。

　外反母趾の指標となる第一趾側角度については有意

な変化が認められなかったが、SFexの負荷量不足によ

り有意な変化が生じなかった可能性やSFexは第一趾側

角度に対して直接的な効果を及ぼさない可能性が考え

られた。

　本研究では健常大学生を対象としていたため、今後

は扁平足を合併する外反母趾例など実際の症例を対象

としてSFexの効果を検討する必要があると考えられ

た。

説明と同意、および倫理
　本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の

承認を得て実施した（整理番号：2016-058）。対象者

に対して、本研究の目的・方法について予め説明した

後に同意を得て実施した。

キーワード：足底内在筋運動・母趾外転筋・外反母趾
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器3】P3-03-4

Short Foot exerciseが外反母趾に及ぼす効果の検討
鹿内 和也 1）・尾田 敦 2）・石川 大瑛 2）・八重垣 誠 1）

1）城下やえがき整形外科
2）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域
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目的
羽状筋は筋内腱に付着する筋繊維が走行する形状をし

ており、筋内腱が長いと筋内腱に付着する筋繊維数が

多いと考えられる。ヒラメ筋は羽状筋であり、立位バ

ランスに関与するとされている。また立位バランス評

価として望月らは姿勢安定度指数（Index of Postural 

Stability：IPS）を考案した。IPSは安定性限界が大きく

重心動揺が小さいと立位バランスは安定する考えから

立位バランスの安定性の評価として有用性が高い。こ

れまで、表面筋電図を用いたヒラメ筋と立位バランス

の報告が散見されるが、ヒラメ筋筋内腱と立位バラン

スとの関連性についての報告は少ない。そこで本研究

の目的は超音波診断装置を用いてヒラメ筋の筋内腱と

立位バランスとの関連性を明らかにすることとした。

方法
対象者は健常若年者25名（男性：11名、平均±標準

偏差：年齢20±1歳、体重：58.5±7.6kg、身長165.6

±6.8cm）とした。重心動揺計（株式会社ユニメッ

ク、JK-101Ⅱ）を使用し、IPS検査モードを使用して

評価した。最初に支持基底面内中央の重心動揺を測定

した。その後、前方・後方・右方・左方の順で重心移

動をした位置において、初期の大きな動揺がおさまっ

た時点から重心動揺を測定した。IPS検査よりIPS、代

表面積、安定域面積、安定域前後・左右の重心移動距

離、中央・前方・後方・右方・左方のそれぞれの矩形

面積を算出した。ヒラメ筋の筋厚は超音波画像診断装

置（HITACHI,Noblus：5-13MHz可変式、リニアプロー

ブ、Bモード）を用いて測定した。観察部位は右側の腓

骨頭から踵骨を結ぶ中点とし、プローブは皮膚面に対

して垂直に当て、短軸像を撮影した。観察肢位は腹臥

位と立位とし、立位の観察はIPS検査時の測定と同期さ

た。得られた画像より筋内腱と浅層腱膜の交点から深

層腱膜に下ろした垂線をヒラメ筋筋厚とし、腹臥位、

中央・前方・後方・右方・左方での筋厚を計測した。

さらに腹臥位筋厚と安静立位筋厚から立位筋厚変化率

を算出した。またヒラメ筋筋内腱の長さの測定は腹臥

位にてプローブを上下方向に動かし、連続性を確認し

て近位端と遠位端を同定した。腓骨頭から踵骨を結ぶ

距離で除しヒラメ筋筋内腱長比率とした。

統計学的検討では、IPS検査で得られた結果とそれぞ

れの筋厚、立位筋厚変化率、ヒラメ筋筋内腱長比率

との関連を検討するためPearsonの相関係数および

Spearmanの順位相関係数を求めた。解析ソフトはSPSS

バージョン24を用い、有意水準は5%未満とした。

結果
中央矩形面積と立位筋厚変化率との間に有意な負の相

関を認めた（r＝-0.456,p＝0.022）。また中央矩形面

積とヒラメ筋筋内腱長比率との間に負の相関を認めた

（r=-0.401,p=0.047）。そのほかにIPS検査とヒラメ筋

筋厚、ヒラメ筋筋内腱長比率との間で有意な相関は認

めなかった。

考察
先行研究ではヒラメ筋は安静立位時に働くとされてお

り、安静時立位でヒラメ筋の筋活動は増加すると報告

されている。仮説として、羽状筋の筋繊維は筋内腱に

付着していることから筋内腱が長いと筋繊維数が多い

と考えた。本研究において、ヒラメ筋筋内腱と中央矩

形面積との間に有意な負の相関を認めたことから筋内

腱が長いことで付着する筋繊維数が増加し、中央矩形

面積が小さくなったものと考えられる。また中央矩形

面積と立位筋厚変化率が有意に負の相関を示したこと

から立位時にヒラメ筋が収縮していると考えらた。本

研究においてヒラメ筋の筋厚、筋内腱の長さと安静時

立位時の重心動揺との関連が示唆された。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、各対象者に事前に本

研究の主旨と個人情報保護を遵守することを文書及び

口頭で説明し、 同意を得た上で実施した。

キーワード：超音波画像診断装置・立位バランス・ヒラメ筋
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器4】P3-04-1

超音波診断装置を用いた立位バランスとヒラメ筋筋厚，筋内腱の
長さとの関連性

須田 智寛 1）・岡田 恭司 2）・若狭 正彦 2）・斎藤 明 2）・木元 稔 2）・南波 晃 3）

髙橋 祐介 1）・畠山 和利 1）・渡邉 基起 1）

1）秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部
2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

3）秋田赤十字病院リハビリテーション科
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目的
下肢切断に関して医師による手術関連の報告や生命予

後に関する報告は散見されるが、義足歩行の現況や自

立要因に関する報告は少ない。当センターでは下肢切

断者へのリハビリテーション（以下、リハ）を行って

いるが症例数は少ないため療法士の経験が蓄積されに

くく、治療実績をまとめ現状を把握する必要がある。

今回当センターの下肢切断者の概要を把握すると共

に、片側大腿切断者の歩行自立度に着目しその傾向を

みることを目的とした。

方法
平成19年4月～平成30年3月の10年間に当センターに

入院しリハが処方された下肢切断者28名（男性19名、

女性9名、平均年齢54.3歳）を対象とした。調査項目

は切断高位、切断原因、在院日数、歩行自立度、転帰

先とした。さらに片側大腿切断者の13名（男性9名、

女性4名）に着目し、歩行自立度、年齢、在院日数、

切断原因、合併症の有無と種類、下肢筋力（両側股関

節伸展・外転、健側膝関節伸展・屈曲）、退院時義足

歩行速度に関して自立群と非自立群で比較検討した。

歩行自立度は杖なしまたは1本杖での院内歩行自立を

自立群とし、それ以外は非自立群とした。なお、下

肢筋力については徒手筋力テストの結果に対しMann-

Whitneyの検定を行った。

結果
切断高位は、股離断4名（いずれも片側のみ）、大腿切

断15名（片側13名、両側2名）、下腿切断8名（片側6

名、両側2名）であった。切断原因は疾病13名、外傷

15名であった。平均在院日数は109.8±38.8日（股離

断113.8±9.4日、大腿切断123.0±41.8日、下腿切断

81.4±26.6日）であり、転帰先は自宅退院23名、施設

入所4名、転院1名であった。片側大腿切断者の歩行自

立度は、自立7名（53.8％）、非自立6名（46.2％）で

あった。平均年齢は57.3±14.0歳（自立群53.4±12.4

歳、非自立群61.8±15.4歳）であった。平均在院日数

は125.4±33.7日（自立群112.9±32.8日、非自立群

140.0±31.0日）であった。切断原因は疾病4名、外傷

9名であり、自立群は疾病4名、外傷3名、非自立群は

外傷6名であった。合併症の有無や種類は、自立群では

有りが4名、なしが3名で健側足趾切断1例、健側腓骨

採骨1例、糖尿病2例であった。非自立群は全例に合併

症があり、健側下肢骨折2例、高次脳機能障害、脳卒

中、健側人工骨頭、健側変形性膝関節症、断端部皮膚

びらん、糖尿病は1例ずつであった。下肢筋力は自立

群、非自立群で両側とも有意差は認められなかった。

退院時義足歩行速度は、自立群：60.3m/min、非自立

群：30.9m/minであった。

考察
下肢切断者の切断原因としては疾病と外傷が約半数ず

つであり、片側大腿切断者は外傷に起因する切断が多

かった。高位別では大腿切断患者が多く、在院日数は

下腿切断者が最も短い傾向にあった。転帰先は概ね自

宅退院されているが、独居や就労目的で一度施設入所

する例もあった。片側大腿切断の歩行自立群の特徴と

しては、若年傾向、歩行速度が早い、在院日数が短い

などが挙げられ、先行研究からも下肢切断者の歩行速

度と年齢に相関があるとの報告があることから、年齢

も歩行自立の1つの要因と考えられる。また、歩行非自

立群では全例外傷が原因でありかつ合併症により健側

下肢の機能低下の傾向があったため、切断原因や合併

症の有無も歩行自立の要因になり得ると考えられる。

今回は対象数が少なくかつ評価項目が不十分だったた

め、筋力以外は統計的手法を用いられなかった。今後

は、評価項目の統一を図りながら義足歩行の自立要因

を検討していく。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に則り実施した。また、データは事前

に匿名化し個人情報の取り扱いにおいては十分配慮し

て実施した。

キーワード：下肢切断・大腿切断・歩行
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器4】P3-04-2

当センターにおける下肢切断者の理学療法実績と片側大腿切断者の
歩行自立度に関わる因子について

村上 敏昭・山下 浩樹・佐藤 英雄
いわてリハビリテーションセンター
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目的
脊椎疾患患者において、体幹の柔軟性の評価は非常に

重要であり、臨床で多く活用されている。しかし、胸

椎・腰椎・骨盤に分けて座位時の可動域を詳細に評価

し、座位姿勢との関係を調査した報告は少ない。そこ

で本研究の目的は、Spinal mouseを用いて、脊椎疾患

患者における座位時の可動域評価を考案し、信頼性な

らびに座位姿勢と可動域との関連について検討するこ

ととした。

方法
対象は、脊椎疾患を有する女性10名（年齢74.6±10.0

歳、身長149.3±6.7 cm、体重51.8±6.2 kg）とした。

測定項目は、座位における脊柱－骨盤アライメント

とした。脊柱－骨盤アライメント測定はSpinal mouse

（Index社）を使用し、40cm台上における安静座位

とUpright座位の2条件を測定肢位とし、安静座位と

Upright座位の差を可動域として評価した。安静座位

は患者本人に、「楽な姿勢で座ってください。」と指

示した時の座位姿勢と規定した。Upright座位は患者

本人に、「背すじを伸ばして良い姿勢で座ってくださ

い。」と指示した時の座位姿勢と規定した。測定につ

いては、それぞれ3試行ずつ行い平均を測定値として用

いた。検討項目は、2条件の胸椎後弯角（TK）、腰椎

前弯角（LL）、仙骨傾斜角（SS）、脊柱傾斜角（SI）

の各項目の可動域を解析に用いた。この時、後弯角・

前傾角は（＋）、前弯角・後傾角は（－）とした。統

計的解析は安静座位、Upright座位のそれぞれの信頼性

を級内相関係数ICC（1、3）、座位姿勢と可動域との

関係をSpearmanの順位相関係数を用いて行った。有意

水準はすべて5％とした。

結果
信頼性については安静座位でTKがICC（1、3）＝

0.937（0.820－0.983）、LLがICC（1、3）＝0.983

（0.951－0.995）、SSがICC（1、3）＝0.970（0.916

－0.992）、SIがICC（1、3）＝0.988（0.966－

0.997）、Upright座位でTKがICC（1、3）＝0.971

（0.918－0.992）、LLがICC（1、3）＝0.974（0.926

－0.993）、SSがICC（1、3）＝0.977（0.906－

0.991）、SIがICC（1、3）＝0.973（0.924－0.993）

であった。座位姿勢と可動域については、座位SIと骨

盤の可動域（rs＝－0.94）、座位LLと骨盤の可動域

（rs＝－0.67）に有意な相関を認めた。

考察
本研究の結果、各条件における全ての項目の評価の再

現性はICC＝0.8以上となり、測定の信頼性は高かっ

た。座位姿勢と可動域については座位SIと骨盤の可動

域、座位LLと骨盤の可動域に負の相関を認めた。座位

SIと座位LLが増加した座位姿勢は、骨盤後傾位や腰椎

前弯の減少が認められる場合が多く、不良姿勢の一つ

とされている。このような状態が続くことで椎間板内

圧の上昇や椎間板や靭帯などの脊椎後方の結合組織の

伸長を引き起こし、疼痛の誘因となることがあげられ

る。今回、座位の不良姿勢に骨盤の可動域が関与して

いることが示唆された。不良姿勢改善の一要因として

骨盤の可動域を評価していくことは、腰痛の改善や予

防につながっていくことが考えられる。今後は、症例

数を増やしQOLや立位姿勢との関係についても引き続

き調査していく必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象者には本研究の

主旨と方法に関して十分な説明を行い、承諾を得た後

に測定を行った。

キーワード：座位・姿勢・可動域
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器4】P3-04-3

脊椎疾患患者における座位姿勢と可動域との関係
永峯 朱莉 1）・小俣 純一 3）・佐藤 圭汰 1,2）・遠藤 浩一 1）・遠藤 達矢 1,2）・波多野 麻里子 1）

三浦 拓也 1,2）・岩渕 真澄 2）・白土 修 2）・伊藤 俊一 1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センター
2）福島県立医科大学会津医療センター　整形外科・脊椎外科学講座

3）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室
4）北海道千歳リハビリテーション大学
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はじめに
近年運動器疾患術後のアウトカム評価にQuality of life

（以下：QOL）尺度を用いた報告が増加傾向にある。

腰椎疾患による障害を評価するためには、①痛みの程

度、②運動機能への影響、③QOLへの影響に関して検

討する必要がある。QOL評価には医療者側と対象者側

の評価があるが、治療効果を考えた場合、対象者の主

観的QOL評価がより重要である。そのため今回当院に

おける腰椎術後患者の術後早期主観的QOLに影響を与

える因子について検討した。

方法
対象は2017年11月末～2018年4月末までに腰椎手術

（後方除圧術、後方固定術、椎間板摘出術、自家骨

移植術）目的に当院へ入院した患者34名（年齢62.4

±17.3歳）である。入院期間は平均14±6.1日であっ

た。評価項目はQOL、腰痛、下腿周径、握力、膝伸展

筋力、10m最大歩行速度、日常生活動作、不安と抑

うつ尺度、破局的思考を退院時に評価した。QOLは日

本語版EuroQol-5Dimension-5Level（以下：EQ-5D）

の質問紙を使用し0-1の効用値で評価した。腰痛は

Numerical Rating Scale（以下:NRS）を用いて0-10の

11段階で評価した。下腿周径は股・膝関節屈曲90°で

最大周径を計測し平均値を用いた。握力は、握力計を

使用し、左右各2回計測し両側の平均値を算出した。膝

伸展筋力は、ハンドヘルドダイナモメーターを用い左

右各2回計測し両側の平均値を算出した。10m歩行速

度は、10m歩行路前後に予備路として3m設置し、最大

歩行速度を2回計測し平均値を算出した。日常生活動作

は、Functional Independence Measure（以下：FIM）

を用いて評価した。不安と抑うつ尺度は、Hospital 

Anxiety and Depression Scale（以下：HADS）を用

い、HADS-A（Anxiety:不安）、HADS-D（Depression:

抑うつ）をそれぞれ21点満点で評価した。破局的思考

は、Pain Catastrophizing Scale （以下：PCS）を用い

PCS 合計と下位尺度（無力感、拡大視、反芻）を算出

した。統計学的手法は、各因子の関連を調査するため

Spearmanの相関係数を求めた後、EQ-5Dを目的変数、

その他の因子を説明変数とした重回帰分析を行った。

統計分析にはIBM SPSS Statistics 24を使用し、有意水

準は5%未満とした。

結果
EQ-5Dと各評価項目との相関関係で有意なものは腰

痛rs＝-0.335（p<0.05）、下腿最大周径rs＝0.431

（p<0.01）、歩行速度rs＝-0.439（p<0.01）、PCS（合

計）rs=-0.334（p<0.05）、PCS（無力感）rs=-0.336

（p<0.05）、PCS（反芻）rs=-0.394（p<0.05）であっ

た。この結果より、退院時QOLにもっとも強く影響す

る因子を抽出するため、EQ-5Dを目的変数、その他の

因子を説明変数とした重回帰分析を行った結果、PCS

（反芻）がβ＝-0.379 p＝0.029ともっとも有意な因子

として抽出され、決定係数はr²＝0.141であった。

考察
身体機能障害と破局的思考がQOLに及ぼす影響を検討

した先行研究によると、破局的思考の影響のほうが強

いと報告されている。本研究においても術後退院時

QOLに影響を与える因子は、PCS（反芻）であった。

疼痛やしびれの改善を目的として手術を希望する患者

は多いが、術後に身体機能や疼痛が改善したにも関わ

らず、何度も同じ思いや考えを繰り返すような反芻傾

向のある患者では、残存した痛みにとらわれてQOLが

低下する可能性があると考えられる。QOL低下は社会

生活に支障をきたすため、身体機能面だけではなく、

心理・社会的側面からの対応も必要である。

説明と同意、および倫理
福島県立医科大学倫理委員会から承認された（承認番

号：一般29169）

キーワード：腰部疾患・QOL・破局的思考
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【運動器4】P3-04-4

腰椎術後患者の退院時QOLに影響を与える心身機能の関連因子
小林 寛崇 1）・渡辺 祐樹 1,2）・二階堂 琢也 3）・阿部 純平 1）・宍戸 啓太 1）・鈴木 秀基 1,4）

飯沼 香織 1）・小山 理衣 1）・長峯 沙紀子 1）・鴫原 智彦 1,2）・小野 洋子 1）・佐藤 真理 1,5）

矢吹 省司 3）・大井 直往 1,5）

1）福島県立医科大学附属病院
2）福島県立医科大学大学院　医学研究科

3）福島県立医科大学　整形外科学講座
4）弘前大学大学院　保健学研究科

5）福島県立医科大学　リハビリテーション医学講座
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目的
当院ではH25年度よりクリニカルクラークシップ（以

下CCS）を主とした実習形態で実習指導を行ってい

る。またH27年度からは人材育成の観点から当院独自

のキャリアパスが導入され、H28年度より当院の実習

指導者（以下SV）要件として従来経験年数4年目以上

のみであった要件に加え、部署別キャリアパスⅡ修了

かつ班長との面談にて決定することを追加した。キャ

リアパス基準の導入はSVの臨床力や指導力を評価する

ことで指導力向上とストレス軽減に繋がることを期待

し追加した。

本調査は実習終了時に行っているアンケート調査を基

にキャリアパス導入前後のSVにおけるストレス差異を

明らかにすることを目的とした。

キャリアパス
当院キャリアパスは①全職員対象の共通キャリアパス

②部署別キャリアパス③目標管理シートから構成され

る。部署別キャリアパスのレベルは新人から管理職ま

でⅠ～Ⅴで構成される。SV要件の部署別キャリアパス

Ⅱ修了には新人（後輩）教育の自立、サブバイザーの

経験、県学会での発表、新人教育プログラムの修了等

が必要となる。

方法
対象はH25~29年度の間にSVを行った延べ103名のう

ち実習終了時にアンケートを回収できた延べ78名（男

性40名、女性38名、平均経験年数7.9±2.8年、平均SV

回数2.6±1.7回）とした。アンケートは独自に作成し

実習終了時に調査した。調査項目は基本情報として性

別・経験年数・SV回数、およびアンケート設問として

「ストレスがあった」を5件法（1;いいえ~3;どちらで

もない~5;はい）とストレス要因を自由記載にて調査し

た。

分析方法はキャリアパス導入前のH25～H27年度にSV

を行った者をキャリアパス導入前群（以下導入前群）

H28～H29年度にSVを行った者をキャリアパス導入

後群（以下導入後群）の2群に分け、基本情報および

アンケート設問結果を群間比較した。統計学的解析

にはR2.8.1を使用し、連続変数の比較には、正規分布

データの比較に対応のないt検定、非正規分布データに

Mann-WhitneyのU検定を用い、カテゴリー変数の比較

にはχ²検定を用い、有意水準は5%とした。

結果
アンケート回収率は75.7％であった。導入前群50

名、導入後群28名であった。群間比較（導入前群vs

導入後群）の結果、男性率（24名（48%）vs15名

（53.6%）、p=0.81）、平均経験年数（7.5±2.5年

vs8.7±3.1年、p=0.09）、平均SV回数（2.3±1.2回

vs3.1±2.3回、p＝0.17）、「ストレスがあった」は

中央値（四分位範囲）（4（3－4）vs3（2－4）、

p=0.16）、統計学的有意差は認められなかった。スト

レス要因の自由記載において多かった上位3つは導入

前群が①指導力、②フィードバック、③レポート指導

であり、導入後群が①養成校との連携、②学生との関

係、③指導力であった。

考察
キャリアパス導入前後のストレス差異を調査した。統

計学的有意差は認められなかったがストレスの要因か

らは、導入前群が指導力に関する項目が主であったの

に対し、導入後群は養成校との連携や学生との関係と

なり指導力に関するストレス要因は減少しストレス要

因の変化が認められた。このことはSV要件にキャリア

パスを導入した効果と考えられる。現在SVが抱えるス

トレスは当院で行うCCSを主とした実習形態と養成校

から依頼のある実習形態の違いによる指導方法や課題

への取り組み方の調整に伴う要素である。当院臨床実

習担当者として養成校との連携を行いSVのストレス軽

減を図っていくことは今後の課題と捉えている。

説明と同意、および倫理
本調査はヘルシンキ宣言に沿った研究であり、対象者

には調査の趣旨や参加は自由意志であることを説明、

アンケート回収をもって調査の同意を得たものとし

た。また当院倫理委員会にて承認されている（承認番

号304）。

キーワード：臨床実習・キャリアパス・ストレス
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【教育・管理】P3-05-1

キャリアパス導入前後における臨床実習指導者のストレス差異

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
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目的
本研究は理学療法学生（以下PT学生）のソーシャル

メディア（social media：以下SM）利用の現状を調査

し、情報倫理に関する用語の知識はどの程度であり、

情報倫理に対する判断や行動をどのように捉えている

のか、各学年の進行に伴い、それらがどのように変化

するのか検討することを目的とした。

方法
調査は4年制大学リハビリテーション学科に在籍する

PT学生183名（1年生42名、2年生56名、3年生45名、

4年生40名）を対象に行った。アンケート項目は（1）

対象者の属性、（2）SMの利用状況、（3） 情報倫理

に関する用語の知識（5細項目）、（4）情報倫理判断

の程度（18細項目）、（5）情報倫理行動の程度（18

細項目）の5項目とした。回答の尺度は3段階または4

段階の尺度を用いた。統計・解析については、情報倫

理に関する用語の知識、情報倫理判断の程度、情報倫

理行動の程度の各質問項目の回答割合について、4学年

全てに対しKruskal-Wallis検定を用い、学年間で変化が

見られるかを検討し、統計学的有意水準は5%未満とし

た。

結果
アンケートの回収率は100%であり、記入漏れや欠損

値は無かった。SMの利用状況については、主なサー

ビスの10項目のうち、全学年に対する割合が最も高い

のが「LINE」で180名（98.4%）、続いて「Twitter」

160名（87.4%）であった。情報倫理に関する用語の

知識では、「情報モラル」という用語を「知ってい

るかどうかについて」1年生21名（50.0%）、2年生

45名（80.3%）、3年生23名（51.1%）、4年生30名

（75.0%）となった。1年生と3年生の認知度が低く、

有意差が見られた（p<0.05）。情報倫理判断尺度に関

しては、「他者迷惑行為」、「自己都合優先行為」に

ついて、一部の質問項目で1～4学年間で判断程度の割

合に有意差が見られた（p<0.05）。情報倫理行動尺度

に関しては、「マナー違反行為」、「自己都合優先行

為」の一部および「他者迷惑行為」の全ての質問項目

で1～4学年間で行動程度の割合に有意差が見られた

（p<0.05）。

考察
SMの利用状況に関しては、「LINE」や「Twitter」が

若者にとっては必要不可欠なコミュニケーション手段

として普及していると示唆され、教育側もSMの特性を

理解し、そこに潜むリスク認知を高めることが重要と

考えられる。1年生、3年生では「情報モラル」という

用語の認知度が低かったが、これは1年生が学外実習を

経験していないため、3年生については、知識の定着が

図られていないためと考えられる。「情報倫理判断」

および「情報倫理行動」の尺度では、質問項目の一部

ではあるが両尺度において学年間で判断・行動程度の

割合に有意差が見られた。理学療法士の規範的判断や

行動は対象者との信頼関係にも影響を与えるとされて

おり、情報倫理についての規範的判断や行動について

もPT学生時より、教育が必要であると考えられる。本

調査より、PT学生のSM利用および情報倫理に関する

知識の現状の一部が把握されたが、今後情報倫理知識

の質や量についても学内教育で対応する必要性がある

ことが示唆された。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言の研究倫理指針に準拠し、

個人情報の保護には十分注意した。対象者には本研

究の目的と意義を説明し、回答内容は成績には全く

影響しない旨および参加は自由であり、アンケート

への回答を以って調査への協力同意とすることを説

明した。なお本研究は、東北福祉大学の研究倫理委

員会の審査を受け、承認を得て実施した（倫理番号：

RS170706）。

キーワード：理学療法学生・情報倫理・ソーシャルメディア
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【教育・管理】P3-05-2

理学療法学生のソーシャルメディアおよび情報倫理知識に関する現状調査
～情報倫理に関わる判断と行動に着目して～

小林 大介
東北福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科
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はじめに
本邦における理学療法士（以下、PT）の数は急増し、

本県の会員数は1,501名、我々の所属する県北支部の

会員数は397名（2018年3月現在）で県内でも二番目

に多い。支部活動の幅も拡がり、中堅の支部会員（以

下、中堅会員）の協力を得る必要性がさらに高まって

いた。そこで、中堅会員の支部活動に対する要望の把

握と人材発掘を目的に、「次世代PT発掘プロジェクト

～育プロ～」（以下、「育プロ」）を開催した。今回

は、「育プロ」の活動報告と、参加者へのアンケート

調査を行ったので以下に報告する。

方法
〈育プロ〉当支部の1年目～20年目の会員を対象に郵

送で「育プロ」の主旨を説明し参加者を募った。

育プロの内容は以下の通りである。

①第37回東北理学療法学会準備委員会・学術局会議の

見学

②グループワーク（6班）:テーマ1；県士会（支部活動

も含む）に望むこと・要望 、テーマ2；我々が県士会

（支部活動）でできることは何か？

ブレインストーミングによるグループディスカッショ

ンを行い、班ごとに意見を集約・発表。〈アンケー

ト〉属性：性別・経験年数、選択式として1）満足度、

2）決定事項の明確化、3）ゴール（目的）の明確化、

4）時間配分、5）自己主張の可否、6）参加者同士の

対話有無、7）議論の可視化、8）参加者の過不足、

9）「育プロ」の進める方法、10）継続の可否の10項

目を記入。 選択肢は、強くそう思う～全くそう思わな

いの7段階の選択式とした。また、記述式として参加し

たメリット・デメリット、自由記載（東北学会につい

ての要望など）をしてもらった。

結果
参加者31名（男性：21名、女性：10名）、経験年

数：3～16年目

〈グループワーク〉テーマ1では、「支部勉強会の充

実」、「他施設との交流を増やしてほしい」という意

見が出た。テーマ2では、「支部活動の補助」、「同僚

PTへの声掛け」などの意見が出た。

〈アンケート〉回収率100％（参加者31名）、アン

ケート10項目の肯定的回答割合（強くそう思う・そう

思う・少しそう思うの3段階に当てはまる割合）：1） 

97％、2） 84%、3） 84%、4） 71%、5） 90%、6） 

97%、7） 87%、8） 87%、9） 97%、10） 90%

参加者からの意見：メリットとして「他施設の方と意

見交換が出来て良かった」「横の繋がりが出来た」、

またデメリットとして「もう少し時間を早く、長くで

きると良いと思う」などの意見があった。自由記載で

は、「定期的に開催してもらいたい」等の肯定的な意

見を多く頂いた。また、3名のPTが支部活動への協力

に名乗り出てくれた。

考察
「育プロ」により、今後の県士会・支部活動への期待

や意見を中堅会員から直接聞く機会と、協力者の人材

発掘につながった。アンケート結果から、開催時間や

時間配分については改善する必要があるため、時間等

に配慮して次年度も開催していきたい。さらに今回の

意見を参考に、H30年度の支部活動では勉強会の充実

と横の繋がりを重視した計画を立てた。今回の「育プ

ロ」では、県士会活動や支部活動の現場を理解して頂

き、中堅会員の意見を聴取し、支部活動のリーダーと

なっていける人材の発掘を目的とした研修会を開催し

たことは大いに意義があったと考える。

説明と同意、および倫理
本調査を実施するにあたり紙面により研究の趣旨およ

びプライバシーの保護、学会等公式な場での公表にの

み使用することを説明し、調査票の提出により本研究

への同意を得たものとした。なお、本県士会理事会の

承認を得ている。

キーワード：理学療法士・支部活動・人材発掘
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【教育・管理】P3-05-3

一般社団法人　福島県理学療法士会　県北支部
「次世代PT発掘プロジェクト　～育プロ～」　活動報告

今野 裕樹 1）・本田 知久 2,3）・佐藤 勢 2）・山本 優一 1）・渡辺 知子 1）

1）（一社）福島県理学療法士会　県北支部役員
2）（一社）福島県理学療法士会　理事

3）（一社）福島県理学療法士会　活性化委員会
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目的
近年、リハビリテーション対象における機能・能力の

改善や、人的資源の負担軽減などを目的として、多く

のロボットが開発されている。本校では昨年度より、

理学療法学科の学生を対象として、ロボットを用いた

授業を開始している。今年度も福島県の平成30年度

医療施設用ロボット導入促進事業訪問デモンストレー

ション*1*2を利用し、授業を実施した。これは、リハ
ビリテーションの分野でも積極的に活用されてくるも

のと思われるロボットを実際に授業で体験すること

と、主体性や課題発見力、想像力などの社会人基礎力

育成を目的としている。今回、Semantic Differential 

method（以下SD法）に基づく意識調査を行うことによ

り、ロボットを用いた授業の効果の一端を明らかにす

ることを調査の目的とした。

＊1（一財）ふくしま医療機器産業推進機構　＊2福島

県保健福祉部地域医療課

方法
ロボットを用いた授業を受講した理学療法学科の学生

22名（男性15名、女性7名、年齢20.48±1.5歳）に

対し、意識調査を実施した。意識調査に用いた質問紙

はOsgoodの76種類の形容詞対より形容詞対16個を選

び、7段階で評価した。意識調査は因子分析を行った。

調査項目の妥当性はCronbachのα係数を用いた。初期

解の推定には最尤法を用い、因子の回転はVarimax回

転を用いた。因子数はスクリープロットを表示後、ス

クリー基準とKaiser-Guttman基準の双方と照合し、6因

子に設定した。モデルの適合性の判断はカイ二乗検定

のp値を用いた。統計処理にはR ver.2.8.1を使用した。

結果
アンケートの回収率と有効回答率はともに100％で

あった。因子分析の結果、やり甲斐因子、平易因子、

発展因子、幸福因子、探求因子、友好因子（α=0.75、

累積寄与率66.9％、p=0.556）とラベル付けした。

考察
豊田は「良質な経験・学習」を自己信頼、変化思考・

好奇心、当事者意識、達成欲求の5つの条件を満たす

ものと定義づけている。また、これらの5条件は環境

適応性を構成しており、社会人基礎力の向上に重要で

あるとされている。今回の結果から抽出された因子

は、やり甲斐因子、平易因子、発展因子、幸福因子、

探求因子、友好因子であり、良質な経験・学習の一部

とオーバーラップする要因があると思われる。また、

本校の理学療法学科は職業実践専門課程の認定を受け

ており、企業・団体と連携し、カリキュラムの編成や

演習・実習の授業を行うこと、さらには最新の実務や

指導力の習得を推奨されている。以上のことから、ロ

ボットを用いた授業をすることで、良質な経験・学習

にふれることができ、社会人基礎力向上を促進するも

のと考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

に沿ったものである。対象者には本研究の目的を説明

し、同意を得たうえで実施した。また、この同意は撤

回することができることも併せて説明した。本研究は

特定の個人を特定できるものではなく、個人情報に関

しても同意を得ている範囲を超えるものではない。

キーワード：ロボット・教育・SD法
2018年11月04日　09:30	～	10:20ポスター発表3　【教育・管理】P3-05-4

ロボットを用いた授業の効果
Semantic Differential methodに基づく意識調査からの検討

添田 健仁・渡邉 哲朗・安藤 由香里
郡山健康科学専門学校
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目的
　臨床現場では片麻痺患者に対し、非利き手で机上検

査を行うことがある。しかし、非利き手を念頭に置

いた実施時間等の基準は、把握されていないことが多

い。先行研究によれば、課題の左右差を生じないとい

う報告と、生じるという両者の意見が存在している。

また、線を一本引くだけの単純課題からTMT-Bのよう

になぞり課題と注意分配が組み合わされた複雑課題な

ど、課題難易度での違いから見た左右差の報告もほと

んどない。そこで、本研究では見解の一致をみるため

単純課題での検討と共に、複雑課題でも利き手、非利

き手での違いいわば左右差を生じるのか検討すること

とした。

方法
　対象者は右利き健常大学生20名（男性4名、女性

16名）を対象者とし、平均年齢は21.0±0.9歳であっ

た。被検者には内田クレペリン予備検査の一部を利用

した計算書字課題（以下、計算・書字課題）、30秒間

のタッピング動作としてパソコンのキーボードAボタ

ン連打（以下、タッピング連打）、注意機能テストの

かな拾い検査を行ってもらった。これらの検査は利き

手、非利き手の順に行うこととした。さらに、上肢機

能として握力を測定した。各検査における利き手、非

利き手での所要時間、誤答数を比較し、正規性を確認

の上t検定を用いて対応のある2群比較を行った。握力

と各検査との相関はPearsonの積率相関を用いた。統計

解析は有意水準をすべて5％とした。

結果
　タッピング連打、かな拾い、計算課題の全検査に

おいて有意に非利き手が不良という結果になった

（p<0.05）。握力と各検査での相関では、非利き

手のみ握力－タッピング連打で有意な相関を認め

（r=0.511、p=0.021）、その他の検査と握力との相

関は認められなかった。非利き手を使用した際、利き

手に比べ、作業効率の低下割合をみると、握力93%、

タッピング連打87%、かな拾い85.5%であるのに対

し、計算・書字課題のみ67%となり、非利き手での作

業効率が顕著に不良であった。なお、各検査の誤答数

に有意差は認めなかった。

考察
　これら結果から、難易度の異なる机上検査課題で

あっても、非利き手操作は一様に効率が悪くなること

が示唆された。その一因として、非利き手ではタッピ

ング連打と握力の相関があったことから、反復運動の

ような課題は、筋出力が影響していると考えられた。

このタッピング連打のような単純動作だけではなく、

かな拾いなど注意機能いわば認知課題と〇記入が課せ

られる複雑課題でも、非利き手が利き手に比べ同程度

（10～15%）低下した。認知課題で著しく低下するこ

ともなく、誤答数も有意差を認めなかったことから、

認知課題の負荷よりも筋力が低下の主体と推察でき

た。

　今回、最も左右差が大きかった検査は計算・書字課

題であった。数字を書くため、多くの筋仕事量が必

要であり、手指巧緻性も多く求められる。手指巧緻性

は、つまむ・離す・打つ・返す・筆圧調整など繊細な

協調性が必要なこともあり、経験の差も含め施行手に

よる差が大きくなったと思われた。

　以上のことより、非利き手で検査を行った際、左右

差を考慮しない基準値などに当てはめ、障害の有無を

判断することは避ける必要があるといえる。

説明と同意、および倫理
　本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会に

よる許可（HS20170-23）を受け実施し、被験者には

本研究の主旨を説明し書面にて同意を得た。なお、開

示すべきCOIはありません。

キーワード：利き手・非利き手・作業効率
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【神経6】P4-01-1

難易度の異なる検査時の利き手・非利き手の影響度の差異について
伊藤 百花 1）・高見 彰淑 2）・牧野 美里 2）・渡邊 洸 3）・森山 武 3）・外舘 洸平 3）

抱 志織 4）・山田 文武 4）

1）国民健康保険黒石病院リハビリテーション科
2）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域

3）弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域博士前期課程
4）弘前学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域博士課程
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目的
　右大脳半球損傷に伴う左半側空間無視（左USN）に

対する介入法として、左後頸部への経皮的電気神経刺

激（TENS）に関する報告がみられる。この機序とし

て、左後頸部へのTENSが右大脳半球を活性化すること

で、左空間への方向性注意が高まることが考えられて

いる。一方、認知症の記憶機能の改善を目的とした左

胸椎部へのTENSも報告されているが、左USNに対する

有効性は検討されていない。左胸椎部へのTENSは、患

者が誤ってTENSの電極を剥がしてしまうリスクが低く

（Pitzalisら、2013）、携帯型低周波治療器を用いれ

ば運動を妨げる可能性も少ないと予想されるため、左

USNに対しても有効性が認められれば新たな介入法に

なると考えられる。そこで本研究では、左胸椎部への

TENSが方向性注意機能に及ぼす影響を検討することを

目的とした。

方法
　右利きの健常者15名を対象として、「左胸椎部

にTENSを施行する条件（以下、胸椎部条件）」と

「TENSを一切施行しない条件（以下、コントロール条

件）」の2条件を実施順序をランダムとして互いに1日

以上の間隔を空けて実施した。対象者は、馴化時間と

して背もたれのある椅子で閉眼安静座位を5分間保持

した後、閉眼安静座位のままTENSもしくはコントロー

ルを施行した状態で閉眼安静座位を10分間保持し、

TENSもしくはコントロール終了後に再び閉眼安静座位

を10分間保持した。TENS（電流強度：感覚レベル、

周波数：100Hz、パルス幅：100µs）の刺激部位は、

先行研究に従い第1胸椎から第5胸椎間の脊柱の左側と

した。方向性注意機能の評価指標には主観的正中方向

（SSA）を用いた。SSAの測定は各条件の馴化時間終了

後、TENSおよびコントロール開始10分後、TENSおよ

びコントロール終了10分後の3時点で実施し、閉眼椅

子座位の対象者にSSAに向かって右手で指さしを行わ

せた。その上で、各条件の馴化時間終了時のSSAを基

準として、他の2時点でのSSAの左右および上下方向の

偏倚の程度を画像解析により計測した。統計学的分析

では、二元配置分散分析を実施し、有意水準は5％とし

た。

結果
　統計学的有意差は認められなかったものの、SSAの

左右方向では胸椎部条件において経過を通じてSSAが

左へ偏倚する傾向を認めた。また、SSAの上下方向で

は胸椎部条件において経過を通じてSSAが下へ偏倚す

る傾向を認めた。

考察
　先行研究では、左USNのSSAは右上方へ偏倚している

と考えられる。本研究では、左胸椎部へのTENS施行中

にSSAが左下方へ偏倚し、この効果はTENS終了10分後

でも持続する傾向を認めた。このことから、左胸椎部

へのTENSは短時間の持ち越し効果を伴って左USNを改

善する可能性が示唆された。この背景として、左胸椎

部へのTENSが左後頸部へのTENSと同様に頭頂島前庭

野（PIVC：Vallerら、1995）を含む右大脳半球を賦活

し、左空間への方向性注意を高めるとともに、対象者

の自己中心座標を変容させた可能性が考えられる。本

研究の結果は、左USNに対するTENS治療の簡便化や運

動療法等との併用に貢献できると考える。今後は、実

際の症例を対象とした効果判定や、より効果的なTENS

の刺激条件や持ち越し効果の持続時間の検討を進める

ことが必要であると考える。

説明と同意、および倫理
　本研究はヘルシンキ宣言に則って行われた。対象者

に対して本研究の目的や本研究への参加同意及び同

意撤回の自由、プライバシー保護の徹底等について予

め十分に説明し、書面にて同意を得た。本研究は、弘

前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を受けた

（整理番号：2017-003）。

キーワード：方向性注意機能・経皮的電気神経刺激・左胸椎部
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【神経6】P4-01-2

左胸椎部への経皮的電気神経刺激（TENS）が方向性注意機能に及ぼす
影響

川村 真琴 1）・吉田 英樹 2）・小西 杏奈 3）・島田 瑞希 4）・高桑 奈緒美 5）・鳴海 萌 1）

小田桐 伶 1,2）・原 幹周 2）・前田 貴哉 2）・須藤 真史 1）・岩田 学 1）

1）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 
2）弘前大学大学院保健学研究科 

3）医療法人社団進和会　旭川リハビリテーション病院
4）一般財団法人巨樹の会　明生リハビリテーション病院 

5）医療法人尚仁会　真栄病院 



1572018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

目的
　当院は岩手県南地域における脳卒中後遺症、整形外

科疾患の回復期患者や、重症心身障害、神経難病患

者のリハビリテーションを実施している。また、退院

前訪問指導を実施し、入院患者が円滑に在宅復帰を実

現できる様に取り組んでいる。退院前訪問指導では患

者の能力や予後を考え、住宅改修、介助方法、福祉

用具の選定が重要である。特に筋萎縮性側索硬化症

（Amyotrophic lateral sclerosis 以下:ALS）等の進行

性疾患では症状の進行に合わせて歩行補助具の選定、

車椅子の導入時期など考慮する必要がある。しかし、

ALSのADL低下時期に着目した予後予測の報告が少な

い現状である。そのため、今回、当院に入院又は外来

にて来院されたALS患者を発症部位から4つの型に分け

て、発症部位別におけるADLの予後予測の作成が出来

ないか検討したので以下に報告する。

方法
○症例紹介　

　対象患者は当院に入院又は外来にて来院したALS患

者14名、男性8、女性6名。そのうち発症部位別に上肢

型6名、下肢型4名、呼吸型2名、球麻痺型2名の4つの

型に分類した。ADL評価はBIを基準とし、4つの型別に

初発症状の出現した月から歩行動作及び、階段動作が

自立または一部介助レベルで可能であった期間を1ヶ月

単位で算出した。

○統計処理　

　統計処理は一元配置分散分析を行い、有意水準を5％

以下とした。

結果
○歩行　自立期間　

　自立期間は、上肢型23.3±15.0ヶ月、下肢型14.3

±11.8ヶ月、呼吸型33±12.7ヶ月、球麻痺型33.5±

45.9ヶ月、p＝0.61で有意な差は認められなかった。

自立及び一部介助期間　

　自立及び一部介助期間は、上肢型34.1±13.3ヶ月、

下肢型21.25±16.2ヶ月、呼吸型33.5±12.1ヶ月、球

麻痺型43.5±31.8ヶ月、p＝0.48で有意な差は認めら

れなかった。

○階段　自立期間　

　型別による階段自立期間は、上肢型16.3±6.1ヶ月、

下肢型13±12.4ヶ月、呼吸型33±12.7ヶ月、球麻痺

型33.5±45.9ヶ月、p＝0.059で有意な差は認められな

かった。

自立及び一部介助期間　

　自立及び一部介助期間は、上肢型26.3±9.2ヶ月、下

肢型16.25±11.9ヶ月、呼吸型33.0±12.7ヶ月、球麻

痺型41.5±34.6ヶ月、p＝0.28で有意な差は認められ

なかった。

考察
　今回の結果より、型別におけるALS患者の歩行と階

段の自立期間及び一部介助期間に有意な差は見られな

かった。しかし、型別の平均値を比較すると、下肢型

が他の型と比べて、歩行及び階段動作の期間が短い傾

向にある。久保らは進行性疾患の場合常に障害の進行

をみこした対応が重要であり、予想される問題にどの

ような支援が可能かについて事前に情報提供を行うこ

とが、在宅療養の不安を軽減し精神的サポートに繋が

ると述べている。その為、下肢型の場合、退院前訪問

指導、移動方法の検討、段差の解消、車椅子作成を早

期より進める事で、社会資源を有効的に活用する事が

可能となり、円滑に自宅復帰出来ると考える。今回の

研究では、型別における対象者数に差がある為、今後

は対象者数を増やして研究の正確性を向上させていく

必要がある。

説明と同意、および倫理
本発表はヘルシンキ宣言に則りデータの収集を行い、

発表に際して個人が特定されないように配慮した。

キーワード：筋萎縮性側索硬化症・ADL・歩行
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【神経6】P4-01-3

筋萎縮性側索硬化症患者の型別における予後予測について
～歩行と階段～

中嶋 健太 1）・氏家 祐太 1）・黒沢 健 1）・宮 秀哉 2）

1）独立行政法人国立病院機構　岩手病院 リハビリテーション科
2）独立行政法人国立病院機構　岩手病院　リハビリテーション科医師
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目的
　当院では脳卒中・整形外科疾患や神経筋難病患者

のリハビリテーションを実施し、在宅生活への移行

を進めるため、退院前訪問指導を行っている。そ

のなかで、進行性疾患である筋萎縮性側索硬化症

（Amyotrophic lateral sclerosis以下：ALS）患者にお

いては、病状進行に合った適切な支援が必要になる。

しかし、ALS患者におけるADL低下時期に関する報告

は少ない。そこで、当院で入院または外来リハビリ

テーションを実施したALS患者を発症部位から4つの型

に分けて、発症部位別におけるADLの自然経過を調査

し傾向がないか検討した。今回はADL動作の中で、実

施頻度も高く、何らかの介助を要す場合は介護者の負

担も大きくなる排泄行為に焦点をあてて検討したので

以下に報告する。

方法
　対象は、当院で入院または外来リハビリテーション

を実施したALS患者14名（男8名、女6名）とした。発

症時の平均年齢は66.1±11歳だった。発症部位から、

上肢型6名、下肢型4名、呼吸型2名、球麻痺型2名の4

つの型に分類した。4つの型別に、Barthel Indexに基づ

き発症日から移乗動作・トイレ動作が自立及び一部介

助の期間を1ヶ月単位で算出した。統計処理は、一元配

置分析を行い、有意水準を5％とした。

結果
　移乗動作において、発症から自立の平均期間は、上

肢型26.8±13.1ヶ月、下肢型19.2±15.6ヶ月、呼吸型

32.5±13.4ヶ月、球麻痺型42±33.9ヶ月、p＝0.499

で有意な差は認められなかった。一部介助の平均期間

は、上肢型12.3±9.1ヶ月、下肢型8.2±3.7ヶ月、呼

吸型2±2.8ヶ月、球麻痺型1±0ヶ月、p＝0.177で有

意な差が認められなかった。発症から自立及び一部介

助の平均期間は、上肢型37.8±14.3ヶ月、下肢型27.5

±14.8ヶ月、呼吸型34.5±10.6ヶ月、球麻痺型43±

33.9ヶ月、p＝0.473で有意な差は認められなかった。

トイレ動作において、発症から自立の平均期間は、上

肢型16.5±13.2ヶ月、下肢型19.2±16.4ヶ月、呼吸

型33±12.7ヶ月、球麻痺型43±32.5ヶ月、p＝0.275

で有意な差は認められなかった。一部介助の平均期間

は、上肢型17.5±9ヶ月、下肢型4±4.5ヶ月、呼吸型

1.5±2.1ヶ月、球麻痺型5.5±3.5ヶ月、p＝0.029で有

意な差が認められた。発症から自立及び一部介助の平

均期間は、上肢型29±15.9ヶ月、下肢型23.2±16.7ヶ

月、呼吸型34.5±10.6ヶ月、球麻痺型47±26.8ヶ月、

p＝0.721で有意な差は認められなかった。

考察
　移乗・トイレ動作の発症から自立及び一部介助期間

を型別で比較したところ、一部介助期間で有意な差

があり、球麻痺型・呼吸型は上肢型・下肢型と比較し

て一部介助期間が短い傾向があった。要因として球麻

痺型・呼吸型は、四肢体幹の機能低下が比較的緩徐で

あるが、呼吸機能低下が早期に進行することで気管切

開や人工呼吸器管理が必要となり、その結果患者自身

の活動性低下と介助者負担が増加しトイレでの排泄が

困難になることが考えられる。以上より、呼吸機能と

の関連が考えられる球麻痺・呼吸型においては、呼吸

機能の維持を図ることで、排泄行為の自立期間が延長

し、さらには在宅生活期間の延長にも繋げられる可能

性がある。今後の展望として、ALS患者が一日でも長

く在宅生活を送れるよう、予後予測に基づいた適切な

支援が必要であると考える。予後予測指標の作成に向

けて、対象者数を増やしADL評価尺度やその他の関連

因子を含めて検討していきたい。

説明と同意、および倫理
　本研究はヘルシンキ宣言に則りデータの収集を行

い、発表に際して個人が特定されないように配慮し

た。

キーワード：筋萎縮性側索硬化症・予後予測・排泄
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【神経6】P4-01-4

筋萎縮性側索硬化症患者における病状進行の自然経過と傾向
～排泄行為について～

氏家 祐太 1）・中嶋 健太 1）・黒沢 健 1）・宮 秀哉 2）

1）独立行政法人国立病院機構岩手病院リハビリテーション科
2）独立行政法人国立病院機構岩手病院リハビリテーション科医師
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目的
　当院では患者の褥瘡リスク評価にK式スケールを用

いている。K式スケールの項目に栄養状態の評価があ

るように、褥瘡発生の一要因として栄養状態の把握は

重要である。当院の患者層は高齢の方が多く、TP値や

Alb値を指標とした栄養評価では多くの方が該当してし

まうため、個別的な褥瘡リスクの判断が難しいと考え

られる。本研究の目的は、臥位でも測定可能なIn Body 

S10（In Body社製）を使用し体組成を評価し、褥瘡

リスクと栄養との関連を明らかにするとともに、体組

成計での褥瘡リスク評価の有用性を調査することとし

た。

方法と対象
　平成29年5月11日～23日の期間内に当院に入院して

いた全患者のうち、体組成データを正確に収集できた

88名（男性：36名、女性：52名）を対象とした。褥

瘡リスク患者を高リスク群（男性：28名、女性：44

名）、それ以外を低リスク群（男性：8名、女性：8

名）の2群に分類した。なお、当院での褥瘡リスク評価

において高リスク群の基準がないため、今回はK式ス

ケールが1点以上の患者を高リスク群とした。調査項

目は年齢、BMI（kg／m²）に加え、体組成計を用い位

相角（°）、筋肉量（kg）、骨格筋量（kg）を測定し

た。マンホイットニーのU検定を用い群間の差異を比

較検討した。有意水準を5％とした。

結果
　男性における2群間比較の結果、年齢以外の全ての

項目で有意差がみられた。男性の各測定項目の中央値

は、BMIは高リスク群：18.15kg／m²、低リスク群：

21.95kg／m²、位相角は高リスク群：2.95°、低リス

ク群：4.45°、筋肉量は高リスク群：35.40kg、低リ

スク群：43.70kg、骨格筋量は高リスク群：19.35kg、

低リスク群：24.90kgであった。一方、女性はBMIと位

相角でのみ有意差がみられた。女性の各測定項目の中

央値は、BMIは高リスク群：18.05kg／m²、低リスク

群：22.00kg／m²、位相角は高リスク群：2.75°、低

リスク群：3.35°、筋肉量は高リスク群：25.30kg、

低リスク群：28.45kg、骨格筋量は高リスク群：

13.40kg、低リスク群：15.35kgであった。

考察
　位相角は交流電流が細胞膜を通過する際に発生する

抵抗であり、細胞膜の健康状態を評価する一つの指標

と言われている。明確な基準値はないが、5°以上で概

ね良好、2°以下では栄養状態は非常に良くない状態と

言われている。今回の調査ではK式スケールを基準と

したが、女性では筋肉量と骨格筋量で有意差がみられ

なかった。男女ともに有意差を認めた項目はBMIと位

相角であった。つまり、当院においては特に女性の褥

瘡リスク判断にはBMIや位相角による評価が有効であ

るといえる。当院の褥瘡リスク評価では、高リスクの

判断としてK式スケールで1点でも加点があれば、リス

クがあると評価しているのが現状である。本研究の対

象者88名中K式スケールで1点以上の加点があった方は

72名であり、さらにTP値とAlb値で低栄養と評価した

方は44名であった。しかし、同じ点数であっても患者

の状態はそれぞれ異なるため、個別性の評価が必要で

ある。今回の調査結果から、褥瘡リスク判断の一つと

して体組成計での栄養状態の評価や位相角を測定する

事は個別性の評価に繋がると考えられる。

説明と同意、および倫理
全てのデータは通常の診療行為の過程で得られたもの

である。また、本研究にあたり、ヘルシンキ宣言に基

づき対象者の健康保護、個人情報の流出防止には十分

留意し、対象者には本研究の目的や方法等について説

明した上で行った。

キーワード：褥瘡・体組成・栄養
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【運動器・基礎等】P4-02-1

体組成計による栄養評価と褥瘡リスクとの関連
小原 孝裕 1）・豊島 和之 1）・江橋 浩平 2）・福原 隆志 1）

1）社会医療法人明和会　中通リハビリテーション病院
2）社会福祉法人大仙ふくし会　介護老人保健施設八乙女荘
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報告の焦点
植皮術後は皮膚性拘縮によって関節拘縮を生じやすい

ことから、術前の可動域確保と術後早期からの介入が

重要と考えられる。下肢デグロービング損傷を受傷し

た本症例に対して、植皮術前より理学療法介入を行っ

たが、術後においても関節可動域制限を認めた。そこ

で皮膚・皮下組織の滑走性の動態評価を超音波診断装

置（以下エコー）を用いて実施し、その結果から治療

介入したことにより関節可動域が改善したため、考察

を加えて報告する。

対象者紹介・理学療法評価
30歳代男性。農作業中に耕運機のロータリーに左下肢

を巻き込まれ下肢デグロービング損傷を受傷。大腿遠

位後面～下腿後面の皮膚欠損、腓腹筋は一部損傷を認

め、緊急に洗浄デブリードマン、筋縫合術施行。翌日

より理学療法を開始、14～22病日に陰圧閉鎖療法、

34病日に分層網状植皮術を施行。51病日に独歩でADL

が自立し自宅退院。その後週1回程度の外来理学療法

を実施。植皮術前の33病日において足関節背屈可動域

は、膝屈曲位25°/5°、膝伸展位20°/0°、104病日

時点で膝屈曲位25°/20°、膝伸展位20°/5°であっ

た。

介入方法と経過
受傷後や植皮術後は創部や植皮部位保護のために創部

に直接触れてのアプローチは実施せず、筋の選択的収

縮やストレッチを中心に介入したが、可動域制限が残

存した。そこで104病日にエコーを用いて動態評価を

行った。健側と植皮部位を比較すると、健側では足

関節運動に伴って皮下組織と筋間で滑走を認めたが、

植皮部位は皮下組織が瘢痕化し、筋間での滑走を認め

ずに瘢痕組織が筋と一体となりわずかに動く様子が観

察された。この評価から瘢痕組織と筋間での滑走障害

と瘢痕組織自体の可動性低下が可動域制限の要因と考

え、瘢痕組織と筋間での滑走改善と瘢痕組織自体の可

動性向上を治療方針とした。滑走性改善を目的に瘢痕

部位を徒手にて固定した足関節自動運動を実施し、瘢

痕組織の可動性改善を目的に軟部組織モビライゼー

ションと瘢痕組織を含めた皮膚・皮下組織の運動を誘

導するため皮膚テーピングを加えて実施した。その結

果、1回の施行のみで足関節背屈可動域は膝関節伸展位

20°/15°に改善した。テーピングは自宅でも継続し

て実施するように指導した。253病日にエコーにて再

評価を行い、259病日に理学療法終了となった。

帰結評価
プログラムを追加してから約2か月後の足関節背屈可動

域は膝関節屈曲位30°/25°、膝関節伸展位25°/20

°であった。エコーでの再評価では、瘢痕組織と筋間

での滑走は認められず、瘢痕組織の可動範囲は表層よ

りも深部において拡大していた。

考察
エコーでの再評価から瘢痕組織と筋間での滑走につい

ては改善しておらず、皮下組織が瘢痕化すると健常皮

下組織のような筋間での滑走の再獲得は困難であると

考えられた。また、可動性については瘢痕組織の表層

は可動性に乏しく、植皮片の上皮化に伴う瘢痕組織の

可動性向上は難しいと思われた。一方で瘢痕組織の深

部において可動性が向上したことから瘢痕組織の中で

も皮下組織の再生に伴う瘢痕組織の可動性の向上は可

能と考えられた。よって、関節可動域の改善には深部

の瘢痕組織の可動性を向上させることが有効と考えら

れた。瘢痕組織の可動性向上にはストレッチなどで瘢

痕組織を含めて皮膚や皮下組織、筋を伸張するよりも

モビライゼーション等による深部の瘢痕組織自体への

アプローチが重要であり、その上でテーピングにより

瘢痕組織を含めて皮膚や皮下組織を運動方向に誘導す

ることが関節可動域の改善に効果的であると考えた。

説明と同意、および倫理
対象者には本報告の内容と公表について十分な説明を

行い、同意を得た。

キーワード：植皮・瘢痕組織・超音波診断装置
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【運動器・基礎等】P4-02-2

左下肢デグロービング損傷の一症例
植皮術後の関節可動域改善に向けた一考察

中井 敬太・對馬 浩志・櫻庭 満
つがる西北五広域連合　つがる総合病院



1612018: The 36th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 36 回東北理学療法学術大会 

報告の焦点
本症例は、基礎疾患として糖尿病を罹患しており、前

院にて蜂窩織炎を原因とした膝関節離断術を施行し

た。前院では、固定膝にて義足作成を検討していた

が、当院転院後、「膝を曲げながら歩きたい」との強

い要望があった。しかし、糖尿病性末梢神経障害や糖

尿病性網膜症を呈しており、非切断側の片脚立位保持

が困難であった。義肢装具士と相談のうえ、バウンシ

ング機構付き大腿義足用膝継手を採用した。その後、

T-cane歩行自立となり自宅退院となった。膝継手の選

定やバウンシング機構を利用した歩行練習を行った症

例を経験し一定の効果を示すことができたため報告す

る。

対象者紹介・理学療法評価
50代男性無職　20年前に糖尿病罹患、右下腿に蜂窩

織炎を発症しA病院にて膝関節離断術施行。術後41病

日、固定膝での仮義足完成。62病日、当院へ転院。合

併症として網膜症と神経障害を有している。

ROM-T：左足関節背屈5°、その他両下肢著名な制限

なし。MMT：股関節外転左右4・伸展左右4、その他

5。触覚：足部で重度鈍麻、振動覚：左母趾・内果消

失。移動：歩行器歩行自立。BBS：38点。

介入方法と経過
62病日より介入開始。67病日、「膝を曲げて歩きた

い」との要望があり義肢装具士へ相談。

74病日、膝継手をバウンシング機構付き大腿義足用

膝継手（ottobock社3R60pro）に変更した。2週間試

用期間とし、継手の変更を検討することとした。変更

当初、分回し、体幹前傾、骨盤後退の異常歩行が見ら

れた。87病日、バウンシング機構の活用には課題が

あったが、非切断側支持性向上と、股関節伸展による

膝ロックが十分可能で異常歩行の減少が見られたた

め、膝継手の変更を決定した。92病日、BBS40点。

99病日、屋外歩行練習開始。120病日、屋外歩行両側

T-cane監視にて可能。126病日、自宅退院となった。

帰結評価
MMT：股関節伸展左右4、外転左右4、ともに改善は

見られた。その他5。ROM-T、感覚著変なし。BBS：

49点。移動：屋内T-caneにて、屋外両側T-caneにて自

立。歩容：左右対称性向上、分回し消失、体幹前傾・

骨盤後退わずかに残存。

考察
本症例は、膝継手を固定膝からバウンシング機構付き

大腿義足用膝継手へと変更し、継続した理学療法によ

りT-cane歩行獲得に至った。

固定膝以外での義足歩行獲得に至った要因として、本

来大腿義足用膝継手に採用しているバウンシング機

構を取り入れたことがあげられる。バウンシング機構

は、立脚相で膝の一定角度範囲まで屈曲を許すシステ

ムである。本症例は非切断側でのバランス不良があっ

たため、義足側での荷重時間をある程度確保する必要

があった。バウンシング機構が機能することによって

立脚中期までの膝折れを心配することなく荷重が可能

であり、退院時には、T-caneとの併用により単脚支持

時間の左右差はほとんど見られなかった。また、固定

膝に比べバウンシング機構により重心の上下動が抑え

られ、非切断側への荷重移行時の制御を容易にした点

も、歩行獲得の要因となったと考えた。大腿義足用膝

継手を採用したデメリットとしては、膝継手の可動部

がソケット先端よりわずかに距離があるため、膝の高

さに差が出てしまうことである。そのため乗車時等は

義足を外す等工夫が必要となる。また、大腿長と下腿

長に差が出ることによる歩行への影響は今後の検討課

題である。しかしながら本症例においては、バウンシ

ング機構のメリットを十分に活用し、歩行獲得に至る

ことができた。本症例を通して患者の多様なニーズに

対応するための、義足選択の幅を広げることができた

と考えている。

説明と同意、および倫理
演者所属施設の倫理委員会の承認を得て、本症例に説

明し、同意を得た。

キーワード：義足・膝継手・歩行
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【運動器・基礎等】P4-02-3

膝関節離断患者にバウンシング機構付き大腿義足用膝継手を用いて
歩行獲得に至った症例

吉崎 寛之・木全 弘光
青森慈恵会病院
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目的
病院で勤務していると、あらゆる場面で患者－職員間

で音声言語コミュニケーションが行われていることに

気づく。外来受付、診察室への誘導、診察室内での意

思疎通も含まれるが、我々理学療法士にとって最も興

味深いことは、声掛けによって患者の運動が影響を受

けるのかということである。Johansson（1983）は、

66dBと88dBの聴覚刺激が上肢筋力に与える影響を調

査し、88dBで最大筋力の増強効果を認めたことを報告

した。以降、複数の研究報告が成されているが、運動

は聴覚刺激の周波数と強度に影響を受けるのか明らか

にされていない。そのため本研究では、聴覚刺激周波

数と強度が下肢骨格筋支配の脊髄興奮準位に与える影

響を明らかにすることにした。

方法
対象は、健常成人男性24名（年齢21歳）として、聴覚

刺激周波数の異なる250Hz群、1000Hz群、4000Hz群

の3群にくじ引き法を用いて割り付けた。聴覚刺激は、

聴覚刺激装置（ME90、POGO社製）を用いて、10dB

から90dB迄の強度を10dB間隔で設定し、16s間与え

た。条件間隔5分で実施した。H波の測定姿勢は、腹

臥位とした。脛骨神経への電気刺激は、電気刺激装置

（H-0745、日本光電社製）を用いて持続1msecの方形

波を設定し、定電流式アイソレータ（SS-104J、日本光

電社製）に接続した。電気刺激強度の設定は、各条件

前に閾下二発刺激法を用いて刺激閾値を求め1.12倍し

た値とした。H波の導出は、右側のヒラメ筋とし、皮

膚インピーダンスを5kΩ以下に前処理した。電極間距

離を2.5cmとして直径12mmの表面電極（M-150、日

本光電社製）を貼付した。表面電極より導出したH波

を、生体アンプ（特注、エム・イー社製）で増幅し、

A/D変換ボードからサンプリング周波数5kHzでPCに

取り込み、誘発電位研究用プログラム（EPLYZERⅡ、

キッセイコムテック社製）を用いて16回加算平均し

た。 その後、聴覚刺激前の安静条件と聴覚刺激条件間

のH波変化率（％）を算出した。　統計処理は、統計

処理ソフト（R2.8.1）を用いて分割プロット分散分析

（群×dB）を有意水準5％で実施した。

結果
分割プロット分散分析の結果、聴覚刺激周波数（Hz）

に主効果を認めず（p≧0.05）、聴覚刺激強度（dB）

に主効果が認められた（p＜0.05）。また、交互作用

は認められなかった（p≧0.05）。

考察
聴覚刺激強度（dB）が下肢骨格筋支配の脊髄興奮準

位に与える影響は、覚醒水準に影響を受ける網様体脊

髄路や運動調節に関与する赤核脊髄路等の錐体外路系

の影響によって興奮性の増強または抑制性の減弱が生

じ、H波を導出する骨格筋の脊髄前角細胞において促

通現象が起きたと推察した。臨床現場で経験豊かな理

学療法士は、潜在的に強度を調節している可能性が考

えられる。そのため今後は、実際の人の音声を用い

て、追加検証を実施するとともに、経験豊かな理学療

法士がどのように強度（dB）を使い分けているのか調

査したい。

説明と同意、および倫理
倫理委員会の審査を受け、承認を得て実施された（承

認番号：R1405）。なお、被験者には事前に本実験の

目的や方法などを説明し、同意を得た。

キーワード：聴覚刺激・強度と周波数・脊髄興奮準位
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【運動器・基礎等】P4-02-4

聴覚刺激周波数と強度が下腿三頭筋支配の脊髄興奮準位に及ぼす影響
古川 勉寛 1）・武田 裕吾 2）・佐野 博一 3）・仲山 勉 4）・楊箸 隆哉 1）・藤原 孝之 1）

荻原 久佳 1）

1）いわき明星大学
2）いわき湯本病院

3） 医療型障害児入所施設 水方苑
4）北水会記念病院
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目的
起立動作は、ベッド上での活動範囲から拡大し身辺動

作へ繋げるために必要な動作であるため、治療場面

で頻回に実施している。だが、患者の多くは、様々な

疾患から筋・骨格系の障害や中枢疾患によるバランス

障害により、起立動作の初期に必要な重心前方移動が

困難なケースが多く、練習を開始する際はセラピスト

が全介助で方法を練習することとなり、介助負担が多

くなる傾向がある。また、患者も自力での前方移動が

困難な上に介助されるために、恐怖心が強く上下肢で

突っ張ってしまい、更に介助量が多くなってしまうと

いう場面が多い。

そこで、当院で数年前から福祉用具として使用してい

た起立補助装置（商品名；立ち助）をリハビリ治療時

に使用し、起立練習を実施することで、起立動作に必

要な重心前方移動が起立補助装置の使用により容易に

可能となれば、膝伸展筋の有効な筋収縮が得られやす

く、筋力増強効果が期待できるのではないかと考え検

討することとした。

方法
対象は当院入院患者で、腰椎圧迫骨折後1名、肺炎後廃

用症候群3名、第5中足骨骨折後1名、脳梗塞後右片麻

痺1名、脊髄小脳変性症1名の計7名とした。平均年齢

は80.4歳±10歳、要介護度は2～4であった。

通常のリハビリプログラムに起立補助装置を使用した

起立練習10回を2セット週5日実施した。練習開始時を

初期とし、4週間後を中間、8週間後を最終として膝伸

展筋の筋力測定を実施した。筋力測定機器にはハンド

ヘルドダイナモメーター（ミュータスF-1；アニマ社

製）を用いた。初期、中間、最終時の筋力測定を3回実

施し、平均値を比較した。

統計処理には対応のあるt検定を用い、有意水準は5％

とした。

結果
対象者の全例で、初期時と比較し、中間時では1.9Kgf

±1.7Kgfの膝伸展筋力の増加を認め、最終時では

2.2Kgf±1.1Kgfの伸展筋力の増加を認めた。中間時と

最終時ともに膝伸展筋力は有意に増大していた（p＜

0.05）。

考察
治療場面で多く実施する起立動作練習において、動作

の初期に必要な重心前方移動が困難な患者が多い。そ

のため、膝伸展筋力が効率良く収縮せず、自力での離

殿が困難となり介助を要し全介助となることが多く介

助量も多くなる傾向にある。

本研究の結果から、起立動作において動作の初期に必

要な重心前方移動が、起立補助装置を使用したことで

得られやすくなり、膝伸展筋の収縮効率性が向上し筋

力増加につながったものと考える。さらに、使用した

患者からは、起立動作をセラピストが介助した場合よ

りも起立補助装置を使用した場合の方が自分で立って

いる気がすると能動的な感想が得られた。これらのこ

とから、起立補助装置を使用した起立練習の実施は、

膝伸展筋力増加に有用であることが示唆され、利用者

の能動的な活動意欲へつながる可能性があり、自立支

援への手助けが行えるものと考える。

しかし、今回は通常のリハビリプログラムも併用して

実施していたため、筋力増加が起立補助装置使用のみ

での効果とは言いがたいため、今後もさらなる検討を

重ねるべきである。

説明と同意、および倫理
本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき対象者へ本研究の

趣旨を十分に説明し、書面にて同意を得た。

キーワード：福祉用具・起立動作・膝伸展筋力
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【生活環境支援】P4-03-1

起立補助装置を使用した起立練習による膝伸展筋力についての検討

島田 佳美
IMSグループ 山形ロイヤル病院
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目的
　脳卒中片麻痺患者（以下、片麻痺患者）は、下肢の

運動機能障害によって歩行時に短下肢装具（以下、

AFO）が適応となることが多い。しかし、入浴時に使

用するAFOに関しては公開されている情報に乏しく、

現状での入浴用AFOがどのように導入されているか、

提供されているものが希少である。また、入浴時に

AFOが濡れてしまうことや浴室への持ち込みよる金属

部分や足継手の腐食があること、革やフェルトが水分

に適合する素材ではないことから、日常使用している

AFOを使用する者は少ないと思われる。さらに、浴室

という滑りやすく狭い空間での動作は難易度も高く、

心理的緊張も影響して麻痺側上下肢は筋緊張が亢進

し、動作が不安定になることもある。そこで今回、当

センターに入院していた片麻痺患者2名に対して入浴時

にも使用できるAFOを作製し、装具の材質や工夫を検

討し、必要に応じたAFOの作製を経験したため、以下

に報告する。

方法
　対象は、同意を得られた片麻痺患者2名とした。な

お、各症例は今回の装具作製以前にカットダウン可能

な長下肢装具を処方している。

　症例1：右被殻出血を呈した50代女性。左下肢

Br.stageⅢ、麻痺側足部のdrop footと麻痺側上下肢に

中等度の感覚障害を認める。歩行は金属支柱付きAFO

を着用し、T字杖を使用して可能。裸足歩行では荷重時

に足関節内反の不安定性あり。

　症例2：左被殻出血を呈した40代女性。右下肢

Br.stageⅣ、麻痺側足部の底屈・内反、claw toeと麻痺

側上下肢に重度の感覚障害を認める。歩行は金属支柱

付きAFOを着用し、T字杖を使用して可能。裸足歩行で

は、麻痺側足部底屈・内反が著明であり、足底外側接

地となりやすく不安定である。加えて、裸足歩行での

足部接地に対して恐怖心の訴えが強く、それに伴って

過緊張になりやすい傾向があった。

　各症例に対し、入浴時にも使用できるショート

シューホーンブレース（以下、SSHB）を作製した。

なお、それぞれの症例には異なる業者が作製にあたっ

た。

結果
　症例1：通常のSSHBに対し、ナイロン製のマジック

テープと取り外し可能なフェルトを取り付けた。踵く

り抜き、爪先なし。滑りにくい素材を使用すると足底

部に厚みが出てしまうため、使用せずに生ゴム製の

シートを使用した。なお、シートは強力な接着剤にて

取り付けた。装具使用下での浴室内での動作は、足部

の不安定性がなく、安全に動作遂行可能であった。

　症例2：通常のSSHBに対し、ナイロン製のマジック

テープと取り外し可能なフェルト・マウントを取り付

けた。踵くり抜き、爪先あり。足底部には合成ゴム製

のシートを使用し、耐水性の接着剤にて取り付けた。

装具使用下では、麻痺側足部底屈・内反やclaw toeに

よる不安定性は軽減し、滑ることなく安全に動作遂行

可能であった。

考察
　今回、入浴時にも使用できるAFOを作製した。2症例

ともSSHBを使用することで麻痺側足部が安定し、滑ら

ずに入浴動作が可能となった。一般的に入浴時にAFO

を装着する片麻痺患者は少ないと思われるが、今回の

症例はSSHBの使用により自宅での入浴が自立したた

め、入浴用AFOの適応であったと考える。入浴用AFO

を使用することによって入浴動作が自立すれば、在宅

での生活場面だけでなく銭湯や温泉にも行ける可能性

が増え、生活の幅が広がることが推測される。今後

は、入浴用AFOの適応を標準化し、患者のニーズを踏

まえながら支援方法の一つとして提供できるようにし

ていく必要がある。

説明と同意、および倫理
　ヘルシンキ宣言に基づき、両対象者に本研究の目的

と方法について事前に説明し、短下肢装具の素材につ

いての情報や画像を発表することについての同意を得

た上で本研究を開始した。

キーワード：脳卒中・短下肢装具・入浴
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【生活環境支援】P4-03-2

脳卒中片麻痺患者が安全に入浴するための短下肢装具の検討

芦埜 菜津子・佐藤 弘樹・関 公輔
いわてリハビリテーションセンター
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報告の焦点
訪問リハビリにおいて、勤務している職場への復職が

実現するケースは少ないとされている。今回、脳出

血による右片麻痺を呈した症例を担当した。本症例は

回復期病院から自宅退院後、訪問リハビリやヘルパー

サービスを利用した。多職種で連携し、自宅生活の安

定に加え、復職を目標として支援を行った。自動車運

転の再開や左手での書字能力の獲得、職場との情報共

有に向けた取り組みを実施した。結果、発症後2年以上

を経て、業務を事務仕事に調整しての復職に至った。

今回、介入した経験について考察を加えて以下に報告

する。

対象者紹介・理学療法評価
＜対象者紹介＞年齢・性別：50歳代男性、職業：魚

の仲卸、主要疾患名：脳出血後遺症（左被殻）、現病

歴：X年2月右片麻痺にて発症。急性期病院に入院。3

月リハビリ目的で回復期病院に転院。8月自宅退院。生

活歴：発病前は魚の仲卸の仕事に勤務し、家事は全て

実施。家族構成：母と2人暮らし

＜理学療法評価（自宅退院時）＞Brunnstrom Recovery 

Stage（以下、Brs）：右上肢手指Ⅱ下肢Ⅲ、感覚：

右上下肢重度鈍麻、筋力：MMT左上下肢5レベル、

ADL：Barthel Index 100点（サイドケイン使用にて屋

外歩行自立、入浴はシャワー浴自立）。右片麻痺によ

り復職に必要な自動車運転や書字が困難。

介入方法と経過
自宅退院時、職場からの事務仕事の提案に対し、本人

はあきらめの心情であった。まずは自宅生活の安定を

図るため、ヘルパーと連携して掃除等の家事動作の拡

大を支援した。復帰の条件として、車での通勤と左手

での書字能力が職場より求められた。自動車運転に向

けて、身体障害者手帳取得や適性検査、自動車改造等

について本人へ情報提供を行った。必要な手続きの内

容や進捗状況を介護支援専門員と共有しながら支援し

た。改造車（左アクセル）が納車後、運転に関する動

作や運転補助装置の確認、情報提供を行った。運転に

対する目標を段階的かつ具体的に設定し、提案や助言

を繰り返し行った。

書字では利き手交換で左手での練習を行った。正確性

を目的とした練習から、徐々に速度を目的とした練習

に移行した。業務で必要な、聴き取りでの書字練習を

行った。

また、理学療法士が介護支援専門員とともに職場訪問

を複数回実施した。本人の状態を職場に情報提供し、

復職への課題を共有し、対策について話し合いを重ね

た。

帰結評価
＜理学療法評価（復職時での変化点）＞Brs：右上肢手

指Ⅲ、ADL：短下肢装具と一本杖使用にて屋外歩行自

立、浴槽入浴が自立。

前向きな発言が聞かれ、心情に変化がみられた。運転

範囲は徐々に拡大し、職場への運転が可能となった。

徐々に職場に通う頻度が増え、職場の環境に慣れ、パ

ソコン操作も向上した。書字の正確性や速度は職場の

要望を達成できた。職場訪問では、職場側が検討して

いる業務内容や、環境面について把握することができ

た。結果、事務仕事での復職を果たすことができた。

考察
本症例が復職に至った要因として、本人、職場、介護

支援専門員、ヘルパー、訪問リハビリといった多職種

で現状や課題を共有し、段階的な目標設定を繰り返し

行ったことが挙げられる。これにより、本人の気持ち

や周りの気持ちが一つになり、運転や書字に前向きに

取り組み、残存機能を引き出すことができた。また、

職場訪問にて、心身状況をリハビリの立場から伝える

ことにより、職場側の理解を進め、受け入れ態勢が整

い、無事、職場復帰につながったと考える。

説明と同意、および倫理
今回の発表に伴い本症例に対し十分に説明し同意を得

た。

キーワード：脳卒中・職場復帰・多職種連携
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【生活環境支援】P4-03-3

職場復帰への支援を行った脳出血による右片麻痺を呈した一症例

橘 直毅
宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる
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目的
脳卒中ガイドラインでは、発症直後から急性期・回復

期、維持期に渡って一貫した流れでリハビリテーショ

ンを行うことを推奨している。その実現には、複数の

医療機関が連携し、途切れることない理学療法を提供

していく必要がある。その中で装具療法は、理学療法

とともに存在し、その内容は患者の状態に合わせて展

開されることが望ましい。しかし、装具療法に関して

は一定の水準で実施されているとは言い難く、各セラ

ピストに装具の使用や作成の決定権が委ねられてい

る。

我々は、装具療法の地域連携を目指して勉強会の開催

や意識調査を実施することを始めた。そして、昨年ま

での調査から、装具に対して肯定的な考えを持ってい

るが作製には消極的である現状を把握した。そこで今

回は、セラピストが感じている装具療法に対する悩み

を調査し、所属や経験年数で特徴があるか明らかにす

ることを目的とした。

方法
対象は、平成29年度に開催された研修会の参加者のう

ち八戸医療圏に勤務する理学療法士・作業療法士120

名とした。配布したアンケートは回答後、所定の場所

へ提出することとした。アンケートの内容は、①装具

使用に関しての考え、②装具使用で悩むタイミング、

③悩んだ際の相談相手の有無、④装具カンファレンス

の有無、⑤どのようなことで悩むか、の5つとした。

①から④は選択式であり、⑤は自由記載での回答とし

た。自由記載での回答の処理は、各回答毎にキーワー

ドを抽出し、キーワード毎に回答を分類することとし

た。

結果
回収率は62.5％であった。回答者の所属は急性期

5％、回復期61％、生活期24％、その他9％であっ

た。装具の使用に関して、使用するべき69％、なる

べく使用しない方がよい9％、使用しない21％であっ

た。装具使用で悩むタイミングは、無回答18％、新

規作製46％、修理17％、カットダウン18％であり、

新規作製で悩んでいる人が多かった。悩んだ際の相談

相手の有無では、無回答11％、相談できる相手がい

る79％、いない8％、相談しない11％であり、相談で

きる相手がいることが分かった。また、どのような人

に相談しているかでは、技師長1％、病棟・チームの

リーダー19％、先輩36％、同期15％、後輩7％、他病

院スタッフ6％、義肢装具士15％であった。装具カン

ファレンスの有無では、無回答11％、ある17％、ない

72％であり、ほとんどの施設で装具カンファレンスは

実施されていなかった。最後に、どのようなことで悩

むか自由記載で回答を得た。抽出されたキーワードは

適応、種類、予後予測、タイミング、カットダウン、

継手、経済的負担、説明、使用目的の9つであった。経

験年数別で分類すると、1年目では適応、種類、予後予

測の3つが抽出され、10年以上になると9つ全てのキー

ワードが挙げられた。所属別で分類したところ、急性

期は適応、経済的負担、予後予測が挙げられ、回復期

では適応、種類、タイミング、予後予測、カットダウ

ン、継手が挙げられた。生活期では、全てのキーワー

ドが挙げられた。また、全ての病期で挙げられた悩み

は、適応と予後予測であった。

考察
経験年数毎に分類すると、年数が増えるにつれてキー

ワード数が増える傾向にあった。それは、装具療法の

中で考える点が増えていることを示している。所属別

でみると、全病期で一致した項目が適応と予後予測で

あった。この2つはセラピストが常に悩んでいる項目で

あり、次施設に情報を提供することで装具の使用や作

成の助けとなる情報となることが考えられた。

説明と同意、および倫理
対象者には、口頭にて調査目的を説明し、アンケート

提出は自由であることを伝え同意を得た。得られた回

答は個人が特定されないよう配慮した。

キーワード：装具療法・地域連携・悩み
2018年11月04日　10:40	～	11:30ポスター発表4　【生活環境支援】P4-03-4

八戸医療圏での装具療法における地域連携に向けて
－装具使用・作成時の悩みの分析－

越後 あゆみ 1,5）・成瀬 淳 2,5）・菊池 寛之 3,5）・外舘 洸平 4,5）

1）東北メディカル学院
2）デイケアセンター　おらんど

3）八戸赤十字病院
4）総合リハビリ美保野病院

5）青森義肢装具地域連携ネットワーク
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座　長　　　藤澤　宏幸 （東北文化学園大学）

タイトル： 肩屈曲可動域における皮膚の影響
 沼山理生（筆頭演者）、菅原哲也、大澤洋生、大日向優紀、阿部一樹

滋慶文化学園 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

タイトル：ドローイン時の腹横筋の筋厚の変化
  ―ギャッジアップ角度と発声の有無による影響―

西田侑加（筆頭演者）、鈴木晴菜、安齋健太郎、池崎優希、小林拓真、

佐藤弘大、星大哉、森茂雅也

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再考 
蓬田匡（筆頭演者）、阿部宏実、石川勇佑、大浪拓朗、大平啓人、

宍戸遥、鈴木愛芳

郡山健康科学専門学校

平成３０年１１月４日（日）　10：40 ～ 11：３0　　C 会場（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

学生演題
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展示協力頂いた企業　御芳名

（順不同・敬称略）

株式会社 テクノリンク
アルケア株式会社
株式会社 青森日東義肢製作所
株式会社 佐々木義肢製作所
株式会社 インボディ・ジャパン
伊藤超短波株式会社
酒井医療株式会社
株式会社 町田アンド町田商会
オージー技研株式会社
アビリティーズ・ケアネット株式会社
インターリハ株式会社
帝人在宅医療株式会社
株式会社 南部医理科
ミナト医科学株式会社
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大会趣旨にご賛同頂いた企業　御芳名

（順不同・敬称略）

株式会社 青森日東義肢製作所
日本シグマックス株式会社
竹井機器工業株式会社
伊藤超短波株式会社
株式会社　南部医理科
有限会社　青森ウィールチェアー
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実行委員・協力委員 

大 会 長      尾田 敦

副 大 会 長 須藤真史

準備委員長     藤田俊文

事 務 局 長 長谷川国俊       副 事 務 局 長 高橋純平

                     総 務 部 長 古川舞子

                      財 務 部 長 伊藤真由美

                      広報・渉外部長 前田貴哉

学 術 局 長 佐藤比呂子       副 学 術 局 長 對馬新吾

                      企 画 部 長 佐藤照樹

                      演題管理部長 鳴海翔太

                      セミナー管理部長 山田文武

運 営 局 長 安原教子        副 運 営 局 長 沢口喜大

                      会場管理部長 鳴海洋子

                      進行管理部長      幡野克仁

 

【協力会員】 

中井敬太    船橋美雪    佐藤翔     貴田拓実    鎌田真紀 
舘村友唯    奥瀬文代    小川福人    成田知佳    小関紗矢佳 
北澤勇気    越後あゆみ   長谷川至    神亜季子    山上千都 
三上佳菜子   原子由     五十嵐林郷   赤石佑香    木全弥伸莉 
永山香織    村田聡美    加藤省吾    中山智之    長谷川牧子 
新谷岳也    斎藤和樹    神香      清藤可奈子   葛西早紀 

実行委員・協力委員 
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第 36 回東北理学療法学術大会
レセプションのお知らせ

大会 1 日目（11/3）終了後、第 36 回東北理学療法学術大会レセプションを開催致

します。本レセプションは会員の皆さまの交流を深める場となる事を目的としてお

ります。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

 日時：平成 30 年 11 月 3 日（土）　18：30 ～ 20：30

 場所：ホテル青森　善知鳥の間

 会費：4000 円（会費は当日、17 時より受付にて徴収致します）

 定員：100 名

 形式：立食バイキング

 申込：事前申し込み

　　　　

※当日受付は17時より開始致します。事前申し込みの段階で定員に達した場合には、

当日受付はできませんので、ご了承ください。
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【開催日時】平成 30 年 11 月 4 日（日）

【開催場所】ホテル青森　3 階　Ｂ会場（小ホール）

【開催時間】10 : 40 ～ 11 : 30

【テーマ】症例発表のはじめかた

～抄録作成と発表のポイント～

【講　師】小林　武　氏

	 	 　東北文化学園大学

  　医療福祉部リハビリテーション学科 教授

【司　会】籾山日出樹

　秋田リハビリテーション学院

東北ブロック協議会教育研修部主催
研修会のお知らせ
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第 36 回東北理学療法学術大会
プログラム・抄録集

発 行 年 月 ：2018 年 10 月 2 日（第 1 版）

編集責任者 ：第 36 回東北理学療法学術大会

　　　　　　大会長　尾田　敦
大会事務局 ：〒 036-8564　青森県弘前市本町 66-1

  TEL&FAX　0172-39-5977　　　　　　　　　

  e-mail  touhokuptc36@gmail.com

抄 録 編 集 ：演題管理部長　鳴海　翔太

 出　版 ：株式会社 Jollystics (http://www.jollystics.com)

  Design ：imagik.jp
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