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第37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福島県理学

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 37 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 37 回東北理学療法学術大会 
テ ー マ 「理学療法の本質を高める～それぞれが目指す次の一歩～」 
会    期 2019 年 9 月 14 日（土） ～ 15 日（日） 
会 場 とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 

〒960-8116 福島県福島市春日町 5-54 
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 福島県理学療法士会 

以上 
 
 
 

 
 

お問い合わせ先 
第 37 回東北理学療法学術大会 事務局                                                  
北福島医療センター リハビリテーション科 
〒960-0502 福島県伊達市箱崎字東 23 番地 1 
お問合せ先：024-551-0270（笠原龍一） 
大会専用 E-mail：37thtouhokupt@gmail.com 
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氏 名

 

 

第37回東北理学療法学術大会 宿泊状況届 
＊第 37 回東北学会は自治体のコンベンション開催補助金の届出事業です。福島県および福島市に宿泊状

況を報告する必要性がございますので、福島市在住の方以外で福島県内にご宿泊の方はご協力をお願い

いたします。 
 

氏 名：  

住 所（番地・方書き不要：記載例「福島県伊達市箱崎」） 

：  

宿泊先（記載例「ホテル福島グリーンパレス」） 

：  

宿泊日 □9 月 13 日 □9 月 14 日 □9 月 15 日 
※当日会場にて用紙を配布いたしますが、事前にこちらを印刷して持参していただいても受付可能です。 
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テーマ：「理学療法の本質を高める～それぞれが目指す次の一歩～」

第 37 回東北理学療法学術大会
大会長　舟見　敬成

本邦は、平均寿命が 83.7 歳（世界保健統計 2017）と、医学の進歩や食生活の改善に伴い世界一の長寿国

への道をたどり、我々理学療法士は、そのような社会の変化とニーズに適応すべく、活動の場を広げてきま

した。その結果、理学療法士の活動の場は、病院や介護老人保健施設、訪問リハビリテーションといった医療・

介護分野のみならず、介護予防を含めた地域リハビリテーションなどの福祉分野、メディカルフィットネス

などの健康増進に関わる保健分野、障害予防やコンディショニングなどのスポーツ医学分野などに携わり、

理学療法士が国民に対してますます、認知されるようになりました。この職域の広がりは、これまで、理学

療法士会員一人一人が努力を重ねながら、社会の要請に応えるべく、それぞれの分野で必要とされる職種に

成長させてきたことに疑う余地はありません。加えて、各分野のニーズに専門的に応えるためにも、我々は、

学問としての理学療法の領域を専門化し分化してきました。

しかしながら、専門化し、分化すればするほど「理学療法の本質を見失っていないか」、「理学療法士は何

をする人か」を自ら問う機会が増えてきたようにも思われます。さらに、昨今の雇用形態や就労形態の多様

化が、理学療法士会会員の学術活動に向ける意識の低下を生じさせている現状も感じます。このような問い

かけや学術活動への意識の低下は、理学療法士の質の担保にとって、とても大きな影響を及ぼしかねない変

化であると考えます。

そこで、本学術大会では、求められるサービスが多様化する現代社会で、様々なニーズに適切に応えてい

くために、「見失ってはいけない理学療法の本質とは何か」、「我々は、これからの時代に適応してくために、

何をすべきか」と考えることにより、次の世代へのステップ（一歩）の土台を作り上げていくきっかけにし

たいと思います。それぞれがいろんな立場で、働いている理学療法士一人ひとりが「進歩」と「原点回帰」

を繰り返しながら、「次の一歩」をみんなで考える “ 時 ” を共有したいと考えます。

本学術大会が、理学療法士会員の皆様にとって、自らの理学療法を見つめなおす機会となり、新しい時代

への礎になることを期待します。

趣 意 書
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第 37 回東北理学療法学術大会
大会長　舟見　敬成

このたび、とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター・福島市）において、2019 年 9 月 14

日～ 15 日の両日、第 37 回東北理学療法学術大会を開催させていただくことになりました。 

現在、理学療法士の活動の場は、病院や介護老人介護保険施設、訪問リハビリテーションといった医療・

介護分野のみならず介護予防を含めた地域リハビリテーションなどの福祉分野、メディカルフィットネスな

どの健康増進に関わる保健分野、障害予防やコンディショニングなどのスポーツ分野などに携わっており、

理学療法士が国民に対してますます認知されるようになりました。しかし、活動範囲が広がり、専門分化す

ればするほど、理学療法の本質を見失う危険性があり、理学療法士のあるべき姿を再度問いただす必要があ

ります。また、一方で昨今の雇用状況や就労形態の多様化は、理学療法士会員の学術活動に対する意識の低

下を招く危険性があり、理学療法士の質の担保に大きく影響を及ぼす因子です。 

そのため、今回の学術大会では、このような現状を鑑み、理学療法の本質を見失わずに、これからの理学

療法士はどうあるべきかを考える機会とするべく、テーマを「理学療法の本質を高める～それぞれが目指す

次の一歩～」と致しました。 

我々理学療法士は、今までどのような活動をしてきたのか、今後どのような活躍が期待されているのか、

理学療法士だからできることは何か、医療保険期間が終了した外来患者に対する理学療法はどうあるべきか、

新しい分野に対して理学療法士は何ができるのか、健康意識を高める活動として、理学療法士が国民に寄与

できることは何か、などなど各方面において、理学療法のあるべき本質を高め、次のステージに上がるため

の一歩を考える機会になればと思います。 

今回の学術大会では、全国的に各分野で活躍されている第一線の先生方をお招きし、モーニングセミナー

から、各種専門分野のセミナー、市民公開講座を企画しました。次の一歩を考える手掛かりになればと思い

ます。また、今回は東北理学療法士学術集会で初めての試みとして、オープンケーススタディを企画してお

ります。これは、会場に参加されている方々も、模擬症例に対する意見を反映できるような参加型のオープ

ンカンファレンスです。テーマでもある「次の一歩」をより能動的に取り組めるよう、学会も能動的な参加

型にしたいと考えています。そして、本学会に参加された方々が理学療法の本質を高めて、明日への次の一

歩を踏み出せる良い機会になることを願っております。一般演題も可能な限り多くの演題を受け入れること

ができるように工夫をしており、この学会をきっかけに、東北ブロック内での学術の輪も広がっていくこと

を希望します。 

９月の福島は多くの果物が収穫の時期を迎え、各地で福島独自の様々な初秋の味覚も楽しめる季節です。

たくさんの方々のご参加をいただき、福島でお目にかかれることを楽しみにしております。最後に、当準備

委員会では、多くの皆さまのご期待に添えるよう実りのある福島で、実りのある学会になるよう、準備委員

一同、鋭意準備を進めております。楽しみにしていてください。それでは、福島県理学療法士会会員一同、

心よりお待ちしております。

ご 挨 拶
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【2019 年 9 月 13 日（金）】

 会場：ホテル福島グリーンパレス　2 階

 （〒 960-8068　福島県福島市太田町 13 － 53）

＊東北ブロック協議会　学術局会議＊

ホテル福島グリーンパレス 2 階 「瑞光東の間」　10：00　～　12：00

＊東北ブロック協議会　理事会＊

ホテル福島グリーンパレス 2 階 「瑞光東の間」　13：00　～　16：00 

＊東北ブロック協議会　生涯学習担当者会議＊

ホテル福島グリーンパレス 2 階 「葵の間」　13：00　～　16：00

※前回理事会決議に従いまして、東北ブロック協議会中間監査は別途開催

いたします

諸会議のご案内
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大会日程（１日目）
　2019年　9月14日（土）

A会場（大ホール） B会場（小ホール） C会場（大会議室） D会場（企画展示室）

 9:00～10:00 参　加　受　付 ポスター受付・貼付

モーニングセミナー
運動の本質を探究する

～神経科学とバイオメカニクスから紐解く運
動自己組織化理論～

舟波　真一氏
（BiNI　Approach　センター）

11:00～11:05

11:05～11:25 開会式

11:25～11:30

大会長基調講演
理学療法の本質を高める

～それぞれが目指す一歩～

舟見　敬成（大会長）

13:00～13:15 次期大会長挨拶 大ホールのサテライト

13:15～13:20

口述発表 口述発表 口述発表

（神経系） （内部障害） （運動器Ⅰ）

14:40～14:50

Open　Case Study 1
（急性期理学療法における評価の視点）

セミナー1
かんたん導入！

診療参加型実習のすすめ方

伊橋　光二氏
（福島県立医科大学）

有馬　慶美氏
（看護リハビリ新潟保健医療専門学校）

15:50～16:00

セミナ―2
神経系理学療法士としての次の一歩

※新プロ読み替え：C-1

セミナー3
内部障害リハビリテーションの次なる一歩

～多様性を高めることが
専門性を高める～

　※新プロ読み替え：C-3

教育研修部主催研修会
これから研究を学ぶ人のために

～自分自身の20年後を
デザインする～

阿部　浩明氏
（広南病院）

齊藤　正和氏
（榊原記念病院）

古川　勉寛氏
（医療創生大学）

17:00～17:30 ポスター撤去

18:30〜20:30

14:50～15:50 ポスター発表Ⅰ

16:00～17:00 ポスター発表Ⅱ

レセプション

 10:00～11:00

ポスター展示
機器展示

11:30～12:00

13:20～14:40

12:00～13:00 　



第 37 回東北理学療法学術大会 

92019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

大会日程（２日目）
2019年　9月15日（日）

A会場（大ホール） B会場（小ホール） C会場（大会議室） D会場（企画展示室）

 9:00〜 9:30 参　加　受　付 ポスター受付・貼付

口述発表 口述発表 口述発表

（運動器Ⅱ） （地域・在宅系） （基礎）

10:50～11:00

Open　Case Study 2
（在宅・訪問理学療法における

評価の視点）
口述発表

セミナー4
今後要求される物理療法の役割
～理学療法のスパイスとして～

風岡　都氏
（介護老人保健施設ひもろぎの園）

（動画セッション）
庄本　康治氏
（畿央大学）

セミナー5
運動器エコーが示す！

運動器理学療法の新たな一歩
※新プロ読み替え：C-2

セミナー6
理学療法とリハビリテーション

～生活期のゴール設定で目指す次の一歩～

※新プロ読み替え：C-4

セミナー7
排泄リハビリテーションにおける次の一歩

工藤　慎太郎氏
（森ノ宮医療大学）

張本　浩平氏
（株式会社　gene)

井上　倫恵氏
（名古屋大学）

14:00～14:10

14:10～14:20 表彰式・閉会式

14:20～14:30

市民公開講座
 「腰痛に関する話題：腰痛に対する

考えかた、対処法を教えます！」

大谷 晃司氏
（福島県立医科大学）

13:00～14:00

14:30～15:30

市民公開講座受付

12:00～13;00

ポスター撤去

11:00～12:00 ポスター発表Ⅲ

 9:30〜10:50
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新人教育プログラムの単位認定について

　第 37 回東北理学療法学術大会において下記のセミナー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各セッション受講後、会場入り口で配布される受講証明

書をお受け取りください。

　受け取り後、下記時間内に同フロア「新人教育プログラム受付ブース」へ日本理学療法士

協会会員証とともにご提出いただき単位認定となります。

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いたします。

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 新人教育プログラムの登録時間は下記の通りとなります。

　9 月 14 日（土）は 18 時 00 分まで

　9 月 15 日（日）は 15 時 00 分まで

【大会 1 日目　2019 年 9 月 14 日（土）】
会場名 時間 テーマ 講師及び司会所属 新プロ読み替えテーマ

会場 A
大ホール

16：00 ～ 17：00 神経系理学療法士としての次の一歩
講師：阿部浩明氏（広南病院）

司会：芝崎淳氏（総合南東北病院）
C-1: 神経系疾患の理学療法

会場 B
小ホール

16：00 ～ 17：00
内部障害リハビリテーションの次なる一歩

～多様性を高めることが専門性を高める～

講師：齊藤正和氏（榊原記念病院）

司会：佐藤聡見氏（総合南東北病院）
C-3: 内部障害の理学療法

【大会 2 日目　2019 年 9 月 15 日（日）】
会場名 時間 テーマ 講師及び司会所属 新プロ読み替えテーマ

会場 A
大ホール

13：00 ～ 14：00
運動器エコーが示す！

運動器理学療法の新たな一歩

講師 : 工藤慎太郎氏（森ノ宮医療大学）

司会： 室井宏育氏（総合南東北病院）
C-2: 運動器疾患の理学療法

会場 B
小ホール

13：00 ～ 14：00
理学療法とリハビリテーション

～生活期のゴール設定で目指す次の一歩～

講師：張本浩平氏（株式会社 gene）

司会：荻原久佳氏（医療創生大学）
C-4: 高齢者の理学療法
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会場への交通案内
○ とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 

福島県福島市春日町 5-54 
http://www.culture.fcp.or.jp 

【JR をご利用の場合】 
・ 福島駅下車、東口よりタクシーで約 10 分/徒歩で約 30 分 

【バスをご利用の場合】 
・ 福島駅東口バス乗り場（ 番）より市内循環バス（ ・ コース）に乗車、『桜の聖母短

期大学』下車。徒歩 分。 運賃 円、本数は 時間に ～ 本、乗車時間 分程度

【お車をご利用の場合】（駐車場 450 台） 
・ 東北自動車道 福島飯坂 IC より約 10 分 

福島駅東口バス乗り場 9 番 桜の聖母短期大学
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会場案内図
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受付：1階大ホール前
クローク：２階大ホール前
会場A：大ホール
会場B：小ホール
会場C：大会議室
会場D：企画展示室
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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＞ 

日本理学療法士協会マイページから登録（事前申し込み費決済代行）

          　　　2019 年 6 月 14 日（金）～　2019 年 8 月 25 日（日）

○当日参加登録について

１）会員の方は、当日受付で会員証を提示し、参加費支払い（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、該当する受付で参加費支払い（現金支払いのみ）および受付をお済ませください。

３）一般の方は市民公開講座のみの参加になります。

参加者へのお知らせ

事前参加登録 デイパス 当日参加

会員 4,000 円 3,000 円 5,000 円

非会員 ― ― 10,000 円

学生 ― ― 無料

一般 ― ― 無料（市民公開講座）
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【参加受付について】

 　《受付場所》 とうほう・みんなの文化センター　1 階　玄関ホール　大ホール前

 　《受付時間》 9 月 14 日（土） 9：00 ～ 17：00

  9 月 15 日（日） 9：00 ～ 15：30

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） 今回の大会は福島県および福島市のコンベンション開催補助金の申請をいたしております。それぞれ、福島県

外および福島市外から福島市内にご宿泊の皆様方には、宿泊先名簿へのご記帳も受付脇にてお願いいたします。

【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》 とうほう・みんなの文化センター 2 階　大ホール前

 　《お預かり時間》 9 月 14 日（土）　9：00 ～ 19：00

   9 月 15 日（日）　9：00 ～ 16：00 

 　１）参加受付後にご利用ください。

 　２）貴重品やパソコン等の機器類はお預かりできませんので、ご了承ください。

【託児所】

　《場　　　　所》  とうほう・みんなの文化センター 2 階　キッズルーム

　《お預かり時間》  9 月 15 日（日）　9：00 ～ 14：00

　《対　　　　象》  本大会に、参加の方のお子様を対象としています。

   年齢：生後 3 ヶ月以降から、12 歳までのお子様

   定員：10 名（先着または定員になり次第、締め切りとなります）

　《予　　　　約》  事前に学会ホームページよりご予約をお願いします。

【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） 全館会場内での飲食は可能となっておりますが、椅子や床等汚さないようにお願い致します。会場内の

物品販売または会場外のキッチンカーをご利用ください。

６）服装についてはクールビズ（ノーネクタイ・ノージャケットなど）でのご参加も可能です。
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演題発表要領

【口述、動画発表について】 
○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 分前までに会場A大ホール前

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「次演者席」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、口述発表は1 演題につき10 分（発表7分・質疑3分）です。 
 
○演者へのお願い 
1．演者は、必ず「受付」にて参加受付を済ませ、当該セッション開始時刻の90 分前までに会場A大ホールに

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）○  ＿理学太郎.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 の演題募集要項にありました通り演者のPC をご使用ください（動作確認を含

め自己責任でお願いします）。使用するPCのOSはwindowsをお勧めします。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】 
第37回東北理学療法学術大会の各ポスターセッションでは座長を配置しておりません。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。 
 
○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。 
 9 月14日（土） 貼付9：00～ 撤去可能時間 17：00〜17：30 
 9 月15日（日） 貼付9：00～ 撤去可能時間 12：00〜14：00  
2．ポスター発表は自由討議とします。当該セッションの開始10分前に各ポスター前にお集まりください。

演者は指定された時間、フロアと質疑応答を行ってください。 
3．ポスター掲示にはポスターパネルを用意します。ポスター掲示は縦180cm×横90cmの範囲とし、パネ

ル左上に演題番号を大会側で準備いたします。その右側に横70cm ×縦20cm のサイズで、顔写真を含む

演題タイトル・演者名・所属を表記してください。第37回東北理学療法学術大会より発表ポスターに顔写

真の貼付けが必要となります。写真は縦20 cm × 横20 cm以内のサイズで「筆頭演者の顔写真」を印刷

するか貼り付けてください。 
4．学会参加者の写真撮影の可否について大会運営スタッフが作成したイラストを用いて意思表明をおこなっ

てください。 
5．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。 
6．ポスターはあらかじめ指定された時間に指定された場所（演題番号のパネル）へ貼付してください。発表

後も残されたポスターは、学会終了後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。 
 
 
 

 

学会運営側で準備いたします 
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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 32 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：システマティックレビュー，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 



第 37 回東北理学療法学術大会 

192019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

 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 32 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 32号の原稿締め切り日〉
　　投稿用原稿の締め切りは，令和元年 10 月 18 日（金）（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 32号の応募先・問い合わせ先〉
第 32 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．

〒 970-8551　福島県いわき市中央台飯野 5-5-1

医療創生大学　健康医療科学部　理学療法学科

（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 32 号担当　荻原久佳

TEL：0246-68-6203

FAX：0246-29-5105             

E-mail：kikanshifukushima@gmail.com
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開会式

2019 年 9 月 14 日（土）　11：05 ～ 11：25

とうほう・みんなの文化センター　会場 A（大ホール）

１．開会宣言
 第 37 回東北理学療法学術大会　準備委員長 山本　優一

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 　

 第 37 回東北理学療法学術大会　大会長 舟見　敬成

３．ご 祝 辞
 福島県知事 内堀　雅雄

 福島市長 木幡　浩

 一般社団法人　福島県医師会　会長 佐藤　武寿

４．来賓のご紹介

閉会式
9 月 15 日（日）　14：10 ～ 14：20　

とうほう・みんなの文化センター　会場 A（大ホール）

１．表彰式
   東北理学療法学　論文賞 　
   第 37 回東北理学療法学術大会学会賞・新人賞 　

２．閉会宣言
 第 37 回東北理学療法学術大会　副大会長 二瓶　健司

第 37 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

9 月 14 日（土）１０：００～１１：００　A 会場（大ホール）

モーニングセミナー
テーマ「運動の本質を探究する 

～神経科学とバイオメカニクスから紐解く運動自己組織化理論～」
講師：舟波　真一 氏 BiNI Approach　センター
司会：舟見　敬成 氏 総合南東北病院
　　　佐藤　努 氏 福島医療生協　わたり病院

9 月 14 日（土）１１：３０～１２：００　A 会場（大ホール）

大会長基調講演
テーマ「理学療法の本質を高める～それぞれが目指す次の一歩～」
講師：舟見　敬成 氏 総合南東北病院

司会：遠藤　武秀 氏 第 38 回東北理学療法学術大会　大会長

9 月 14 日（土）１４：５０～１５：５０　A 会場（大ホール）

Open Case Study 1
テーマ「急性期理学療法における評価の視点」

コーディネーター：伊橋　光二 氏 福島県立医科大学
パネリスト：髙橋　一揮 氏 東北文化学園大学
パネリスト：高橋　裕馬 氏 総合南東北病院
パネリスト：中田　隆文 氏 マリオス小林内科クリニック
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9 月 15 日（日）１１：００～１２：００　A 会場（大ホール）

Open Case Study 2
テーマ「在宅・訪問理学療法における評価の視点」

コーディネーター：風岡　都 氏 介護老人保健施設　ひもろぎの園
パネリスト：齊藤　隆 氏 介護老人保健施設　サンライフゆもと
パネリスト：佐藤　聡見 氏 総合南東北病院
パネリスト：横塚　美恵子 氏 福島県立医科大学

9 月 14 日（土）１４：５０～１５：５０　B 会場（小ホール）

セミナー１
テーマ「かんたん導入！診療参加型実習のすすめ方」

講師：有馬　慶美 氏 看護リハビリ新潟保健医療専門学校
司会：本田　知久 氏 総合南東北病院

9 月 14 日（土）１６：００～１７：００　A 会場（大ホール）

セミナー２
テーマ「神経系理学療法士としての次の一歩」

講師：阿部　浩明 氏 広南病院
司会：芝崎　淳 氏 総合南東北病院（岩沼）

9 月 14 日（土）１６：００～１７：００　B 会場（小ホール）

セミナー３
テーマ「内部障害リハビリテーションの次なる一歩

～多様性を高めることが専門性を高める～」
講師：齊藤　正和 氏 榊原記念病院
司会：佐藤　聡見 氏　 総合南東北病院

9 月 15 日（日）１１：００～１２：００　C 会場（大会議室）

セミナー４
テーマ「今後要求される物理療法の役割

～理学療法のスパイスとして～」
講師：庄本　康治 氏 畿央大学
司会：古川　勉寛 氏 医療創生大学



第 37 回東北理学療法学術大会 

262019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　A 会場（大ホール）

セミナー５
テーマ「運動器エコーが示す！運動器理学療法の新たな一歩」
講師：工藤　慎太郎 氏 森ノ宮医療大学
司会：室井　宏育 氏 総合南東北病院

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　B 会場（小ホール）

セミナー６
テーマ「理学療法とリハビリテーション

～生活期のゴール設定で目指す次の一歩～」
講師：張本　浩平 氏 株式会社　gene
司会：荻原　久佳 氏 医療創生大学

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　C 会場（大会議室）

セミナー７
テーマ「排泄リハビリテーションにおける次の一歩」

講師：井上　倫恵 氏 名古屋大学
司会：岡崎　可奈子 氏 福島県立医科大学

9 月 15 日（日）１４：３０～１５：３０　B 会場（小ホール）

市民公開講座
テーマ「腰痛に関する話題：腰痛に対する考えかた、

対処法を教えます！」

講師：大谷　晃司 氏 福島県立医科大学
司会：二瓶　健司 氏 星総合病院
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 モーニングセミナー

運動の本質を探究する
～神経科学とバイオメカニクスから紐解く

運動自己組織化理論～

舟波　真一
株式会社バイニーアプローチセンター 代表取締役

9 月 14 日（土）１０：００～１１：００　A 会場（大ホール）
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経　歴
平成 5 年 3 月　国立療養所犀潟病院附属リハビリテーション学院　卒業
平成 16 年 3 月　日本福祉大学大学院　博士前期課程　修了　
平成 24 年 4 月　BiNI COMPLEX JAPAN　設立　　http://www.bini-approach.com/
平成 25 年 3 月　諏訪湖リハビリテーション研究会　設立　http://www.suwaco-reha.com/
平成 25 年 10 月 1 日　バイニーアプローチセンター　設立　http://www.bini-center.com/
平成 27 年 11 月 11 日　一般社団法人　BiNI COMPLEX JAPAN 設立　代表理事就任

現在に至る

書　籍
舟波真一・他：脊柱管狭窄症をピタリ治す，自力療法．マキノ出版「壮快」特別編集，2017．12．
水口慶高・山岸茂則・舟波真一：身体が求める運動とは何か．文光堂，2017.5.
舟波真一・他：痛みはうつぶせで治しなさい．小学館，2016．
舟波真一・他：脊柱管狭窄症を自分で治す．マキノ出版「壮快」特別編集，2016．
舟波真一・他：腹圧を高め脊柱管狭窄症を改善する．マキノ出版「壮快」12 月号，106-111，2016．
舟波真一・他：うつぶせユラユラ．マキノ出版「壮快」１月号，132-149，2016．
舟波真一（編）：理学療法・作業療法のための実践編 BiNI Approach．文光堂，2015
舟波真一・他（編）：運動の成り立ちとは何か．文光堂，2014
山岸茂則（編）：臨床実践　動きのとらえ方　何を観るのかその思考と試行．文光堂，2013．
山岸茂則（ゲスト編集）：実践 MOOK・理学療法プラクティス　運動連鎖～リンクする身体．文光堂，
2012．
井出　徹：ちょっと待って，その歯の痛み 8 割は削らなくても治ります．すばる舎，2014．

 モーニングセミナー

舟
ふ な み

波 　 真
し ん い ち

一
株式会社バイニーアプローチセンター　代表取締役

P R O F I L E
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 モーニングセミナー
運動の本質を探究する

～神経科学とバイオメカニクスから紐解く運動自己組織化理論～
舟 波　真 一

株式会社バイニーアプローチセンター　代表取締役

かくも美しく洗練された人の動きの本質は，「生きている」という生命の営みそのものといえます．およそ 60 兆個の

細胞と，細胞外マトリックスによって構成されている人において，その運動の成り立ちとは何か，という生命からの難

解な問いかけに，もしかしたら明快な答えは見つからないのかもしれません．それでも，人に携わる専門家として，生

命のシステムの法則性を導き，治療に汎化しようとする努力を怠ってはならないと考えています．そのなかで我々は，『静

的といわれる姿勢も運動であり，神経・筋・結合組織などの身体構成要素の振舞いが時空間的な環境という文脈の中で

自己組織化された，「生きている」という生命の動的な秩序である．』と運動を定義しました．

これは，運動のコペルニクス的転回であり，運動を凝り固まった既成概念ではなく，違った角度から捉えなおすため，

複雑系アプローチを採用しました．脳神経系，身体，環境がそれぞれ複雑なダイナミクスを持ち，それらの間の相互作

用から環境の変動に安定で柔軟な運動がいわば自己組織的に生成されるという非線形力学における運動の自己組織化理

論です．自己組織化理論は 1 方向だけの狭義の制御理論ではなく，制御する側，される側を規定しません．また，内部

モデルに基づくフィードフォワード制御理論が先行する考え方でもなく，それらは，フィードバック・システムと双方

向的に存在すると考える，Duplex system（デュープレックス・システム）です．我々は，身体構造の変化こそ感覚であ

り，中枢神経系の変化であると考えております． 

乳児の発達においてみられる，寝返り・四つ這い・歩行などの人の根源的な運動は，教えられてきたものではなく，

遺伝子と環境との動的調和であり，自己組織的に獲得されます．人に限らず，すべての動物は，その運動を教えられて

きてはいません．歩行だけを考えても，これまでのリハビリテーションでは，歩行をフェーズに区切って分析し，その

姿勢を獲得するための制御系理論に基づく教師あり学習を優位に進めてきました．我々セラピストが制御する側，クラ

イアントが制御される側といった構図です．歩行再建においても，立脚中期を想定した片脚立位練習やステッピングの

練習を行うことが散見されましたが，人の通常の歩行において，重心線は足底面内を一度も通過しません．3 歳くらい

までのお子さんは片脚立位は出来ないのはご存知でしょうか．つまり，片脚立位練習や杖等で支持された中でのステッ

ピング・歩行練習は，我々の準動歩行においては一度も現れないフェーズであり，誤解を恐れずに言えば，準動歩行にとっ

ては必要のない練習とも言えるのではないでしょうか？

　身体運動に対する介入においてはバイオメカニクスで観察される外力こそ，中枢神経系が取り込む「感覚」である

といえます．そしてその「感覚」こそが，「中枢神経系」というコンバーターによって「運動」に変換されます．人が

調節可能な外力である床反力，慣性力などをすべて「感覚」として捉え，アプローチに応用しております．人体構造

の変化も感覚の変化を生起するため，組織の性質・アライメントも重要視しております．当日は，疾患に関わらずシ

ンプルでありながら的確な変化を引き起こす自己組織化アプローチ，BiNI Approach (Biomechanics and Neuroscience 

Integrative Approach) も併せてご提案させて頂きます．

人は誰しもが，今を超える力，「可能性」というエネルギーである．
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大会長基調講演

理学療法の本質を高める～それぞれが目指す次の一歩～

舟見　敬成
総合南東北病院

9 月 14 日（土）１１：３０～１２：００　A 会場（大ホール）
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経　歴
平成 4 年　新潟県立高田高等学校卒業　　
平成 7 年　秋田大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業
　
平成 7 年～　一財）脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院リハビリテーション科 
平成 23 年～　同病院　リハビリテーション科　主任

平成 17 年～　東北ブロック協議会学術局員
平成 19 年　　第 25 回東北理学療法士学会準備委員長
平成 19・20 年東北ブロック協議会機関誌編集部長
平成 20 年～　福島県理学療法士会理事
平成 20 年～　理学療法士協会ガイドライン特別委員会（診療ガイドライン部会：糖尿病作業部委員）
平成 25 年～　一般社団法人福島県理学療法士会副会長
平成 25 年～　第 31 回東北理学療法士学会副大会長
平成 26 年～　日本心血管理学療法学会運営幹事　常任運営幹事
平成 26 年～　ガイドライン・用語策定委員会
平成 27・28 年東北ブロック協議会学術局長
平成 27 年～　日本心臓リハビリテーション学会評議員

大会長基調講演

舟
ふ な み

見 　 敬
よ し な り

成
総合南東北病院
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会場の皆さんも参加できる

OCS ‘Open Case Study`とは？

➢ 提示症例に対し 名のコーディネーターと 名のパネリストで症例検討会を行います。
➢ では、症例の基本情報や動画を提示。各パネリストが症例に必要な「評価」や「介入」をディスカッ

ションしていきます。

➢ 会場の皆さんもお使いのスマートフォンやパソコンからディスカッションに参加することが可能。
➢ 各参加者のスマートフォンやパソコンにより入力された意見はリアルタイムで集計され、会場内モニター

に映し出されるため、皆さんがディスカッションに参加可能となっております。
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会場の皆さんも参加できる

OCS ‘Open Case Study`とは？

➢ 提示症例に対し 名のコーディネーターと 名のパネリストで症例検討会を行います。
➢ では、症例の基本情報や動画を提示。各パネリストが症例に必要な「評価」や「介入」をディスカッ

ションしていきます。

➢ 会場の皆さんもお使いのスマートフォンやパソコンからディスカッションに参加することが可能。
➢ 各参加者のスマートフォンやパソコンにより入力された意見はリアルタイムで集計され、会場内モニター

に映し出されるため、皆さんがディスカッションに参加可能となっております。

福島県立医科大学　新医療系学部設置準備室

伊橋　光二 氏
【学歴】 1976 年 (S51) 4 月 国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院理学療法学科卒

 1995 年 (H 7) 3 月 医学博士（東北大学　医 第 2734 号）

【職歴】 1983 年 (S58) 4 月 信州大学医療技術短期大学部　講師・助教授

 1994 年 (H 6) 6 月 東北大学医学部（運動機能再建学）助手・講師

 （1996 年文科省海外研究開発動向調査：カナダ・アルバータ大学）

 2000 年 (H12) 4 月 山形県立保健医療大学　教授（学科長・理事等）

 2017 年 (H29) 4 月 福島県立医科大学新医療系学部設置準備室　教授

コメント
　公開型症例検討会「急性期理学療法における評価の視点」では高齢者の誤嚥性肺炎を取り上げ、急性期病院での治療のみ

ならず在宅や施設における誤嚥性肺炎の予防についても検討したいと思います。具体的な課題検討として評価のポイント、

他職種との連携、ゴール設定などを検討し、治療技術の面では排痰や換気改善の方策を検討します。さらに誤嚥性肺炎を繰

り返さないための在宅や施設での評価や対策についても検討します。会場の皆様の討論への積極的な参加をお願いいたしま

す。

マリオス小林内科クリニック
リハビリテーション科

中田　隆文 氏
【学歴】
1987 年 岩手リハビリテーション
学院　理学療法学科 卒

【資格】
専門理学療法士 ( 内部障害 , 生活環境支援 )

東北文化学園大学医療福祉学部
リハビリテーション学科理学療法専攻

髙橋　一揮 氏
【学歴】
2005 年 札幌医科大学
保健医療学部理学療法学科 卒

2007 年 札幌医科大学大学院保健医療学研究科
博士課程前期　修了（修士：理学療法学）

【資格】
認定理学療法士（呼吸）, 呼吸ケア指導士

( 一財 ) 脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院リハビリテーション科

高橋　裕馬 氏
【学歴】
2015 年 郡山健康科学専門学校
理学療法学科　卒

【資格】
3 学会合同呼吸療法認定士

Open Case Study １
「急性期理学療法における評価の視点」

パネリスト

コーディネーター
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2019/8/8

1

【急性期理学療法における評価の視点】

誤嚥性肺炎に対する理学療法士の関わり方

〜急性期症例から・連携・治療・予防を検討する〜

【コーディネーター】

伊橋光二 先生
（福島県立医科大学新医療系学部設置準備室教授）

【パネリスト】

髙橋一揮 先生
高橋裕馬 先生
中田隆文 先生

セミナー開催の目的

・理学療法士の活動範囲が広がり専門化
がすすんでいる現在

⇒理学療法の本質を高める機会

・身近な1症例を多角的な視点で捉え

⇒臨床活動の“次の一歩”へ繋げる

Open Case Study 1 抄録
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2

症例紹介

年齢：70代（後期高齢者） 性別：女性

診断名：誤嚥性肺炎

身長：139.0cm 体重：45kg

家族構成：二人暮らし（長男）

主訴：食事を安全に食べてほしい（家族）

※本人主訴は介入時聴取できず

介護保険：要支援２

既往歴：高血圧症 慢性心不全

Discussion１

①理学療法開始時における情報収集と評価
において特に重要としている内容は？

②嚥下障害が疑わしい症例に対し他職種と
の連携をどの様に進めるべきか？

③本症例の予後予測と長期ゴール設定は？
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3

Discussion2

①気道内分泌物の除去と換気改善のため
の呼吸理学療法技術の適応と限界は？

②廃用症候群の予防に向けた理学療法と
そのタイミングは？

Discussion3

①誤嚥性肺炎予防に対する理学療法の

可能性をどの様に考えているか？
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会場の皆さんも参加できる

OCS ‘Open Case Study`とは？

➢ 提示症例に対し 名のコーディネーターと 名のパネリストで症例検討会を行います。
➢ では、症例の基本情報や動画を提示。各パネリストが症例に必要な「評価」や「介入」をディスカッ

ションしていきます。

➢ 会場の皆さんもお使いのスマートフォンやパソコンからディスカッションに参加することが可能。
➢ 各参加者のスマートフォンやパソコンにより入力された意見はリアルタイムで集計され、会場内モニター

に映し出されるため、皆さんがディスカッションに参加可能となっております。



第 37 回東北理学療法学術大会 

382019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

介護老人保健施設　ひもろぎの園

風岡　都 氏
【学歴】 専門学校　社会医学技術学院　理学療法学科卒業

【職歴】 1996 年 4 月～財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院

  　　リハビリテーション科勤務

 2001 年 4 月～医療法人社団慈泉会　介護老人保健施設ひもろぎの園

  　　リハビリテーション科勤務

 2003 年 4 月～同施設リハビリテーション科　科長

 2014 年 9 月～同法人　介護老人保健施設 ｢ひもろぎの園｣ 施設長 

【資格】 介護支援専門員、全国介護老人保健施設協会リスクマネージャー認定

コメント
　公開型症例検討会「在宅・訪問理学療法における評価の視点」では、心不全の高齢者を取り上げ、より良い在宅生活を継

続するための検討をしたいと思います。具体的な検討課題として、心不全高齢者を在宅にて担当する場合の情報収集のポイ

ント、そして評価結果からどのように予後予測を立てるかを検討していきます。生活の質を保ちながら、在宅生活を続けて

いただくために理学療法士の役割について理解を深めていきたいと考えます。

介護老人保健施設サンライフゆもと
リハビリテーション室

齊藤　隆 氏
【学歴】
1993 年　東京衛生学園専門学校
理学療法学科　卒

【資格】
認定理学療法士（地域理学療法）
認定訪問療法士　他

福島県立医科大学
新医療系学部設置準備室

横塚　美恵子 氏
【学歴】
1993 年 信州大学医療技術
短期大学部 卒業

1997 年　東北大学大学院医学系研究科
障害科学専攻 博士課程前期 修了
2002 年　博士 ( 障害科学 )　東北大学

【資格】
専門理学療法士（生活環境支援 / 物理療法）

( 一財 ) 脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院リハビリテーション科

佐藤　聡見 氏
【学歴】
2007 年　山形県立保健医療大学
保健医療学部理学療法学科卒業

2018 年 東北大学大学院医学系研究科障害科学専攻
内部障害学分博士前期課程　修了

【資格】
認定理学療法士（循環）
心臓リハビリテーション指導士　他

Open Case Study 2
「在宅・訪問理学療法における評価の視点」

パネリスト

コーディネーター
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セミナー 1

かんたん導入！診療参加型実習のすすめ方 

有 馬　慶 美
看護リハビリ新潟保健医療専門学校

9 月 14 日（土）１４：５０～１５：５０　B 会場（小ホール）
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経歴
神戸大学大学院医学系研究科　修了　博士（保健学）

書籍
理学療法士育成 OJT テキスト　文光堂

セミナー 1

有
あ り ま

馬  慶
け い み

美
看護リハビリ新潟保健医療専門学校

P R O F I L E
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セミナー 1
かんたん導入！　診療参加型実習のすすめ方

有 馬　慶 美
看護リハビリ新潟保健医療専門学校

1．“ できない ” ことが “ できる ” ようになる過程

あなたが自転車に乗れるようになった日のことを思い出してほしい。ある休日、親は子供を連れて公園にいく。自転

車に乗れない我が子を乗れるようにするために、その乗り方を教えるためである。親は、“ 自転車に乗れない ” を “ 乗れる ”

に変えるために、自転車とそれを走らせる場所を提供し、そして「あそこまで転ばずに漕ぐんだよ」とチャレンジを促

し、失敗したら次はうまくいくようにアドバイスし、我が子が次のチャレンジに向かうよう励ます。そしてこの過程は “ 乗

れる ” ようになるまで、愛情と根気をもって続けられる。もちろん、チャレンジにはリスクが伴う。親は転倒のリスク

を予測し、最初は自転車を支えながらチャレンジさせ、そして徐々にサポートの手をゆるめ、遂には完全に親の手を離

れて子供だけでリスク管理まで含めてチャレンジできるようにしていく。

人が “ できない ” ことを “ できる ” ようになる過程では、一般的に上に述べたような営みが繰り広げられる。つまり

これが、生活の中で我々が “ 普通 ” に行っている状況学習である。しかも、その有効性は十分認められている。なぜな

らば、上記のような方法をほとんどの人が使っており、またその方法を用いたほぼすべての人が自転車に乗れるように

なっているからである。この普通の方法は、非常に優れた学習方略である。

2．診療参加型実習

上に述べた極めて優れた学習方略を、“ 理学療法ができない ” 学生から “ 理学療法ができる ” 理学療法士に変えるため

に応用したものが「診療参加型実習（あるいは clinical clerkship）」である。この学習を成立させるための要件を下に示す。

①　理学療法の現実場面を提供すること（自転車とそれを走らせる場所の提供）

②　到達すべき目標を明確に示すこと（あそこまで転ばずに漕ぐんだよ）

③　チャレンジを促し、失敗したらアドバイスし、次のチャレンジへ進めるよう励ますこと

④　リスクを考慮し、部分的で周辺的な業務から十全的で核心的な業務へとチャレンジさせること

⑤　できるようになるまで愛情と根気をもってチャレンジを支えること

3．かんたん導入！　診療参加型実習のすすめ方

本セミナーでは、本校における 5 年間の完全実施の経験をもとに、円滑に診療参加型実習が導入できるよう、具体的

な方法や手順、すぐに使えるフォーマットなどを提示することで、臨床教育の “ 次の一歩 ” を踏み出す方法を提案する。

参考文献

斉藤秀之・有馬慶美・平林弦大（編）：卒前・卒後教育に役立つ理学療法士育成 OJT テキスト．文光堂．2017
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セミナー 2

神経系理学療法士としての次の一歩

阿 部　浩 明
広南病院

9 月 14 日（土）１６：００～１７：００　A 会場（大ホール）
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所属
一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科　総括主任
最終学歴：東北大学大学院医学系研究科卒（医学博士）

資格
1997 年　理学療法士免許取得 
2010 年　神経系専門理学療法士 
2013 年　認定理学療法士（脳卒中）

受賞歴
第 43 回日本理学療法学術大会大会長賞 
第 33 回東北脳血管障害研究会医学奨励賞（中村隆賞） 
第 48 回日本理学療法学術大会最優秀賞 など

著書
歩行再建を目指す下肢装具を用いた理学療法（文光堂） 
脳卒中片麻痺者に対する歩行リハビリテーション（メジカルビュー） 
高次脳機能障害に対する理学療法（文光堂） 
標準理学療法学神経理学療法学（医学書院） など

主な社会活動
学術誌「理学療法学」「Physical Therapy Research」編集委員
学術誌「 Journal of Rehabilitation Neurosciences」 (Associate member of editorial board)
学術誌「理学療法の歩み」査読委員
日本神経理学療法学会運営幹事 など

セミナー 2
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セミナー 2
神経系理学療法士としての次の一歩

阿 部　浩 明
広南病院

これまでの多くの先輩理学療法士の方々の姿に、“ 神経系理学療法士としての次の一歩 ” をみせていただいたような

気がする。その全てを記載することは難しいため、一つのエピソードを記載させていただきたい。理学療法士になって

数年目に、全国規模の学術大会に参加する機会を得た。どの演題を拝聴しようかと抄録集を眺めていると、小生が日頃

から疑問に思っていることを調査している演題が眼に留まった。その内容は多くの教科書に書かれているような標準的

な治療内容を真っ向から否定する内容であった。“ 効果がある・・・” と教科書に書いてあるが、“ 実際に調べてみると

効果がない・・・” とする内容に衝撃を受けた。なぜなら、小生も同じように感じていたからである。発表していたの

は 30 歳代の某私大附属病院に勤務している理学療法士であった。抄録の内容通り、“ ある標準的な治療は実際にはほと

んど効果がない・・・” とする衝撃的な演題であった。当然ながら、高名な先生方から多くの批判があったが、その若

い理学療法士は堂々と持論を展開していた。聴講して改めて、自身の考えと同じことを報告していると確信した。だが、

その事を発言したくても小生にはそれを言えるデータがない。自分が正しいと思うことを自ら調べ、証明し、報告する、

その一人の臨床家としての姿に感銘を覚えた。このことがこれまでの小生の活動の礎になっているような気がする。言

わば、その先輩理学療法士が、あの頃の小生 “ 次の一歩 ” を示してくださった訳である。

臨床に従事しているとわからないことが出てくるし、教科書に書いてあること、先輩に教わったことでも、時に “ 本

当だろうか？ ” と感じることがあるはずである。どうすればその疑問は解決するのだろうか？やはり調べる他ないのだ

と思う。臨床に従事している理学療法士にも “ 調査する ” ことが求められていると思う。自分自身が、正しいと思って

行う治療は本当に有効なのか、実際に他のものと比べ、効果を検証する姿勢を持つべきだろう。自分は正しいと思って

いても実際には効果がない方法を後輩などに教えてしまっているということはないだろうか。そうだとしたら後輩も、

患者も、そして自身にとっても好ましくない状況であろう。この機会に “ 神経系理学療法士としての次の一歩 ” として

取り組む研究活動の重要性や意義をともに考えてみたい。

もう一つ、“ 神経系理学療法士としての次の一歩 ” として、損傷した脳そのものを評価に含めた理学療法の展開につい

て言及したい。小生はこれまで長期に渡り脳卒中者に対する理学療法に関わってきた。脳卒中者に対する理学療法のあ

り方として、まず、損傷した脳そのものを理学療法の評価対象とし、その上で、生じている現象やその病態の背景を十

分に考慮して理学療法を展開することを推奨したい。小生が理学療法士として勤務し始めた頃、脳画像所見をみても、

何をどう活用すれば良いのかまったく検討もつかなかった。ところが、脳画像所見を理学療法に活用することができる

様になると、それは理学療法評価・治療に不可欠なものと解った。それゆえに、脳画像所見を確認せずして理学療法を

進めることが極めて危険なことであることを理解した。だからこそ、脳卒中理学療法に関わる理学療法士には脳画像を

みることを強く薦めたい。もし画像を活用することに取り組んでいないのであれば、“どう画像を活用すれば良いのか？”、

その一つの方向性を示すことで “ 次の一歩 ” を示せれば幸いである。
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セミナー 3

内部障害リハビリテーションの次なる一歩

～多様性を高めることが専門性を高める～

齊 藤　正 和
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

リハビリテーション科

9 月 14 日（土）１６：００～１７：００　B 会場（小ホール）
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経歴
北里大学大学院医療研究科循環器内科学 ( 医学博士 )
Department of Cardiology and Pneumology, T he University Medical Center Göttingen, Germany 
(Research Fellow)

書籍
学び、身につけ、実戦へ !! 心臓血管外科リハビリテーションーゴールド・スタンダード：ヒューマン
プレス…他多数

セミナー 3
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和
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

リハビリテーション科
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セミナー 3
内部障害リハビリテーションの次なる一歩

～多様性を高めることが専門性を高める～
齊 藤　正 和

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院リハビリテーション科

がん、脳卒中および心臓病その他の循環器病は、日本人の死因の約半数を占める疾患であることは周知の事実である。

また、脳卒中や心臓病その他の循環器病は、生活機能や生活の質が保たれた寿命と定義される健康寿命を低下させ、平

均寿命との格差を広げる主な原因疾患として挙げられている。このように、国民の生命および健康にとって重大な問題

となっているがんおよび循環器病に対する多角的かつ継続的な医療体制の構築と連携のために国家的施策として、2006

年にがん対策基本法、2018 年には、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関

する基本法（循環器病対策基本法）が制定された。がんおよび循環器病は、糖尿病、慢性腎臓病、慢性呼吸器疾患など

とともに、不健康な食事や運動附属、喫煙、過度の飲酒などの原因が共通している生活習慣の改善により予防可能な疾

患として World health Organization (WHO) は、noncommunicable disease または、慢性疾患 (chronic disease) と分類

している。本邦の理学療法領域では、これらがん、循環器病、糖尿病、慢性腎臓病および慢性呼吸器疾患などの慢性疾

患に対するリハビリテーションは、主に “ 内部障害リハビリテーション ” と分類しており、疾患別の専門的な知識やス

キルを有するエキスパートが内部障害リハビリテーションを実践している現状がある。しかしながら、近年では、慢性

疾患の早期発見や早期治療が可能となり慢性疾患患者の生命予後が改善した反面、多数の慢性疾患を同時に保有し、そ

れぞれの疾病の管理のバランスを考慮しながら治療戦略を検討する必要がある状態（Multi-morbidity）にある慢性疾患

患者が急増している。これらの高齢慢性疾患患者では、同時に高齢者に共通するサルコペニア、身体機能低下、食欲低下、

低栄養、身体的フレイル、認知機能低下などの老年医学症候群を呈することが多い。そのため、疾患別リハビリテーショ

ンの専門的な知識やスキルに加えて、多様性を示す高齢慢性疾患患者それぞれの病態を多角的かつ包括的に理解した上

で、適切な理学療法を実践できる能力が求められている。つまり、いくつかの特定領域の専門性を磨きながら、それを

リンクされることで独自の視点から多様性に対応可能なエキスパート・ジェネラリスト、もしくはバーサタイリストた

ることを要求され始めていると考える。

本セミナーでは、医療・介護それぞれの領域において内部障害リハビリテーションを実施する上で解決すべき課題を

共有するとともに “ 多様性 ” と “ 専門性 ” の観点から multi-morbidity や老年症候群を呈する高齢慢性疾患患者に対する

内部障害リハビリテーションを実践するために必要となる理学療法士の次なる一歩について述べたい。
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セミナー 4

今後要求される物理療法の役割
～理学療法のスパイスとして～

庄 本　康 治
畿央大学健康科学部理学療法学科

9 月 15 日（日）１１：００～１２：００　C 会場（大会議室）
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学歴および職歴
昭和 63 年　行岡リハビリテ－ション専門学校 ( 現行岡医療大学 ) 卒．理学療法士免許取得
昭和 63 年～府中病院 ( 大阪 )，ベルランド総合病院，行岡リハビリテ－ション専門学校 ( 現行岡医療大学 ) 
  教員，大阪厚生年金病院 ( 現 JCHO 大阪病院 ) 

平成 14 年  畿央大学健康科学部理学療法学科講師
平成 15 年  神戸大学大学院医学系研究科博士課程専攻卒業　保健学博士
平成 16 年  畿央大学健康科学部理学療法学科助教授
平成 17 年  畿央大学健康科学部理学療法学科教授
平成 19 年  畿央大学健康科学部理学療法学科長，畿央大学大学院健康科学研究科教授．現在に至る

その他（受賞暦，講演に関する研究経過など）
物理療法専門理学療法士，認定理学療法士
専門研究領域は，超音波療法，電気療法ですが，近年はメーカーと協力して機器作成にも取り組んで
いる

著書
1. 筋骨格系検査法　第 2 版　医歯薬出版株式会社
2. ケ－スで学ぶ理学療法臨床思考 文光堂
3. 課題別　図解理学療法技術ガイド　文光堂
4. 物理療法臨床判断ガイドブック　文光堂
5. 公認アスレティックトレーナーテキスト
6. 物理療法学テキスト　南江堂
7. 最新物理療法の臨床適応　文光堂
8. ABCDEs バンドルと ICU における早期リハビリテ－ション．克誠堂
9. エビデンスから身につける物理療法　羊土社
10. 理学療法概論　羊土社

セミナー 4
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セミナー 4
今後要求される物理療法の役割
～理学療法のスパイスとして～

庄 本　康 治
畿央大学健康科学部理学療法学科

第 37 回東北理学療法学術大会のメインテーマは「理学療法の本質を高める」であるが、時代の的を射たテーマであ

ると感じている。ところで、「本質」とは、欠くことの出来ない最も大事な根本の性質、要素であるが、本邦理学療法の

現状を俯瞰すると、理学療法の欠くことの出来ない要素に物理療法を包含していないセラピストが未だに多いと感じて

いる。理学療法士の強み、独自性を具体的に示す必要性が今後高くなるにもかかわらず、この現状で良いのであろうか。

ところで、物理療法はホットパックやパラフィン、赤外線療法、寒冷療法、牽引療法といった古い治療方法も多く、

すでに臨床使用や研究されていない治療も多い。一方、鎮痛目的の電気療法である TENS( transcutaneous electrical 

nerve stimulation) は、1970 年代からある古典的電気療法であるが、基礎・臨床研究が近年進み、様々な知見が報告さ

れている。特に手術後の鎮痛といった急性痛には効果的である場合が多く、薬物服用量の減少、術後呼吸機能の早期回

復などが明らかになっている。講演ではこれらに加えて、TENS による neuromodulation、電極貼布部位の重要性、プ

ラセボ・ノセボ効果、心理・精神的影響、運動時痛に対する効果、限界、注意点などについて報告予定である。

神経筋電気刺激 (neuromuscular electrical stimulation : NMES) は、脳卒中後の運動麻痺や弛緩性片麻痺の肩関節亜脱

臼予防、整形外科手術後、心疾患症例、慢性閉塞性肺疾患、ICU-acquired weakness(ICUAW)、在宅症例などの大腿四頭

筋、下腿三頭筋の筋力維持、増強に近年使用されつつある。筋力増強は、随意的に実施するのが望ましいのは言うまで

もないが、上記疾患のように、随意的に実施できない、あるいは実施しにくい症例に NMES の利点が存在する。講演では、

NMES が筋力増強、筋肥大に与える影響について概説し、様々な研究結果の報告、技術的注意点について報告予定である。

その他の物理療法として、超短波療法、超音波療法、ショックウェーブ療法について概説予定にしている。

コイル型による超短波療法は筋組織の加温に有利である一方、超音波療法は腱、靱帯、関節包などの深部組織加温に

有利であるが、これらの使い分け、therapeutic window について報告予定である。

ショックウェーブ療法は、拡散型ショックウェーブ (radial shockwave therapy) と体外衝撃波治療 (focused shockwave 

therapy) に分類されるが、理学療法士でも実施可能な拡散型ショックウェーブを中心に、基礎研究報告 (C 線維の選択的

破壊、サブスタンス P、カルシトニン遺伝子関連ペプチドの疼痛伝達物質の減少、サイトカイン抑制など )、臨床研究報

告 ( 石灰沈着性腱板炎、足底腱膜炎、痙性抑制、肩の痛みなど )、技術的注意点について報告する。

いずれの物理療法も、運動療法前、中、後に適切なタイミングで実施することによって運動療法効果を増強可能である。

物理療法は法律的にも理学療法士の代表的治療として位置づけられているが、理学療法士自らが物理療法に簡単に見切

りをつけるのではなく、正しい理論と技術の獲得、慎重な臨床実践、様々な研究実施が今後求められる。
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セミナー 5

運動器エコーが示す！
運動器理学療法の新たな一歩

工 藤　慎 太 郎
森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　A 会場（大ホール）
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学歴
2003/03    平成医療専門学院 理学療法学科 卒業
2011/04 ～ 2013/03  鈴鹿医療科学大学大学院（SUMS） 医療科学研究科 医療科学専攻
    修士課程修了 修士
2013/04 ～ 2016/03  鈴鹿医療科学大学大学院（SUMS） 医療科学研究科 医療科学専攻
    博士課程修了 博士

専門分野
基礎理学療法 , 運動器理学療法 , スポーツ理学療法 
研究テーマ
1.  超音波エコーによる運動機能解析の基礎および臨床研究
2.  足部のバイオメカニクス
3.  運動機能の改善に役立つ補装具の開発

論文
1.  Comparison of the foot kinematics during weight bearing between normal foot feet and the flat 

feet. The Foot and Ankle Online Journal 9(1),2 頁 （共著） 
2.  2 型糖尿病患者における足部が関連する QOL に関する検討 日本体質医学会雑誌 80 巻 (2 号 ),114-

119 頁 （共著） 2018/06
3.   超音波診断装置を用いた距骨下関節回外可動性評価の再現性の検討 日本整形外科超音波学会会誌 

29 巻 (1 号 ),46-49 頁 （共著） 2018/03
4.   超音波装置を用いた野球選手の肘内側障害における前腕屈筋群の筋評価 日本整形外科超音波学会

会誌 29 巻 (1 号 ),78-82 頁 （共著） 2018/03
5.  Relationship between hardness and deformation of the vastus lateralis muscle during knee flexion 

using ultrasound imaging. J Bodyw Mov Ther 21(3),549-553 頁 （共著） 2017/07

著書
1.  姿勢・動作・歩行分析　第３章　１．変形性股関節症　４．高齢者   （共著） 
2.  腸脛靭帯炎 「図解理学療法技術ガイド第 4 版」 854-859 頁 （共著） 
3.  運動機能障害の「なぜ？」がわかる評価戦略．第 1 版   （共著） 2017
4.  『臨床実践　変形性膝関節症の理学療法』 「機能解剖から膝 OA の評価とアプローチを考える」第 1

版  （共著） 2016
5.   運動療法の「なぜ？」がわかる超音波解剖第 1 版   （共著） 2014

セミナー 5

工
く ど う

藤  慎
し ん た ろ う

太 郎
森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科
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セミナー 5
運動器エコーが示す！ 運動器理学療法の新たな一歩

工 藤　慎 太 郎
森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科

運動器系理学療法は運動器の疼痛が生じている患者の機能障害を発見し、治療する過程である。その醍醐味は自分の

手で触れて、目で見て、機能障害を手で治療することだと思っている。一方、自分の手の感触や観察に頼ることで客観

性が乏しくなり、第 3 者には伝わらない技術になっていく危険を孕んでいる。理学療法は治療科学であり、普遍性が求

められる。ある対象 ( 組織 ) に、ある刺激 ( 理学療法 ) をすると、決まった反応 ( 疼痛の軽減 ) が得られる。この極めて

単純な因果関係を明らかにすることが理学療法研究であり、このような研究を基盤に理学療法士は理学療法を行うはず

である。しかし、現実は研究結果が十分に揃っている症例ばかりではないし、エビデンスのある治療を行っても、結果

を出せずに困っていることも多いのではないだろうか。この状況を好転するには、臨床現場でどの組織が問題であるの

か？ 自分がどこにアプローチしているか？を明確にして、視界良好な状態で臨床推論を行っていく必要がある。そこで

身体内部をタイムリーに可視化できれば良いと多くのセラピストが思っていたのではないか？ そんな願いが叶う時代は

すぐそこまで来ている。

   超音波エコーを用いたリハビリテーションは、Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) と呼ばれる。2006 年に

RUSI のシンポジウムが最初に開催された。その当時は、体幹深層に位置する腹横筋や多裂筋の超音波エコーを撮影して、

筋の厚みを測定し、慢性腰痛の評価に利用していた。その後にエコーの高画質化や高周波プローブの開発なども相まって、

国内でも整形外科を中心にエコーは運動器疾患に応用されるようになった。いまや運動器診療の中で、理学療法は外し

難いパトーナーとなっている。関節や骨を中心に運動器を診療する医師と、筋や筋膜などの軟部組織にアプローチして

関節機能を改善する理学療法士は、同じ患者をみていても、視点が異なる。そのため、理学療法士は理学療法士の視点

で運動器エコーを用いることで、その価値が発揮される。特に動きを治療する理学療法士としては、関節運動時や筋収

縮時の軟部組織の動態を観察したい。また、軟部組織の柔軟性を改善することの多い理学療法士にとって、個別の組織

の硬度を評価できる Elastography 機能も有効なツールになっている。我々は徒手療法の効果検証に軟部組織の滑走性の

評価や Elastography を用いている。さらに、超音波は無侵襲かつリアルタイムに運動器を可視化できる。この強みを活

かして、エコーガイド下で徒手療法を実施している。

   当日は股関節前面の疼痛や膝関節伸展制限、膝前面部痛に対する RUSI の現状を紹介し、手で治す理学療法の本質を

考えると共に、エコーを用いた運動器理学療法の新しい一歩を紹介したい。
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セミナー 6

理学療法とリハビリテーション
～生活期のゴール設定で目指す次の一歩～

張 本　浩 平
株式会社 gene　代表取締役

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　B 会場（小ホール）
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経歴
平成 11 年　名古屋大学医療技術短期大学部卒業
平成 19 年　株式会社 gene を立ち上げ、現在はセミナー事業・介護保険事業・出版事業などを行って
 いる

書籍
雑誌『訪問リハビリテーション』『脳卒中リハビリテーション』『小児リハビリテーション』
訪問リハビリテーション完全マニュアル：株式会社 gene　……他多数

セミナー 6
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平
株式会社gene　代表取締役
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セミナー 6
理学療法とリハビリテーション

～生活期のゴール設定で目指す次の一歩～
張 本　浩 平

株式会社gene　代表取締役

リハビリテーションと理学療法を同じものとして取り扱っていないだろうか？　専門家の私たちがである。世間一般でリハビ

リリハビリという言葉が氾濫するのはある意味仕方のないことだと思っている。

リハビリという曖昧な言葉は便利だからだ。

ただ、理学療法とリハビリテーションは明確に異なるものだという認識のもとにリハビリという便利な言葉をつかい、その恩

恵にあずかるのはよいと思うが、私たち自身がそれを混同して使用していないだろうか？

理学療法は、予防理学療法・治療理学療法・リハビリテーション理学療法に分けて考えるのがわかりやすいと考える。

リハビリテーションは全人間的復権という訳であることにほとんどの人に同意してもらえると思う。では、リハビリという言

葉は全人間的復権と同じ意味で使われているのだろうか？　専門家ですら、『リハビリの時間です』、『リハビリ頑張りましょう』

と使っている場面によく遭遇する。

『全人間的復権の時間です』、『全人間的復権がんばりましょう』

リハビリテーション＝全人間的復権という意味と、理学療法という方法論を同列に語る危険性を強く感じる。たとえば回復期

リハビリテーションにおいては、ある時期から治療理学療法の考え方とリハビリテーション理学療法の考え方が混在するからだ。

麻痺の回復を目指しつつ、回復の上限を見据えた実際的な生活サイクルの構築の両方が求められるのだ。

実はこれはすごい話だ。

生活期のゴール設定に関して、重要なのは ICF における個人因子と環境因子だと考える。そこを十分に考慮しなければ、同じ

疾患で同じ重症度の人のゴールとプログラムは同じになってしまう。その人らしさを考えると言い換えてもいいかもしれない。

治療理学療法においては、その因子の重要性は下がる。

たとえば肩関節周囲炎の方が外来で理学療法を受けているとき、あなたらしさとはなんですか？　という質問よりも、的確な

評価による疼痛の緩和が何よりも優先される。

逆に生活期では、機能へのアプローチだけでは解決できない問題──たとえば家事動作や人的交流、社会復帰などがある。そ

れらに対して、機能面だけで考えるのは治療理学療法において、あなたらしさを求めるのと同程度に優先順位は低くなる。

リハビリテーション＝全人間的復権とは何なのか？

いわゆる、リハビリテーション専門職である私たちが真剣に考えるべき課題であり、それを理解しないことには生活期でのア

プローチやゴール設定は漫然としたものに簡単になってしまう。

ヒントはやはり、目の前のクライエントが示してくれる。

認知症があっても毎日ご家族とともに笑顔で過ごしている人を見たことがあると思う。

片麻痺のある方でも、何か困ったことありますか？　と聞くと『困っていると言えば全部困るけど、別に困っていないと言え

ば困っていない』という回答で、ご家族は『まあ、お父さん自分のことは自分できるから』と片麻痺という問題がソリューション

を起こしていることがある。

意味のある理学療法、意味のあるリハビリテーションをこの時間を頂いて皆で考えたいと思う。



第 37 回東北理学療法学術大会 

602019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

セミナー 7

排泄リハビリテーションにおける次の一歩

井 上　倫 恵
名古屋大学大学院医学系研究科

リハビリテーション療法学専攻理学療法学講座

9 月 15 日（日）１３：００～１４：００　C 会場（大会議室）



第 37 回東北理学療法学術大会 

612019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

学歴
2008 年 3 月　名古屋大学 医学部 保健学科理学療法学専攻　卒
2013 年 3 月　名古屋大学 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻（博士）

経歴
2013 年 4 月　医療法人鉄蕉会亀田総合病院　ウロギネコロジーセンター 理学療法士
2016 年 4 月　名古屋大学 大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学 助教

 
著書

「リハスタッフのための排泄リハビリテーション 実践アプローチ」 
鈴木重行、井上倫恵（監）　メジカルビュー社　2018 

セミナー 7

井
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恵
名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻理学療法学講座
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セミナー 7
排泄リハビリテーションにおける次の一歩

井 上　倫 恵
名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻理学療法学講座

「排泄の自立」は患者から Hope としてあげられることの多い願いのひとつである。平成 28 年度（2016 年）の診療

報酬改定で「排尿自立指導料」が新設されて以来、排泄障害に対するリハビリテーション（排泄リハビリテーション）

に対する関心は高まりつつあり、排尿ケアチームの一員として排泄リハビリテーションに携わっている理学療法士も少

しずつではあるが増えてきている。

排泄リハビリテーションのなかで、はじめに思い浮かぶのは「トイレ動作」に対するアプローチではないだろうか。

排尿姿勢がとれない場合や体力が低下した状態では自尿を期待するのは困難なことが多く、可能な限りトイレで排尿す

ることが望ましいとされている。トイレ動作には、大きく分けて①尿意・便意を感じ起き上がる、②立ち上がる、③ト

イレへ移動する、④着衣を下ろす、⑤排泄姿勢をとる、⑥後始末をする、⑦着衣を上げる、⑧排泄物を流し、手を洗う、

などの行為が含まれる。これらの一連の排泄関連動作を行うための身体機能を評価し、リハビリテーションや環境整備

に活かすことは、排泄ケアにおける理学療法士の役割の一つである。動作を分析し、問題点を抽出して治療プログラム

を立案することは、理学療法士の専門性そのものといってもよいだろう。

排泄リハビリテーションにおける次の一歩は、疾患特異的なリハビリテーションを患者に提供することではないだろ

うか。例えば、骨盤底筋トレーニングは腹圧性尿失禁や切迫性尿失禁、混合性尿失禁の症状改善に有効であることが明

らかになっており、女性下部尿路症状診療ガイドラインにおける推奨グレードは A（行うよう強く勧められる）として

紹介されている。また、過活動膀胱を有する患者については、骨盤底筋トレーニングだけでなく、膀胱トレーニングや

水分摂取量の調整といった生活指導も合わせて行う必要がある。さらに、排尿困難や便秘を訴える患者に対しては、排

泄姿勢に着目したアプローチなども考えられる。このように、トイレ動作以外にも理学療法士としてアプローチできる

ポイントは多岐にわたっている。近年では、第 53 回および第 54 回日本理学療法学術研修大会において「排泄障害に対

する理学療法」がトピックスの一つとして取り上げられたほか、これまで看護師のみを対象に開講されてきた「排尿自

立指導料」診療報酬対象研修（共催：日本創傷・オストミー・失禁管理学会・日本老年泌尿器科学会・日本排尿機能学会）

が 2019 年 8 月から理学療法士・作業療法士も受講可能となるなど、排泄ケアについて体系的に学ぶことのできる場が

広がりつつあることは、排泄リハビリテーションを普及させるための大きな推進力となるだろう。

本セミナーでは、疾患特異的な排泄リハビリテーションについて概説させていただく。本セミナーが排泄障害に対す

るリハビリテーションについて再考し、次の一歩を踏み出す機会となれば幸いである。
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市民公開講座

腰痛に関する話題：
腰痛に対する考えかた、対処法を教えます！

大 谷　晃 司
福島県立医科大学医療人育成・支援センター / 整形外科

9 月 15 日（日）１４：３０～１５：３０　B 会場（小ホール）
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経歴
1990 年（平成２年）福島県立医科大学医学部卒業
2017 年（平成 29 年）２月　福島県立医科大学医療人育成・支援センター　
  主任教授・センター長、兼整形外科教授
  現在に至る

臨床専門領域
脊椎・脊髄の外科   高齢者の整形外科  慢性疼痛の治療

研究領域
馬尾・神経根障害の病態   運動器疾患の疫学

書籍
長引く腰痛は “ 脳の錯覚 ” だった　（朝日新聞出版）

市民公開講座

大
お お た に

谷  晃
こ う じ

司
福島県立医科大学医療人育成・支援センター / 整形外科
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市民公開講座
腰痛に関する話題：腰痛に対する考えかた、対処法を教えます！
　 

大 谷　晃 司
福島県立医科大学医療人育成・支援センター/ 整形外科

腰痛は、一生の間に経験する人はいないと言われるほど、身近な症状です。いわゆるぎっくり腰のように急に激烈

な痛みが生じるが比較的早期に症状が消失する腰痛から、何年にもわたって痛みがつづく “ 慢性 “ 腰痛まで、腰痛と言っ

ても一口ではなかなか言い表せません。

国民生活基礎調査という国民がどのような症状があるのかの調査によれば、腰痛は、もう何年も男性の有訴者（症

状を有している人）の第 1 位、女性は第 2 です。また、同調査によれば、実際に医療機関で治療を受けている人は、

腰痛を訴えている人のおよそ半分です。症状はあるが、医療機関にかかっている人はそれ程多くないという事実を手

がかりとして、腰痛に対する考え方や対処法をご紹介したいと思います。

今回の講演では、以下なような内容を考えています。

１． そもそも腰痛とは？：個人個人によって、腰痛の内容は異なります。まず、腰痛の部位や症状を整 

 理します。

２． どうして腰が痛いのか？：痛みを感じる機序をお話しします。この機序の理解が、腰痛の予防や治 

 療の実践に不可欠です。

３． 注意しなければならない腰痛：重篤な後遺症を残す可能性がある腰痛をいくつかご紹介します。

４． 腰痛治療の総論：腰痛治療の考え方やエビデンス（科学的根拠）を紹介します。

５． 腰痛治療の各論：誰でもできる腰痛の対処法（運動療法）を紹介します。

本講演を通じ、少しでも皆様の腰痛に対する疑問が解消されれば幸いです。
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一般演題プログラム

   《１日目　9 月 14 日 ( 土 )》

    口述発表（神経系）

    口述発表（内部障害）

    口述発表（運動器Ⅰ）

    ポスター発表Ⅰ

    ポスター発表Ⅱ

   《2 日目　9 月 15 日 ( 日 )》

    口述発表（運動器Ⅱ）

    口述発表（地域・在宅系）

    口述発表（基礎）

    口述発表（動画セッション）

    ポスター発表Ⅲ
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9 月 14 日（土）13時 20 分〜 14 時 40 分	 口述発表（神経系）	 	 A 会場（大ホール）

座長 蔵品　利江	 （一財）総合南東北病院

O-1-1 当院回復期病棟における脳卒中患者の入院時 Vitality index と退院時 FIM 歩行との関連性

の検討

北福島医療センター 佐藤　秋博

O-1-2 回復期病棟における脳卒中重度片麻痺例に対する長下肢装具を用いた組織的な積極的治療

介入の提供が歩行能力の推移に及ぼす影響

北福島医療センター 西山　和貴

O-1-3 急性期脳梗塞患者の損傷側中心前回が有する Functional connectivity と運動麻痺、バラン

ス能力の関係性について

秋田県立循環器・脳脊髄センター 皆方　伸

O-1-4 脳卒中者に対する HAL-SJ を用いた下肢の運動が与える即時的効果

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 田中　孝顕

O-1-5 当院における脳卒中急性期での歩行予後予測因子の検討

社会医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院 菅野　康治

O-1-6 慢性期片麻痺者の機能的電気刺激装置使用による痙縮と歩行の変化

秋田労災病院中央リハビリテーション部 片岡　良樹

O-1-7 器械的血栓回収療法の再開通率における離床時期の調査

秋田県立循環器・脳脊髄センター 澄川　皓恵

口述発表　（とうほう・みんなの文化センター）

一般演題プログラム
《１日目　9 月 14 日 ( 土 )》
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9 月 14 日（土）13時 20 分〜 14 時 40 分	 口述発表（内部障害）	 	 B 会場（小ホール）

座長 竹内　雅史	 国立大学法人東北大学病院

O-2-1 運動耐容能の低い心疾患患者は運動負荷で耳朶血流が低下する

秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション部 高橋　裕介

O-2-2 心臓血管外科術後にうつ症状を呈する患者の特徴

青森県立中央病院　リハビリテーション科 石井　玲

O-2-3 当事業所における心疾患保有者に対する取り組み

中通リハビリテーション病院 石川　一美

O-2-4 心不全患者に対する吸気筋トレーニングは安全か？

秋田県立循環器・脳脊髄センター　機能訓練部 加賀屋　勇気

O-2-5 糖尿病を合併した脳卒中患者への短時間のペダリング運動が与える波及効果

秋田県立循環器・脳脊髄センター 鈴木　智士

O-2-6 CT 画像を用いた乳癌術後患者の瘢痕形成に関わる因子と、瘢痕形成が個別理学療法実施

頻度に及ぼす影響の予備調査

北福島医療センター 髙野　綾

O-2-7 多職種連携により家事動作獲得に至った多発骨転移の症例

JA 福島厚生連 白河厚生総合病院 髙橋　遼太

9 月 14 日（土）13時 20 分〜 14 時 40 分	 口述発表（運動器Ⅰ）	 	 C 会場（大会議室）

座長 伊藤　郁恵	 弘前大学医学部附属病院

O-3-1 変形性膝関節症患者の主症状と姿勢安定度評価指数との関連性の検討

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

O-3-2 踵引き寄せ距離を用いた人工股関節全置換術後患者の足趾爪切り動作の検討

弘前記念病院リハビリテーション科 齋藤　尚弥

O-3-3 前側方アプローチの人工股関節全置換術後早期における JHEQ メンタル尺度に関連する因

子の検討

弘前記念病院 葛西　貴徹

O-3-4 学童期ソフトボール選手の肩・肩甲帯機能

JA 福島厚生連坂下厚生総合病院 小林　裕史

O-3-5 グリップ方法の違いが前腕筋群の筋活動に与える影響

医療法人徳洲会　山形徳洲会病院 大浦　徹男

O-3-6 運動導入教室における障がい児・者に対しての体力テスト実施の取り組み

福島県立医科大学附属病院リハビリテーションセンター 野村　潤

O-3-7 高校野球選手の投球障害肩発生に関わる因子の検討

医療法人平心会　須賀川病院 十文字　雄一
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9 月 14 日（土）14時 50 分〜 15 時 50 分	 ポスター発表Ⅰ	 	 D 会場（企画展示室）

運動器理学療法

P-1-1 腹部引き込み運動の継続が腹横筋・脊柱に及ぼす効果

鶴岡協立リハビリテーション病院 海藤　夏稀

P-1-2 腰部脊柱管狭窄症術後症例の在院日数に影響する因子の検討

芙蓉会村上病院 石戸　史織

P-1-3 学童期バスケットボール選手に対するメディカルサポート開始 5 年間の障害発生頻度の推

移

JA 福島厚生連　塙厚生病院 渡邉　篤史

P-1-4 福島県運動導入の 5 年間の成果と結果

福島県障がい者スポーツ指導者協議会 飛田　理恵

P-1-5 東北地区の理学療法学科学生における障害者スポーツへの認知度に関するアンケート調査

市立秋田総合病院 鈴木　郁美

P-1-6 サイドスロー投手上腕骨内側上顆剥離骨折後の理学療法経験

ながおさ整形外科 川崎　永大

神経理学療法

P-1-7 Pusher 現象を呈した重度左片麻痺例に対する腹臥位療法

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 竹山　大輔

P-1-8 歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドを用いた歩行練習の介入報告

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 佐藤　大地

P-1-9 脳卒中片麻痺患者における後方平板支柱付き短下肢装具使用者とゲイトソリューション継

手付き短下肢装具使用者の身体機能の差異に関する検討

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 小田桐　伶

P-1-10 被殻出血患者における合併症発生に影響する因子の検討

会津中央病院 窪田　秀俊

P-1-11 ロボットスーツ HAL® の短期使用に留まった脳卒中患者の特徴

地方独立行政法人　秋田県立病院機構　秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 松橋　孝幸

P-1-12 脳卒中への HAL の使用実績

地方独立行政法人秋田県立病院機構　秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 金子　真

P-1-13 超高齢の放線冠梗塞患者に対する歩行自立度予測

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 渡部　睦美

P-1-14 脳卒中片麻痺者における麻痺側最大荷重能力が歩行能力に及ぼす影響について

南東北春日リハビリテーション病院 平野　雄三

P-1-15 Barthel Index を使用した退院時 FIM 運動項目の予測式の作成

北福島医療センター 槻林　理香

P-1-16 回復期病棟入棟時に長下肢装具を必要とする重度下肢麻痺を呈する脳卒中患者の退院時歩

行能力に関連する要因の検討

北福島医療センター 半澤　周一

P-1-17 背臥位における Pusher 様現象を認めた症例への介入報告

ときわ会常磐病院 渡辺　栞奈

ポスター発表　（とうほう・みんなの文化センター）
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P-1-18 カフ付きスピーチカニューレ、NG チューブを装着した症例の嚥下機能の再獲得について

公益財団法人　穴澤病院 栗原　繁人

P-1-19 運動失調患者に対して GSD 使用により歩行機能が改善した症例　

坂総合病院 鳥山　将大

P-1-20 脳卒中後重度片麻痺患者に対するボツリヌス療法を施行した 2 症例

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 小野　修

P-1-21 下垂足を呈した脳梗塞症例に対する Walkaide 使用前後の歩行変化ついて

盛岡友愛病院　リハビリテーション科 遠藤　信

P-1-22 認知機能低下を伴った左半側空間無視患者との関わり

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 大貫　皆人

P-1-23 効率的な歩行獲得のために麻痺側体幹・股関節周囲筋の安定化を図った症例

特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 宮崎　晴佳

P-1-24 長下肢装具からカットダウンに段階を刻み工夫をした症例

公益財団法人 磐城済世会 松村総合病院 佐藤　知明

P-1-25 回復期不全脊髄損傷者に対するロボットを用いた最大歩行速度での歩行練習が歩行パラ

メーター、筋活動に及ぼす影響

医療法人社団新生会　南東北第二病院　リハビリテーション科 春山　大輝

P-1-26 4 椎体にわたる脊髄梗塞により重度深部感覚障害を呈したが、立位バランス・歩行能力改

善がみられた一症例

一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院 佐々木　明

P-1-27 当院での HAL 医療用下肢タイプの導入経過

鶴岡協立リハビリテーション病院 鈴木　貴之

P-1-28 両股関節周囲筋解離術と両アキレス腱延長術を施行した脳性麻痺児への介入

福島県総合療育センター 小山　理衣
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9 月 14 日（土）16時 00 分〜 17 時 00 分	 ポスター発表Ⅱ	 	 D 会場（企画展示室）

運動器理学療法

P-2-1 変形性膝関節症術後リハビリテーションクリニカルパスの運用とバリアンス分析

一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院 伊東　正嗣

P-2-2 自己組織化理論に基づいた徒手療法と自主練習により、症状改善がみられた腰部脊柱管狭

窄症・変形性股関節症患者の一例

一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院 佐藤　純也

P-2-3 脊椎圧迫骨折患者における退院時日常生活動作に影響する因子の検討

一般財団法人　脳神経疾患研究所付属　南東北福島病院 藤田　卓也

P-2-4 大腿骨転子部骨折術後 1 か月で強い荷重時痛があり自己組織化理論に基づき衝撃緩衝作用

と先行随伴性姿勢調節機構を考慮した治療を行い疼痛が消失した症例。

長野中央病院 森谷　新太郎

P-2-5 リング型創外固定器に対する新しい足底装具の開発

秋田大学医学部附属病院 渡邉　基起

P-2-6 下腿切断者における膝歩き動作と義足歩行の運動力学的検証

いわてリハビリテーションセンター 村上　敏昭

P-2-7 足糖尿病性壊疽にて左下腿切断術が施行された先天性無痛症患者の断端管理指導に関する

一症例

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 元木　慎吾

P-2-8 左大腿骨頸部骨折を呈し、立位バランス向上により分回し様歩行が改善した一症例

大原医療センター 佐藤　日愛

内部障害理学療法

P-2-9 間質性肺炎急性増悪患者における早期呼吸リハビリテーション介入に関する検討

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　リハビリテーションセンター 八木田　裕治

P-2-10 上葉優位型肺線維症患者及び特発性肺線維症における 6 分間歩行試験時の SpO2 及び心拍

数の変動についての検討

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　リハビリテーションセンター 馬上　修一

P-2-11 気腫合併肺線維症に対する自己組織化理論に基づく胸郭の柔性改善と体幹へのリズミカル

なゆらぎが KL-6 に与える効果

BiNI リハビリセンター長野 山岸　茂則

P-2-12 高度肥満を呈し人工呼吸器管理となったⅠ型呼吸不全患者に対する理学療法

いわき市医療センター 藤原　美蘭

P-2-13 原発性線毛運動不全症の児への理学療法について

いわき市医療センター 須田　千寿

基礎理学療法

P-2-14 下肢の構えが背臥位での身体組成計結果に及ぼす影響

北福島医療センター 佐々木　由衣

P-2-15 伸張性収縮誘発性筋損傷後の筋線維横断面積の経時的変化

新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所 早尾　啓志

P-2-16 脳卒中片麻痺者における床への麻痺側リーチ距離と荷重率の関係性の検証

社会医療法人　秀公会　あづま脳神経外科病院 須藤　修啓
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P-2-17 膝立ち位での Functional reach を用いた Internal Focus of Attention 教示の検討

東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻 我妻　昂樹

教育・管理理学療法

P-2-18 理学療法学生の学年別にみるコミュニケーションスキルの比較

医療創生大学 小林　大介

P-2-19 同一教科書を使用した運動学における教育内容の比較

医療創生大学　健康医療科学部　理学療法学科 古川　勉寛

P-2-20 リハビリテーション科における緊急時対応のシミュレーションの教育効果

盛岡医療生活協同組合　川久保病院 吉田　裕也

P-2-21 価値ある理学療法を目指して

桑野協立病院 小野　健太

生活環境支援理学療法

P-2-22 福島県理学療法士会 公益事業局活動報告「介護職員の包括的腰痛予防講習会」の現状と課題

福島県理学療法士会 企画推進委員会 岡崎　可奈子

P-2-23 遠隔指導システムでの過疎地域における介護予防事業

羽後町立羽後病院 半田　翔伍

P-2-24 小規模自治体における介護予防事業の模索

羽後町立羽後病院 小田嶋　翼

P-2-25 二次予防対象者における Motor Fitness Scale と関連する運動機能因子の検討

公立高畠病院 荒木　訓

P-2-26 三軸加速度計を用いた歩行能力の分析

秋田労災病院　中央リハビリテーション部 安保　泰宏

P-2-27 当法人における腰痛実態調査から視える理学療法士としての役割

盛岡医療生活協同組合 川久保病院 大坂　祐太

P-2-28 福島県内の復興公営住宅に居住する高齢者を対象とした運動教室型介入プログラムが精神

的健康度に与える効果

福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 森山　信彰

P-2-29 運動習慣定着を目標とした外来リハビリでの関わり

三春町立三春病院 寺田　基

P-2-30 就労継続支援 B 型への就労を目標に多職種連携しながら介入している一症例

浜通り訪問リハビリステーション 玉枝　香澄
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9 月 15 日（日）09時 30 分〜 10 時 50 分	 口述発表（運動器Ⅱ）	 	 A 会場（大ホール）

座長 福原　隆志	 中通リハビリテーション病院

O-4-1 膝関節伸展筋群に対する神経筋電気刺激が筋疲労に及ぼす影響

弘前記念病院 花岡　将来

O-4-2 変形性膝関節症患者の身体活動量には歩行時痛と歩行の自己効力感が関連する

秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部 大倉　和貴

O-4-3 3 次元筋骨格モデルの再構築

秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション部 畠山　和利

O-4-4 足関節果部骨折患者に対するギプス固定期間中の足趾運動効果に関する研究

一般財団法人　　竹田健康財団　竹田綜合病院 横地　正伸

O-4-5 母趾外転筋への電気刺激が足趾圧迫力と前方での重心制動に及ぼす効果

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 清田　大洸

O-4-6 当院分娩利用者における産褥期のマイナートラブルと理学療法士の関わりについて

公益財団法人　星総合病院 木津　明日美

O-4-7 65 歳以上の人工膝関節全置換術施行患者における術前握力は術後運動機能予後に関係する

一財）総合南東北病院 折内　英則

9 月 15 日（日）09時 30 分〜 10 時 50 分	 口述発表（地域・在宅系）	 	 B 会場（小ホール）

座長 丹野　克子	 山形県立保健医療大学

O-5-1 当院通所リハビリテーションにおける装具のフォローアップの体制構築に向けた取り組み

中通リハビリテーション病院 加藤　雅也

O-5-2 靴甲部の固定が立位バランス能力に与える影響

東北文化学園大学 沼田　純希

O-5-3 当院リハビリテーション科が関わる健康増進教室の 3 年目の取り組みについて

津軽保健生活協同組合　健生病院 對馬　健洋

O-5-4 いわき住民参加型介護予防事業の意義と効果

医療創生大学 荻原　久佳

O-5-5 地域在住高齢者のバランス機能と歩行能力及び転倒予防自己効力感の関連

医療法人日新堂八角医院 菊池　賢汰

O-5-6 福島第一原子力発電所事故後の旧避難地域における訪問リハビリテーションの実態

ひらた中央病院　リハビリテーション科 齋藤　勇多

O-5-7 当院回復期リハビリテーション病棟における自宅退院者の入院期間の特徴

村上病院 中村　健太郎

口述発表　（とうほう・みんなの文化センター）

一般演題プログラム
《2 日目　9 月 15 日 ( 日 )》
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9 月 15 日（日）09時 30 分〜 10 時 50 分	 口述発表（基礎）	 	 C 会場（大会議室）

座長 藤澤　宏幸	 東北文化学園大学

O-6-1 脳性麻痺児における歩行の非計画的停止動作 - 歩行時と歩行停止時の関節角度比較 ‒

秋田大学大学院 木元　稔

O-6-2 片脚立位に関する研究

東北文化学園大学大学院　健康社会システム研究科 大場　勇輝

O-6-3 背臥位から端座位における起き上がり動作時の重心速度の違い

郡山健康科学専門学校 渡邉　哲朗

O-6-4 上肢挙上時の前鋸筋活動量

手稲渓仁会病院 小川　さくら

O-6-5 自力と介助における寝返り動作の特徴の検討

山形大学医学部附属病院 齋藤　香保里

O-6-6 COP oscillation としての振り子運動と片脚立位運動が歩行時股関節外転筋活動と骨盤アラ

イメントに及ぼす即時的な影響

医療法人社団いずみ会　北星病院 河端　新

O-6-7 下腿回旋可動域計測における計測器の開発

仙台リハビリテーション病院 川上　真吾

9 月 15 日（日）11時 00 分〜 12 時 00 分	 口述発表（動画セッション）	 	 B 会場（小ホール）

座長 髙見　彰淑	 弘前大学大学院保健学研究科

O-7-1 自己組織化理論に基づいた両上肢からのリズミカルな感覚入力が脳卒中後遺症者麻痺側上

肢筋活動に与える影響

BiNI リハビリセンター長野 山岸　茂則

O-7-2 自己組織化理論に基づいた前庭迷路器への前方加速度感覚を入力した起立動作練習が脳卒

中後遺症者の下肢筋活動に与える影響

長野中央病院 森谷　新太郎

O-7-3 不全頚髄損傷症例の歩行に対する自己組織化アプローチの即時効果

五反田リハビリテーション病院 西堀　大輔

O-7-4 神経・筋疾患に対する HAL® 医療用下肢タイプを用いた歩行運動処置の効果検証

独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院リハビリテーション科 飯島　悠平

O-7-5 筋萎縮性側索硬化症に対する 2 週間のロボットによる歩行練習の経験

医療法人社団新生会　南東北第二病院 齋藤　頼亮
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9 月 15 日（日）11時 00 分〜 12 時 00 分	 ポスター発表Ⅲ	 	 D 会場（企画展示室）

運動器理学療法

P-3-1 揺動刺激が身体柔軟性にもたらす影響

吉岡病院 本間　はるな

P-3-2 悲観的感情への配慮が日常生活動作改善に繋がった肩関節機能障害症例について

医療法人慈繁会 紫泉の里 長島　慶太

P-3-3 頭痛が主症状の症例に対する理学療法評価と治療

医療法人慈繁会付属トータルヘルスクリニック 佐藤　竜太

P-3-4 慢性的な膝関節疼痛に対して自己組織化理論に基づく短時間アプローチを施行した一症例

上林整形クリニック 坂本　治弥

P-3-5 回復期リハビリテーション病棟における高齢整形患者の入院時の栄養状態、骨格筋指数と

退院時歩行能力との関係性

北福島医療センター 栗田　恵

P-3-6 足関節固定術後に歩行時痛と歩行能力低下が生じた一症例

つがる西北五広域連合　つがる総合病院 長谷　一基

P-3-7 下肢骨折術後の立位バランスに対する理学療法効果

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 西脇　佳奈

P-3-8 立位バランスの向上により歩行時の健側下肢の引っかかりが改善し、歩行が安定した右大

腿骨転子部骨折術後の一症例　

一般財団法人大原記念財団 高橋　元気

P-3-9 不安定型右大腿骨頸部骨折を呈したパーキンソン病患者に対する免荷式トレッドミルを使

用した後進歩行練習が運動パフォーマンスに与える影響

盛岡友愛病院 菅原　拓夢

内部障害理学療法

P-3-10 入退院を繰り返す糖尿病患者の特徴

一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院 長谷部　祥平

P-3-11 歩行分析計で評価した心不全患者の歩行の特徴について

市立秋田総合病院リハビリテーション科 清川　憲孝

P-3-12 術前からの栄養管理と運動療法を実践し ADL 改善がみられた冠動脈バイパス術後の 1 症例

一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 鈴木　大輔

P-3-13 閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行にホットパックが有効であった冠動脈バイパス術前の

症例

津軽保健生活協同組合　健生病院 石岡　新治

P-3-14 人工呼吸器管理の筋萎縮性側索硬化症例に対する離床時間拡大

医療法人　慈繁会　土屋病院 田中　伸弥

P-3-15 術後離床の遅延により無気肺を呈した症例への高密度な介入

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 大橋　佑資

P-3-16 急性増悪期、重症度Ⅳ、分類特発性肺線維症の間質性肺炎患者に対する薬物療法と運動療法

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 物江　俊

ポスター発表　（とうほう・みんなの文化センター）
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P-3-17 Nasal high flow 使用下よりリハビリテーションを実施し、在宅復帰をした COPD 増悪の一

症例

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 柳生　美幸

P-3-18 胃切除術後に輸入脚症候群を生じたパーキンソン病患者に対する理学療法の経験

総合南東北病院 高橋　裕馬

P-3-19 胃切除患者における術前と術後 3 カ月の骨格筋指標の変化とその関連因子の検討

（一財）総合南東北病院　リハビリテーション科 松澤　宏樹

P-3-20 化学療法完遂後の悪性リンパ腫患者における退院 3 か月時点における身体機能・QOL の変化

北福島医療センター 木皿　紗耶加

P-3-21 対麻痺を呈した多発性骨髄腫患者の造血幹細胞移植前後の身体機能変化について

北福島医療センター　 窪田　淳子

P-3-22 「当院廃用症候群患者における自宅退院者の要因分析、廃用症候群に係る評価表を使用

して」

北福島医療センター 二階堂　義樹

P-3-23 誤嚥性肺炎後廃用症候群を来した症例に対する一考察

いわてリハビリテーションセンター 千葉　なつ美

P-3-24 アトピー性皮膚炎に対する理学療法

日本アレルギーリハビリテーション協会 及川　文宏

生活環境支援理学療法

P-3-25 ～長下肢装具普及に向けた院内での装具チームの活動～

公益財団法人 磐城済世会 松村総合病院 佐藤　勇太

P-3-26 維持期脳卒中者の短下肢装具に関する意識調査

社会医療法人　秀公会　あづま脳神経外科病院 大内　良則

P-3-27 当院における装具のフォローアップに対する取り組み

鶴岡協立リハビリテーション病院 佐藤　千穂

P-3-28 青森県内における装具療法の現状と今後の課題

東北メディカル学院 越後　あゆみ

P-3-29 リハビリテーション介入時における下腿周径が在院日数に及ぼす影響

公立岩瀬病院 込山　真也

物理療法

P-3-30 リラクセーションを目的とした経皮的電気神経刺激（TENS）による運動中のストレス軽減

の可能性

大館市立総合病院　リハビリテーション科 花田　真澄
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目的
　脳卒中片麻痺者における歩行能力の再獲得は脳卒中

リハビリテーションにおける主要なゴールの1つであ

る。また脳卒中ガイドライン2015では、脳卒中後遺

症に対し、早期から積極的なリハビリを行うことが強

く勧められており、脳卒中患者の歩行自立度には、運

動障害や感覚障害、高次脳機能障害やバランス能力な

ど様々な要因が影響すると報告されている。また、積

極的にリハビリを進めるためには身体機能や高次脳機

能のみならず、患者の活動意欲が及ぼす影響も少なく

ないことが予想される。当院では回復期病棟に入院し

た全脳卒中患者を対象として意欲の指標であるVitality 

index(以下：VI)を用いて患者の意欲を評価している。

活動意欲を評価するVIが退院時の歩行能力へ与える影

響を報告したものは少ない。本研究の目的は、活動意

欲の指標であるVIと退院時の歩行自立度との関連を調

査し、VIを評価する意義を明らかにすることである。

方法
　対象は2012年10月から2016年3月の間に当院回復

期病棟に入院した脳卒中例(脳梗塞・脳出血・くも膜下

出血)の内、調査項目に欠損のない140名とした。対象

者のうち退院時FIM歩行が4点以下の者を歩行不可群、

5点以上の者を歩行可能群とし2群に分類した。この2

群の入院時VI各項目と合計、入院時SIAS各項目と下肢

運動項目合計、入院時FBS合計、入院時HDS-R、理学療

法及び作業療法単位数、年齢、発症からの期間、入院

日数を調査項目とした。単変量解析にて2群間の各項

目の値を比較し、有意差が見られた項目同士の相関関

係を調査し、多重共線性に配慮し独立変数として投入

し、退院時歩行自立度を従属変数とした重回帰分析(ス

テップワイズ法)を行った。さらに抽出された項目の

ROC曲線を描写し、Youden indexを用いてカットオフ

値を算出した。

統計処理はSPSSを用い有意水準は5%とした。

結果
　単変量解析にて有意差がみられた項目のうち、各項

目間の相関関係を調査し、多重共線性に配慮したう

えで、独立変数として年齢、発症からの期間、入院日

数、理学療法及び作業療法単位数、SIAS下肢運動項目

合計、入院時HDS-R、入院時VI合計、入院時FBS合計を

投入して重回帰分析を行った結果、入院時VI合計、入

院時FBS合計、入院日数、入院時HDS-R、年齢が関連項

目として抽出された。従属変数を退院時歩行自立度と

し、抽出された各項目のROC曲線を描出すると、入院

時VI合計のAUCは0.868となり、他の関連項目と比べ

最も大きなAUCを示した。Youden indexを用いたカッ

トオフ値はVI合計6.5(感度：0.867、特異度：0.768)と

なった。

考察
　当院の対象者における入院時VIと退院時歩行自立度

との関連を重回帰分析にて検討した結果、入院時VI合

計、入院時FBS合計、入院日数、入院時HDS-R、年齢

が抽出された。年齢、認知機能、バランス能力は歩行

能力の改善に関連する事が容易に推定される項目であ

り、入院日数は十分な治療を提供する事で運動機能を

獲得できることを示唆するものと思われた。これらの

項目に加えて、活動意欲の指標であるVI合計が関連項

目として抽出され、これらの関連項目のうち最も高い

AUCを示した。すなわち、VIで評価される患者の活動

意欲が退院時の歩行能力の獲得に大きな影響を及ぼす

ことが示唆された。このことは、回復期病棟における

脳卒中患者の歩行能力の予後を検討するにあたり、患

者の活動意欲も含めて評価することが極めて重要であ

ることを示唆するものと思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は当院の倫理委員会で承認を経て実施し、個人

情報の保護に十分配慮しデータ管理と解析を行った。

キーワード：歩行自立度・活動・回復期
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-1

当院回復期病棟における脳卒中患者の入院時Vitality indexと退院時
FIM歩行との関連性の検討

佐藤 秋博 1)・山本 優一 1)・西山 和貴 1)・栗田 恵 1)・大橋 悠司 1)・半澤 周一 1)

富谷 雅樹 1)・槻林 理香 1)・米澤 靖人 3)・門奈 宗嗣 3)・大鹿糠 徹 2)・阿部 浩明 2)

1)北福島医療センター
2)広南病院リハビリテーション科
3)パシフィックサプライ株式会社
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目的
脳卒中の歩行障害に対する下肢装具を使用した歩行ト

レーニングは脳卒中治療ガイドライン、および脳卒中

理学療法診療ガイドラインのいずれにおいても強く推

奨されている。

当院回復期病棟では重度片麻痺例の歩行能力改善を目

的とし、長下肢装具を用いた理学療法を実施している

が、その治療内容は担当理学療法士の裁量に委ねられ

ており、組織として統一した治療を提供しているとは

言い難い状態であった。近年、長下肢装具を用いた前

型歩行トレーニングは、揃え型歩行時の下肢筋活動を

上回る筋活動を惹起できる事が報告されている。当院

では、より質の高い治療を提供する事を目的として、

長下肢装具を用いた前型歩行トレーニングの理論的背

景についての教育的研修、さらには装具の使い方に関

する実技指導研修を、治療に関わる全職員が受講し、

その上で、様々な体格に適応可能な調節式の長下肢装

具である Gait innovation（以下、GI)を備品として常設

して、組織的に統一した治療を提供する体制の構築を

試みた。

本研究の目的は重症片麻痺例を対象とし、組織的に統

一した長下肢装具を用いた積極的歩行トレーニングを

提供することによって、FIM歩行の推移に何らかの影

響を及ぼし得るかを調査することである。

方法
対象は体制を構築した2016年3月以降に当院回復期病

棟に入院した脳卒中患者で、GIを使用して歩行トレー

ニングを行った24名のうち、2週間以上GIを使用した

15名（GI群）である。対照群を2012年10月から2016

年3月までに入院した脳卒中患者から後方視的に抽出し

た。対照群はGI群と患者特性が同等の者を抽出する事

を目的に、GI群の全例でSIAS膝関節が3以下、Vitality 

Index(以下、VI)の項目5が1以上、初回FIM歩行が1、

さらにFIM歩行が4回以上評価されていたため、これ

らの条件を設け、該当した30例をヒストリカルコント

ロール群(以下、HC群)として抽出した。

　GI群とHC群との患者属性（年齢、性別、病型、脳卒

中既往、発症から入院までの期間、回復期入院日数、

初回FIM歩行及び評価までの日数、理学療法及び作業

療法単位数）を正規性検定の後、対応のないｔ検定あ

るいはMann-Whitney検定にて比較した。またGI群と

HC群のFIM歩行を多重比較検定（Bonferroni法）にて

比較した。

結果
GI群とHC群の初期評価時の患者特性の全項目において

有意差はみられなかった。GI群では初回と比較して、

1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後のいずれにおいても有意

にFIM歩行が向上していたが、HC群では初回と比較し

て2ヶ月後、3ヶ月後にのみ有意なFIM歩行の向上がみ

られた。なお、GI群とHC群のFIM歩行の群間比較にお

いて1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後のいずれにおいても

有意差はみられなかった。

考察
共通したコンセプトに基づく治療体制を構築した後に

介入したGI群は、HC群に比べ、FIM歩行の改善が早期

に起こる事が明らかとなった。この背景として、組織

的な教育の提供により治療の質が担保できたこと、ま

た入院時より各患者体型に適応しやすいGIを用いたこ

とにより、歩行トレーニングの提供量が増加したこと

が可能性として考えられた。組織的に治療方針を統一

して、長下肢装具を用いた前型歩行トレーニングを提

供することで、従来の治療より早期にFIM歩行を改善

する事ができれば、在院日数の短縮とFIMアウトカム

指標の向上に寄与できる可能性があり、その臨床的意

義は大きいと思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は当院の倫理委員会で承認され実施した。

キーワード：脳卒中・長下肢装具・歩行自立度
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-2

回復期病棟における脳卒中重度片麻痺例に対する長下肢装具を用いた組
織的な積極的治療介入の提供が歩行能力の推移に及ぼす影響

西山 和貴 1)・山本 優一 1)・佐藤 秋博 1)・栗田 恵 1)・大橋 悠司 1)・半澤 周一 1)

富谷 雅樹 1)・槻林 理香 1)・米澤 靖人 2)・門奈 宗嗣 2)・大鹿糠 徹 3)・阿部 浩明 3)

1)北福島医療センター
2)パシフィックサプライ株式会社
3)広南病院リハビリテーション科
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目的
近年、脳卒中患者の機能回復に関して安静時fMRIを利

用し、脳内の各領域間の相互関係の解析が注目されて

いる。目的は、急性期脳梗塞患者の一次運動野が有す

る機能的結合（FC）の強度と理学療法評価との関係性

について検討することである。

方法
対象は、初発脳梗塞患者8名（64±13歳、右半球損傷

2名、左半球損傷6名）、健常者9名（61±4歳）。方

法は、両群に対して安静時fMRI検査を実施した。患

者群においては、発症1週目に撮像した。解析には、

Matlab上のFC解析ソフトフェアConnを使用した。始め

に、健常者群で関心領域（ROI）を左右の中心前回に

設定した集団解析を実施し、FCを有する領域を抽出し

た（pFDR corrected：P＜0.01）。次に患者群での解析

では、ROIを損傷側中心前回に設定し、健常者群で抽

出された部位とのFC強度を個別に算出した。最後に、

算出した各FC強度と運動麻痺の程度：SIAS運動項目

得点、バランス能力：BBS得点の関係性を検討するた

め、Pearson積率相関係数の検定を行った。有意水準は

5％とした。

結果
健常者群の解析では、対側中心前回の他、両側中心後

回、同側上頭頂小葉、同側中心下溝周囲が抽出され

た。患者群の解析では、損傷側中心前回と抽出された

部位の両側とのFC強度に設定した。結果、損傷側中心

前回と対側上頭頂小葉とのFC強度のみBBS得点と正の

相関関係を認めた（r＝0.71、P＜0.05）。

考察
急性期脳梗塞患者の損傷側中心前回と対側上頭頂小葉

とのFC強度は、バランス能力と関連した。上頭頂小葉

の役割の1つに、姿勢の総体的情報の認識が挙げられ

る。そのため、運動野と上頭頂小葉の結合性がバラン

ス能力に関与することは妥当と考えられる。しかし、

今回の結果が対側半球であることや安静時fMRI検査を

利用したことを考慮すると、解剖学的な関係性ではな

く、運動関連のネットワーク内において半球間の関係

性が保たれていることの重要性を示唆すると考えられ

た。

説明と同意、および倫理
研究の実施に先立ち、所属施設の倫理委員会にて承認

を得た（承認番号16-4）。研究参加にあたり全ての被

験者に研究の目的、趣旨を十分に説明し、書面による

同意を得た。

キーワード：急性期・脳梗塞・Functional connectivity
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-3

急性期脳梗塞患者の損傷側中心前回が有するFunctional 
connectivityと運動麻痺、バランス能力の関係性について

−健常者データを基にした検討−
皆方 伸・佐々木 正弘・鈴木 智士・照井 駿明・澄川 皓恵・堀川 学

中村 和浩・豊嶋 英仁
秋田県立循環器・脳脊髄センター
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目的
Hybrid Assistive Limb®(以下：HAL®)は人が筋肉を動

かす際の微弱な生体電位信号を検出し、随意的な運動

を実現するロボットである。HALの有効性を示した研

究の多くが両脚型や単脚型であり単関節型(HAL自立支

援用単関節タイプ、以下：HAL-SJ)の報告は少ない。本

研究は、脳卒中者にHAL-SJを用いた運動効果の差異を

明らかにすることとした。

方法
回復期病棟入院中の脳卒中者7名、慢性期経頭蓋磁気

刺激治療入院患者1名の計8名で移動能力がFunctional 

Ambulation Category3以上とした。下肢運動麻痺は

Brunnstrom Recovery StageⅢ2名、Ⅳ2名、Ⅴ2名、

Ⅵ2名であった。同一者に対し座位での膝伸展運動10

回×10セットを、HALアシスト運動と自動介助運動の

各1回実施した。測定間は1日以上空け、ランダムに順

番を決定した。評価項目は10m最大歩行、Numerical 

Rating Scale(NRS)、麻痺側膝伸展筋活動量とし各運動

前後で測定した。10m最大歩行は、各2回実施し歩行

速度、歩行率、重複歩長の平均値を算出した。NRSは

滑らかさ、持久力、スピード、力強さ、実用性で5項目

の平均値を算出した。麻痺側膝伸展筋活動量は表面筋

電図を使用し、座位（股・膝関節90°屈曲位）で5秒

間の等尺性最大随意収縮を各2回測定した。被験筋は大

腿直筋、内側広筋、外側広筋の3筋の合計値を麻痺側

伸展筋活動量とし、筋収縮開始後1秒から4秒までの3

秒間の平均振幅と振幅の最大値を算出した。そして、

各運動前後と2条件での変化量を比較した。各運動前

後の比較を反復測定による2要因の分散分析、2条件で

の変化量の比較を正規性の有無で対応のあるt検定及び

wilcoxon符号付順位和検定を行なった。統計ソフトは

Rver2.8.1を用い、有意水準は5%とした。

結果
HAL運動前後の結果では、歩行速度は0.94±0.47m/s

から1.02±0.47m/s、歩行率は1.76±0.35歩/秒から

1.83±0.33歩/秒、重複歩長は1.02±0.35mから1.08

±0.36mと変化し統計学的に有意差があった(歩行速

度、歩行率p<0.01、重複歩長p<0.05)。NRSは5.1±2.4

点から6.1±2.7点、麻痺側伸展筋活動量は平均振幅9%

増加、振幅の最大値は6%増加を示し、これらは統計

学的に有意差はなかった。自動介助運動前後の結果で

は、歩行速度は1.08±0.52m/sから1.13±0.53m/s、

歩行率は1.93±0.49歩/秒から1.98±0.5歩/秒、重複

歩長は1.05±0.27mから1.08±0.28mと変化し統計学

的に有意差があった(歩行速度、歩行率p<0.01、重複

歩長p<0.05)。NRSは5.4±2.6点から5.8±2.8点、麻

痺側伸展筋活動量は平均振幅7%減少、振幅の最大値

は6%減少を示しこれらは統計学的に有意差はなかっ

た。また、条件間での有意差はなかった。加えて、変

化量の比較ではNRSにのみ統計学的に有意差があった

(p<0.05)。

考察
各運動前後で歩行速度、歩行率、重複歩長に有意差が

あったが、NRSと麻痺伸展筋活動量は有意差はなかっ

た。このように、座位での膝伸展運動は歩行能力に即

時的な効果を与える可能性が示唆された。2条件での変

化量の比較は、NRSでのみ統計学的に有意差があった

が、他の項目はなかった。これは、1回ずつの介入に

おける比較であったため、有意差がみられなかったも

のと考える。しかし、傾向として歩行速度、歩行率、

重複歩長の変化量は自動介助運動よりHAL運動の方が

高いことと、随意収縮ではHAL運動後のみが高かった

ことを考慮すると、2条件ではHALの方が下肢筋力及

び歩行能力を高めるには有効な方法になるのではない

かと考えられた。今回は、単一介入の検討であったた

め、今後は症例数や介入回数を検討し実施する必要が

ある。

説明と同意、および倫理
対象者には本研究の目的を説明し書面にて同意を得

た。また、当院倫理委員会の承認を得て実施した。承

認番号61-B。

キーワード：ロボット・脳卒中・下肢機能
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-4

脳卒中者に対するHAL-SJを用いた下肢の運動が与える即時的効果
〜自動介助運動との比較〜

田中 孝顕・齋藤 頼亮・内藤 大樹・加藤 隆・春山 大輝・渡辺 光司
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
脳卒中のリハビリテーション（以下、リハビリ）では

地域連携パスなど急性期病棟と回復期リハビリ病棟の

関わりが重要視されている。在宅復帰を目指す回復期

リハビリ病棟の適応患者は増加を示している一方、急

性期病棟であっても許容される入院日数の中で集中的

にリハビリを行い、在宅復帰を目指す試みが重要とさ

れており、当院においても早期より退院時の身体機能

やADL(Activities of Daily Living)能力を予測すること

が求められている。急性期脳卒中の予後予測に関する

報告は大学病院等で行われたものが大半である。高度

医療機関において示された予後予測指標は、当院のよ

うな一般病院には必ずしも合致しているものとは言え

ず、より適切な評価指標を検討する必要性がある。

方法
平成30年5月～11月に当院急性期病棟に入院し、理

学療法を施行した脳出血、脳梗塞患者67名を対象と

し、再発例（脳卒中の既往を持つ者）、くも膜下出血

例、開頭手術例、重度合併症例は除外した。なお、

重度合併症は本研究においては急性呼吸不全や心不

全等により離床を第4病日以降に阻害するものと定義

した。年齢68.9±15.3歳(平均±標準偏差)、性別は

男性47例、女性20例、疾患名は脳梗塞46例、脳出血

21例、麻痺側は右片麻痺33例、左片麻痺34例であっ

た。当院の理学療法は、主治医の処方に基づき進めら

れており、離床が許可された患者では第3病日以内に

座位、立位、歩行練習が速やかに実施されている。歩

行能力を予測する因子として、脳卒中運動機能障害重

症度スケール（Japan stroke scale-Motor function:以

下、JSS-M）、Trunk Control Test（以下、TCT）、疾

患名、年齢、性別、麻痺側を選択した。初期評価時の

これら6変数を独立変数、発症14日後、またはそれ以

前に退院した患者に関しては退院時の歩行自立/非自

立を従属変数とした。独立変数における歩行自立/非

自立との関連性をSpearmanの相関係数、χ2検定によ
り求め、ロジスティック回帰分析にて歩行自立/非自

立との関係性を検討した。また、Receiver Operating 

Characteristic(以下、ROC)曲線、曲線下面積を算出

しJSS-M、TCTの発症14日後における歩行自立のカッ

トオフ値の検討を行った。歩行能力に関しては、

Functional Independence Measure(以下、FIM)を採用

し修正自立～自立（FIM 6～7点）を自立と定義し、そ

れ以外(FIM5点以下)は非自立とした。統計処理はEZR

を使用し、有意水準は5%未満とした。

結果
集 計 の 結 果 、 歩 行 自 立 者 3 6 例 、 非 自 立 者 3 1 例 で

あった。統計的分析より、歩行自立と年齢が相関を

認め(p<0.05)、JSS-M、TCTでは強い相関を認めた

(p<0.01）。また、χ2検定より右片麻痺と歩行自立に
強い関連性を認めた（p<0.01）。ロジスティック回帰

分析では、JSS-Mにおいて歩行自立/非自立との関連性

（p=0.02）を示した。さらに、JSS-MとTCTに関して

はROC曲線を求め歩行自立/非自立との関連性の検討

を行った結果、JSS-Mではカットオフ値10.09点（感度

80%、特異度80%、曲線下面積0.903）、TCTではカッ

トオフ値48.0点（感度90%、特異度83%、曲線下面積

0.911）であった。これらの結果から、若年、右片麻

痺、JSS-Mが低値、TCTが高値であるほど歩行自立に関

連していた。

考察
急性期病棟において、許容される入院日数の中で在宅

復帰を目指すことが重要な課題とされており、入院

直後から退院調整が実施されている。本研究の結果よ

り、発症早期でのJSS-M、TCTを用いた早期歩行予後予

測の可能性が示唆された。

説明と同意、および倫理
本研究にあたり、ヘルシンキ宣言に則り当院倫理委員

会の承認を得た。

キーワード：急性期・脳卒中・歩行
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-5

当院における脳卒中急性期での歩行予後予測因子の検討

菅野 康治
社会医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院
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目的
筋の痙縮や歩行障害のある片麻痺患者に対して、機能

的電気刺激(functional electrical stimulation：以下FES)

が歩行練習に使用される機会が多い。しかし、三軸加

速度計を用いて、歩行能力を検討した報告は少ない。

本研究の目的は、慢性期片麻痺者を対象として、長期

的にFESによる治療を実施し、痙縮と歩行への有用性に

ついて三軸加速度計を用いて検討することである。

方法
対象は、近接監視で20m以上の連続歩行可能な慢性期

片麻痺者で、罹病期間は、平均6年2ヶ月間経過した3

例(男性A、女性B、C、平均年齢47.6歳)とした。使用

機器はNESS L300TMフットドロップシステム(以下：
NESS)を用いた。電気刺激は麻痺側の前脛骨筋、腓骨

筋への刺激モードをオンタイム8秒間、オフタイム8秒

間の20分間2セットを実施した。その後、平行棒内(約

3.5m)にてフットスイッチによる遊脚期の足関節背屈

を促通し(歩行モード)、5周を5セット、杖歩行または

独歩にて80mを2セットの歩行練習を実施した。3例

は、週に1回の外来リハビリテーションで12週間介入

した。評価方法として介入前、中間日、最終日に3軸

加速度計付き歩行分析計MG-M1110TM(LSIメディエン
ス)を用いて10mの前後に3mの助走路を設けた直線の

通常歩行を計測した。短下肢装具が必要な場合は装着

して実施した。解析には、ゲイトビューMG-M1110-

PCTM(LSIメディエンス)で、歩行速度、歩行周期、歩
行周期変動係数(CV)、体幹左右対称性(LI)、歩幅を算

出し、評価した。また下腿三頭筋の痙縮については、

Modified Ashworth Scale(MAS)で評価した。

結果
全3例において歩行速度(A：19m/分→61m/分；B：

21m/分→24m/分；C：26m/分→35m/分)および歩

行周期(A：1.21秒→1.03秒；B：1.91秒→1.65秒；

C：1.63秒→1.43秒)、CV値(A：19.8%→2.2%；B：

13.7%→5.1%；C：15.3%→3.1%)で改善が見られた。

歩幅とLIは2例で改善を認めたが、1例は改善しなかっ

た。また下腿三頭筋のMASは3例で改善し、痙縮の軽

減が見られた。

考察
下腿三頭筋の痙縮の改善は、FESを実施した際の相反

抑制により、拮抗筋の痙縮が軽減したと考えられる。

またNESSの足関節背屈の促通の反復により、運動学習

が起きたことも示唆された。谷川らは、下腿三頭筋の

痙縮が低下することで伸展固定が改善され、立脚期か

ら遊脚期への移行がスムーズになると報告しており、

今回の歩行速度と歩行周期、歩幅の改善に至ったと考

える。また千鳥らは、CVは歩行周期の中で両脚支持期

が大きく関与されていると報告している。本研究にお

いて、下腿三頭筋の痙縮の軽減から歩幅、歩行速度が

改善したことを考慮すれば、両脚支持期の割合が減少

し、単脚支持期の割合が増加したため、CVが改善した

と考えられる。これらのことから、慢性期片麻痺者へ

の長期的なFESによる電気刺激や歩行練習は、下腿三頭

筋の痙縮軽減と歩行能力の向上が期待できる可能性が

あることが示唆されたが、症例数が少なく、今後さら

に検討が必要である。

説明と同意、および倫理
今回の研究は、当院の倫理委員会の許可を得て実施し

た。(承認番号30-4)また、対象者には本研究の趣旨を

十分に説明し、口頭及び書面にて同意を得た。

キーワード：機能的電気刺激・三軸加速度計・歩行
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-6

慢性期片麻痺者の機能的電気刺激装置使用による痙縮と歩行の変化
3症例の検討

片岡 良樹 1)・奥山 幸一郎 2)・斉藤 公男 3)・川瀨 真史 1)・和田 竜平 1)・金野 税 1)

畠山 幸也 1)・渡部 雄樹 1)・桝谷 真士 1)・若狭 仁 1)・灘岡 裕 1)・安田 広江 1)

野村 奈津美 1)・安保 泰宏 1)・小野寺 恵子 4)

1)秋田労災病院中央リハビリテーション部
2)秋田労災病院整形外科

3)秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科
4)大館訪問看護ステーション
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目的
近年、脳梗塞急性期治療として、遺伝子組み換え組織

プラスミノーゲンアクチベータ（recombinant tissue-

type plasminogen activator；rt-PA）に加えて器械的血

栓回収療法（mechanical thrombectomy；MT）を行う

ことが推奨されている。一方、脳血管障害患者に対す

るリハビリテーションにおいては、早期介入が一般的

となっており、早期離床が機能予後に関与するという

報告が散見される。今回、MTを行った患者において離

床時期を調査することを目的とした。

方法
対象は2016年1月～2019年3月までの間に当センター

に入院、入院時のNIHSSが9点以上で、器械的血栓回収

療法を行った患者50名（男性：29名、女性：21名、

平均年齢：72.4±12.0歳）とした。研究デザインは

後方視研究とし、以下の項目を診療録より調査した。

①MT後の再開通の評価指標：TICIgrade、②入院時の

重症度：National Institutes of Health Stroke Scale；

NIHSS、③リハビリテーション開始までの日数、④座

位、立位、歩行開始までの日数、退院時の項目とし

て⑤下肢の運動麻痺：Brunnstrom Recovery Stage；

Br.stage、⑥動作能力の指標：Motor of age（MOA）、

⑦機能自立度：modified Rankin Scake（mRS）。対象

者を有効再開通群（TICI grade≧2b、n=35）、非有効

再開通群（TICI grade≦2a、n=15）の2群に分類し、

各調査項目を比較した。なお、mRSについては、mRS

≦2を転帰良好、mRS≧3を転帰不良と定義し、統計解

析は、2群間比較にはMann WhitneyのU検定、2群間の

割合の比較にはχ二乗検定を用いた。

結果
入院時のNIHSSでは両群間に有意な差は認めなかっ

た。一方で、有効再開通群では転帰良好者の割合が有

意に大きかった（有効再開通群：54.2％、非有効再開

通群：6.7％）。有効再開通群で、退院時の下肢の運動

麻痺は軽度となり、MOAの点数が有意に高値で動作能

力も高かった（有効再開通群MOA：45.8±25.9ヵ月、

非有効再開通群：15.8±18.6ヵ月）。また、リハビリ

テーション開始までの日数（有効再開通群：1±1日、

非有効再開通群：1±1日）には差がなかったが、端座

位開始までの日数（3±3日、5±7.5日）、立位開始ま

での日数（5±11.5日、15±38.5日）では非有効再開

通群が有意に長く、離床時期が遅延していた。

考察
MTによって有効な再開通が得られた患者は機能予後

良好であることが、座位、立位、歩行開始までの日

数、退院時の下肢の運動麻痺の程度からも示された。

一方、非有効再開通群では、離床時期の遅延を認め、

機能予後も不良となることが示唆された。その理由と

して、非有効再開通群においては運動麻痺や意識障害

が重度であったことが可能性として考えられるが、そ

の他の要因も推測される。早期離床は機能予後に関わ

るとされているため、今後、非有効再開通群において

も、運動麻痺や意識障害以外の熱発や深部静脈血栓症

など早期離床の阻害要因を調べ、それらに配慮しなが

ら介入を行っていく必要性があると考えられた。

説明と同意、および倫理
対象者が特定されないよう個人情報の取扱いは厳重な

管理のもと実施した。

キーワード：器械的血栓回収療法・再開通率・離床時期
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（神経系） 】O-1-7

器械的血栓回収療法の再開通率における離床時期の調査

澄川 皓恵・皆方 伸・堀川 学・佐々木 正弘・師井 淳太
秋田県立循環器・脳脊髄センター
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目的
　運動耐容能の指標である最高酸素摂取量(peakVO2)

は心疾患患者の予後規定因子であり、心肺運動負荷試

験(CPX)によって測定される。我々はこれまでレーザー

ドップラー血流計を用いてCPX中の微小循環(CBF)を測

定してきた。本研究の目的は心疾患を対象にCPX中の

CBFの変化、および臨床的に有意味なCBF変化量を明ら

かにすることである。

方法
　当院でCPXを施行した心大血管疾患患者61名(男性

44名、平均値±標準偏差：年齢59±15歳、BMI22.3

±4.3kg/m2)を対象とした。CPX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)を用い、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。

CPXの段階はRest、ウォーミングアップ(WU)、嫌気性

代謝閾値(AT)前、AT、 最高運動負荷時(Peak)、クール

ダウン(CD)、Recovery の7フェーズとした。 ramp負荷

は10watt/分、ペダル回転数60rpmを保つように指示

し、症候限界まで負荷した。ATはV slope法およびトレ

ンド法で2名の総意で決定した。CBFはワイヤレスドッ

プラーレーザー血流計(ポケットLDF，JMS社)を用い、

専用のプローブを用いて左耳朶で測定した。CBFは耳

朶の厚さ、毛細血管数などで個体差があるため、Rest

の平均値で各フェーズの値を除した値(CBF比)を算出し

た。統計学的解析はpeakVO2と相関を示すフェーズを

検討するためにSpearmanの相関係数を算出した。次

にpeakVO2の値から対象を10 ml/kg/min未満(低VO2

群)、14～18 ml/kg/min(中VO2群)、18 ml/kg/min(高

VO2群)の3群に分け、有意な相関が得られたフェーズ

で3群間の差を検討するためにBonferroni法を用いた多

重比較検定を行った。さらに3群間すべてで差を認めた

フェーズでCBF比のカットオフ値を求めた。カットオ

フ値の決定は、受信者動作特性曲線（ROC曲線）を用

いた。なお、有意水準は5%とした。

結果
CBF比は運動負荷に伴い低VO2群では低下、中VO2群

では微増、高VO2群では上昇する傾向であった。CBF

比とpeak VO2はいずれのフェーズにおいても有意な

正の相関を認めた(それぞれ、p < 0.05)。CBF比はAT

前(低VO2群0.91 ± 0.18、中VO2群1.15 ± 0.26、高

VO2群1.30 ± 0.12)、Peak(低VO2群0.81 ± 0.20、中

VO2群1.22 ± 0.31、高VO2群1.58 ± 0.33)、CD(低

VO2群0.86 ± 0.20、中VO2群1.17 ± 0.28、高VO2

群1.65 ± 0.36)で3群間に有意差を認めた(それぞれ、

p < 0.05)。ROC曲線を用いた検討では曲線下面積はAT

前 0.864、Peak 0.904、CD 0.849であり(それぞれ、

p<0.01)、Peakでカットオフ値0.85(感度85.7%、特異

度98.1%)であった。

考察
心疾患では運動負荷に伴うCBF低下を示すものがお

り、運動耐容能との関連を認めた。また、PeakでCBF

比が0.85を下回る場合にCBF低下と判別できた。CBF

低下は運動に伴う血流再配分を反映すると考えられ、

末梢血管収縮による代償を捉えたと推察した。すな

わち、CBF低下例では交感神経活性を惹起しやすいた

め、CBFは運動療法の新しい指標として有用である。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、秋田大学医学部附

属病院の倫理委員会の承認を得て実施した(受付番号

1701)。また。対象者に研究の目的及び個人情報の取

り扱いなどについて十分な説明をし、自由意志にて研

究参加の同意を得た。

キーワード：心肺運動負荷試験・皮膚血流・心疾患
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-1

運動耐容能の低い心疾患患者は運動負荷で耳朶血流が低下する
高橋 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)

新保 麻衣 2)・鈴木 智人 2)・飯野 健二 2)・渡邊 博之 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機能展開学系 循環器内科学講座



852019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
うつ症状は、心疾患患者の予後不良に対する独立した

危険因子であり、生活の質を大幅に低下させるだけで

はなく、治療へのアドヒアランスを低下させることか

ら、うつ症状の評価や介入は重要である。心不全患者

に対して長期間の運動療法は、うつ症状を軽減させる

と報告されているが、心臓血管外科術後にうつ症状を

呈する患者に関する調査は極めて少なく、どのような

術後理学療法を展開すべきか具体的な支援方法は確立

されていない。そこで、本研究の目的は、心臓血管外

科術後にうつ症状を呈する患者の特徴を明らかにする

こととした。

方法
対象は、2018年11月から2019年2月までに当院心臓

血管外科で、心臓弁手術、冠動脈バイパス術、大動

脈置換術を施行した患者のうち、指示理解が困難で

あった患者および入院中に死亡した患者を除外した

97例（男性53例、女性44例、年齢68.2±9.6歳）とし

た。うつ症状の有無は、アメリカ心臓協会がうつ病評

価の指標として推奨しているPHQ-9（Patient Health 

Questionnaire）を術後5日目以降に測定し、PHQ-9が

10点未満の群を非うつ群、 PHQ-9が10点以上の群を

うつ群とした。患者背景因子は、年齢、性別、Body 

mass index（BMI）、術式、手術の緊急度、手術時

間、術後の合併症、集中治療室在室日数、術後在院日

数、歩行練習開始までの期間、術後の歩行自立度を診

療録より調査した。また、運動機能として、術前と術

後1週間の時点で、握力、片脚立ち時間、6分間歩行距

離、10m快適歩行速度を測定した。統計学的解析は、

対応のないt検定およびχ2検定を用い、有意水準は5%
未満とした。

結果
非うつ群は82名（男/女：47名、女性35名、年齢68.4

±9.8歳）、うつ群15名（男性8名、女性7名、年齢

67.2±8.2歳）であり、術後にうつ症状を呈する患者

は全体の15%であった。非うつ群とうつ群の間で、年

齢、性別、BMI、手術時間、集中治療室在室日数、術

後在院日数、手術から歩行自立までの日数、術前の運

動機能に有意差は認めなかった。緊急手術の割合は、

非うつ群の14名（17%）と比較して、うつ群は6名

（40%）で有意に多かった。術後1週間でトイレ歩行が

自立しない患者の割合は、非うつ群の24名（29.2%）

と比較して、うつ群は9名（60%）で有意に多かっ

た。また、PHQ-9の得点と術前と術後1週間の6分間歩

行距離の差との間に、負の相関を認めた（r＝-0.49、

p<0.001）。うつ群における術後合併症の内訳は、不

整脈コントロールの難渋が3例、胸水貯留が4例、創痛

コントロール不良が1例、嚥下障害が1例、脊髄梗塞が

1例、小腸広範囲切除術が1例、左不全麻痺の出現が1

例であった。術後何らかの合併症が生じる患者の割合

は、非うつ群の19.5%と比較して、うつ群は73.3%で有

意に高値であった。

考察
術後1週間で歩行が自立できない患者や、歩行耐久性の

回復が遅延する患者は、うつ症状を呈しやすいと考え

られる。うつ群は緊急手術の患者が多く、歩行に直接

影響を与える合併症だけではなく、不整脈や胸水貯留

なども認めていたことから、術後の一般的な経過や合

併症について改めて情報提供する場を設けることや、

うつ症状や合併症があっても病態悪化に留意しながら

可能な限り身体活動を促す工夫が必要ではないかと考

えられた。

説明と同意、および倫理
対象者に対して、心理評価や運動機能測定の意義につ

いて説明し、書面による同意を得た。また、個人情報

の保護に十分留意して、データを解析、保管した。

キーワード：心臓血管外科術後・うつ症状・歩行能力
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-2

心臓血管外科術後にうつ症状を呈する患者の特徴
石井 玲 1)・須藤 宗 1)・大平 大貴 2)・二宮 竜司 1)・貝塚 健 1)・羽田 量 1)

渡部 稲子 3)・増田 信也 4)・永谷 公一 4)

1)青森県立中央病院　リハビリテーション科
2)青森県立中央病院　臨床心理支援部

3)青森県立中央病院　看護部
4)青森県立中央病院　心臓血管外科
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目的
　当事業所は1～2時間通所リハビリテーション（以

下、通所リハ）で、利用者全体の9割が脳血管疾患と

なっている。なかには心疾患を合併するものもいる

が、スタッフ全体で循環器に関するリスク管理につい

ての認識が乏しかった。小島らは通所系介護サービス

における内部障害利用者へのケア体制として、①ス

タッフ間の知識・スキル、②多職種での連携強化の必

要性を挙げている。そこで当事業所で血圧チェック表

を用いた取り組みを行い、一定の効果があったため報

告する。

方法
　平成29年8月から平成29年9月の期間に当事業所を

利用したものを対象とした。心疾患合併症例やリハビ

リ中の心血管イベントをカルテから後方視的に調査し

た。さらに調査結果を踏まえて血圧チェック表を作成

し、心疾患合併者には誰が見ても分かるようにマーク

を記載した。また、職場内での勉強会を実施し、各ス

タッフでリハビリのプログラムの見直し、修正を行っ

た。取り組みは平成29年8月から平成31年2月の期間

とした。

結果
　利用者103名（年齢中央値74歳）から、合併症に心

疾患保有者28名（年齢中央値79.5歳）であった。心疾

患保有者の内訳（重複あり）は、不整脈24名、虚血性

心疾患7名、心不全2名、大動脈狭窄症1名、拡張型心

筋症1名であった。取り組み前は6名が心イベント（徐

脈や不整脈など）で受診しており、3名は新たな治療

を要し、他の3名は経過観察であった。取り組み後は

心イベントの発生はなかった。また、問診やバイタル

チェックの測定値をみて、スタッフ間で確認するよう

になった。特に、利用者に関わる機会が多い介護士か

らの確認が増えた。

考察
　今回、取り組みを行ったことで、スタッフの内部障

害への意識が変わったことが、このような結果になっ

たと思われる。今後は、利用者自身に自分の体を知っ

てもらい、自己管理が可能となることが、生活期にお

ける内部障害保有者の自立支援につながるのではない

かと考える。

説明と同意、および倫理
当院倫理委員会の承認を得た。

キーワード：通所リハビリテーション・心疾患・血圧
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-3

当事業所における心疾患保有者に対する取り組み
石川 一美 1)・加藤 雅也 1)・髙橋 裕介 2)・髙村 美幸 1)・小貫 渉 1)

1)中通リハビリテーション病院
2)秋田大学医学部附属病院　リハビリテーション部
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目的
心不全患者に対する吸気筋トレーニング（Inspiratory 

muscle training: IMT）は、理学療法ガイドラインにお

いて、エビデンスレベル1、推奨グレードBに位置付け

られており、運動療法やレジスタンストレーニングに

加えて、補完的にIMTを併用することが推奨されてい

る。IMTでは、吸気抵抗負荷を繰り返すことで横隔膜

をはじめとした吸気筋に負荷を付与するが、その際の

血行動態は十分に検討されておらず、循環動態が不安

定な患者に対するIMTの安全性は不明瞭な点が多い。

本研究は、心不全患者に対するIMT実施中の血圧・脈

拍、および不整脈出現頻度を測定し、その安全性につ

いて検討することを目的とした。

方法
対象は、当センターに入院中で、心臓リハビリテー

ションを実施している心不全患者15名（年齢78±10

歳、身長158.1±10cm、体重54.8±12.1㎏、BMI21.6

±2.4kg/m2）とした。心不全重症度に関しては、
EF59.3±17.8、入院時BNP468±232であった。IMT

には、POWERbreath®KH2医療用デジタル呼吸筋ト

レーナーを用い、最初に最大吸気口腔内圧（Maximum 

Inspiratory Mouth Pressure : PImax）を測定した上

で、その40％強度で、5分間の持続的なIMTを実施し

た。IMT施行中の血行動態は、連続血圧・血行動態測

定装置Finometor MIDI（ゼロシーセブン株式会社製）

を用いて測定した。さらに心電図モニタリングを行

い、IMT前・中・後での不整脈出現の有無（出現した

場合はその種類と頻度）について観察した。得られた

各々の血圧・脈拍のデータは、30秒ごとの平均値を算

出し、経時的な変化を一元配置分散分析および事後検

定にて解析した。有意水準は5％とした。

結果
IMT中の血圧は、収縮期、拡張期ともに安静時と同程

度で推移し、有意差を認めなかった。一方で、脈拍に

ついては、IMT開始から約3分間上昇を続け、以降は

プラトーとなり、負荷終了後は速やかに安静時のレベ

ルに復帰した。脈拍の変化には有意差を認め、安静時

と比較し、開始3分の最大値となるポイントでは有意

な脈拍上昇であった（安静時＋7±5bpm）。心電図モ

ニタリングでは、IMT中に心室性期外収縮の頻度が増

加した患者が、約20%存在したが、単発の期外収縮で

あり、治療を要する不整脈の出現を来した者は皆無で

あった。

考察
5分間、40%PImaxでのIMTを実施し、その際の血行動

態を評価した。負荷強度の設定は、30－60%PImaxが

選択されることが多く、臨床で用いる負荷として妥当

なものと考える。トレーニング中の血圧はわずかな推

移にとどまり、脈拍については有意な上昇を示したも

のの、その幅は7±5とわずかな範囲にとどまり、心

負荷の観点でみると、軽微なものと推測される。ただ

し、負荷中に単発ながら心室性期外収縮の頻度が増加

する者も見られており、特に心室頻拍の既往がある患

者など、心室性期外収縮が出現しやすいと予想される

患者は、心電図モニタリングや自覚症状の確認を行い

ながら、実施することが望ましいと考えられた。

説明と同意、および倫理
倫理的配慮として、本研究はヘルシンキ宣言に基づい

て行われた。対象者には、本研究の目的と内容、およ

び考え得るリスクについて十分に説明し、研究への参

加は自由意志であることを明示したうえで、参加の意

志が得られた場合に書面にて同意を得た。

キーワード：心不全・吸気筋・血行動態
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-4

心不全患者に対する吸気筋トレーニングは安全か？
血行動態評価による検討

加賀屋 勇気 1)・堀川 学 1)・皆方 伸 1)・大倉 和貴 2)・土田 泰大 1)・阿部 芳久 3)

1)秋田県立循環器・脳脊髄センター　機能訓練部
2)秋田大学医学部附属病院　リハビリテーション科

3)秋田県立循環器・脳脊髄センター　脳心血管病診療部
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目的
糖尿病患者一人当たりの平均的な服薬数は4.8剤と報告

されている。さらに、糖尿病を合併した脳卒中患者の

服薬数は増加する傾向にある。服薬数の増加は、経済

面の負担が増大するだけでなく、心理的な負担や副作

用のリスクを増大させる。そのため、糖尿病患者の運

動療法は、血糖管理を行うための確立した治療方法と

して実施されている。しかし、糖尿病を合併した脳卒

中患者は、身体機能の制限により、十分な運動量の確

保が難しく、糖尿病に対する運動療法の実施が困難に

なることが多い。しかし、我々は、糖尿病を合併した

脳卒中患者に、短時間のペダリング運動を導入するこ

とで、血糖指標が改善したことを報告している。そこ

で今回は、短時間のペダリング運動の導入が服薬数、

薬価に変化を及ぼすか検討することとした。

方法
対象は、当センター回復期病棟に入院した2型糖尿病

を合併した脳卒中患者36名とし、介入群を18名と対照

群18名に割りつけた。介入群は、リカンベント式自転

車エルゴメーターを週に5回10分、8週間の介入を行っ

た。効果判定指標は、血糖値、HbA1c、服薬数、薬価

とした。統計解析として、介入前における基本的な対

象者特性を対応のないt検定および、Fisherの正確検定

を用いて比較した。効果判定には、血糖値及びHbA1c

は、二元配置反復測定分散分析を用いて、群(介入/対

照)と時間(介入時、4週時、8週時)の2要因の交互作用

を検討した。服薬数、薬価においては、各郡内で対応

のあるt検定を用いて前後の比較を行った。以上の統

計解析にはRを用い、有意水準は5%とした。なお、全

症例に薬物療法、食事療法、理学療法が実施されてい

た。

結果
介入開始前の時点において、2群間の年齢、性別、

BMI、血糖値、HbA1c、服薬数、薬価に有意な差は認

められなかった。血糖指標である血糖値は、有意な交

互作用がみられ、介入群のみ有意に減少した(F=6.03、

P<0.01)。また、HbA1cは、有意な交互作用がみられ、

介入でのみ有意に減少した(F=8.49、P<0.01)。服薬数

は、介入群で2.3±1.08剤から1.5±0.89剤に有意に減

少した(P<0.01)。薬価は、介入群で7559±3781円か

ら5054±2879円に有意に減少した(P<0.01)。

考察
本研究は、短時間のペダリング運動によって血糖指標

が改善するだけでなく、服薬数や薬価が減少する波及

効果を示した。これまで、運動療法が血糖指標を改善

させる報告は数多くあるが、服薬数や薬価をアウトカ

ムとした介入研究はなく、本研究は、糖尿病を合併し

た脳卒中患者の服薬数、薬価の改善効果に着目した新

しい研究である。糖尿病を合併した脳卒中患者の医療

費は報告されていないが、脳卒中患者一人当たりの医

療費は、約32万1100円、糖尿病患者の医療費は、約

31万4700円と報告され、年々増加している。合併症

が増加するほど、医療費が増加する傾向にあり、糖尿

病を合併した脳卒中患者にも同様の傾向があるものと

考える。今回の研究で、服薬数や薬価が減少したこと

は、患者の経済的負担を軽減するだけでなく、医療費

削減の一助となる可能性が示唆された。また、従来の

糖尿病患者への運動療法は、有酸素運動やレジスタン

ストレーニングなど脳卒中患者や重複障害を呈する患

者に適応することが困難であった。今回の研究で効果

が示されたことは、必ずしも有酸素運動を実施するの

ではなく、短時間でも運動を継続することが重要であ

る考えた。運動の継続が経済的負担を軽減させ、患者

の意欲が向上する好循環につながり、脳卒中再発予防

や糖尿病合併症の進展防止に寄与するものと考えた。

説明と同意、および倫理
本研究の実施にあたっては、ヘルシンキ宣言に従って

行い、研究の目的や方法を説明し、同意を得て実施し

た。

キーワード：脳卒中・糖尿病・ペダリング運動
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-5

糖尿病を合併した脳卒中患者への短時間のペダリング運動が与える
波及効果

鈴木 智士・皆方 伸・佐々木 正弘・藤原 理佐子
秋田県立循環器・脳脊髄センター
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目的
乳癌に対する手術療法後の上肢機能障害として、肩関

節可動域制限やリンパ浮腫などが報告されており、

その要因として、切除による軟部組織の欠損、術後疼

痛、不動による関節拘縮、皮弁間張力に伴う伸長痛、

腋窩の瘢痕などが挙げられている。実際に周術期から

退院後に至るまで高頻度で個別的な理学療法が必要と

なる症例を経験する。その一方で、実際の瘢痕組織の

形成範囲に着目した調査は筆者らが文献を渉猟した範

囲では確認されなかった。そこで、本研究の目的は瘢

痕形成に関わる因子と、瘢痕組織の形成範囲が個別理

学療法介入頻度に及ぼす影響を検討することである。

方法
対象は、当院において2018年1月から2018年10月ま

での間に乳癌の外科的治療を受けた108例中、腋窩郭

清を伴う外科的治療を受け、且つ術後放射線治療計画

または経過観察のCT画像がある14例とし、画像不明

瞭な1例を除外した13例とした。観察項目は、術後補

助療法として行われる放射線治療計画用、または年次

スクリーニングとして術後1年目に撮影されるCT画像

から、水平断で胸鎖関節が確認できる高さの画像を使

用し、小胸筋の周囲の瘢痕(以下小胸筋エリア)、腋窩

の胸壁から皮膚まで(以下腋窩エリア)の2区域におい

て筋膜に連続する瘢痕画像の有無を観察した。また、

カルテから術式、術側、部位、郭清レベル、放射線療

法の照射部位と照射量、化学療法、ドレーン排液量、

BMI、年齢、利き手、退院後から6ヶ月間の個別理学療

法介入頻度(以下外来PT回数)の情報を収集した。解析

は、小胸筋エリアで瘢痕画像が確認された群(以下SH有

群)と確認されなかった群(以下SH無群)に分け、収集し

た情報の各項目をMann-WhitneyのU検定、T検定、X2

を用い比較した。また、それぞれの群で退院後1～3ヶ

月と4～6ヶ月の外来PT回数をWilcoxonの符合付き順

位検定を用い比較した。腋窩エリアにおいても、瘢痕

組織が確認された群(以下EH有群)と確認されなかった

群(以下EH無群)に分け、同様の流れで解析を行った。

統計処理にはSPSSver24を用いた。

結果
SH有群(5例、年齢59.0±5.1歳)とSH無群(8例、年齢

59.6±9.3歳)の各項目の比較では、術式(p=0.035)、乳

房への放射線照射(p=0.035)、鎖骨上への放射線照射

(p=0.035)に有意差が認められた。SH有群では、乳房

全切除術(SH有60%、SH無群0%)、乳房への放射線照射

無し(SH有群60%、SH無群0%)、鎖骨上への放射線照射

有り(SH有群60%、SH無群0%)の割合が高かった。EH

有群(8例、年齢60.5±5.5歳)とEH無群(5例、年齢57.6

±10.8歳)の各項目の比較では、術側(p=0.032)に有意

差が認められた。EH有群では、術側が非利き手(EH有

群88%、EH無群20%)の割合が高かった。各群での退

院後1～3ヶ月と4～6ヶ月の外来PT回数の比較では、

SH無群で1～3ヶ月(2.13±1.13回)と4～6ヶ月(0.63±

0.74回)で有意差がみられ(p=0.016)、SH有群、EH有

群、EH無群では有意差は認められなかった。

考察
瘢痕形成の根本的な原因としては一般的に外科的治療

や放射線照射が考えられるが、今回の結果ではEHで

はなくSHが外来個別理学療法の回数と関連していたこ

とは、従来の推定されていたものとは異なり、臨床的

にも示唆に富む結果である。本研究の限界は対象者数

が少ないことと、CT上の瘢痕所見の解析法がまだ確立

されていない点が挙げられる。症例を集積するととも

に、画像の解析方法についての精度の検証が課題であ

る。

説明と同意、および倫理
本研究は業務上取得した情報を匿名化して用いた後方

視的研究であり、所属機関ホームページにおいて研究

の実施について公開し倫理的配慮を行った。

キーワード：乳癌・CT画像・介入頻度
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-6

CT画像を用いた乳癌術後患者の瘢痕形成に関わる因子と、瘢痕形成が
個別理学療法実施頻度に及ぼす影響の予備調査

髙野 綾・神保 和美・木皿 紗耶加・大橋 悠司・笠原 龍一・山本 優一
北福島医療センター
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報告の焦点
　骨転移患者に対するリハビリテーション（以下リ

ハ）実施のエビデンスはCと推奨度は低いが、骨関連

事象（SRE）の発現リスクに配慮しつつ患者の日常活

動度（ADL）および生活の質（QOL）の維持あるいは

向上の観点からリハの実施が検討されている。本症例

は第4頸椎転移性骨腫瘍により頸椎固定術が施行された

が、その後多発骨転移が発見された症例である。今回

多職種で連携し、運動療法・動作指導を行い家事動作

獲得へと至った経過を以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
[基本情報]60歳代女性。X日に右手の麻痺が出現しAク

リニック受診、X線・MRIにて第4頸椎に骨融解あり。

X＋5日に当院入院。X＋7日にB病院転院、同日第2-6

頸椎固定術、第3-4頸椎椎弓切除術施行。X＋20日に

当院へ転院、リハ開始となる。PET画像にて頸椎・胸

椎・腰椎・鎖骨・肩甲骨・肋骨・左寛骨臼・腸骨・恥

骨・左大腿骨にFDG集積あり。頸椎は装具を着用中、

腰部は硬性コルセットをX＋34日から着用中。[社会的

背景]独居、介護保険未申請。[Hope]家事と車の運転が

出来るようになりたい。[趣味]料理

[理学療法評価]FIM：116点。PS：2。立位姿勢：骨盤

後傾、円背著明、頸部伸展、頭部前方位。左上肢で顎

部を支えている。上肢支持なしでは10分程度で頸部後

面の疼痛・疲労感出現。疼痛検査：座位・立位時に頸

部後面に疼痛有り（VAS：2~3程度）。感覚検査：両上

下肢・腹部異常感覚あり。握力：右12kg、左15kg。

触診：腹筋群筋緊張低下、僧帽筋上部線維筋緊張亢

進。

介入方法と経過
　本人のHopeである家事動作獲得を目指し介入を行っ

た。硬性コルセット装着前はベッド上で頸部のリラク

ゼーション、頸部伸展筋群の筋力増強運動を実施。硬

性コルセット装着後は杖使用での歩行練習、階段昇降

の動作指導、床上動作指導を行った。転院当初は回復

期病院への転院を希望されており、家事動作・運転動

作の練習を行いたいと考えていた。疼痛が強く生じて

いないため、病状に対する理解がされていない状況で

あった。そのためベッド上での介入の際には症例から

は「物足りない」などの発言が聞かれていた。そのこ

とを多職種カンファレンスの際に医師に相談し、CT・

MRI画像等を用いて説明していただいた。その際に、

今後運転は困難であること、家事動作に関してはコル

セット装着の上、行える範囲で行って良いと説明して

いただいた。上記に対して改めて症例の同意が得ら

れ、リハを進めることができた。

帰結評価
　頸部リラクゼーションにより僧帽筋上部線維の筋緊

張の改善、頸部筋筋力増強運動により立位姿勢にて頸

部伸展・頭部前方位の改善が図られ、上肢での顎部の

支持が必要なくなり、立位保持時間の延長が図れた。

それによって本人の希望である調理動作の際の休憩回

数を減らすことができた。また杖歩行獲得により、大

腿骨への負担を軽減することができた。

考察
　本症例は疼痛が弱いため、自覚症状に乏しく、骨転

移の状態以上に活動性を求めていた。今回、医師など

多職種で連携を図り、本人への状態の説明、安静度等

を検討した事により、骨折や麻痺のリスクがある事を

理解していただくことができた。その後は骨折や麻痺

のリスクを理解した状態でリハを進める事ができ、結

果としてADL・QOLの維持・向上が図れた。今後、が

ん患者の割合が増え、骨転移を有するリハ対象者の増

加が予想される。本症例のように骨転移の状況に考慮

しつつ、ADL・QOLを向上できるように、より多職種

連携が重要である。

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

は口頭、紙面にて十分な説明を行い同意を得た。

キーワード：多職種連携・家事動作・転移
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（内部障害） 】O-2-7

多職種連携により家事動作獲得に至った多発骨転移の症例

髙橋 遼太・大髙 拓也
JA福島厚生連 白河厚生総合病院
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目的
変形性膝関節症（Knee Osteoarthritis：以下膝OA）は

高齢者に多い骨関節疾患の一つであり、膝関節の疼痛

や筋力低下などにより下肢の運動機能の低下を招く。

動的バランス能力の評価として重心動揺測定による姿

勢安定度評価指標（Index of Postural Stability：以下

IPS）がある。これは安定域の面積が大きく重心動揺が

小さいほど、姿勢の安定性は高くなることから考案さ

れた指数で、Berg balance scaleとの相関が報告されて

いる。また、年齢と天井効果を示すことなく相関する

ことも報告されている。しかし膝OA患者を対象とした

IPSについて検討した報告はない。本研究の目的は膝

OA患者の主症状（痛み、筋力低下）とIPSの関連を明

らかにすることである。

方法
対象は手術目的に当院に入院した膝OA患者28例（男

性：10例、女性：18例、平均±標準偏差：年齢 65 ± 

9 歳、BMI 27.1 ± 5.4 kg/m2）とし、術前日に測定を
行った。重心動揺検査には重心動揺計（重心バランス

システム JK-101 II、ユニメック社製）を使用し、測定

肢位は足底内側を10cm離した立位とした。支持基底面

の中央付近の最も安定した位置、および前方、後方、

右方、左方へ重心移動した位置で10秒間の足圧中心を

測定し、代表面積、安定域面積、重心移動距離を示す

安定域左右径・前後径をそれぞれ算出した。IPSはlog

（（安定域面積 + 重心動揺面積）/重心動揺面積）で

定義した。痛みの評価はVisual Analogue Scale（以下

VAS）を用いて測定した。両側の等尺性膝関節伸展筋

力をハンドヘルドダイナモメータ（モービィ、酒井医

療株式会社）を用いて測定し、体重で除し、術側筋力

と非術側筋力をそれぞれ算出した。統計学的解析は重

心動揺指標とVAS、筋力との関連性を検討するため、

年齢を制御因子とした偏相関係数を算出した。解析ソ

フトはSPSS statistics 24（IBM社製）を用い、有意水

準は5%とした。

結果
IPSは1.13 ± 0.35、代表面積は775.4 ± 558.3 mm2、

安定域面積は9935.8 ±5552.0 mm2、安定域左右径
は106.2 ± 27.3 mm、安定域前後径は87.0 ± 33.0 

mm、VASは53.1 ± 24.0 mm、術側筋力は0.32 ± 

0.17 kgf / kg、非術側筋力は0.39 ± 0.17 kgf / kgで

あった。VASはIPS、安定域面積、安定域左右径、安

定域前後径と有意に相関した（順にr ＝ -0.502、r = 

-0.494、r = -0.438、r = -0.544、全てp=0.01）。VAS

と代表面積、筋力とIPSやその他の指標との間に有意な

相関は認められなかった。

考察
健常高齢者を対象とした先行研究ではIPSは1.75 ± 

0.28であり、膝伸展筋力との間に正の相関があると

報告されている。本研究では膝OA患者のIPSは先行研

究よりも低値を示し、痛みと負の相関を示していた。

また、本研究では安定域面積との間で相関を示してお

り、重心動揺面積を表す代表面積とは相関は示さな

かった。IPSは安定域面積と重心動揺面積の2つの指標

を含んでおり、疾患によって特性が異なるとされてい

る。膝OA患者では安定域面積が低下しており、疼痛

により安定域面積の減少を招いていることが推察され

た。そのため、膝OA患者では疼痛によって健常高齢

者よりも動的バランスが低下していることが推察され

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、各患者に事前に本研

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、同意のうえで実施した。

キーワード：変形性膝関節症・立位バランス・疼痛
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-1

変形性膝関節症患者の主症状と姿勢安定度評価指数との関連性の検討
須田 智寛 1)・畠山 和利 1)・渡邉 基起 1)・髙橋 祐介 1)・大倉 和貴 1)・菊池 耀 1)

齊藤 英知 2)・斉藤 公男 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



922019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
変形性股関節症に対して、人工股関節全置換術（Total 

Hip Arthroplasty；THA）は患者満足度の高い手術であ

る。しかし、術後の足趾爪切りについては自立度が低

く、特に術前に足趾爪切りが不可能な症例は、術後も

難渋することが予想される。術後の足趾爪切り方法は

複数あるが、人工股関節の脱臼リスクを避けるため、

股関節屈曲、外転、外旋の複合動作である開排動作で

の自立が理想である。複合動作の評価として、踵引き

寄せ距離を用いた靴下着脱に関する報告は散見される

が、足趾爪切りに関する報告は少ない。本研究の目的

は、THA術後における足趾爪切り獲得時の踵引き寄せ

距離について目標値を算出することとした。

方法
対象は二次性変形性股関節症で術前に足趾爪切りが不

可能だった20例のうち、前外側進入法THAを行い、術

後足趾爪切り可能群の15例(男性3例、女性12例、内

転筋切離7例)、不可能群の5例(男性1例、女性4例、内

転筋切離5例)とした。測定項目は、踵引き寄せ距離(%)

(自動運動によって対側下肢上を開排させながら踵を挙

上させた時の内果から踵までの距離/対側上前腸骨棘か

ら内果までの距離×100)を、術前、術後に開排動作で

の爪切りが可能となった時点、不可能であった場合は

退院時に測定を行った。除外対象は、術側膝関節屈曲

制限(130°未満)、人工股関節再置換術例、脊椎手術

既往歴のあるものとした。統計処理は、R2.8.1 を使用

し、群と時期について2要因の分散分析を行い、有意差

があった効果に対して事後検定を行った。また、術後

の踵引き寄せ距離(%)についてROC解析を行った。有意

水準は5％とした。

結果
各群の年齢、身長、体重に有意差はみられなかった。

可能群の足趾爪切り達成時期は18.0±8.2日、不可能群

の退院評価時期は28.3±3.3日であった。踵引き寄せ

距離(%)の平均値は、可能群が術前28.9±18.0、自立時

52.7±13.9、不可能群が術前19.1±21.3、退院時32.8

±16.1であった。2要因分散分析を行い、群と時期に

それぞれ主効果を認め、交互作用は認めなかった。各

群における術前後の比較では、可能群において術前か

ら自立時において有意な改善がみられた(p＜0.05)。群

間における比較では、術後に可能群と不可能群で有意

差がみられた(p＜0.05)。ROC解析の結果、術後の踵引

き寄せ距離(%)について、足趾爪切り可否のcut off値は

55％であった。(感度0.67、特異度1.00、AUC=0.84、

p<0.05）

考察
先行研究では、靴下着脱自立時の踵引き寄せ距離につ

いて、木下らがカットオフ値を0.49と報告している。

当院では、仰臥位アプローチである前外側進入法THA

のため、対側下肢の半分以上の踵引き寄せが可能とな

るように内転筋切離などの処置を行い、術中に可動域

コントロールを行っている。本結果では、足趾爪切り

可否のカットオフ値は55%となった。これは足趾爪切

りは靴下着脱動作と比較し、上肢の巧緻性と足趾の目

視を要するため、股関節の複合的関節可動性がより必

要であると考えられる。本結果では、踵引き寄せ距離

がカットオフ値に満たない場合にも可能な例が見られ

た。靴下着脱に関しては、体幹柔軟性が影響するとい

う報告もあり、術後の筋力や疼痛、腫脹の程度なども

爪切り自立の可否に影響することが考えられる。今後

は踵引き寄せ距離だけでなく、自立の可否に関する他

の要因について検討が必要である。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。また本研

究は当院倫理審査委員会の承認を受けて施行した(第

30-1号)。

キーワード：人工股関節全置換術・爪切り・踵引き上げ距離
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-2

踵引き寄せ距離を用いた人工股関節全置換術後患者の足趾爪切り動作の
検討

齋藤 尚弥 1)・五十嵐 林郷 1)・葛西 貴徹 1)・成田 陽祐 1)・佐々木 英嗣 2)・赤石 孝一 3)

1)弘前記念病院リハビリテーション科
2)大館市立総合病院整形外科

3)弘前記念病院整形外科
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目的
人工股関節全置換術(THA)は、疼痛の改善やQOLが向

上する手術法であるが、脱臼に対する不安感から満足

した生活を送れるか懸念する症例もある。日本整形外

科学会股関節疾患評価質問票メンタル尺度(JHEQメン

タル)は心理的な面を評価することができるが、運動パ

フォーマンスや筋量などの体組成データ、心理的な要

因を含めた多角的な検討の報告は少ない。本研究の目

的はTHA前側方アプローチ術後早期のJHEQメンタルに

関連する要因を多角的に検討することである。

方法
対象は変形性股関節症によりTHA(前側方アプローチ)

を施行し、術前と術後3ヶ月の評価を行えた女性43

名である(平均年齢63.1±7.5、両側例10例)。対象者

はJHEQを記入し、JHEQ疼痛、JHEQ動作、JHEQメ

ンタルを算出した。他の患者立脚型評価として、疼

痛の程度を疼痛VAS(100mmを最大疼痛)、不安感を

示すHADS-Anxiety(HADS-A)、抑うつ感を示すHADS-

Depression(HADS-D)、破局的思考(PCS)より下位尺度

のPCS反芻、PCS無力感、PCS拡大視、中枢性感作とし

てCSI-9を実施した。運動パフォーマンスは10m最大

歩行テストより歩行速度(m/s)、歩幅(m)を、片脚立位

保持は70秒を上限として実施した。体組成データは

MC-980A(TANITA社)を用いてBMI、と四肢骨格筋指標

(ASMI=四肢筋量/身長2)を算出した。疼痛VASと片脚立
位保持時間については、片側例は術測のデータを、両

側例において疼痛VASは最大値を、片脚立位保持時間

は最小値を採用した。統計解析は3ヶ月時点において、

従属変数をJHEQメンタル、説明変数に年齢とその他の

各評価項目を投入して回帰分析を行った。

結果
JHEQメンタルの平均値(SD)は、術前で8.7(4.7)、術

後3ヶ月で19.9(6.6)であった。重回帰分析の結果、

術後3ヶ月時点のJHEQメンタルに関連していたのは

JHEQ動作(標準偏回帰係数β=0.50)、HADS-A(β=‐

0.33)、PCS無力感(β=‐0.25)であった(自由度調整済

みR2=0.53、p<0.01)。3ヶ月時点のJHEQメンタルの
平均値以下をJHEQ低値群とし、JHEQ動作の各項目

を説明変数とした多重ロジスティック回帰分析を実

施したところ、しゃがみの困難さ(オッズ比=0.36、

95%CI=0.16-0.83)と、浴槽の出入りの困難さ(オッズ比

=0.34、95%CI=0.14-0.86)が選択された(p<0.01)。

考察
術後3ヶ月の関連性として不安感や疼痛による無力感

が選択されたことから、疼痛の強さではなく、心理状

態の悪化とJHEQメンタルの悪化が関連することが示唆

された。またJHEQ動作が関連し、運動パフォーマンス

との関連性を認めなかったことから、歩行以外のADL

動作の困難さとJHEQメンタルの悪化が関連することも

示唆された。前側方アプローチは筋や靭帯切離が最小

限であるため、歩行や階段昇降は術後早期から回復し

ている可能性があり、ADL動作の中ではしゃがみや浴

槽の出入りの困難さがJHEQメンタルの悪化に影響する

結果となったと考えられる。今後はより長期での検討

や、患者満足度、遷延性疼痛という観点でも解析を行

う予定である。

説明と同意、および倫理
弘前記念病院倫理委員会の承認を受けて実施した（整

理番号29-15号）。対象者には研究内容、同意と撤回

の自由を説明したうえで、同意書による承諾を得て実

施した。

キーワード：人工股関節全置換術・JHEQメンタル・心理的要因
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-3

前側方アプローチの人工股関節全置換術後早期におけるJHEQメンタル
尺度に関連する因子の検討

-運動パフォーマンス，体組成データ，心理的要因，CSIスコアを含めて
の検討-

葛西 貴徹 1)・佐々木 英嗣 2,3)・五十嵐 林郷 1)・赤石 孝一 1)

1)弘前記念病院
2)大館市立総合病院

3)弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座
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目的
福島県理学療法士会では、学童軟式野球選手に対する

野球肘検診・メディカルチェックの他、学童ソフト

ボール選手に対しても同様の活動を行っている。

　以前我々は学童野球選手と比較し、学童ソフトボー

ル選手では肩痛が多い傾向があることを報告した。野

球とソフトボールはオーバーヘッドスポーツに分類さ

れるが、ボールの大きさ・重さ・塁間距離及びフィー

ルドの大きさなどの違いがあり、特に身体的に未成熟

で筋力も不十分な学童期では、肩関節に加わる負担が

異なる可能性がある。今回我々は、ソフトボール選手

の肩・肩甲帯機能について、同年代の野球選手と比較

して検討したので報告する。

方法
対象は、2017年度に福島県内の2地区で開催された野

球肘検診に参加した学童ソフトボール（以下：SB）選

手の野手92名（平均年齢：10.7歳）、野球（以下：

BB）選手の野手79名（平均年齢：10.8歳）である。

投手は野球とソフトボールで投法が異なるため除外し

た。

肩・肩甲帯機能の評価は、肩甲骨位置非対称性、肩甲

骨内転制限、肩後方タイトネス、肩外転筋力、烏口突

起圧痛について評価した。統計学的検討として、SPSS 

Ver.25を使用し、χ二乗検定、Fisherの直接確率検定

を使用し、有意水準を5％未満とした。

結果
各項目の有病割合は、肩甲骨位置非対称性SB35.4％、

BB65.2％、肩甲骨内転制限SB46％、BB32.6％、肩

後方タイトネスSB31％、BB40.2％、肩外転筋力低下

SB33％、BB43％、烏口突起圧痛SB30.1％、BB6.6％

であった。肩甲骨位置非対称性はBB群で有意に有病割

合が高く（P<0.05）、烏口突起圧痛はSB群で有意に有

病割合が高かった（P<0.05）、肩甲骨内転制限はSB群

で、肩後方タイトネスと肩関節安定性低下はBB群で有

病割合が高い傾向が認められたが有意差はなかった。

考察
本研究では、ソフトボール選手は野球選手と比較し烏

口突起圧痛の有病割合が有意に高く、肩甲骨内転制

限の有病割合が高い傾向が認められた。一方で、投球

による負荷を反映する肩甲骨位置非対称性や肩後方タ

イトネス、肩外転筋力低下は野球選手と比較して少な

かった。小胸筋の収縮は肩甲骨の前傾と外転を誘導す

るため、小胸筋の伸縮性低下は肩甲骨後傾と内転を制

限する。また小胸筋は烏口突起に付着するため、小胸

筋の伸縮性低下は烏口突起への牽引ストレスを増加さ

せる可能性がある。本研究の結果から学童期のソフト

ボール選手では投球に伴う通常の肩関節への負荷と比

較して、小胸筋へよりストレスが加わっている可能性

が示唆された。

説明と同意、および倫理
本研究は福島県立医科大学倫理委員会の承認を得てお

り、選手本人、保護者、指導者に十分に説明し、書面

にて承諾を得た。

キーワード：肩甲帯・肩・学童期
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-4

学童期ソフトボール選手の肩・肩甲帯機能
－学童期野球選手との比較－

小林 裕史 1,2)・鴫原 智彦 2)・斎藤 裕貴 1,2)・佐々木 一希 1,2)・今野 裕樹 2)・猪狩 貴弘 3)

大歳 憲一 4)

1)JA福島厚生連坂下厚生総合病院
2)福島県理学療法士会公益事業局メディカルサポート部

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



952019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
上腕骨外側上顆炎（以下、テニス肘）の発症には、短

橈側手根伸筋等の外側上顆に付着部を持つ筋群の過活

動が影響しており、テニスラケットのグリップ方法の

違いが前腕筋群に影響し、テニス肘の発症に関与する

可能性があると言われている。しかし、グリップ方法

の違いにおける筋電図による解析は十分に検討されて

いない。そこで、テニス肘のリハビリテーションや予

防につなげるために、グリップ方法の違いにおける前

腕筋群の筋活動を検討した。

方法
対象は、一般大学生20名（男性・女性各10名）とし、

利き手が右側の者とした。上肢下垂位にてテニスラ

ケットを床と平行に保った状態で、第1～5指でのグ

リップ（以下、全指グリップ）、第2・3指中心でのグ

リップ（以下、橈側グリップ）、第4・5指中心でのグ

リップ（以下、尺側グリップ）の3条件にて、橈側手根

伸筋（以下、ECR）、尺側手根伸筋（以下、ECU）、

橈側手根屈筋（以下、FCR）、尺側手根屈筋（以下、

FCU）の筋活動を測定した。3秒間の最大努力でテニス

ラケットのグリップを握り、前腕筋群の筋活動を各3

回測定した。筋活動の解析は、測定開始1秒後から1秒

間の筋活動の積分値を握力測定の筋活動で正規化した

値（％IEMG）を算出した。また、FCUに対するECRの

筋活動比率（以下、ECR/ FCU）を算出した。統計処理

は、各条件間で分散分析及び多重比較を行った。有意

水準は5％とした。

結果
ECRは全指グリップ89.7±29.0％、橈側グリップ70.1

±26.9％、尺側グリップ45.0±16.8％となり、全指グ

リップ・橈側グリップは尺側グリップと比べ有意に高

値だった。ECUは全指グリップ76.8±22.3％、橈側グ

リップ65.2±22.3％、尺側グリップ62.8±24.1％と

なり、条件間で有意差はなかった。FCRは全指グリッ

プ70.3±23.3％、橈側グリップ60.8±23.3％、尺側

グリップ51.0±21.9％となり、全指グリップは尺側

グリップと比べ有意に高値だった。FCUは全指グリッ

プ63.7±23.3％、橈側グリップ30.6±17.2％、尺側

グリップ51.0±18.5％となり、全指グリップ・尺側グ

リップは橈側グリップと比べ有意に高値だった。ECR/ 

FCUは、全指グリップ151.6±49.6％、橈側グリップ

310.8±249.3％、尺側グリップ99.1±49.1％で橈側グ

リップ、全指グリップ、尺側グリップの順で高値であ

り、全条件間で有意差があった。

考察
FCUの構造的に不安定な手関節尺側の安定性を高める

作用、豆状骨を介して横手根靭帯が手根アーチを形成

する作用も踏まえると、テニス肘のリハビリテーショ

ンや予防としてECRの過活動だけではなく、FCUの筋

活動との比率も考慮する必要性があり、特に第4・5指

の握りが重要であると考えられた。

説明と同意、および倫理
本研究は、東北福祉大学研究倫理委員会の承認を得

て、対象者に研究に関する十分な説明を行い、同意を

得て実施した。

キーワード：前腕筋群・筋活動・グリップ
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-5

グリップ方法の違いが前腕筋群の筋活動に与える影響
大浦 徹男 1)・黒木 薫 2)・金澤 麻衣 2)

1)医療法人徳洲会　山形徳洲会病院
2)東北福祉大学　健康科学部リハビリテーション学科
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目的
背景
福島県障がい者スポーツ協会では、福島県委託事業とし
て2014年より障がい児・者に対する運動導入段階への介
入を行う運動導入教室を開催している。障がい児・者に
対するスポーツ動作能力の評価指標が確立されていない
ため、参加者の運動能力の測定には健常者と同様の新体
力テストを用いている。しかし、障がいのため実施困難
な項目がある。
さらに近年、支援学校ではなく通常学校に通う障がい児
が増加してきた一方、体育の授業を健常児と一緒におこ
なうことができていないという問題がある。通常学校で
も体育の授業の中で一緒に測定するためには、健常者
と同様のテストに修正を加えた形にするのが理想的であ
る。
目的
障がい児・者向けに新体力テストを修正し、運動導入教
室内で使用した結果を報告する。

方法
　障がい児・者23名（男性16名、女性7名、年齢7～58
才）を対象に健常者と同様の新体力テスト（12歳から19
歳対象）を行なった。対象者の障がい区分は、肢体不自
由（重複を含む）であった。
　計測不能であった種目に対し、運動導入教室参加者が
実施できるように内容を修正した。立位・車いすの2つの
レベルに分け、それぞれの体力要素に合わせて実施でき
るよう工夫した。
　新体力テストの内容は、握力、上体起こし、長座体前
屈、20mシャトルラン、反復横跳び、ハンドボール投
げ、50m走、立ち幅跳びであるが、今回は上体起こしを
腕立て伏せに、50m走を車いすレベルでは20m走に、立
位レベルでは10m歩行に、シャトルランの距離を20mか
ら10mに修正した。立ち幅跳びは削除した。

結果
1．新体力テストは、立位・車いす走双方で50m走、シャ
トルランが規定時間内で実施困難であり、上体起こしは

動作自体が困難であった。立ち幅跳びは、立位ではほぼ
記録なく、車いすでは実施困難だった。
2．1のできなかった項目を修正した結果、22／23名の参
加者が測定可能となった。しかし重度肢体不自由者（車
いす自走困難）の1名では、シャトルラン、20m走、反復
横跳びは計測できなかった。

考察
　新体力テストが実施困難な原因として、移動に車いす
等の使用や左右対称の動作が困難なことが挙げられる。
修正版新体力テストでは、方法を工夫することで参加者
が新体力テストに参加できるようになった。しかし重度
障がい者では、測定は困難であった。新体力テストの65
歳から79歳までを対象としたものでは、日常生活動作に
関する項目、リハビリテーションの現場で測定される項
目が多く含まれている。重度障がい者を対象とする体力
テスト作成にもこのような工夫が必要と思われた。
　スポーツ動作能力を比較・検討する際には、車いす・
立位にかかわらずスポーツ活動全般に必要な要素を含む
共通のテストバッテリーが必須と思われる。しかし日本
障がい者スポーツ協会は、競技特化型のテストが選手発
掘の現場で使用されているものの、そのテスト内容が。
スポーツ活動全般にわたる多くの障がい児・者に適応す
るものとは言えない。共通のテストバッテリーは客観的
な評価指標として運動導入段階で活用できるだけでな
く、参加者のモチベーション向上にも有効である。
　今回開発した修正版新体力テストの問題点として、個
人での変化を追うことは可能だが、参加者間の比較が難
しいことが挙げられる。一般の体力テスト同様に客観的
な評価指標として用いるためには、年齢別、性別、障が
い区分別の標準化をする必要がある。そのためには、よ
り多くのデータを集めることが必要である。さらには、
本テストの再現性や妥当性についても検証していく必要
がある。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に添い十分な説明を行い、書面で同意を
得た。

キーワード：障がい児・障がい者・スポーツ
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-6

運動導入教室における障がい児・者に対しての体力テスト実施の取り組み
野村 潤 1,2,3)・松尾 洋平 2,4)・飛田 理恵 3)・要田 忠継 3)・増子 千景 3)・曲山 安宏 3)

若松 伸司 3)・丸山内 雄介 5)・増子 恵美 5)・大井 直往 1,2)

1)福島県立医科大学附属病院リハビリテーションセンター
2)福島県障がい者スポーツ協会　障がい者スポーツ医科学委員会

3)福島県障がい者スポーツ指導者協議会
4)福島県総合療育センター

5)福島県障がい者スポーツ協会



972019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
高校野球選手は、42.8％の者がシーズン中に肩の痛み

（肩痛）を経験している（十文字ら、2017）。投球

によって肩痛がある者は、原テスト（原、2003）の

Horizonal Flexion Test（HFT）とCombined Abduction 

Test（CAT）が有意に低下しているほか、肩関節外旋

筋力が低下している者が多いと報告されている（西

ら、2017）。一方で、野球選手における肩関節機能の

特徴として、投球側のHFT、CATが非投球側と比較し

て有意に低下しており、投球側肩関節ゼロポジション

での肩関節外旋筋力低下、内旋筋力増加、僧帽筋下部

筋力の低下も存在する（林田ら、2005）。以上のよ

うに肩痛を有する者は肩関節機能が低下しているが、

野球選手は肩関節機能の低下を認める選手が多いため

に、障害発生の原因とは確定できない現状である。そ

の一因として投球障害肩発生に関する縦断研究が少な

いのも理由である。そこで本研究の目的は野球選手を

対象として、HFT、CAT、外旋筋力や僧帽筋下部筋力

といった肩関節機能低下が投球障害肩の発生に関係す

るかを縦断研究により検討することである。

方法
同一高校野球部3年生26名を対象に実施した。身長、

体重を測定し、投球側、既往歴を調査した。身体機能

は投球のあまり行われないオフシーズンの1、2月に実

施し、疼痛の観察期間は大会による影響を考慮しシー

ズンインの3月から4月までの2か月間とした。なお、

評価時にすでに投球時痛を有しているもの、手術歴が

あるものを除外した。投球側-非投球側のHFTとCAT

について、カラーテープを使用し肩峰、上腕骨内側上

顆、上腕骨外側上顆をマークする。測定肢位は仰臥

位とし、デジタルカメラで撮影し、image J Ver 1.51

（NIH）によって角度を測定する。モービィMM-100

（ミナト医科学社製）を用い、腹臥位にて肩関節2nd

外旋、僧帽筋下部繊維の筋力、仰臥位にて肩関節2nd

内旋を測定する。疼痛の評価はシーズンインから2か月

間追跡し、疼痛があった場合はすぐに報告してもらう

ように指示する。疼痛有りとは、1週間以上の投球がで

きない程の投球時痛や、自発的に病院を受診して障害

を認めたものとする。調査終了後、従属変数を肩痛発

生の有無、独立変数をHFT、CATの投球側・非投球側

差、肩回旋筋力比、僧帽筋下部体重比としてステップ

ワイズ法（AIC）による多重ロジスティック回帰分析を

行った。統計学的解析にはR version 2.8.1（CRAN）を

使用した。

結果
投球時肩痛を有したものは14名であった。多重ロジス

ティック回帰分析の結果、肩回旋筋力比（オッズ比OR

＜0.000）が有意な変数として抽出された（モデルχ

2検定p<0.05）。ORが低いのは、高い判別性のためで

あった。

考察
投球障害の予防において、ストレッチの重要性や方法

については多くの報告がされている。しかし、本研究

の結果から、肩回旋筋力比の低下も投球障害肩発生の

一因となる可能性がある。投球時肩関節には31.2±

9.29Nmの外旋トルクと骨頭を前方へと移動させる力

がかかると報告されている（Kaizu,2018）。また、投

球により肩内旋筋力向上し肩外旋筋力が低下すること

が報告されている（田中ら、2012）。したがって肩回

旋筋力比の低下は投球時に、骨頭を関節窩に対し求心

位に保てなくなることから投球障害肩を引き起こしや

すくなると考える。このことから、野球選手を診る際

には、関節の可動域のみではなく、肩回旋筋力にも着

目する必要がある。

説明と同意、および倫理
対象者には調査実施前に本研究の目的と方法、研究へ

の参加の任意性と同意撤回の自由およびプライバシー

保護についての十分な説明を行い同意を得る。参加者

が本課題への参加に同意し、同意書に本人とその保護

者が署名した者のみ本課題の対象者とする。

キーワード：野球・筋力比・投球
2019年09月14日　13:20 ～ 14:40【 口述発表（運動器Ⅰ） 】O-3-7

高校野球選手の投球障害肩発生に関わる因子の検討
十文字 雄一 1,2)・対馬 栄輝 2)・小林 秀男 3)・津田 謙矢 3)・鈴木 洋子 1)

1)医療法人平心会　須賀川病院
2)国立大学法人　弘前大学大学院　保健学研究科

3)医療法人平心会　須賀川病院　整形外科
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目的
　選択的に腹横筋を収縮させる方法として、腹部引き

込み運動（以下、Draw-in）が挙げられる。腹横筋の研

究について、表面筋電図では深部筋の記録が困難であ

るため、近年では超音波診断装置（以下、エコー）を

用いた腹横筋機能評価法の妥当性が示されている。し

かし、エコーを用いた四肢筋の研究では、筋厚に加え

て超音波エラストグラフィー（以下、筋硬度）を測定

したものが多いのに対し、腹横筋に対して筋硬度を検

討した研究は見当たらない。筋厚と筋硬度の結果から

筋出力を推定可能とする報告より、腹横筋の筋出力の

検討が可能であると考えられる。そこで今回、腹横筋

トレーニングであるDraw-inを4週間実施し、側腹筋の

筋厚と筋硬度の結果からトレーニング効果と脊柱アラ

イメントに及ぼす効果について検討することを目的と

した。

方法
　対象は整形疾患を有さない健常成人女性11名とし

た。トレーニング実施前には、背臥位でエコー画像

を見ながらDraw-inの運動指導を行った。その後自主

トレーニング（以下、トレーニング）として松原ら

(2013)の方法を参考に、週3～4日の計4週間実施し

た。超音波診断装置（HITACHI-Aloka社製 Noblus / 

7MHzリニアプローブに筋硬度測定用の音響カプラー

を装着）を用いて安静呼気終末時の腹横筋・内腹斜

筋・外腹斜筋の筋厚と筋硬度を測定した。筋厚を5回、

筋硬度を10回測定し、それぞれ平均値を求めた。脊柱

アライメントは、スパイナルマウス（Index社製）を

用いて、仙骨傾斜角、腰椎前弯角、胸椎後弯角を測定

し、3回の平均値を求めた。測定はトレーニング前後の

合計2回実施した。

結果
　トレーニング前後の比較における安静呼気時の筋厚

は、背臥位の外腹斜筋のみ有意に減少がみられ（p＜

0.05）、内腹斜筋と腹横筋には変化はみられなかっ

た。安静呼気時の筋硬度はトレーニング後において、

背臥位で外腹斜筋と腹横筋で増加（p＜0.05）し、立

位では外腹斜筋（p＜0.05）、内腹斜筋（p＜0.01）、

腹横筋（p＜0.01）で有意に増加した。脊柱アライメ

ントは、トレーニング後に仙骨傾斜角の有意な減少を

認めた（p＜0.05）。

考察
　今回、4週間のDraw-inトレーニングによる安静呼

気時の腹横筋の筋厚に変化はみられなかった。今回、

安静呼気では腹横筋の筋肥大に効果がみられないこと

を示した。一方、立位と背臥位で腹横筋の筋硬度が有

意に増加したことから、安静呼気時においても筋収縮

が高まり、腹腔内圧の増加に作用したことが考えられ

る。また、スパイナルマウスの結果からトレーニング

後に仙骨傾斜角の減少が認められた。腹横筋の収縮

は、腸骨をinflare方向に引っ張り、仙腸関節を圧縮さ

せ効果的に安定化できる報告を裏付ける結果であっ

た。

説明と同意、および倫理
　参加は任意であること、参加に同意しないことを

もって不利益な対応を受けないこと、いつでも撤回す

ることができること、被験者として選択された理由、

研究の意義・目的・方法・期間、個人情報の取り扱

い、研究成果の発表について文書と口頭にて説明し、

同意を得た。

キーワード：腹横筋・脊柱アライメント・超音波エラストグラフィー
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-1

腹部引き込み運動の継続が腹横筋・脊柱に及ぼす効果
海藤 夏稀 1)・鈴木 克彦 2)・金子 絵梨花 3)

1)鶴岡協立リハビリテーション病院
2)山形県立保健医療大学

3)山形県立中央病院
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目的
腰部脊柱管狭窄症(以下、LSCS:Lumbar Spinal Canal 

Stenosis)は下肢への放散痛や間欠性跛行を呈する疾患

で、とりわけ移動動作を困難とする疾患である。通常

では、LSCS術後7-14日目に退院となると言われてい

るが、術後に下肢の疼痛やしびれなどの遺残症状を認

めた例では入院が長期化するとの報告もある。当院で

は、脊椎の代表的な変性疾患であるLSCSに対して除圧

術や固定術などの観血的治療法を行っており、術後経

過良好例がいる一方で入院が長期化する例も散見され

る。本研究の目的は、当院におけるLSCSに対して手術

を施行した患者の在院日数に影響を及ぼす因子を検討

することとした。

方法
対象は2017年4月から2018年12月までの間で当院に

て脊柱手術を施行し自宅退院した50名(男性 28名、女

性 22名、年齢 68.8±7.4歳、身長 158.1±9.9cm、体

重 61.0±9.6kg)とした。除外基準は、中枢神経疾患を

有する者、脊柱手術の既往がある者、術前に独歩が自

立していない者とした。検討因子は、性別・年齢等の

基本情報、罹患部位、術式、腰部椎間板ヘルニア(以

下、LDH:Lumbar Disc Herniation)合併の有無、術前後

の理学療法評価とFIM、術後2週における独歩自立の可

否とした。これらの因子間の相関関係をみるために、

スピアマンの順位相関にて相関行列表を確認した。そ

こから多重共線性を考慮し、独立変数を取捨選択し

た。統計的解析では、在院日数に影響する因子を検討

するために、従属変数を在院日数、独立変数を基本情

報、術式、術前後の10m歩行･TUG･6分間歩行･片脚立

位･FIM、術後2週の独歩の可否とし、重回帰分析(ス

テップワイズ法)を行った。統計的解析にはR2.8.1を使

用した。

結果
重回帰分析の結果、術後在院日数に影響を与える因子

として、術後2週のFIM（標準偏回帰係数：β=0.48、

P＜0.001）、術後2週における独歩自立の可否（β

=0.45、P＜0.001）、TLIF（β=0.26、P＜0.001）が

選択された。自由度調整済みで、決定係数はR2=0.82で
あった。また相関係数より、術後2週のFIMはTLIF・開

窓術・LDHの合併と、術後2週における独歩自立の可

否はTLIF・開窓術・LDHの合併・身長・体重と、TLIF

は術前の10m歩行、術前後の片脚立位、と強い相関が

あった。（r＞0.88）

考察
本研究の結果より、在院日数には術後2週のFIM･独歩

の可否、TLIFが影響していた。また、これらの3つの

因子にはLDHの合併、術前の歩行能力が関係している

ことが示された。LSCSに対する観血的治療法として、

腰椎不安定性が認められる症例や除圧のみでは症状が

改善されないと判断された重症例はPLIFやTLIFなどの

固定術が選択される。一般に固定術は除圧術に比べて

術後プロトコルの経過は長く、当院においても同様で

ある。また、TLIFが術前の10m歩行と強い相関があっ

たことを踏まえると、固定術を必要とする症例は術前

から歩行能力が低下しており、術後の独歩やADL獲得

に難渋する可能性が高いため、入院が長期化している

のではないかと考えられた。

今後は、本研究を活かして情報収集する検討因子を再

検討し、さらにサンプル数を増やすことで、在院日数

と術前後の歩行能力に影響する下肢症状との関係を明

らかにしていきたい。また、今回は身体的因子に着目

して検討したが、認知機能などの精神的因子や独居の

有無などの社会的因子が入院を長期化させている可能

性もあるため、それらを含めた検討も必要であると考

える。

説明と同意、および倫理
本研究にあたり医療法人芙蓉会村上病院倫理委員会の

承認を得て、後方視的に実施した。

キーワード：腰部脊柱管狭窄症・在院日数・影響因子
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-2

腰部脊柱管狭窄症術後症例の在院日数に影響する因子の検討
石戸 史織 1)・柳谷 百映 1)・安原 教子 1)・石川 玲 2)

1)芙蓉会村上病院
2)弘前大学大学院保健学研究科
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目的
バスケットボール競技は、攻守の展開が早く、ジャン

プ、ストップ、切り返し動作の繰り返しが要求され

るという競技特性を有する。そのため、下肢の関節に

は多大な負荷が加わり、膝関節や足関節における障害

の発生頻度が高い。学童期における選手の間でも例外

ではなく、膝関節や足関節の障害は多くの選手が経験

する。しかし、その実態は不明な点が多い。我々は、

2013年度より学童期バスケットボール選手に対して、

障害予防を目的にメディカルサポートを行っている。

本研究の目的は、メディカルサポート開始後5年間の障

害の発生頻度の推移を検討して、その有用性を明らか

にすることである。

方法
2013年度と2017年度に福島県会津地区で施行した

メディカルサポートに参加した学童期バスケット

ボール選手を対象とした。2013年度の参加者は144

名、2017年度が124名であった。平均年齢は11.4歳

（9~12歳）であった。メディカルサポートはメディカ

ルチェック（以下MC）、医科学講習、ストレッチング

講習から構成されている。医科学講習とストレッチン

グ講習は、選手だけではなく、保護者や指導者も対象

として行った。事前にアンケートを用い、過去と現在

の膝関節痛と足関節捻挫の既往の有無を調査した。MC

では膝関節と足関節の圧痛の有無を調査した。膝関節

では脛骨粗面部の圧痛の有無を評価した。また、足関

節では足関節外果周囲の圧痛を評価した。膝関節、足

関節共にどちらかの下肢に圧痛がある場合を圧痛あり

と定義した。下肢柔軟性の指標として踵殿間距離（以

下HBD）と、下肢伸展挙上角度（以下SLR）を調査し

た。HBDは0cmを超えた場合を大腿前面タイトネスあ

りと定義した。またSLRは70度未満の場合を大腿後面

タイトネスありと定義した。対象を2013年度参加者と

2017年度参加者の2群間で比較検討した。統計学的検

討はχ²検定を用い、有意水準は5%とした。

結果
膝関節痛既往を有する選手の割合は2013年度59名

41%、2017年度40名32%であった。足関節捻挫の既往

を有する選手の割合は、2013年度65名45%、2017年

度43名35%であり、共に有意な減少は認められなかっ

た。

脛骨粗面に圧痛が認められた選手の割合は2013年度

14名10%、2017年度12名10%であった。足関節外果

周囲に圧痛が認められた選手の割合は2013年度31名

22%、2017年度17名14%であり、共に有意な減少は認

められなかった。

大腿後面タイトネスを有する選手の割合は2013年度が

75名52%、2017年が17名14%であり統計学的に有意

な減少が認められた（p>0.05）。大腿前面タイトネス

を有する選手の割合は2013年度が19名13%、2017年

度が4名3%であり、統計学的に有意な減少が認められ

た（p>0.05）。

考察
本研究の結果より、メディカルサポートを継続して行

うことで、下肢タイトネスを有する選手の割合が減

少することが明らかとなった。ストレッチング講習を

含むメディカルサポート事業は、下肢タイトネス予防

に有効である可能性がある。一方、膝関節痛や足関節

捻挫の頻度には有意な減少が認められなかったことか

ら、実際の障害を減少させるためには、新たな介入が

必要である可能性がある。

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、対象者への保護

には十分留意し、説明と同意を得て行った。

キーワード：バスケットボール・メディカルサポート・障害発生頻度
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-3

学童期バスケットボール選手に対するメディカルサポート開始5年間の
障害発生頻度の推移

渡邉 篤史 1)・樫村 孝憲 1)・渡邉 和之 2)

1)JA福島厚生連　塙厚生病院
2)福島県立医科大学医学部整形外科学講座
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目的
障がい児・者への運動導入教室開始後5年が経過した。

教室は、運動導入コース、アスリートコース、指導者

養成講習会から成っており、参加者のスポーツ活動だ

けでなく指導者の育成も行っている。運動導入教室の5

年間の成果と課題について報告する。

方法
2014年から2018年までに福島県で行われた運動導入

教室参加者数、活動内容、身体機能面について検討す

る。

結果
参加者のべ数は2014年179名、2015年328名、2016

年643名、2017年1030名、2018年1311名と増加し

ていた。継続的な参加により、身体機能面、社会的

活動面、精神機能面で改善がみられ、日常生活活動

（ADL）の改善・向上へとつなげられた。身体的な成

長に合わせて競技用車椅子の調整などの介入も行っ

た。また大会等への積極的な参加者も見受けられた。

導入コースからアスリートコースへ進む参加者もい

た。指導者養成講習会では、現在までに3名が修了して

いる。

考察
運動導入教室の継続的な参加者や指導員からの情報配

信により、運動導入教室が周知され、新規の参加者

が増えてきている。導入コースでは、アンケートやス

ポーツテストの結果より、ADLの拡大、運動意欲の向

上がみられた。県内で行われている障がい者スポーツ

総合体育大会やマラソン大会への参加意欲にも繋がっ

ている。アスリートコースではパフォーマンスの向上

がみられ、大会での記録の更新や代表選考と繋がって

いる。指導員養成講習会では、運動導入教室に対応で

きる指導員が増え、指導員間での知識・技術も向上

し、参加者に対してのプログラムが充実した。

　2018年度より開催場所を増やしたことで、障がい

児・者が参加できる機会が増えたことに加え、それま

で遠方のために参加できなかった方も参加できるよう

になった。今後の課題としては、参加者の増加に伴

い、限られた施設の中での新しいプログラムの立案

や、身体機能に合わせた運動指導が必要となってく

る。現状の身体活動レベルを評価し、リスク管理を徹

底し、さらに充実した運動導入教室の運営につなげ

て、あわせて指導員の育成にも力を入れたいと考えて

いる。

説明と同意、および倫理
本研究を行うにあたり、参加者に対してヘルシンキ宣

言に従って十分に説明をし、書面にて同意を得た。

キーワード：障がい者・スポーツ・運動導入
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-4

福島県運動導入の5年間の成果と結果
飛田 理恵 1)・野村 潤 1,2,3)・要田 忠継 1)・曲山 安宏 1)・増子 千景 1)・村上 光輝 1)

若松 伸司 1)・丸山内 雄大 4)・増子 恵美 4)・松尾 洋平 3,5)・大井 直往 2,3)

1)福島県障がい者スポーツ指導者協議会
2)福島県立医科大学附属病院リハビリテーションセンター

3)福島県障がい者スポーツ協会　障がい者スポーツ医科学委員会
4)福島県障がい者スポーツ協会

5)福島県総合療育センター
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目的
障害者スポーツでは競技レベルの高度化が進む一方

で、指導者やサポーターが不足しており、競技の普及

や指導者数の確保が重要な問題となっている。近年、

都市圏では様々なイベントのボランティアや大会ス

タッフ、ヘルパー等で学生が障害者に関わることが多

く、障害者スポーツを「知る」「関わる」機会が増え

てきている。しかし、地方では障害者スポーツに関し

ては経験・情報が少なく、障害者スポーツに接する機

会が少ないのが現状である。そこで、本研究は東北地

区の理学療法学科学生を対象とした障害者スポーツの

認知度を明らかにすることを目的とした。

方法
対象者は、東北地区の理学療法学科1年生～4年生まで

計881名（平成30年11月時点）とした。方法は、アン

ケート調査に関する依頼文書を各学校に配布し、記載

されているURLまたはQRコードを読み込み、Google

フォームにて回答を得た。被験者にはアンケートへ回

答することで研究参加に同意したとみなすことを書面

で伝えた上で実施した。アンケート内容は、基本属性

（年齢、学年、地域）と障害者スポーツに関する言葉

の認知度（言葉を知っているかどうか、内容を知って

いるかどうか）、競技の観戦経験の有無とした。

結果
290名の有効回答が得られた（回収率：32.9％、年

齢：19歳以下104名、20～25歳179名、26歳以上7

名、学年：1年次95名、2年次81名、3年次83名、4

年次31名、地域：青森県34名、秋田県3名、岩手県

116名、山形県14名、宮城県60名、福島県63名）。

パラリンピックに関しては、言葉を聞いたことがある

99％、内容を知っている97.9％であった。しかし、そ

の他の言葉で内容を知っていると答えた対象者は、全

国障害者スポーツ大会36.6％、スペシャルオリンピッ

クス5.5％、デフリンピック11％であった。障害者ス

ポーツの観戦経験は、経験がある54.8％、経験がない

45.2％であった。観戦経験のある種目に関しては、パ

ラリンピックで車椅子バスケットボール83.8％、車椅

子テニス63.8％、陸上59.7％、全国障害者スポーツ

大会で車椅子バスケットボール31.7％、車椅子テニス

13.1％、陸上37.6％であった。また、全く競技を見た

ことがないという対象者はパラリンピック3.4％、全国

障害者スポーツ大会37.6％であった。

考察
東北圏の理学療法学科学生において、パラリンピック

以外の主要な障害者スポーツ大会の認知度が極端に低

いこと、半数以上の学生が障害者スポーツの観戦経験

があるが、車椅子バスケットボールと車椅子テニス、

陸上競技以外の競技の観戦経験が不足していることが

明らかになった。今回対象となった養成校では、ス

ポーツ理論やスポーツ障害理学療法、心身障害論がカ

リキュラムに組まれていたが、障害者スポーツに関し

ては一校のみ車椅子バスケットボールに関する講義を

設けているのみで、全体としては「授業で触れる程

度」が現状であった。これが東北圏内の理学療法学科

学生における障害者スポーツの認知度の低さの原因の

一つであると考えられた。今後は、障害者スポーツの

イベントや練習会、団体の周知等、各地域の障害者ス

ポーツに関わる機関の間での情報交換ツールを確立す

ることで理学療法学科学生への障害者スポーツの普及

と障害者スポーツに関わる人数の増加を目指すことが

課題である。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針に

従って本調査を実施した。

キーワード：障害者・理学療法学生・アンケート
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-5

東北地区の理学療法学科学生における障害者スポーツへの認知度に関する
アンケート調査
鈴木 郁美・髙橋 仁美

市立秋田総合病院
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報告の焦点
投球動作における投手のフォームは大きく4つに分類

され、オーバースロー以外の投球方法における投球障

害の報告は少ない。球速の遅いサイドスローやアン

ダースローは肩肘への負担が少ないという意見もある

一方、サイドスロー選手のスポーツ障害は肋骨疲労骨

折を中心に少数ながら散見される。しかし、サイドス

ロー投手の内側上顆剥離骨折に関する報告は少なくこ

の場にて報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　中学1年生。右投げサイドスロー硬式野球投手。右肘

関節痛のため当院受診し、右上腕骨内側上顆剥離骨折

の指摘をうけ保存療法を開始する。4週間の上肢スプリ

ント固定後、理学療法を開始した。

　初期評価時の立位体前屈-5cm、肘関節JOAスコア

79点、握力右34kg、左32kg、胸腰椎回旋可動域、

Combined Abduction Test、Horizon flexion Testに大

きな左右差はなく、SLR右80°左80°であった。本症

例はサイドスロー投手で肩甲上腕関節や肩甲胸郭関節

の柔軟性が保たれているが投球障害に至った症例であ

る。

介入方法と経過
　ワインドアップ期では初期、最終評価とも骨盤～体

幹とも垂直位を保持しており安定している。ストラ

イド期では初期評価では体幹の投球側へ側屈が大きく

観察される。コッキング期では初期評価で投球側への

側屈と肘関節外反ストレスが大きく観察される。フォ

ロースルー期ではステップ側の下肢を中心に体幹回旋

が起こり特徴的な動作は観察されない。

　肘関節JOAスコアよりスプリント固定後の可動域制

限に対しROMエクササイズを実施した。肩甲胸郭関節

と肩甲上腕関節の左右差が少ない本症例では、ストラ

イド期からコッキング期の体幹側屈と肘関節外反スト

レスを減少させるため介入当初より体幹、下半身中心

の筋力強化運動を行った。段階的に投球数を増やし競

技復帰に至った。

帰結評価
最終評価では立位体前屈0cm、肘関節JOA100点と改善

し動作観察ではコッキング期の体幹側屈が減少した。

介入回数10回、113病日にて骨癒合がレントゲン検査

にて観察され競技復帰が可能となった。

考察
投球は下肢から体幹、上肢へと発生する運動エネル

ギーを効率よくボールへ伝達する動作であり、投球動

作を全身運動として捉え当該関節との関連を予測しな

がら治療介入を進めていく必要がある。肘関節に作用

する外反ストレスはコッキング後期に最大になると報

告されるためストライド期から後期コッキング期への

動作観察が重要となる。サイドスロー投手の下肢の運

動特性は加速期に足関節を固定したまま膝関節を伸展

させフォロースルーへ移行すると報告される。高速投

球時の軸脚筋活動で40%MVC以上を発揮するのは、

早期コッキング期で股関節外転作用として中殿筋が活

動する。後期コッキングから加速期では長内転筋、薄

筋が股関節内転作用を担い、大腿二頭筋が股関節伸展

作用をすることで並進運動を行い加速期の体幹回旋運

動をスムーズにさせている。下半身や体幹を中心とし

た筋力強化運動はコッキング期での並進運動をコント

ロールし、体幹側屈と肘関節の外反ストレスを減少さ

せ競技復帰に至ったと考えられる。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に準じ保護者に口頭にて説明し同意を

得ている。

キーワード：投球障害・サイドスロー・内側上顆剥離骨折
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-6

サイドスロー投手上腕骨内側上顆剥離骨折後の理学療法経験

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
Pusher現象は空間に対する主観的垂直認知の障害

（Karnathら、2000）が一つの要因とされ、その介入

には垂直指標の提示や探索、「押せない」環境場面で

の動作練習などにより、垂直判断の認知を学習する方

法がある。しかしながら、発症早期においては、重度

の運動麻痺や体幹筋の不均衡などの問題によって非麻

痺肢の活動を強化させ、二次的に「押す」行為を助長

させてしまう場合がある。以上より、Pusher現象は垂

直判断の偏倚のみならず、非麻痺肢の過活動の問題も

併存している可能性がある。それらに対して、Fujino

らは腹臥位肢位で四肢・体幹の過剰な筋活動を抑制

させ、Pusher現象を改善させる（2016）と報告して

いる。そこで、本検証の目的は、腹臥位療法による

Pusher現象の変化と持続効果を検証することである。

方法
対象は、80歳代の女性。診断名は脳梗塞（右前大脳動

脈領域）で左片麻痺を呈する。運動麻痺はBrunnstrom 

Recovery Stage（BRS）で上肢Ⅰ、手指Ⅰ、下肢Ⅰ。

感覚障害なし。左半側空間無視あり。静的座位では、

麻痺側へ重度の傾きがあり、非麻痺側上肢でベッド柵

を強く把持する。また、他動的な姿勢修正への抵抗あ

り。発症2病日より、リハビリテーションを開始し、

10病日から腹臥位療法を実施した。

研究デザインは、シングルケーススタディデザイン

[ABABデザイン]を用いた。介入期間をA1期（非介入

期）、B1期（介入期）、A2期（非介入期）、B2期

（介入期）の4期に分け、各期をそれぞれ3日間とし

た。各期に共通してPusher現象に対する基本的介入

[姿勢鏡を利用した視覚フィードバック、ポジショニ

ングや療法士の介助による抗重力姿勢の確保、非麻痺

側方向への重心移動練習など]を行った。B1・B2期で

は、基本的介入に加え腹臥位療法を10分間付加した。

Fujinoらの推奨する腹臥位療法とは、腹臥位肢位にて

四肢・体幹を脱力させ、力を抜くことを学習させる方

法である。本症例は円背姿勢のため、シムス位（腹臥

位に近い姿勢）にて行った。Pusher現象の評価には、

Scale for Contraversive Pushing（SCP）を用い、体幹

機能および基本動作能力の評価にTrunk Control Test

（TCT）とした。評価時期は、介入前・A1後・B1後・

A2後・B2後とした。

結果
評価結果は、介入前/A1/B1/A2/B2の順に記載する。

SCP：5.5/5.5/3.75/3.75/3.5、TCT：0/0/12/12/25。

静的座位において、口頭指示のみで姿勢の修正と非麻

痺側への重心移動が可能となった。加えて、非麻痺側

上肢の支持なしで静的座位保持が可能となった。症例

からは、腹臥位施行中および座位保持時に「楽だ」と

の感想が聞かれた。その他、動的座位および立位場面

での変化はなし。BRSは手指のみⅣへ改善。

腹臥位療法の施行により、四肢・体幹のリラクセー

ション効果と静的座位にのみPusher現象の軽減および

姿勢の改善を主観的に認めた。

考察
　本検証では、今回の結果が腹臥位療法による効果な

のか、脳機能回復に伴う自然治癒なのかを明らかにす

ることはできなかった。しかしながら、Pusher現象の

軽減と持続効果が得られたという点で、Fujinoらの報

告と同様の結果となった。これらの要因については、

緊張性迷路反射の作用による四肢・体幹の過剰な伸筋

活動の抑制（網本、2017）が関与した可能性がある。

非麻痺肢の過剰な運動出力が軽減したことで、非対称

的な姿勢制御が修正されたためと考える。以上より、

腹臥位療法は四肢・体幹のリラクゼーション効果を促

す手段の一つとして活用できると考える。

説明と同意、および倫理
本症例には書面にて同意を得て、当院倫理審査委員の

承認を得た。

キーワード：急性期脳卒中・プッシャー症候群・腹臥位
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-7

Pusher現象を呈した重度左片麻痺例に対する腹臥位療法
ーシングルケーススタディデザインによる効果検証ー

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
機能的電気刺激（Functional Electrical Stimulation）を

用いた治療は、脳卒中治療ガイドライン2015にて推奨

グレードB、理学療法診療ガイドライン（第1版）で推

奨グレードBとされ、脳卒中片麻痺患者の歩行障害に対

する治療法として効果が示されている。当院では2018

年6月より帝人ファーマ社製歩行神経筋電気刺激装置

ウォークエイド（以下ウォークエイド）を導入してい

る。ウォークエイドは装着者の歩行パターンに合わせ

た電気刺激が可能な装置であり、腓骨神経への電気刺

激によって歩行中の足関節背屈を補助し、下垂足・尖

足患者への歩行改善効果が期待されている。今回、歩

行障害を呈した脳卒中片麻痺患者5名を対象にウォーク

エイドを用いた歩行練習を行ったため、その効果と課

題について報告する。

方法
対象は当院回復期リハビリ病棟に入院した脳卒中片麻

痺患者のうち、電気刺激療法の禁忌事項に該当せず、

ウォークエイドを使用した歩行練習に同意が得られ、

連続4週間以上実施できた5例（男性3名、女性2名、平

均年齢53.4±11.6歳、右片麻痺3名、左片麻痺2名、下

肢Brunnstrom recovery stage（以下Br.stage）Ⅲ3名、

Ⅳ2名）とした。

ウォークエイドの介入は通常の理学療法に加え、1日

20分、週5回以上実施した。

評価項目は片麻痺機能検査としてBr.stageと上田12段

階片麻痺グレード（以下上田グレード）、感覚はFugl-

Meyer assessmentの足関節位置覚、筋緊張として下

腿三頭筋のmodified Ashworth scale（以下MAS）、

足関節背屈のRange of Motion（以下ROM）、10m歩

行（時間・歩数）、理学療法士の観察による歩容の変

化、患者側の主観的感想とした。

結果
介入前と4週間後の評価において、Br.stage、上田グ

レード、足関節位置覚、MAS、ROMでは5例に共通し

た改善はみられなかった。10m歩行では歩行時間の短

縮、歩数の減少による改善がみられ、観察評価による

歩容の変化としても歩幅の拡大や躓き、内反接地の改

善を認めた。主観的感想においても介入前に比べ歩き

やすさを実感していた。

考察
今回、身体機能面（Br.stage、上田グレード、足関節位

置覚、MAS、ROM）の改善は得られなかったが、10m

歩行（時間・歩数）においては改善が得られた。この

ことから、歩行練習にウォークエイドを併用したこ

とで、歩行時の前脛骨筋への筋収縮、電気刺激による

体性感覚への刺激、電気刺激時の効果音による聴覚刺

激から下肢を振り出すタイミングがフィードバックさ

れ、歩行する中で運動学習ができたため、身体機能面

の改善がなくても歩行パフォーマンスが向上したと考

えられる。また、ウォークエイド使用後の歩きやすさ

の実感や10m歩行時間の短縮という結果が歩行に対す

るモチベーションを高め、運動学習を促進する結果に

繋がったのではないかと考えられる。

今後の課題としては、本報告の結果である10m歩行

（時間・歩数）の改善がウォークエイドの使用に基づ

くものかウォークエイド使用の有無で比較する必要が

ある。また、今回は身体機能面における改善は得られ

なかったが、本報告の対象者は、ウォークエイド開始

時期が発症後96.6±32.0病日の症例を対象としてい

た。開始時期による効果の違いを比較することによ

り、身体機能面に対するウォークエイドの効果も検証

していく。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に本報告の趣旨を十

分に説明し書面にて同意を得た。

キーワード：機能的電気刺激・歩行練習・脳卒中
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-8

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドを用いた歩行練習の介入報告
佐藤 大地・山本 賢雅・三浦 康彦・佐藤 翔・鈴木 遼・畑井 将太

須藤 真史・長谷川 国俊・佐々木 都子・岩田 学
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
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目的
「脳卒中ガイドライン2015」では、脳卒中片麻痺（以

下、片麻痺）患者に対する装具療法がグレードBとし

て推奨されているが、どのような症例に対し、どの装

具を処方すべきなのかという問題については未だ統一

された意見がない。また、片麻痺で処方頻度の高い底

屈制動力や背屈遊動などの調整が可能な短下肢装具、

すなわち、後方平板支柱付き短下肢装具（以下、APS-

AFO）やゲイトソリューション継手付き短下肢装具

（以下、GS-AFO）は、身体機能の向上に伴い細やかな

調整が必要であるとされている。しかし、片麻痺患者

の身体機能の差異に応じた具体的な調整方法について

は十分に検討されていないのが現状であり、臨床場面

では苦慮する声が聞かれる。以上のような背景から、

APS-AFOもしくはGS-AFOを使用している片麻痺患者の

身体機能の差異を検討することは臨床的意義があると

考えた。そこで本研究では、片麻痺におけるAPS-AFO

使用者とGS-AFO使用者の身体機能の差異を検討するこ

とを目的とした。

方法
対象は、当院に入院していた脳卒中片麻痺患者の中

で、日常的に背屈遊動に調整されたAPS-AFOまたはGS-

AFOを使用し見守り歩行できる者で、同意が得られた

13名（APS-AFO群4名、GS-AFO群11名）とした。短下

肢装具の選別と調整は医師と理学療法士の判断によっ

て決められた。なお、APS-AFOの背屈遊動は完全に

遊動、10度もしくは15度まで遊動、GS-AFOの初期角

度は0度、底屈制動力は各症例2～3.5に調整されてい

た。身体機能の評価として、下肢Brunnstrom stage、

表在感覚（Numerical Rating Scaleにて脱失・重度鈍

麻・中等度鈍麻・軽度鈍麻・正常を判定）、深部感覚

（膝位置覚検査にて脱失・重度鈍麻・中等度鈍麻・軽

度鈍麻・正常を判定）、最大歩行速度での10m歩行テ

ストとその際の歩数、Mini-Mental State Examination

（以下、 MMSE）、Functional Independence Measure

（以下、FIM）を測定し、Mann-WhitneyのU検定を用

いて有意水準5%にて群間比較を行った。

結果
GS-AFO群と比較してAPS-AFO群では深部感覚障害が有

意に重度であった。さらに、GS-AFO群と比較してAPS-

AFO群では10m歩行テストでの歩数が有意に多かっ

た。これら以外の評価指標については、2群間で有意差

を認めなかった。

考察
本研究結果より、理学療法士は深部感覚障害が重度な

症例に対しAPS-AFOを選択する傾向にあるのではない

かと考える。これは、麻痺側膝関節のロッキングを改

善させることを目的としている可能性がある。GS-AFO

の適応は、股関節・膝関節のコントロールが比較的良

好であることが必要とされているため、深部感覚障害

が重度で膝関節のコントロールが不良な症例に対して

は固定性の強いAPS-AFOを選択することで支持性を高

めることが望ましいと思われる。また、GS-AFO群と比

較してAPS-AFO群において10m歩行テストでの歩数が

多かった原因として、深部感覚障害がより重度であっ

たAPS-AFO群の片麻痺患者では、麻痺側立脚時間が短

縮することで歩数が多くなった可能性が考えられる。

加えて、APS-AFOの背屈遊動が10度もしくは15度に調

整された症例では、それ以上の足関節背屈が得られ難

いため、麻痺側立脚後期に足関節が十分に背屈せず、

歩幅が減少した可能性も考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は、弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

倫理委員会の承認を受けた（承認番号：16A012）。

キーワード：脳卒中・短下肢装具・深部感覚
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-9

脳卒中片麻痺患者における後方平板支柱付き短下肢装具使用者とゲイトソ
リューション継手付き短下肢装具使用者の身体機能の差異に関する検討

小田桐 伶 1,2)・吉田 英樹 2)・原 幹周 2,3)・前田 貴哉 2,4)・山本 賢雅 1)・佐々木 都子 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)黒石市国民健康保険黒石病院
4)弘前記念病院
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目的
脳卒中急性期では合併症の頻度が高く、さらに合併症

は死亡率上昇および機能転帰にも影響を与えることが

多々報告されている。そのなかで、脳出血患者は特に

合併症発生リスクが高いとの報告もあるが、病型別に

検討した報告は少ない。そこで被殻出血に着目し、当

院で合併症を発症した症例群の経過を追ったところ、

発症しなかった症例群と比較し、離床開始期間や退院

時のmodified Rankin Scale（mRS）、さらには入院期

間、転帰に大きく差が生じていた。そのため今回は、

被殻出血患者における合併症発生に影響する因子を検

討することを目的とした。

方法
対象は、2017年4月から2018年11月までに当院に入

院した被殻出血患者48名とした（再発例は除外）。情

報収集は診療録等から後方視的に行い、収集項目は基

本情報（年齢、性別、病前mRS）、入院時Japan Coma 

Scale（JCS）、手術の有無、出血タイプ、血腫量、

入院1ヶ月以内の合併症の有無とした。出血タイプは

Chungらが報告している6タイプ（前方タイプ、中間

タイプ、後内側タイプ、後外側タイプ、外側タイプ、

大出血タイプ）に分類し、血腫量は発症24時間以内の

CT画像から簡易計算式（長径×短径×厚さ×π/6）で

算出した。合併症は、呼吸器感染症、尿路感染症、深

部静脈血栓症、肺塞栓症、せん妄とした。解析は、ま

ず、対象を入院1ヶ月以内に合併症を発症した群（あり

群：19名）としなかった群（なし群：29名）の2群に

分け、各項目における2群比較を行った。その際に、正

規性を示さなかったパラメトリックデータと、mRSに

対してはMann-WhitneyのU検定を行い、その他の項目

に対してはχ2検定を行った。その後、合併症あり・な
しを従属変数に、2群比較にてp＜0.01を示した項目を

独立変数として、ロジスティック回帰分析を行った。

なお、独立変数間において強い相関は認めなかったた

め独立変数の削除は行わなかった。

結果
2群比較の結果、基本情報では有意差は認めなかった。

有意差を認めた項目（あり群／なし群）は、入院時JCS

（1桁：4例、2、3桁：15例／1桁：22例、2、3桁：

7例）、出血タイプ（後外側タイプ：2例、外側タイ

プ：3例、大出血タイプ：14例／前方タイプ：1例、中

間タイプ：3例、後内側タイプ：3例、後外側タイプ：

8例、外側タイプ：10例、大出血タイプ：4例）、血

腫量（中央値51.8ml／中央値11.6ml）、手術の有無

（有：12名、無：7名／有：5名、無：24名）であっ

た（p＜0.01）。ロジスティック回帰分析の結果、モ

デルに採択された項目は入院時JCS（p＞0.05、オッズ

比：3.05）、血腫量（p＜0.05、オッズ比：0.95）で

あり、判別的中率は79.2%であった。

考察
被殻出血患者において合併症発生は機能転帰を悪化さ

せることをうけ、合併症発生に影響する因子を検討し

た今回の結果では、ロジスティック回帰分析にて入院

時JCSと血腫量が採択された。先行研究では、被殻出

血における血腫量は重症度および機能的予後を予測す

るひとつの因子として考えられているが、今回の結果

から、血腫量が多いと合併症発生リスクが高まり、合

併症を生じた結果でさらに機能転帰を悪化させてしま

う可能性も考えられる。被殻出血患者において血腫量

が多く意識レベルが低い患者は合併症発生リスクが高

く、介入時からそれを加味したうえで、予防および改

善を図る積極的な理学療法の介入の必要性が示唆され

た。また、脳卒中の合併症発生リスクとして重症度や

年齢などが挙げられているが、今回の研究では重症度

を含めた検討は十分にできていないため、今後の課題

としたい。

説明と同意、および倫理
後方視的研究となるため、個人情報の取り扱いに十分

留意した。また、当院倫理委員会の承認を得て実施し

た。

キーワード：被殻出血・急性期・合併症
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-10

被殻出血患者における合併症発生に影響する因子の検討

窪田 秀俊・金子 慶之
会津中央病院
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目的
ロボットスーツHALR（以下：HAL）を用いた理学療法
では、複数回HALを使用することにより、歩行速度等

の改善が得られた報告が散見され、HALの継続利用は

歩行機能改善のために有用と考える。

しかし、中には短期間で使用を終了する症例も少なく

なく、短期間で使用を終了する場合、その要因は多岐

にわたる。短期間で使用を終了したものの特徴を把握

することで、HALの使用に際し、より正確な適応判断

や効率的な利用に繋げられる可能性がある。

方法
　当センターで2012年6月から2018年12月までに

HALを使用した脳卒中患者90名（平均年齢61.4±11.1

歳、男性69名、女性21名）を対象とした後方視的調

査を実施。HALの使用に関しては使用者・装着者の慣

れや効果を判定するために2～3回程度の練習期間を

設けている。今回、練習期間を含めたHAL実施3回以

下の短期終了群、4回以上の継続した継続群の2群に

対象者を分類し、HAL介入時の年齢、性別、病型、

10m最大歩行時間、Motor Age test（以下：MOA）、

Functional Independence Measureの運動項目（以下：

FIM-M）と認知項目、失語症、失行、注意障害の有

無、 Brunnstrom stage 、感覚障害の有無について群

間比較を実施。さらに短期終了者に関しては、中止の

理由をカルテから抽出し、MOAをもとに更に軽症群

と重症群の2群に分け、高次脳機能障害との関係を検

討した。2群間の比較には、対応のないt検定もしくは

Mann-Whitney検定を行った。

結果
対象患者90名中、短期終了群が26名、継続群が64名

であった。介入時のFIM-Mが短期終了群/継続群で57

±22.8点/68.9±16.8点で継続群が有意に高かった

（P<0.05）。またMOAにおいても、短期終了群/継続

群で23.9±17.5ヵ月/30.5±14.5ヵ月となり、継続群

が有意に高かった（P<0.05）。HAL短期終了群の終了

理由は、26名中、中止の判断が患者に起因したものが

10件(混乱4件、違和感4件等)、スタッフの判断による

ものが10件（調整が上手くいかない5件、目的が違っ

た3件等）、その重複が4件、その他が2件であった。

短期終了者の軽症群では、半数が注意障害を有してい

たが、失語・失行を有するものは少なく、重症群は全

症例に注意障害を認め、半数が失語または失行を有す

るものであった。軽症群の終了理由は、スタッフに起

因するものか、患者、スタッフの重複する理由が多く

なり、重症群では患者に起因する理由が多くなる傾向

にあった。

考察
短期終了者の特徴として、身体機能・ADL能力の低さ

が要因として挙げられた。HALは起立・歩行練習が中

心となるロボットであるため、ある程度装着者の身体

機能が高くなければ、HAL装着下でスムーズな動きが

行えずに、重みや動きづらさを感じてしまうことが、

継続が困難となりやすかったのではないかと考えられ

た。またHAL短期終了者の重症群が、患者に起因する

理由で終了するものが多くなる傾向については、HAL

の使用に際し、開始期初期には調整や練習内容等、

HALへ慣れることが必要であるため、ある程度の理解

力は必要であることが推測された。

スタッフの判断による中止で最も多かったのが「調整

がうまくいかない」であった。新たな訓練ツールの導

入に際しては、訓練士側にも習熟が必要で、十分な練

習が必要と考える。

説明と同意、および倫理
　対象者にはHALの使用と発表に関する説明を行い、

同意を得た。本研究は当センター倫理審査委員会の承

認を得て実施した（承認番号30-7）。

キーワード：ロボットスーツHAL・脳血管障害・継続使用
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-11

ロボットスーツHAL®の短期使用に留まった脳卒中患者の特徴
継続使用者との比較と、短期終了の要因の検討

松橋 孝幸 1)・須藤 恵理子 1)・武田 超 1)・金子 真 1)・高橋 紗佳 1)・越後谷 和貴 1)

菅井 康平 1)・野呂 康子 2)

1)地方独立行政法人　秋田県立病院機構　秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
2)地方独立行政法人　秋田県立病院機構　秋田県立循環器・脳脊髄センター
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目的
ロボットスーツHAL（以下、HAL）は、2010年に実

用化してから徐々に導入施設が増えている。HALは、

自力で立位保持が可能な方が適応とされているが、

近年は免荷式トレッドミルや体重免荷歩行器の普及

により、自力での立位保持が困難な症例にも活用さ

れる機会も増え、適応対象が拡大していると思われ

る。HALには随意制御モード（CVC）、自律制御モー

ド（CAC）、インピーダンスモード（CIC）の3つのア

シストモードがあり、臨床場面ではアシストモードの

選択、アシスト量、バランス調整に難渋することがあ

る。今回は、脳卒中患者を対象に、HALを使用した症

例の特徴やHALのアシストモードの使用状況について

調査を行った。

方法
2012/6～2018/11まで当センターに入院した脳卒中

患者のうち、HALを実施した89名を対象とした。調査

項目は、年齢、性別、病型、麻痺側、下肢Brunnstrom 

Stage（以下Br-stage）、罹病期間、入院からHAL使

用までの期間、HAL使用回数、入院時FIMとした。ま

た、使用したHALのアシストモードについても確認

し、運動麻痺の重症度（重度群：Br-stageⅡ、中等度

群：Br-stageⅢ・Ⅳ、軽度群：Br-stageⅤ・Ⅵ・なし）

別の使用割合についても調査した。調査は、カルテよ

り後方視的に行った。

結果
HALを実施した89名の属性は年齢61.6±10.9歳。男

性68名・女性21名で病型は、脳出血44名、脳梗塞41

名、クモ膜下出血4名。Br-Stageは、Ⅱ：8名、Ⅲ：23

名、Ⅳ：29名、Ⅴ：24名、Ⅵ：4名、運動麻痺なし

1名であった（重症群：8名、中等度群：53名、軽症

群：28名）。麻痺側は右側45名、左側42名、両側2

名。罹病期間は305.7±912日、入院からHAL使用ま

での期間39.7±27.3日。HAL使用回数は平均7±4.1回

で、最小は1回、最大は20回であった。入院時FIMは

72.7±28.3点であった。

　HALアシストモードは、CVCが81名、CACが17名、

CICが8名であった（重複あり）。Br-StageでHALアシ

ストモード（CVC、CAC、CIC）を分類すると、重症

群はCVC7名（77.8%）、CAC2名（22.2%）。中等度

群はCVC50名（78.1%）、CAC11名（17.2%）、CIC3

名（4.7%）。軽症群はCVC24名（72.7%）、CAC4名

（12.1%）、CIC5名（15.2%）であった。

考察
当センターの使用状況は、下肢のBr-stageがⅢ～Ⅴで

の使用が多かった。先行研究では複数のPTで免荷式ト

レッドミルを活用した重症者への練習を行ったものも

あるが、当センターではPT複数でのHALの使用が困難

であるため重症者への活用が少ないことがわかった。

　HALの3種類のアシストモードの使用状況を調査した

ところ、メインモードであるCVCの活用が一番多い結

果であった。その他のモードでは重症群はCAC、軽症

群はCICの使用割合が多かった。CVCモードは、生体電

位信号を用いて使用者の意思に基づいたアシストを行

うモードであり、当センターでも9割の対象者で使用

されていた。CACモードは、床反力センサや関節角度

等から装着者の姿勢情報を検出し、インプットされた

動作プログラムに基づいて歩行動作をアシストする。

CACモードは重度の麻痺でも重心移動の誘導で自動的

に下肢が振り出せることが特徴で、今回の調査では重

症群ほど使用割合が多い傾向となった。CICモードは、

HALの重量や粘性摩擦等による動きにくさを低減させ

るモードで、軽症群で使用割合が多い。CIC単独使用の

報告は見られないが、HALのフレームによる側方への

動揺抑制や遊脚軌道の補正があると考えられる。

麻痺の程度により使用するモードに違いはあるもの

の、個人の能力や症状、目的に合わせてモードやアシ

スト量、バランス調整などの設定をフィッティングで

きるPTのスキルが必要とされる。

説明と同意、および倫理
個人が特定されないように情報の保護に配慮し行っ

た。

キーワード：脳卒中・ロボットスーツHAL・アシストモード
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-12

脳卒中へのHALの使用実績

金子 真・武田 超・須藤 恵理子
地方独立行政法人秋田県立病院機構　秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
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目的
脳卒中急性期では発症早期から予後予測を行うこと

は、目標設定や今後の生活を考える上で必要不可欠で

ある。脳卒中患者の機能予後に影響する因子には、

年齢(Nakayama、1994)、合併症の有無(島田ら、

1979)、認知症の重症度(Adlerら、1965)、病巣の部位

や大きさ(Young、2007)などがある。

今回、放線冠梗塞を発症した超高齢患者を担当した。

本症例は機能予後が不良とされる放線冠梗塞であった

ため、歩行の自立予測に苦渋した。そこで、4種類の予

後予測法を用いて、歩行可否について予測を行った。

本症例の歩行自立度の変化についてそれぞれの予後予

測法の結果を踏まえて考察する。

方法
対象は、80歳代後半の男性。診断名は、アテローム

血栓性脳梗塞(右放線冠)。入院前ADLはすり足で歩

行。身辺ADLは自立。Brunnstrom Stage(BS)上肢・

手指・下肢Ⅳ。Manual Muscle Testing(MMT)[非麻

痺側/麻痺側]股関節屈曲:4/2、膝関節屈曲:4/3、膝

関節伸展:4/3、足関節背屈:4/2、足関節底屈:4/2。

Functional Independence Measure(FIM):28点[運動17/

認知11]。Barthel Index(BI): 20点。改訂版長谷川式簡

易知能査(HDS-R):8点。起居動作は、一部介助レベル。

座位・立位は、一部介助レベル。歩行は、麻痺側立脚

相で膝折れあり。Functional Ambulation Categories 

Classification(FAC):0点。理学療法介入は、起立着座練

習、麻痺側下肢を軸としたステップ練習、下肢装具を

使用した歩行練習を実施した。理学療法経過は、発症

2病日、リハビリテーション(リハ)開始。10病日、長下

肢装具を使用した歩行練習開始。13病日、短下肢装具

へ移行。15病日、装具なしで歩行へ移行。16病日、回

復期リハ病棟に転棟。53病日、自宅退院。

予後予測法は、以下の4項目を用いた。①二木法、②高

橋法[静止座位能力を評価し、15秒保持できれば歩行自

立]、③坂本法[動的座位能力を評価し、座位で足踏み

可能であれば歩行自立]、④Young法[MRI画像(DWI)を

用い、病巣の最大径が確認できた脳梁体レベルのスラ

イスにて評価し、矢状面および水平面上における病巣

の局在を特定した。矢状面(Anteriority index:A index)

上の局在は、側脳室外側の最前部(A)と最後部(P)の距離

AP、病巣中心部(L)と最後部(P)の距離を計測し、LP/AP

から特定した。水平面(Laterality index:L index)上の局

在は、島皮質(I)と側脳室壁(V)の距離IV、病巣中心部(L)

と側脳室壁(V)の距離を計測し、LV/IVから特定した。]

とした。リハ開始時(2病日)の身体機能所見から、退院

時の歩行自立度を予測した。

結果
予 後 予 測 法 の 結 果 は 、 ① 2 ヶ 月 以 内 に 自 立 歩 行 可

能、②・③自立歩行不可能、④A index:0.375、L 

index:0.538。病巣の局在は、上肢運動線維の通過部位

に位置した。

以下退院時所見(53病日)。BSは下肢のみⅤに改善。

MMT[麻痺側]股関節屈曲、膝関節屈曲、足関節底屈・

背屈が4に向上。FIM:76点[運動55/認知21]。起居動作

は、見守りレベル。座位・立位は、見守りレベル。歩

行は、T杖見守りレベル。麻痺側下肢の膝折れは改善。

T杖を使用し、見守りにて連続70m歩行可能。

予後予測式④のみ実際の結果と一致した。

考察
本検証では、脳画像所見の予後予測を反映する結果と

なった。本症例の場合、病巣局在が下肢運動線維の通

過部位に位置していなかったことが身体機能及び歩行

自立度の向上に寄与した可能性がある。以上より、最

終的な歩行自立の可否を判断する上では、病態背景の

把握も評価指標の一つとして重要であると考える。

説明と同意、および倫理
本症例は書面にて同意を得て、当院倫理審査委員会の

承認を得た。

キーワード：急性期・高齢・予後予測
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-13

超高齢の放線冠梗塞患者に対する歩行自立度予測
-4種類の予後予測法を用いた検討-

渡部 睦美・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
脳卒中に伴う運動麻痺は、日常生活動作能力障害の大

きな要因とされており、とりわけ下肢運動麻痺におい

ては、歩行障害の主たる原因とされている。歩行障害

に対する理学療法評価として、臨床上は麻痺側下肢運

動麻痺や痙縮の評価などは用いられているが、麻痺側

下肢の荷重応答能力の為の定量的な評価はあまり行わ

れていない。そこで、今回は麻痺側への最大荷重割合

を算出し、荷重率が他の脳卒中機能評価とどのように

関連するか、また歩行障害にどの程度影響を及ぼして

いるかを検証する事とした。

方法
2018年6月から2019年3月までに当院回復期病棟に

入院した初発脳卒中片麻痺者で検査測定が実施可能

な者とし、除外基準としては入院中に再発や合併症に

より状態が悪化した場合や認知機能障害等により検査

測定に対する指示・理解が得られない場合とした。

最終対象者は49名であった。対象者に対し入院から3

日以内に、麻痺側最大荷重率(以下麻痺側荷重率)、麻

痺側最大荷重時の総軌跡長(以下麻痺側総軌跡長)、非

麻痺側最大荷重率(以下非麻痺側荷重率)、非麻痺側最

大荷重時の総軌跡長(以下非麻痺側総軌跡長)、上田式

下肢12段階grade法(以下下肢12grade)、体幹機能と

してFunctional Assessment for Control of Trunk(以下

FACT)、歩行バランスとしてBerg Balance Scale(以下

BBS)、また歩行速度として10m最大歩行テスト(以下

10m歩行)を評価し、以下の検証を行った。

1.麻痺側荷重率と随意運動、麻痺側総軌跡長との関連

麻痺側荷重率と下肢12gradeとの関連性について、ま

た麻痺側荷重率とともに計測した総軌跡長との関連に

ついて、それぞれスピアマンの順位相関係数を用いて

検証した。また、下肢12gradeに関してBrunnstrom 

stage(以下Br.stage)に変換し、Br.stage毎の麻痺側荷重

率の差について一元配置分散分析を用いて比較検証し

た。

2.歩行能力に影響を及ぼす因子の検証

歩行能力の指標として歩行速度として10m歩行、また

歩行バランスとしてBBSをそれぞれ従属変数とし、麻

痺側荷重率、麻痺側総軌跡長、非麻痺側荷重率、非麻

痺側総軌跡長、下肢12grade、FACTを独立変数とした

ステップワイズ重回帰分析を行った。

結果
1.麻痺側荷重率と随意運動との関連

麻痺側荷重率と下肢12gradeとの相関係数については

0.67(P<0.01)と正の強い相関が認められた。麻痺側荷

重率と総軌跡長との相関係数は-0.34(p=0.02)と負の弱

い相関が認められた。またBr.stage毎の荷重率の差に

ついて一元配置分散分析については有意差が認められ

(P<0.01)、多重比較については、stageⅣ・Ⅴ間でのみ

有意差が認められた。

2.歩行能力に影響を及ぼす因子の検証

10m歩行ならびにBBSを従属変数とした重回帰分析で

はそれぞれに有意差が認められ(p<0.01)、独立変数と

して採用されたのはともに麻痺側荷重率、FACT、下肢

12gradeであり、標準化偏回帰係数は10m歩行では順

に0.36、0.33、0.30、BBSでは順に0.39、0.36、0.25

で共に、麻痺側荷重率が最も影響が高いことが確認さ

れた。

考察
本研究から、麻痺側荷重率は、他の脳卒中機能評価と

も密接な関連性がある事が分かり、また歩行評価にお

いては、下肢12gradeなどの下肢の随意運動よりも強

く影響する事が確認された。下肢の随意性の程度が荷

重応答能力に影響を与える事は想像はできるものの、

今回の結果からも必ずしも随意性の良し悪しが荷重応

答能力に関係しない事例がいることも判明しており、

独立した歩行機能の要素として評価をしていく事の重

要性が示唆される。

説明と同意、および倫理
本研究に際し、南東北春日リハビリテーション病院倫

理委員会にて承認されており、対象者には個人情報の

使用に際し説明と同意を行った。

キーワード：脳卒中片麻痺・麻痺側最大荷重率・歩行
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-14

脳卒中片麻痺者における麻痺側最大荷重能力が歩行能力に及ぼす影響
について

平野 雄三・菅井 拓哉・五十嵐 誠・兼田 航・本間 一成
南東北春日リハビリテーション病院
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目的
脳卒中患者の予後を予測することは推奨されてお

り、これまでにも回復期リハビリテーション(以下

回復期リハ)病棟にて脳卒中患者の退院時Functional 

Independence Measure(以下FIM)を予測する研究は数

多く報告されている。これらの報告は入院時FIMを予

測因子の変数として使用したものが多い。しかし、平

成29年度回復期リハ病棟の現状と課題に関する調査

報告書によれば、FIMを用いたアウトカム指標が導入

された平成26年度を境に、全国的に入院時FIMの点数

が低下している。このことは、現在の診療報酬制度下

における入院時FIMの不安定性を暗示している。そこ

で本研究の目的は、できるADLの指標であるBarthel 

Index(以下BI)を使用して退院時FIM運動項目合計(以

下、m-FIM)の予測式を作成することである。

方法
本研究は後方的観察研究であり、退院患者の診療録情

報を収集し分析した。対象は2014年4月～2018年3月

にA病院回復期リハ病棟に入院した脳卒中患者(テント

下病巣、クモ膜下病変を除く)の内、入院時BIが60点

未満であり以下の評価にデータ欠損がなかった99名と

し、それぞれの年齢、性別、発症から回リハ病棟入院

までの期間、入院時点のVitality　Index(以下VI)合計、

Stroke Impairment Assessment Set (以下SIAS)合計、BI

合計を収集し退院時m-FIMとの関係についてSpearman

の相関係数を算出した。次に、有意な相関関係が認め

られた項目を独立変数、退院時m-FIMを従属変数とし

た重回帰分析(ステップワイズ法)を行い、退院時m-FIM

の回帰式を求めた。独立変数の多重共線性はVIFで検証

し、いずれも3未満であった。回帰モデルの有意性はF

検定、適合度は自由度調整済決定係数で確認した。統

計処理にはSPSS　ver.24を使用した。

結果
有意な相関関係が認められた項目は年齢、入院時VI

合計、入院時SIAS合計、入院時BI合計であった。重

回帰分析の結果、重回帰モデルの有意性は確認され

(p＜0.001)、調整済み決定係数は0.646であった。モ

デルに含まれた独立変数の非標準化係数および信頼

区間(95%CI)は、入院時VI合計が3.855(95%CI 2.223 

、5.478)、入院時BI合計が0.332(95%CI 0.109、

0.555)、年齢が-0.570(95%CI -0.820、-0.339)、入院

時SIAS合計が0.404(95%CI 0.117、0.691)であった。

作成された回帰式は退院時m-FIM=40.851+入院時VI合

計×3.855+入院時BI合計×0.332+年齢×(-0.570)+入院

時SIAS合計×0.404であった。

考察
本研究で作成された予測式は、自由度調整済み決定係

数が0.646となり、先行研究と比較しても予測精度に

大きな差はないと考える。また、先行研究と同様に

VI、SIASが変数として採択された(佐藤ら、2013)。全

国的に入院時FIMの点数が低下している要因はいくつ

か推察されるが、入院時の病棟安静度の判断による影

響が最も懸念される。特に入院時は患者の能力を十分

に把握することは難しく、本来のADL能力が反映され

にくいことが推察される。今回使用したできるADLを

評価したBIは、入院時の能力評価として前述の不安定

さが少ない上に、実務上簡便に評価が可能である。本

研究の予測式は一定の精度を持ったものであり、予測

因子にBIを使用することは有効ではないかと考える。

説明と同意、および倫理
本研究は業務上取得した情報を匿名化して用いた後方

視的研究であり、所属機関ホームページにおいて研究

の実施について公開し倫理的配慮を行った。

キーワード：脳血管疾患・予後予測・ADL
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-15

Barthel Indexを使用した退院時FIM運動項目の予測式の作成
槻林 理香 1)・大橋 悠司 1)・西山 和貴 1)・佐々木 由衣 1)・山本 優一 1)・日高 友郎 2)

1)北福島医療センター
2)福島県立医科大学
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目的
脳卒中発症後、歩行障害を呈する患者は多く、ADL自

立度を向上させるために歩行能力の再獲得は積極的に

取り組むべき優先的課題である。これまでに脳卒中者

の歩行自立に関与する因子などを検討した報告は少

なくないが、長下肢装具を必要とする状態の重度下肢

麻痺を呈する患者の退院時の歩行可否に焦点をあて関

連因子を調査した報告は多くない。当院では重度下肢

麻痺の患者に対して長下肢装具を用いたリハビリテー

ションを実施しており、組織的に統一した治療概念に

基づいた長下肢装具を用いた積極的前型歩行トレーニ

ングの提供がFIM歩行自立度の改善に及ぼす効果を検

証する調査を行っている。組織的に統制のとれた治療

の効果を検証すると共に、最終的なFIM歩行に影響を

与える潜在的因子を把握することは患者のゴールを検

討するに際して極めて重要な情報となる可能性があ

る。本研究の目的は当院入院時に長下肢装具を必要と

する程度の重度下肢麻痺を呈する脳卒中患者を対象と

し、退院時のFIM歩行項目に関連する因子の抽出を試

みることである。

方法
対象は、2012年から2016年の期間において当院回復

期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）に入

院した脳卒中患者140名のうち、入院時SIAS膝項目が

3点以下と入院時FIM歩行項目が1点の45(男：19,女：

26)名とした。そのうち、退院時FIM歩行項目が5点以

上だったものを歩行可能群、4点以下だったものを歩行

介助群に分類した。独立変数として投入する項目を選

択するため歩行可能群、歩行介助群のそれぞれの発症

から回リハ病棟入院までの日数、入院時点のSIASの下

肢体幹に関連する各項目、Vitality Index(以下、VI)各項

目、VI総和、BBS総和、PT単位数、OT単位数を比較し

た。次に、従属変数を退院時FIM歩行とし、独立変数

を有意差が認められた項目と年齢、性別、原因疾患と

した重回帰分析(ステップワイズ法)を行った。なお、

多重共線性の影響を考慮するため、独立変数間での相

関係数が0.6以上のペアが存在した場合、一方の変数を

除外した。

結果
対象者45名のうち、歩行可能群は11名で、歩行介助群

は34名存在した。両群の各変数を比較した結果、非麻

痺側膝伸展筋力、垂直性、腹筋、VI食事、VIの総和、

PT単位数、OT単位数に有意差がみられた。これらの

うち、相関係数が0.6以上であったペアは垂直性と腹

筋、VI食事とVIの総和、PT単位数とOT単位数であった

ため、腹筋、VI食事、OT単位数を独立変数から除外し

た。年齢、性別、原因疾患、非麻痺側膝伸展筋力、垂

直性、VIの総和、PT単位数を独立変数とし、重回帰分

析を行った結果、非麻痺側膝関節伸展筋力、VIの総和

および年齢が有意に関連する変数として選択され、寄

与率は60.7%であった。

考察
本研究の結果より、重度下肢麻痺を呈する患者の退院

時のFIM歩行には、非麻痺側膝伸展筋力、年齢および

VIの総和が関与することが示唆された。非麻痺側下肢

筋力や発症時年齢が予後予測因子となることについて

の報告は多くあるが、VIが退院時FIM歩行に直接影響

するといった報告は少ない。VIはリハビリテーション

への意欲を含む様々な活動意欲を評価する指標であ

り、入院中に積極的なリハビリテーションを主体的に

取り組む上で活動意欲は重要な因子となることは想像

に難くない。年齢や下肢筋力などの身体機能に加え

て、患者の活動意欲も評価することでより適切な予後

予測が可能となる可能性があると思われた。

説明と同意、および倫理
本研究は当院の倫理委員会で承認され実施した。個人

情報の保護に十分配慮し、後方視的に情報収集した。

キーワード：片麻痺・歩行障害・予測因子
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-16

回復期病棟入棟時に長下肢装具を必要とする重度下肢麻痺を呈する脳卒
中患者の退院時歩行能力に関連する要因の検討

半澤 周一 1)・山本 優一 1)・大橋 悠司 1)・西山 和貴 1)・佐藤 秋博 1)・栗田 恵 1)

富谷 雅樹 1)・槻林 理香 1)・米澤 靖人 3)・門奈 宗嗣 3)・大鹿糠 徹 2)・阿部 浩明 2)

1)北福島医療センター
2)広南病院リハビリテーション科
3)パシフィックサプライ株式会社
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報告の焦点
左前大脳動脈・中大脳動脈領域と右前頭葉に梗塞巣

を認めた症例に対し、介入する機会を得た。本症例

は、運動麻痺の他、右半側空間無視・背臥位での上肢

Pusher様現象が見受けられた。介入の結果、半側空間

無視の軽減とともにPusher様現象の軽減をきたした。

今回、背臥位におけるPusher様現象に関する報告例が

少なく、半側空間無視とPusher様現象との関連性を調

査した。

対象者紹介・理学療法評価
[年齢]93歳[性別]男性[併存症]慢性腎不全（血液透析患

者）[JCS]Ⅱ－20[HDS-R]4/20点（加点項目：場所の見

当識・復唱）[コミュニケーション]難聴・指示入力不

良[BRS(右側)]上下肢手指Ⅱレベル[深部腱反射]消失～

減弱[筋緊張]右上下肢弛緩状態、左上下肢過緊張[病的

反射]把握反射+/+（右＞左）[線分二等分線検査]中央よ

り左側に6.8～9.5cm偏倚[FAB]評価困難 [TMT]評価困

難[基本動作]全介助

介入方法と経過
本症例は、左前大脳動脈・右前頭葉領域に急性期梗塞

を発症、17病日目に左中大脳動脈領域に再梗塞を認

めた。再梗塞後、頸部左回旋位で、右側への注意を促

し正中位までの頸部回旋のみ可能。加えて、周囲の視

覚・聴覚情報に対する注意散漫、右半側空間無視・背

臥位でのPusher様現象が増悪した。

循環動態に留意し離床、基本動作練習中心に介入。半

側空間無視・注意散漫、右側の把握反射・左上下肢の

過緊張により、動作の円滑性低下が見受けられた。半

側空間無視に関し、左側からの情報を極力遮断した環

境下での介入、線分抹消試験の応用課題を実施。寝返

り～起居動作は、右半側空間無視・左上下肢の過緊張

によって、側臥位への体位変換が困難で、全相におい

て中等度～重度介助を要する状態。移乗動作は、下肢

の支持性低下・右側の把握反射により介助量が増大し

ていた。Pusher様現象に対して、受動的課題でPusher

現象を利用した基本動作の獲得を図り、中等度介助レ

ベルに介助量が軽減した。尚、本症例のPusher様現象

は介入開始後約3週頃より軽減傾向を示した。

帰結評価
[JCS]Ⅰ－3[HDS-R] 8/20点（加点項目：日時の見当

識・言葉の記銘・言葉の遅延再生・物品再生）[コミュ

ニケーション]簡単な口頭指示入力可能[BRS(右側)] 上

肢・手指Ⅴ・下肢Ⅱ～Ⅲレベル[深部腱反射]消失～減

弱[筋緊張]右下肢痙性、左上下肢は軽度緊張亢進 [病的

反射]把握反射+/－[線分二等分線検査]中央より右側に

1.9～3.6cm偏倚[FAB・TMT]著変無し[基本動作]寝返り

～起居動作一部介助、起立動作腋窩中等度介助

考察
本症例は、半側空間無視とともに背臥位でのPusher様

現象が改善したと考えられる。理由として、左半球障

害では、右半側での代償が生じるため改善しやすいと

される。本症例においても同様の改善傾向が見られた

と考える。加えて、轟らの報告から、Pusher様現象を

利用した基本動作練習で、Pusher様現象の軽減・基本

動作の向上が図れる可能性があり、本症例においても

介助量が軽減した。介助量軽減の一因として、Pusher

様現象を利用し動作と力のベクトルが一致したこと、

右側への視覚探索が増加したことが考えられる。上記

より、半側空間無視に対して改善が見られたことで、

対象物への注意が向きやすくなり、また、Pusher様現

象に対する介入において麻痺側中心の動作を促すこと

となり、安定性限界の再建を促せたと推察する。

Pusher様現象と半側空間無視との関連を指摘する報告

もあり、本症例においても半側空間無視と共にPusher

様現象が改善したと考える。しかし、Pusher様現象に

関する臨床的特性は不明瞭な部分が多く、特に背臥位

でのPusher様現象に関して、今後も介入において広く

推察をもっていきたい。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者への一切の不利益と

ならないこと、プライバシーに関する個人情報保護に

配慮、また同意の取り下げも可能であることを御家族

に対して説明し、同意を得た。

キーワード：脳梗塞・プッシャー症候群・半側空間無視
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背臥位におけるPusher様現象を認めた症例への介入報告

渡辺 栞奈
ときわ会常磐病院
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報告の焦点
今回、脳動脈瘤破裂による脳出血とくも膜下出血を呈

し、カフ付きスピーチカニューレを装着、経鼻よりNG

チューブを使用している症例の経口摂取を試みた。嚥

下評価を行い、経口摂取へ移行しNGチューブを外す事

ができたので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
男性:50歳代、主病名:脳動脈瘤破裂による脳出血とく

も膜下出血(左片麻痺)、既往歴:なし、主訴:口から食べ

たい。A病院にて上記診断により、開頭クリッピング

術、気管切開施行、約1か月後、状態安定し当院へ転

院となる。嚥下リハビリ介入当初の症例の状況:カフ付

きスピーチカニューレ、NGチューブを装着している。

前病院にてVF、VE検査等行ったが、嚥下機能低下著し

く、経鼻経管栄養管理となっていた。全体像:高次脳機

能障害からか会話が一方方向になりやすい。左半側空

間無視あり。Barthlindex(BI):0点、Br-Stage:上肢Ⅱ手指

Ⅱ下肢Ⅱ、経過後の変化点、BI:5点(食事)。

介入方法と経過
嚥下テストを行う際、軟口蓋鼻腔側粘膜等への嚥下

痛、気管口の閉鎖不十分等が考えられ誤嚥のリスクは

高い。歯垢や栄養剤の残渣により不顕性肺炎のリスク

もあるため、徴候がないか確認した。熱上昇があった

場合は解熱処置で早期に改善が見られていたか、CRP

値が基準値を超えて高値でないか情報収集を行い、不

顕性誤嚥が現在ない事を確認した。次に直接嚥下練習

を開始するため、随意的に開閉口ができる事、前口蓋

弓から軟膏蓋に刺激を与え、嘔吐感なく反射性に挙上

するか、ケア時に生じる刺激唾液を嚥下できるかを評

価した。

x日:ベッド上長座位にて水飲みテスト実施。介助にて

中とろみ水、ゼリー嚥下可。むせ込み見られないが評

価に集中できず、咀嚼中に発声する様子あり。嚥下痛

はみられず。その後環境を整え、中とろみ付きのお茶

もしくはゼリーを1日1回2～3口摂取する。スプーンに

て自力摂取を促すが半側空間無視の影響か食べ物が確

認できない。

x+約2週間:誤嚥性肺炎も出現せず、本人の食事に対す

る意欲も高い事から、とろみ付きお茶100mlもしくは

プリン1個を1日1回摂取に変更する。毎日の週間とな

り、指示理解も多少改善され、咀嚼中の発声も少なく

なった。プリンもこぼれることもあるがスプーンにて

自力摂食が可能となる。

x+約3週間:とろみ付きお茶を200mlに増やす。本人か

らもっと食べたいと訴えあり。

x+約6週間:Drに経過を報告し、誤嚥見られない事か

ら、昼のみ練習食(ペースト状)を開始。経口での安定

したカロリー摂取が可能になったため、Ns、管理栄養

士と相談し経管栄養の量を調節する。

x+約8週間:嚥下練習B開始(ペースト状、ソフト状)、自

力摂取が安定してできるようになる。

x+約10週間:ソフト食開始。経口摂取を3食に変更しNG

チューブを抜去する事が可能となる。

帰結評価
カフ付きスピーチカニューレ、NGチューブを装着した

症例ではあったが、不顕性誤嚥のリスクの確認と直接

嚥下練習の開始基準を評価することで、嚥下テストを

開始する事ができた。日数は掛かったが3食自力での経

口摂取に移行する事ができ、NGチューブを外す事がで

きた。

考察
NGチューブを装着しながら嚥下テストを開始できた

のは本人の年齢も50歳代と若く、体力があった事や嚥

下痛がなく、本人の食べたいという意欲が高かった事

が要因に挙げられる。そして嚥下テスト開始時は介助

だった食事動作が自力で行えるようになった。食事動

作の回数を重ねる事で左側にある食器への意識が向上

した事が、自力摂取に繋がったと考える。

説明と同意、および倫理
本報告はヘルシンキ宣言に則り行った。対象者、家族

に本報告の主旨と方法に関して十分な説明を行い、同

意を得た。

キーワード：嚥下機能・脳血管障害・リスク管理
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カフ付きスピーチカニューレ、NGチューブを装着した症例の
嚥下機能の再獲得について

栗原 繁人
公益財団法人　穴澤病院
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報告の焦点
　関らは運動失調患者にGaitSolution-Design（以下

GSD）を用いた歩行練習を継続した結果、歩容改善と

歩行速度増大に至ったとの報告があった。

　本症例は下肢の運動麻痺は軽度であり軽介助で歩行

可能なレベルであったが、左下肢の運動失調及び筋

力低下が出現しており、左下肢立脚期でのExtension 

Thrust Pattern（以下ETP）から体幹が前方加速してい

く現象がみられた。そこで、GSDを使用した介入によ

り、歩容改善と歩行速度向上が得られたため、以下に

報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　40代男性。診断名は右小脳梗塞。CT所見では右小脳

に加えて右中心前回皮質下にも梗塞が疑われた。MRI

所見ではDWIにて右小脳・右被殻および両大脳半球に

斑状から点状の高信号域が多発していた。

　明らかな運動麻痺は認めず、Manual Muscle Test

（以下MMT）は右下肢5レベルで左下肢股関節外転、

内転、伸展4レベルでその他は5レベル。膝伸展筋力を

徒手筋力計（Hand Held Dynamometer以下HHD）を用

いた筋力は右が41.2kg、左は30.5kg。運動失調検査で

ある踵膝試験、むこう脛叩打試験では右が陰性で左が

陽性。Functional Independence Measure（以下FIM）

は階段昇降のみ6点でその他は7点。バランス評価では

ロンベルグ徴候は陽性、Functional Balance Scale（以

下FBS）は55点。10m歩行での歩行速度は96m/min。

Timed Up and Go test（以下TUG）は7.75秒で6分間歩

行検査は360m。失調は対側に出現していたがMRI所見

にて右内包付近の損傷があり、皮質橋路の損傷から左

の失調に繋がっていると思われた。歩行の左立脚期で

は膝関節の制御不良によりETPが出現していた。入院

中の目標はGSDを使用して倒立振り子モデルの形成か

ら左下肢支持性向上と歩行速度の向上とした。

介入方法と経過
　入院から24病日目に介入開始し29病日目にGSDでの

装具療法を開始。38病日目に膝立ち練習、四つ這い練

習等も加えて実施。54病日目に歩行時の左立脚期での

ETPは改善し体幹の前方への加速は軽減。その為、装

具なしでの歩行練習に切り替え、屋外歩行練習を中心

に実施。装具療法の有無で、左立脚期での軽度の体幹

側方動揺は残存。そして79病日目に退院。

帰結評価
　MMTの左股関節外転、伸展、内転は5レベルへ向

上。HHDは右49.0㎏、左40.4kgと左右ともに向上。

踵膝試験、むこう脛叩打試験は陽性。FBSは56点へ向

上。10m歩行速度は117,2m/minと速度向上。6分間歩

行検査は576mと距離が向上。階段昇降はFIM7点へ向

上。

考察
　本症例は、左下肢の失調が残存していたことから左

立脚期での筋収縮のタイミングの障害による不安定さ

がみられた。そのため、床反力ベクトルを膝関節の前

面通し膝関節を伸展位にして、骨性の支持を得るETP

での歩行を選択したと考えられた。GSDでの歩行練習

が倒立振り子モデルを形成したことにより、立脚期の

ロッカー機構の再建に繋がったことが示唆される。そ

のため、歩行中の筋収縮のタイミングが修正され、

ETPの改善が得られたと考えられる。また、月城らは

健常人の歩行においてlocomotorである下肢が立脚期で

足部を中心に前方回転しpassengerがlocomotorに乗る

ように位置し前方推進されることから、倒立振り子モ

デル形成により体幹機能も向上した結果、体幹の前方

への加速は改善されたと考えられた。

　先行研究において、失調患者の歩行練習には関節を

固定する装具が推奨されているが、本症例においては

制動する装具であるGSDの歩行練習が倒立振り子モデ

ル形成が行なえ、歩容改善と歩行速度向上に有効だっ

たと考えられる。

説明と同意、および倫理
本症例報告において、症例に倫理的配慮について説明

し同意を得た。

キーワード：歩行・装具療法・運動失調
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運動失調患者に対してGSD使用により歩行機能が改善した症例　

鳥山 将大
坂総合病院
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報告の焦点
近年、脳卒中後亜急性期におけるボツリヌス療法の報

告が散見され、当院では痙縮が発生した症例に対し、

より早期にボツリヌス療法を検討している。現在、下

肢痙縮に対するA型ボツリヌス毒素製剤 (以下BTX-A) 

の投与が受動的機能 (関節可動域、筋緊張、疼痛) を改

善させる報告はされているが、能動的機能 (歩行速度、

歩容) への影響については一定の見解は得られていな

い。また、重症例の急性期から回復期に対する報告は

少ないのが現状である。今回、歩行獲得または安定化

を目的としたボツリヌス療法を施行し、歩行能力及び

ADL向上に至った脳卒中後片麻痺患者2症例を報告す

る。

対象者紹介・理学療法評価
症例1 : 53歳女性。診断名、右被殻出血術後。ボツリヌ

ス療法前評価、 FMA-LE 14点、 ROM足関節背屈 5°、

MAS 膝関節伸展 1+ 足関節背屈 1+ Clonus+、下肢疼痛

NRS 6、BBS 12点、FAC 1、BI 30点。歩行はAFO使用

し手すり歩行で要介助であり、KAFOを併用しての歩

行練習段階であった。Stiff Knee pattern、内反尖足、

Claw toeを認めた。発症後130日目にボツリヌス療法

施行。症例2 : 52歳代女性。診断名、右被殻出血。ボツ

リヌス療法前評価、FMA-LE 14点、 ROM足関節背屈 5

°、MAS足関節背屈 1 Clonus+、BBS 25点、FAC 1、

10m歩行時間・歩数 24”63秒30歩、TUG 34”05秒、BI 

50点。KAFO使用し手すり歩行から四点杖歩行要介助

であった。extension thrust pattern、内反尖足を認め

た。発症後85日目にボツリヌス療法施行。

介入方法と経過
2症例共に理学療法は1日60分、内容は施注筋に対する

ストレッチ、物理療法 (振動、電気刺激) 、反復運動に

よる分離運動促通、各症例に合わせ下肢装具を用いた

歩行練習及び選択的トレーニング、ADL練習を中心に

行った。症例1 : BTX-A投与量、計175単位 (内側ハムス

トリング50単位、腓腹筋50単位、後脛骨筋25単位、

長母趾屈筋25単位、長趾屈筋25単位) 。施注後、2週

でMAS, 疼痛が軽減し経過と共に歩行量の確保、症例の

歩行に対する積極的な参加が得られた。AFOと四点杖

使用し、4週後に接触介助歩行、8週後に監視下歩行、

12週後には自宅内歩行自立まで至った。症例2 : BTX-A

投与量、計50単位 (腓腹筋25単位、後脛骨筋25単位) 

。施注後、MASの増悪なく歩行量確保され、1週後か

ら手すり歩行練習並行しながらAFOと四点杖での歩行

練習開始し、4週後でAFO使用し四点杖歩行監視下レベ

ルとなった。退院時には屋内遠位監視下、屋外は監視

下レベルまで至った。

帰結評価
症例1 :ボツリヌス療法12週後評価、 FMA-LE 16点、

ROM足関節背屈10°、 MAS 膝関節伸展 1 足関節背

屈 1、下肢疼痛NRS 1、BBS 33点、BI 75点、FAC 3、

10m歩行時間・歩数 33”91秒33歩、TUG 38”39秒。

症例2 : ボツリヌス療法12週後評価、FMA-LE 16点、 

ROM足関節背屈 10°、MAS足関節背屈1、BBS 42

点、FAC 3、10m歩行時間・歩数 16”63秒23歩、TUG 

29”83秒、6MWT 127m、BI 75点。

考察
従来の報告と同様に、2症例共に受動的機能の改善が

認められた。また、Wu Taoらは亜急性期脳卒中期患者

の下肢痙縮に対しBTX-A投与とリハの併用は痙縮、歩

行、ADLを改善し得ると報告しており、報告と類似し

た結果となった。重度片麻痺患者に対するボツリヌス

療法は、施行時期や施注筋の決定に慎重を要すことは

当然であるが、多面的な検討の上、早期から痙縮によ

る機能障害の問題を解消することにより、有効的な理

学療法を実施でき円滑な歩行の学習に繋げることが可

能であると考える。

説明と同意、および倫理
症例報告に際し、対象者には趣旨を説明した。書面で

個人情報の取扱いや情報の開示に対し説明を行い、同

意を得た。

キーワード：ボツリヌス療法・脳卒中・痙縮
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-20

脳卒中後重度片麻痺患者に対するボツリヌス療法を施行した2症例
小野 修 1)・ 江川  廉 1)・有路 哲也 1)・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
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報告の焦点
脳卒中治療ガイドラインでは、歩行能力の改善には下

肢トレーニングの量を多くすることが強く勧められて

おり、同様に装具療法も勧められている。しかし、下

垂足のように筋緊張が低下し、随意的に足関節を動か

すことが難しい患者には、主な手段として装具による

安定性の確保が選ばれやすい。足部機能向上について

は、機能的電気刺激機器のひとつである帝人ファーマ

社製歩行神経筋電気刺激装置Walkaide(以下、WA)があ

り、足関節に関わる筋群の筋力向上、廃用性筋萎縮な

どを予防する効果が期待されている。症例報告はまだ

少なく、当院でも導入したばかりであり効果の検証が

必要であった。今回、回復期リハビリテーション病棟

入院中の脳卒中患者1名に対してWAによる積極的運動

療法を実施した。結果、足部機能の向上と歩行の改善

が得られたため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
症例は左脳梗塞の80歳代女性右片麻痺で下垂足を呈し

ていた。入院前ADLは独居で全て自立していた。装具

は金属支柱付き短下肢装具(以下、SLB)を作成済みで

あった。訓練時にはプラスチック短下肢装具(以下、

SHB)も併用していた。Hopeは装具なしで歩けるよう

になることであった。90病日移動手段は車椅子介助で

あり、歩行はリハビリのみで実施していた。評価(右/

左)は、下肢周計(cm)は下腿最大31/31.5、膝蓋骨上縁

5cm32.5/34、10cm34.5/36、15cm37.5/38、MAS麻

痺側足関節底背屈0、MMT股関節2/3、膝関節2/4、

足関節(前脛骨筋)1/5、10m歩行(杖、歩/秒)SHB有り条

件快適1、最速1.28、SHB無し条件快適・最速1.05、

TUG(杖、秒)SHB有り条件32.4、SHB無し条件51.50、

CS30 4回。

介入方法と経過
90病日までは、SLBまたはSHB歩行や下肢体幹の筋力

トレーニングを中心とした通常の運動療法プログラム

（以下、通常プログラム）を実施し、135病日までは

通常プログラムにWAを加え、麻痺側前脛骨筋、腓骨筋

の促通を目的としたエクササイズモードと歩行時足部

クリアランス改善を目的に使用した介入（以下、WAプ

ログラム）を実施した。WA使用は1日1~2回30~40分

を45日間毎日実施した。今回、運動プログラムとWA

プログラム後の下肢機能、歩行能力、歩容について比

較・検討を行った。

帰結評価
評価内容は、下肢周計(cm)は下腿最大32/32、膝蓋骨

上縁5cm34/35、10cm36.5/38.5、15cm38.5/40、 

MAS麻痺側足関節底背屈1、MMT股関節3/5、膝関

節3/5、足関節(前脛骨筋)2/5、10m歩行(杖、歩/秒) 

SHB有り条件快適1.73、最速1.88、SHB無し条件快適

1.12、最速1.45、TUG(杖、秒)SHB有り条件28、SHB

無し条件33 、CS30 7回。ADLは、病棟内移動は杖歩

行自立、長距離移動時は杖・SHB歩行見守りとなって

いる。

考察
症例は運動プログラムに比べWAプログラムで下肢機

能、歩行能力に改善がみられた。WAを用いた過去の

報告では、歩行機能において短下肢装具との効果には

差がないとするものもあるが、足部機能については述

べられていない。今回の結果より、下肢周計は90病日

では麻痺側の筋萎縮が疑われたが、135病日は非麻痺

側、麻痺側ともに周計が増加していることからWAに

よる廃用性筋萎縮は改善することができたと考える。

MMTでは足部機能改善は前脛骨筋にのみみられてい

る。SHB有り無しでの歩行速度の違いについては、麻

痺側足部の不安定性が残存していることが要因の1つと

考える。今後は、さらに使用期間を延ばすなどWAによ

る効果の検証と装具を併用したハイブリットリハビリ

テーションにて足部機能障害を最小限に抑え、歩行障

害の改善に繋がるよう検証していきたいと考える。

説明と同意、および倫理
 本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象者に説明と同意

を得て行った。

キーワード：walkaide・歩行速度・足部機能
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-21

下垂足を呈した脳梗塞症例に対するWalkaide使用前後の歩行変化ついて

遠藤 信・中田 勇磨
盛岡友愛病院　リハビリテーション科
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報告の焦点
近年、半側空間無視（Unilateral Spatial Neglect：

USN）の改善には非空間的な注意機能の関与（菅原

ら、2009）が報告されている。中でも、全般的注意機

能の低下や非無視側空間への過度な注意配分の問題が

無視症状の程度に左右する（Karnath、1988）ことか

ら、単に無視空間に注意を促す訓練だけでなく、注意

機能などの無視以外の認知機能に対してもアプローチ

することが重要と考える。今回、認知機能低下を伴う

左USN患者に対して、生活動作に付随した介入と環境

調整により、無視症状および身辺動作の介助量軽減に

繋がった。本介入について得られた効果について考察

する。

対象者紹介・理学療法評価
90歳代女性。診断名：脳梗塞(右レンズ核～内包後

脚)。既往歴：高血圧症、糖尿病。入院前ADL：屋

内歩行は歩行器使用し、自立。夜間のみポータブル

トイレ使用。要介護2。Japan Coma Scale(JCS)：Ⅰ

-1。改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）：

19/30点。指示や動作課題が複雑なほど注意が持続せ

ず、動作を中断してしまう。机上検査は精査困難。

Brunnstrom Recovery Stage（BRS）：上肢Ⅱ-手指Ⅱ

-下肢Ⅲ。表在感覚：左上下肢軽度鈍麻。Functional 

Independence Measure（FIM）：41/126点（運動項目

23/91点・認知項目18/35点）。Bathel Index（BI）：

5/100点。起居・移乗動作：全介助。病棟生活の様

子：①気になる事があるとナースコールを頻回に押

す。②唾液を出す癖があり、ティシュを使う機会が多

い。③部屋の入口がベッドの右側に位置しており、ス

タッフの出入りや廊下の物音に注意が向きやすい環

境。　　

介入方法と経過
7病日、端座位保持練習開始。12病日、非麻痺側から

の起居動作練習、立位練習開始。立位練習は非麻痺側

上肢で手すり把持し介助下にて実施。立位保持時間は

介助下にて5秒間。Manual Muscle Testing（MMT）

［Rt/Lt］：股関節屈曲4/3、股関節伸展2/2、膝関

節伸展4/3。18病日、BRS上肢・手指Ⅲ-下肢Ⅳ。起

居・移乗動作時に麻痺側上肢の不参加がみられる。

Catherine Bergego Scale（CBS）：自己評価2/30点・

観察者評価6/30点。感覚入力を目的に麻痺側からの

起居動作練習、麻痺側上肢を支持とした立位練習へ移

行。24病日、BRS上肢・手指・下肢Ⅳ。麻痺側手指伸

展と横つまみが可能となる。病棟生活の様子を元に麻

痺側へ注意を向ける機会を提供する目的でナースコー

ルおよびティッシュ・ごみ袋を麻痺側に設置。ナース

コールは麻痺側で押すように促した。病棟看護師には

上記の環境設定に関してナースコールを押す事やごみ

袋に捨てる事ができているか等、精神的負担の有無に

ついての確認を依頼した。

帰結評価
40病日、HDS-R：11/30点。BRS：上肢・手指・下

肢Ⅳ。 CBS：4/30点（観察者評価）。FIM：47/126

点（運動項目31/91点・認知項目16/35点）。BI：

35/100点。起居・移乗動作：軽介助～中等度介助。立

位保持時間：監視下にて30秒間。

考察
本症例は介入当初、重度の運動麻痺を呈しており、非

麻痺側優位の動作パターンが構築されていた。そこ

で本介入では、機能回復に合わせて麻痺肢を動作場面

で活用することを意識した。また、手続き記憶を利用

し、行為そのものを意識させずに引き出すことで、目

的を持って課題が遂行できるよう課題内容を選択し

た。加えて、リハビリテーション以外の時間でも麻痺

肢を認識し、活用する機会を提供できた点がUSN症状

の改善に寄与したものと考える。

説明と同意、および倫理
対象者には本研究の趣旨を説明し、口頭かつ書面上に

て参加の同意を得た。

キーワード：認知機能障害・半側空間無視・環境設定
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-22

認知機能低下を伴った左半側空間無視患者との関わり
課題難易度設定の工夫により無視症状および身辺動作の

介助量軽減に繋がった症例
大貫 皆人・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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報告の焦点
本症例は麻痺側の連合反応、分離性低下により歩行時

の麻痺側上下肢の疲労を認めていた。非効率的な歩行

による疲労の蓄積は、退院後の活動性低下に繋がる恐

れがあった。本症例に対し、歩行効率の向上を図り、

屋内外を活動的に移動するために麻痺側体幹・股関節

周囲筋の安定化に着目し、歩行速度・耐久性・応用性

の観点から介入した経過を報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70歳代男性。妻と二人暮らしで生活歴は活動的。左上

下肢脱力感を自覚しA病院にて右内包後脚のラクナ梗

塞と診断、左片麻痺を認めた。第22病日当院転院、理

学療法開始。BRS：上肢Ⅲ手指Ⅲ下肢Ⅲ。表在感覚：

左上下肢中等度鈍麻。歩行：独歩見守り数m。麻痺側

内腹斜筋・殿筋群・ハムストリングス・大腿四頭筋の

低緊張が原因となり麻痺側立脚期での体幹麻痺側側

方・前方への崩れが生じていた。その後の非麻痺側下

肢への重心移動がスムーズに行えず、麻痺側下肢の振

り出しが一塊となっていた。結果、麻痺側上肢の連合

反応が助長され、歩行時の疲労を訴えていた。また、

方向転換・狭路での歩行困難等応用性の低下を認め

た。10m歩行：歩行器にて17.6秒・17歩、歩行速度

0.57m/s。6分間歩行：歩行器にて186m。FIM：67

点。退院時目標：屋内独歩・屋外T字杖自立。

介入方法と経過
歩容修正・歩行効率の改善・疲労軽減を図るため麻痺

側体幹・股関節周囲筋の安定化、体幹分節性・下肢分

離性向上、末梢の筋緊張改善を目指した。

 初期：側臥位にて股関節伸展運動、座位にて腹筋群の

筋活動促通・麻痺側上肢筋緊張コントロール下での下

肢分離運動を実施。

 中期：麻痺側上肢の筋緊張が緩和した一方、立位にて

麻痺側下肢の著明な支持活動低下を認めた。この原因

を麻痺側上肢の筋緊張亢進により代償的に麻痺側下肢

の筋緊張を生み出しているためと考えた。介入では左

右対称的な重心移動にて麻痺側内腹斜筋・大腿四頭筋

を、ステップ練習にて麻痺側LR～MtSでの殿筋群・ハ

ムストリングスの適切な筋収縮のタイミングを学習。

方向転換・狭路での歩行等、応用歩行を導入した。

 後期：麻痺側上肢の筋緊張が緩和した状態で麻痺側

下肢の適切な荷重コントロールが可能となり、階段昇

降・屋外不整地歩行・両上肢での物品運搬歩行におい

ても麻痺側上下肢疲労感が軽減。

帰結評価
第140病日～第141病日実施。BRS：上肢Ⅳ手指Ⅳ下肢

Ⅴ。表在感覚：左上下肢中等度～軽度鈍麻。歩行：居

室内独歩自立、院内T字杖歩行自立。麻痺側体幹・股関

節周囲筋の筋緊張改善し、体幹麻痺側側方・前方への

崩れが軽減。麻痺側下肢の振り出しが改善し、体幹の

回旋要素出現。連合反応が抑制され、麻痺側上肢疲労

感が軽減。屋内外での応用歩行は自立レベル。10m歩

行：独歩にて8.9秒・18歩、歩行速度1.13m/s、6分間

歩行：T字杖にて315m。FIM：120点。

考察
本症例は中枢部の低緊張を末梢の筋緊張亢進により代

償する筋緊張異常が原因となり、麻痺側の連合反応、

分離性低下が生じ、歩行時の麻痺側上下肢の疲労を認

めていた。介入では麻痺側上肢の筋緊張を抑制した上

で麻痺側体幹・股関節周囲筋の筋緊張を適切に維持で

きることに重点を置いた。

その結果、麻痺側立脚期で適切なタイミングでの筋収

縮が可能となり体幹麻痺側側方・前方への崩れが軽

減、麻痺側下肢の振り出し改善や体幹回旋要素の出現

を認めた。また段階的に応用歩行を実施したことで、

様々な環境へ適応が可能となった。これらの介入によ

り歩行速度・耐久性・応用性が向上し、麻痺側上下肢

の疲労感の少ない効率的な歩行が可能となったと考え

る。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、本症例及びご家族に説明と

同意を得た。

キーワード：片麻痺・歩行・筋緊張
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-23

効率的な歩行獲得のために麻痺側体幹・股関節周囲筋の安定化を図った
症例

宮崎 晴佳
特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院
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報告の焦点
2015年脳卒中リハビリガイドラインにて早期からの装

具着用での歩行訓練が推奨されている。歩行や自重を

用いた課題指向型トレーニングは有用とされている。

また脳卒中者の歩行は麻痺側下肢筋力が高いほど相関

を示しており歩行再建には麻痺側下肢筋力強化する視

点が重要になると考えられる。今回、左内頚動脈梗塞

により右重度麻痺した症例を担当する機会を得た。介

入当初から長下肢装具(以下KAFO)を使用。KAFOカッ

トダウンに対し膝制御を工夫して行い立位、歩行練習

を中心に行ったところT字杖監視歩行まで改善がみられ

たため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
60代女性。診断名左内頸動脈閉塞、内包後脚、被殻

～島皮質広範囲に損傷。覚醒不良にて急性期病院で

は離床まで。X+30日に当院に転院。転院時の評価は

JCSⅠ-1、病前ADL自立、BRS右上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅰ、

SIAS-M下肢(股)0(膝)0(下肢遠位)0、ROM異常なし、

TCT24点、FAC1点、感覚深部検査は全失語で精査困

難、FIM36点、基本動作全介助、歩行全介助、X+60日

に治療装具作成。

介入方法と経過
KAFOを着用して後方介助による2動作前型歩行入棟時

から実施。X+85日から平行棒内でKAFOリングロック

を解除し歩行練習実施。骨盤が後方残存しExtension 

Thrust Pattern(以下ETP)出現していた。KAFO後方介助

での2動作前型歩行は継続し金属支柱付きKnee brace

を着用し膝関節固定性を高め平行棒内介助でHC、骨

盤前方推進、下腿前方回転を意識し倒立振子運動を形

成。Step練習、歩行練習を実施した。KAFOと短下肢装

具（以下AFO)を併用しながら歩行練習継続。膝制御を

KAFOに依存した期間が長くX+110日後もETPは残存。

平行棒内でのStep練習を2人介助とし骨盤前方推進と麻

痺側下肢の前方回転を強調し練習を反復した。その後

金属支柱Knee braceの課題難易度変えながらStep練習

を実施。ICからMSでの骨盤後方残存が軽減しETPが軽

減。膝サポーターとT字杖腋窩軽介助で歩行可能となっ

た。X+120日に監視レベルで歩行可能となり作業療法

場面と病棟歩行を追加。歩行機会の増大を図った。

帰結評価
X+150日、BRS右上肢Ⅲ手指Ⅲ下肢Ⅲ～Ⅳ、SIAS-M下

肢(股)3(膝)3(下肢遠位)2、ROM異常なし、MMT麻痺

側下肢3~4、TCT 100点、FAC3点、10m歩行速度14秒

4、6分間歩行距離210m、重度運動性失語、基本動作

自立、屋内歩行監視、FIM95点となった。

考察
本症例は重度片麻痺を呈しているが、比較的若年であ

り、重度片麻痺患者が歩行獲得した先行研究もあるこ

とから自宅退院を視野に入れ、歩行能力の獲得を目標

とした。内包後脚～島皮質広範囲に損傷しており意図

的な運動は困難と予想され、自動的な運動を意識し転

院時からKAFOを着用し後方介助2動作前型歩行を積極

的に実施した。KAFOからAFOへ移行する際に腋窩介助

で歩行は可能であったが、Passenger unitの前傾、骨

盤右回旋、MSで前脛骨筋出力が低下し床反力が膝関節

前面を通るアライメントをとりETPが出現していた。

AFOとKAFOを併用し金属支柱Knee braceの支柱を外

し、徐々に膝関節制御の難易度上げながらPassenger 

unitの保持、HC、股関節伸展を意識したことで体幹

筋、膝股関節伸展筋、前脛骨筋の遠心性収縮が向上し

倒立振子運動を形成し易くなった。この状態でStep練

習を反復したことでICから骨盤を前方に推進するタイ

ミングの学習を図ることができ床反力が膝関節中心近

くを通りETPの軽減につながり屋内監視歩行を獲得し

たと考えられる。

説明と同意、および倫理
本症例の家族には、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：長下肢装具・カットダウン・歩行練習
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-24

長下肢装具からカットダウンに段階を刻み工夫をした症例

佐藤 知明
公益財団法人 磐城済世会 松村総合病院
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目的
　近年、不全脊髄損傷者に対してロボットを用いた歩

行練習により歩行能力改善を認めた報告が散見する

が、練習速度条件を比較し、歩行速度や筋活動に及ぼ

す影響を検討した報告は乏しい。本研究の目的は、回

復期不全脊髄損傷者1症例に対しHAL®自立支援用単関

節タイプ(Hybrid Assistive Limb® single joint type：以

下HAL-SJ)を用いた快適、最大速度での歩行練習が歩行

パラメーター、筋活動に及ぼす影響を検討する事であ

る。　

方法
　対象は頚椎後縦靱帯、胸椎黄色靭帯骨化症に対する

C2-Th3椎弓形成術後に対麻痺を呈し、術後29日に当

院回復期リハビリテーション病棟に転院した60歳代男

性。術後77日の身体機能は改良Frankel分類D1。歩行

能力は両側ロフストランド杖介助レベル。方法はAB型

デザインを用いてA期をBase lineとし快適速度歩行練

習(0.5～0.8m/秒)、B期は最大速度歩行練習を各期間3

週10回実施。介入はROPOX社製オール・イン・ワン

にて免荷し、左膝関節にHAL-SJを装着し100m歩行を

5set実施。評価は、快適、最大歩行速度で10m歩行を

行い、各々の歩行速度、歩幅、歩行率をA期、B期に

各10回算出。また、最大歩行速度での10m歩行中の

左大腿直筋、大腿二頭筋短頭、ひらめ筋の表面筋電図

をA1、A10、B10に測定。波形は20～500HzのBand-

pass filter処理後、50msecのRMS波形に変換し、1歩行

周期を100%とした時間正規化を行い、立脚期、遊脚期

の筋電図積分値(以下IEMG)を算出し各筋の筋活動量を

比較した。次にこれを1歩行周期のRMS平均値で正規

化し、各相の筋活動量(以下%IEMG)を求め、異なる筋

間の％IEMGの大小関係を比較し筋活動パターンを求め

た。解析は、快適、最大速度の歩行速度、歩幅、歩行

率を中央分割法にてA期から求め、延長したCeleration 

Line(以下CL)と比較したB期の上位数を二項分布により

検定した。有意水準は5%とした。表面筋電図測定の結

果は測定毎に各々比較した。

結果
　B10に改良Frankel分類D2。快適、最大速度の歩行速

度、歩幅、歩行率は全てA期のCLと比較してB期で有意

に高値であった(p<0.01)。IEMG(立脚期/遊脚期。A1、

A10、B10順)は大腿直筋66.9/40.1μV、48.1/31.8μ

V、49.7/51.5uV、大腿二頭筋短頭24.6/33.07μV、

70.7/49.0μV、45.9/63.2μV、ひらめ筋48.8/19.8μ

V、55.1/36.1μV、102.8/65.5μV。筋活動パターン

(%IEMG)はA1、A10、B10全て立脚期ひらめ筋＞大腿

直筋＞大腿二頭筋短頭、遊脚期大腿二頭筋短頭>大腿直

筋>ひらめ筋であった。

考察
　今回、高速度歩行練習により、全ての歩行パラメー

ターが有意に改善した。筋活動量はひらめ筋のみB10

に著明に増大し、パターンに変化は無かった。先行研

究では、脊髄損傷者の高速度歩行はEMG平均振幅が増

加する(Bres et al 2004)事や、最大歩行速度での歩行練

習によって歩行率が増加する(長谷川 他2013)事が報告

されているが、高度なバランスが要求される歩行は筋

活動不均衡が増強する(藤縄 他2007)とされる。今回、

最大歩行速度での歩行練習に伴い、底屈筋の筋活動

量が増大し立脚後期が安定した事で対側歩幅が延長し

た。また、歩行率も増加する課題特異的な効果が得ら

れたと考える。さらに、HAL-SJによる歩行周期に応じ

たアシストが加わる事で、筋活動不均衡が生じなかっ

たと考える。最大、快適歩行速度には強い相関が認め

られており(Bohannon 1997)、本症例も最大歩行速度

での歩行練習により、歩幅、歩行率が快適歩行速度で

の練習と比較して課題特異的に増加した事で、最大歩

行速度が向上した結果、快適歩行速度も向上したと考

える。

説明と同意、および倫理
対象者に対して説明し同意、倫理委員会の承認(承認番

号62-B)を得てヘルシンキ宣言に準拠し実施した。

キーワード：不全脊髄損傷・ロボット・歩行練習
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-25

回復期不全脊髄損傷者に対するロボットを用いた最大歩行速度での歩行
練習が歩行パラメーター、筋活動に及ぼす影響

シングルケースデザインによる検討
春山 大輝・渡辺 光司・齋藤 頼亮・内藤 大樹・田中 孝顕・加藤 隆

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



1232019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

報告の焦点
脊髄梗塞のうち、後脊髄動脈の閉塞により脊髄後索が

障害される後脊髄動脈症候群は非常にまれな疾患と

されている。また、脊髄梗塞は、長軸方向に長い病変

や深部感覚障害があると予後不良と言われている。今

回、4椎体にわたる脊髄梗塞により重度深部感覚障害を

呈し一時起立・立位保持困難となったが、介入により

立位バランス・歩行能力の改善がみられた症例を経験

した。予後不良と予測された本症例が改善した要因の

考察を含め、以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
Th8～11の脊髄後索に脊髄梗塞を発症した60歳代男

性。発症当日まで仕事をされており、発症前ADLは全

自立。身長180㎝、体重73㎏、BMI22.5。3病日目の理

学療法評価は、AISA Impairment Scale(以下AIS) Bレベ

ル。下肢主要筋のMMTは右下肢2、左下肢1。下肢触

覚は右下肢軽度低下、左下肢は近位部から低下みられ

末梢は脱失。下肢位置覚は右下肢膝関節以下脱失、左

下肢股関節以下脱失。FIM運動項目30点、認知項目35

点。起き上がりは努力的ながら自力遂行可、下肢操作

は一部介助。端坐位保持は見守りにて可能。下肢荷重

支持できず、起立・立位保持は困難であった。

介入方法と経過
視覚代償下で下肢位置調整しながら、端坐位でのpush 

upや横移動での荷重練習から開始し、代償動作を許容

しつつ起立・立位練習へと進めていった。経過と共に

下肢筋出力・感覚の改善がみられ、後方重心位での起

立や膝関節過伸展位での立位保持は可能となった。し

かし、動的な立位場面では適切なタイミングで下肢筋

出力を発揮できず、重心移動に伴い膝折れが目立ち、

歩行は困難な状態が続いた。前方重心位での起立反復

練習を介助下で実施するうち、徐々に膝関節屈曲位で

の下肢荷重支持が可能となり、立位での動的バランス

能力改善・歩行能力向上へと繋がった。歩行練習は平

行棒内から開始し、四脚歩行器や歩行器、体重免荷ト

レッドミルへと姿勢制御能力に合わせて移行した。43

病日目に回復期病院へ転院となった。

帰結評価
40病日目の理学療法評価は、AIS Dレベル。下肢MMT

は両下肢ともに股関節屈曲3、膝関節伸展・足関節背屈

は右5、左4。触覚は右L2以下8/10。左L1以下8/10。

下肢位置覚は、右母趾脱失ながら大関節は良好。左は

膝関節で低下、母趾脱失。両下肢に感覚性運動失調(左

＞右)あり。FIM運動項目は42点へ改善。起立・立位保

持・移乗は上肢支持にて見守り、車椅子駆動自立、歩

行は両下肢に足関節装具を装着下で歩行器歩行一部介

助。

考察
脊髄梗塞は、長軸方向に長い病変や深部感覚障害があ

ると予後不良とされている。本症例は予後不良因子を

有していたが、43日間の急性期病院入院期間中にも

立位バランス・歩行能力改善がみられ、歩行器歩行練

習を行える状態に至った。要因として、①病変が脊髄

後側索に及んでいたが、前脊髄動脈からの血流が保た

れていたことにより外側皮質脊髄路の機能改善が得ら

れ、筋出力改善がみられたこと②不全麻痺であったこ

とから、深部感覚改善が得られたこと③認知機能良好

であり、残存機能による姿勢制御が図れたことが考え

られる。また、機能改善に合わせて課題特異的に起

立・立位・歩行練習を行ったことが運動学習を促進

し、代償的な運動プログラム形成に寄与したと考えら

れる。

説明と同意、および倫理
発表に際し、本症例へ口頭にて説明の上、書面にて同

意を得た。

キーワード：脊髄梗塞・深部感覚・姿勢制御
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-26

4椎体にわたる脊髄梗塞により重度深部感覚障害を呈したが、立位バラ
ンス・歩行能力改善がみられた一症例

佐々木 明・蔵品 利江
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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目的
　HAL@医療用下肢タイプ（以下、下肢HAL）とは、

皮膚に装着したセンサで検出した生体電位信号に基づ

き、下肢の動きを助けつつ歩行運動を繰り返すこと

で、歩行機能の改善を図るとされている。2016年より

緩徐進行性の神経・筋難病8疾患に対する下肢HALを

使用した治療が保険適用となっている。神経筋疾患患

者の治療として下肢HALは有効であると近年多く報告

されている。当院でも神経筋疾患患者の治療として、

2019年1月より下肢HALが導入となり、筋萎縮性側索

硬化症（以下、ALS）2名に対し施行し、歩行機能に向

上がみられたため報告する。

方法
　対象は、ALS2名(以下、症例1、症例2)である。症

例1は、ALS診断後8年経過しているが、進行は緩やか

で固定型歩行器使用し、自宅内極短距離歩行自立であ

る。症例2は、多巣性運動性ニューロパチーの診断で

あったが半年前に鑑別しALSの診断となり、現在ADL

全般的に介助を要し、車椅子での生活を送っている。

　評価項目は、免荷機能付き歩行器All-In-Oneを使用

し2分間歩行試験(以下、2MWT)と10m間歩行試験(以

下、10MWT)を実施。2MWTの前後に修正Bergスケー

ルにて疲労度の確認を行った。転倒予防のためにフロ

ア歩行では免荷機能付き歩行器All-In-One、トレッドミ

ル上歩行ではUnweighingSystemを用いた。安全面に

考慮し、下肢HALを装着した歩行運動処置を週2回以

上、計10回実施した。下肢HALを用いての歩行運動時

間は、20分～30分で本人の疲労を確認し、適宜休憩を

設けながら行った。10回の運動処置実施後、2MWTと

10MWTを再度評価した。

結果
　介入前→介入後で示す。症例1:2MWT歩行距離

32m→43.5m、修正Bergスケール2→1、10MWTの速

度0.37m/s→0.53m/s、歩効率1.10step/s→1.42step/

s、歩幅0.33m→0.38m、症例2：2MWT実施困難→実

施困難、10MWTの速度実施困難→0.87m/s、歩効率実

施困難→1.01step/s、実施困難→0.8mと向上がみられ

た。介入中に筋痛や筋力低下、擦過傷などの有害事象

の出現が無かったことを確認した。

考察
　結果より、ALS2症例ともに歩行能力の向上が得られ

た。自力での歩行が困難な症例であっても下肢HALを

使用することで、負荷量を調整しつつ効率的な歩行練

習を可能にする一助となったと考える。被検者が運動

意図に基づき、正しく動作を反復し、運動の成功感覚

が報酬となり、反復する際に報酬が予測されることが

ニューロリハビリテーションにおいて重要とされてい

る。また、下肢HALは随意運動意図である生体電位信

号を読み取り、より誤りの少ない正確な歩行パターン

での下肢の運動をアシストしている。中島は、脳活動

と運動現象を疲労なく誤りなく反復でき、報酬系も合

わさることで神経可塑性を促進する運動プログラム学

習といえると述べている。今回携わった2症例におい

て、下肢HALを用いてより正確な歩行パターンを疲労

感少なく、運動を繰り返すことでバイオフィードバッ

クにより、装着者の脳・神経・筋の可塑性を促進し、

歩行能力の向上の一助になった可能性があると考え

る。

説明と同意、および倫理
　発表に際して患者本人・家族への説明と同意を行

い、当院倫理委員会の承認を得た。

キーワード：ロボット・歩行運動・可塑性
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-27

当院でのHAL医療用下肢タイプの導入経過
鈴木 貴之・佐藤 千穂・村上 星耶・今野 太陽・白幡 淳・酒井 尚子

茂木 紹良
鶴岡協立リハビリテーション病院
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はじめに
　当センターでは脳性麻痺児の下肢の痙性に対する治

療としてボツリヌス治療(BTX)や手術が行われている。

今回、両股関節周囲筋解離術と両アキレス腱延長術を

行った脳性麻痺児に介入した結果、立位・歩行の安定

性とADL向上が得られたため報告する。

対象者紹介
　対象は6歳男児、脳性麻痺痙直型両麻痺、GMFCS(粗

大運動能力分類システム)はⅢレベル。IQは74である。

生育歴は在胎28週1日、BBW1042g、Ap5/7、A病院に

て自然分娩で出生した。NICU退院後、生後98日目より

外来PTを開始した。4歳時にBTXや手術検討のため当

センターに紹介された。5歳までに両股関節内転筋と両

足関節底屈筋に計4回BTXを施行した。その後手術が検

討され、今回歩容改善目的に両股関節周囲筋解離術と

両アキレス腱延長術(Vulpius法)が施行された。

介入方法と経過
　術前は特に股関節内転筋、足関節底屈筋に痙性がみ

られ、下肢ROMは股関節伸展・外転、膝関節伸展、

足関節背屈に制限がみられた。つかまり立ちは可能だ

が、自力での立位保持は困難であり、クラウチング肢

位(股関節屈曲・内転・内旋、膝関節屈曲)、尖足が目

立った。支柱付短下肢装具(AFO)装着の下、見守りに

てロフストランド杖(杖)歩行が約5m可能であった。

歩行時は体幹が前傾し、左股関節が内旋位になりやす

かった。屋内移動は主に四つ這いで、屋外はベビー

カーを使用していた。GMFM(粗大運動能力尺度)は総

点52％、WeeFIMは60点であった。術後4日目より1

回40分の介入を週3～5回の頻度で開始した。術後25

日目よりAFO装着下で立位練習を開始した。術後1ヶ

月時の評価で下肢ROMは膝関節伸展以外の項目で改善

した。術後2ヶ月より歩行練習を開始した。術後6ヶ月

時の評価ではGMFM総点67％となり、運動面で立位姿

勢と歩容の改善がみられた。WeeFIMも70点となり、

清拭・下半身更衣・移乗動作・歩行の項目で改善がみ

られた。また、就学の準備として学校見学やデイサー

ビス利用に関して多職種カンファレンスで情報を共有

し、術後より自走式車椅子の作製を開始した。

考察
　本症例は、術後に痙性が抑制された状態で筋の働き

を再学習することで、クラウチング肢位改善と足底接

地が可能となった。一般的に股関節周囲筋解離術後は

対象筋の筋力低下がみられ、本症例も同様であった。

筋力低下へのアプローチは特異性の原則を用いた。特

定の運動動作の成績を向上させたい場合は、動作その

ものを繰り返し練習すると効果的と言われている。今

回は非荷重期間に体幹へのアプローチを重点的に実施

し、その後立位・歩行練習を開始した。他には床から

の移乗など姿勢変換の練習も取り入れた。術前と異な

るアライメントでの運動学習のため時間を費やした

が、結果的に立位・歩行の安定性向上と杖歩行距離

延長につながり、ADLが向上したと考えられる。今回

は、手術した時点で就学先やデイサービス利用などの

見通しが立っていなかったため、多職種で連携する必

要があった。就学に向けて必要な準備が明確になら

ず、術後約半年という短期間で福祉用具作製を検討し

なければならなかった。この経験を通じて、児だけで

なく両親への働きかけなどバックグラウンドにも配慮

しなければならない点に難しさと重要性を感じた。

まとめ
　両股関節周囲筋解離術と両アキレス腱延長術を施行

し、理学療法や就学を見据えた支援を行った脳性麻痺

児について報告した。

説明と同意、および倫理
本発表にあたり、ご家族に趣旨と目的を説明し、口頭

と書面にて同意を得た。個人情報の保護とデータの取

り扱いには十分に配慮した。

キーワード：脳性麻痺児・術後・就学支援
2019年09月14日　14:50 ～ 15:50【 ポスター発表Ⅰ 】P-1-28

両股関節周囲筋解離術と両アキレス腱延長術を施行した
脳性麻痺児への介入

就学を見据えた支援も含めて
小山 理衣・吉田 寿子・武田 浩一郎・松尾 洋平

福島県総合療育センター
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目的
当院では変形性膝関節症の手術療法においては人工膝

関節全置換術（以下TKA）が選択・施行され、これに

合わせて周術期クリニカルパスを作成し運用してい

る。クリニカルパスは多くの医療機関で運用されてい

るが、当院では平成25年度から周術期リハビリテー

ションの内容を標準化し、治療者が使用するリハビリ

テーションクリニカルパス（以下リハパス）を導入し

ている。今回は当院で運用しているリハパスの紹介

と、バリアンス分析を行ったので報告する。

方法
対象は平成25年度から29年度に変形性膝関節症の診断

で入院となりTKAが施行され、リハパスを適用した延

べ22例。内訳は男性4例、女性18例。平均年齢は73.5

±4.9歳。男性66歳－77歳（平均70.8±4.4歳）、女性

62歳－82歳（平均74.1±5.1歳）。パスの運用期間は

手術後翌日から4週間（28日間）と設定しているが、

退院日まで運用を継続した。また、手術後3日目から

全荷重開始とし歩行訓練が開始された例をAコース、

同日に歩行訓練開始困難な例をBコースとして運用し

た。日々のアウトカムに対してオールバリアンス方式

によりバリアンスを収集し、バリアンス発生件数と発

生率、手術後の平均在院日数、退院先、バリアンスの

要因を分析した。

結果
全22例中、Aコースでの運用は20例、Bコースは2

例。バリアンス発生件数は16件、発生率72.7％であっ

た。総バリアンスのうち最も高頻度で発生した要因

はアウトカムの早期達成である正のバリアンスで5

件、31.2％であった。達成遅延（負のバリアンス）

となった要因としては、疼痛による進行遅れが4件、

25.0％。発熱による進行遅れが2件、12.5％。その他

歩行不安定による進行遅れ、一時的な意識レベル低

下、手術中の骨折による一定期間の患肢免荷、深部静

脈血栓症発症、負の要因無く進行遅れ、がそれぞれ1件

ずつ発生した。負のバリアンス発生率は11件、68.8％

であった。これら負のバリアンスのうち8件、72.7％

は一定期間リハパスから変動した後にアウトカムを達

成された。また、パスから逸脱・脱落した症例がそれ

ぞれ1件ずつ発生した。手術後の平均在院日数は29.3

±10.7日。退院先は21名が自宅、1名が回復期リハビ

リテーション病院への転院であった。

考察
総バリアンス発生率は高値であったが、そのうちアウ

トカムの早期達成である正のバリアンスが最も高頻度

となった。また負のバリアンスでは、一定期間パスか

ら変動した後にアウトカムを達成された例が高頻度と

なった。この結果から、設定したアウトカム（訓練内

容）を見直し、訓練開始日を前倒してもバリアンス発

生率が増加する可能性は低いと考えられる。さらに全

荷重開始日を手術後3日目と設定し、歩行訓練開始の可

否によりA・Bとコース分けをしたが、Bコースでの運

用は2件とわずかだった。運用理由も一定期間の免荷や

医師の指示による訓練開始遅延という点から、コース

分けは不要と考える。リハパスの運用期間は28日間と

設定しているが、今回の分析方法では10件、45.5％が

日数を超えての退院となった。設定日数を超えた原因

までは分析できなかったが、今回の取り組みで得られ

た結果を基に今後の課題として、各アウトカムの設定

日を見直すことで対象者が早期回復･早期退院されるよ

うなリハパスの改訂に取り組んでいく。

説明と同意、および倫理
本研究は個人情報の観点や個人への理解を求める同意

等の人権擁護、不利益事項の説明など、当院の倫理規

定に合致する配慮がなされているものと判断され承認

を得て実施した。

キーワード：人工膝関節全置換術・リハビリテーションクリニカルパス・バリアンス分析
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-1

変形性膝関節症術後リハビリテーションクリニカルパスの運用と
バリアンス分析

〜これまでの傾向と今後の改訂に向けて〜
伊東 正嗣・山本 真由・斎藤 弘子・武田 淳一
一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院
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目的
腰部脊柱管狭窄症（以下LSCS）は神経症状、変形性股関

節症（以下Hip OA）は疼痛を主体とする。ガイドライン

上、両疾患ともに徒手療法のエビデンスレベルは低い。

Hip OAへの運動療法は、短・中期的な疼痛緩和・機能改

善に対して有用という中等度レベルの根拠が示されてい

るが、自主練習の実施率向上が課題である。

今回、自己組織化理論に基づいた徒手療法と、簡便な自

主運動により症状改善したLSCS・Hip OA患者について紹

介する。

方法
60代女性。仕事無職。夫と二人暮らし。現病歴：腰痛は

以前からあったが、1年前から右股関節痛・殿部～大腿

外側痛が出現。他県にいる実家の母の介護に携わる機会

もあり症状増悪。夜間痛もあり眠れない状態。他院や接

骨院などで治療していたが効果なく、開業医から当院紹

介。既往歴：30年前腰椎椎間板ヘルニアにて手術、交通

事故にて頚椎負傷。MRI：L4/5椎間板腔狭小化。XP：右

初期変形性股関節症。Needs：介護に対する不安をなくし

たい。

3週間の内、7回介入。介入1～2回目を中心に報告。

◯1回目機能評価

疼痛：腰殿部痛・大腿外側痛・右股関節痛ともにNRS8-

9。夜間痛＋。

ROM：右股関節屈曲100°伸展10°内旋30°。屈曲、

内旋で疼痛＋。FABER＋、FADIRF＋。トーマステスト陰

性。

筋力：右中殿筋3-。

低可動性：右股関節、左仙腸関節、L2/3

歩行：独歩。疼痛性跛行。右立脚中期以降の股関節伸展

制限。

◯1回目介入

左仙腸関節・L2/3周囲の結合組織に対しアプローチ。

実施後は股関節屈曲100→120°に変化し、歩行時痛も

軽減。初回は仙腸関節・腰椎の可動性向上目的に、うつ

伏せでの腰振り運動、端座位での左右傾斜運動指導し終

了。

◯2回目機能評価

疼痛：腰殿部痛・大腿外側痛・右股関節痛ともにNRS4。

夜間痛軽減。

ROM：右股関節屈曲120°伸展15°内旋30°

筋力：右中殿筋3-。

感覚（デルマトーム）：右L2・S1感覚鈍磨、右L5痺れ。

反射：正常

低可動性：右股関節、左仙腸関節、L2/3、環椎後頭関節

歩行：独歩。疼痛性跛行軽減。右立脚中期以降の股関節

伸展不足は軽減。

◯2回目介入

NRS初回8-9から4に改善。低可動性が残存している左仙

腸関節、L2/3に対しアプローチ。実施後の下肢感覚検査

では右L2・S1レベルでの感覚鈍磨が正常化したが、右L5

での痺れは残存。続いて低可動性のある頚椎（環椎後頭

関節）に対しアプローチ。実施後は右L5での痺れ消失。

続いて、右股関節に対しアプローチ。実施後、右中殿筋

筋力MMT3-から4に向上。歩行時NRSは2に改善。

結果
疼痛：NRS初回8-9→2回目4-2

筋力：初回右中殿筋3-→2回目4

感覚：2回目右L2・S1感覚鈍磨、右L5痺れ→アプローチ

後消失

考察
腰殿部痛・大腿外側痛・右股関節痛の主症状に対して、

神経と低可動性の評価を実施した。下肢筋力・デルマ

トーム感覚検査結果から単髄節だけでなく、多髄節の問

題と判断。腰椎・骨盤に留まらず頚椎アプローチ後の改

善もあるため、解剖的な連続性による影響が考えられ

る。中殿筋筋力向上は、L5髄節の改善と右股関節周囲の

結合組織の問題があったと思われた。また、自主練習は

筋力強化ではなく、律動的で簡便にできる運動を処方す

る事で継続して実施する事ができた。

説明と同意、および倫理
本人に文章と口頭で説明を行い、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・結合組織・自主練習
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-2

自己組織化理論に基づいた徒手療法と自主練習により、症状改善が
みられた腰部脊柱管狭窄症・変形性股関節症患者の一例

佐藤 純也 1)・山岸 茂則 2)・舟波 真一 3)

1)一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院
2)BiNIリハビリセンター長野

3)BiNIリハビリセンター東京銀座
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目的
新鮮脊椎圧迫骨折患者は、ほとんどが保存療法を選択

される。1～2週間の床上安静期間を経た後、体幹装

具を装着し離床を開始する。床上安静の期間や程度、

理学療法頻度はさまざまな因子により患者個別に設定

されるが、多くは、廃用症候群を予防する目的で安静

時期から理学療法が開始となる。しかしながら、離床

開始後に日常生活動作の再獲得に難渋する症例をしば

しば経験する。先行研究では、栄養状態、認知機能、

椎体骨折数と日常生活動作能力の個別的な関連性を示

唆する報告は存在するが、それらの関連性を横断的に

検討した報告は見当たらない。そこで本研究は、退院

時の日常生活動作能力に関係する因子を横断的に調査

し、退院時の日常生活動作能力の予後因子を明らかに

することを目的した。

方法
後ろ向き観察研究で調査した。調査対象は、2015年

10月1日から2018年9月30日に脊椎圧迫骨折と診断さ

れ、入院した患者139例のうち、以下に定めた除外基

準に該当しない100例とした。除外基準は陳旧性圧迫

骨折患者、入院当初から活動制限がなかった患者、病

前生活で歩行不可能であった患者、入院中の重篤な合

併症による安静延長、専門病院への転院を余儀なくさ

れた患者、死亡退院患者とした。調査項目は、年齢、

性別、受傷機転の有無、複数骨折の有無、入院時簡易

栄養状態評価点数、入院時FIM運動項目合計点数、入

院時FIM認知項目合計点数、安静日数、安静期間にお

ける理学療法提供単位数、退院時FIM運動項目合計点

数の10項目とした。統計学的検討は、退院時日常生活

動作に影響する因子を調査するために目的変数を退院

時FIM運動項目合計点数とし、それ以外の調査項目を

説明変数としてステップワイズ法による重回帰分析を

行った。統計解析ソフトはR2.8.1を使用した。

結果
ステップワイズ法による重回帰分析の結果、説明変数

は入院時FIM認知項目合計点数、入院時FIM運動項目合

計点数、性別の3項目が抽出された（p＜0.05）。それ

ぞれ標準偏回帰係数は、0.59、0.19、0.15であり、決

定係数R二乗は0.51であった。

考察
本研究の結果から、入院時の認知機能が、退院時の日

常生活動作にもっとも影響を及ぼすことが示唆され

た。これは、田邊らの先行研究による「認知機能低下

のある骨粗鬆性圧迫骨折患者は、そうでない患者と比

較して退院時移動FIM点数が有意に低下していた」と

する結果を一部支持する結果となった。また、複数骨

折の有無や簡易栄養状態評価点数は抽出されず、骨折

数や栄養状態と退院時日常生活動作能力の関連性を示

唆する先行研究とは異なった結果となった。入院直後

の急性期では、基本的に床上安静で管理されるため、

心身機能を評価できる項目が限られる状況にある。そ

の中で、入院時の認知機能を主軸に退院時の日常生活

動作能力を予測できることは、患者の日常生活動作の

ゴール設定を行う上での一助になりうると考えられ

る。

本研究の限界として、予後因子の調査項目として筋力

等の心身機能評価を検討していない点が挙げられる。

これについては、受傷早期の臨床場面において、ベッ

ドサイドにおける心身機能の正確な評価、測定が困難

な場面が多いため、実際的な評価方法も含め検討が必

要である。

説明と同意、および倫理
調査により得られた情報は、ヘルシンキ宣言に基づ

き、研究対象者の秘密保護に十分配慮し、連結可能匿

名化により厳重に管理した上で使用した。

キーワード：圧迫骨折・機能的自立度評価表(FIM)・予後因子
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-3

脊椎圧迫骨折患者における退院時日常生活動作に影響する因子の検討

藤田 卓也・笹原 拓徒
一般財団法人　脳神経疾患研究所付属　南東北福島病院
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報告の焦点
大腿骨転子部骨折術後1か月で強い荷重時痛があり歩行

が困難だった症例に対して自己組織化理論に基づき、患

部のみに焦点を持たず全身の衝撃緩衝作用の改善や先

行随伴性姿勢調節機構(以下APA)の活性を治療の中心に

行ったすえ、疼痛が消失し歩行能力が大幅に改善したの

で報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70代女性。

現病：右大腿骨転子部骨折。既往：受傷3か月前に左

血栓性静脈炎で1か月間の入院加療。40代：右乳癌全

切除。60代：糖尿病。70代：心筋梗塞、うっ血性心不

全、白内障。

左血栓性静脈炎受傷前は屋外歩行自立、その後は自宅内

伝い歩き自立であった。疼痛：歩行荷重時に患側大腿前

面から外側に痛み。NRS：7～8。安静時痛なし。歩行：

歩行器歩行軽介助。中等度程度の疼痛性跛行。T字杖歩

行中等度介助。2動作揃え型の静歩行。高度の疼痛性跛

行。リハビリに対して「痛いのを我慢して歩く」という

観念があった。

介入方法と経過
患部だけに着目をせずに全身の衝撃緩衝作用の低下して

いる部位を評価した。一般的に硬度が高い物質は固有振

動数が高く衝撃緩衝作用が低いとされているので、背臥

位で足元から振動を全身に加え振動の仕方や揺れ具合を

みることで衝撃緩衝作用が低下している部位を評価し

た。その結果、胸郭、頸椎、右股関節に衝撃緩衝作用の

低下が認められた。次に衝撃緩衝作用が低下している部

位を触診し詳細に硬度を評価したところ胸郭は右上部胸

郭と頸椎はC3~4レベル、右股関節内部で硬度が高かっ

た。組織の硬度が高い部位は不動による基質のゲル化と

線維化によって起こると言われているが、基質は熱に

よって粘性が低下し、線維の配列変化が起こりやすくな

るのではなかろうかと考えられる。そのため治療介入は

硬度の高い部位に遠赤外線や微弱電流などの生体が持つ

熱エネルギーを伝え、組織の線維を紐解いていくような

柔らかい運動エネルギーの入力を合計40分間行った。

初回介入直後 NRS：5に減少。歩行はT字杖歩行で前方

へのふらつきが増加したが、中等度介助で2動作前型の

動歩行と大きく変化した。1週間後NRS：3~4に減少。

歩行は歩行器歩行自立。T字杖監視で2動作前型の動歩

行となったが軽度の不安定性は残存。スムースな動歩行

を行うには安定性限界が広く、かつ適切なタイミングで

の足圧中心の移動が行われ、外乱を見積もって発現する

APAの活性が必要である。APAは姿勢の変化や身体に加

わる速度の変化を前庭器迷路で検知することで活性され

るので、立位でセラピストが床反力が両足から交互に立

ち上がるように反動をつけて身体を揺らし加速と減速を

繰り返した。この際、症例に過剰努力が生じないように

セラピストと症例のゆらぎを十分に同期させて行うよう

に配慮した。

帰結評価
約1か月後疼痛は消失。歩行はT字杖歩行自立。フリー

ハンド歩行もリズミカルな動歩行となり、短距離なら自

立となった。

考察
初回治療後は結合組織の硬度の低下により全身の衝撃緩

衝作用の改善や低可動性が改善され、別の部位に生じる

可運動性が減少し組織の負担が軽減、また質量の多い胸

郭が撓むことで角運動量が減少し運動効率が改善され疼

痛が軽減されたと考える。APAの活性も四肢の過活動の

減少や協調的な活動を促し組織の負担を軽減し疼痛が消

失したと考える。全身の硬度の減少やAPAの活性が非識

別性の身体感覚として入力され自己組織的に適切なタイ

ミングでの筋活動や安定性限界の拡大を起こし歩行を静

歩行から動歩行に変化させたと考える。

説明と同意、および倫理
対象者には、研究目的方法参加は自由意志で拒否による

不利益はないことと、個人情報の保護について口頭で説

明を行い、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・衝撃緩衝作用・先行随伴性姿勢調節機構
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-4

大腿骨転子部骨折術後1か月で強い荷重時痛があり自己組織化理論に基
づき衝撃緩衝作用と先行随伴性姿勢調節機構を考慮した治療を行い

疼痛が消失した症例。
森谷 新太郎 1)・山岸 茂則 2)・舟波 真一 3)

1)長野中央病院
2)BiNIリハビリセンター長野

3)BiNIリハビリセンター東京銀座
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目的
リング型創外固定術（創外固定術）は強固な固定が特

徴であり、術直後より全荷重・歩行が可能である。

臨床上、特に創外固定器が足関節を跨いでいる症例で

は、踵骨へのワイヤー刺入部に荷重痛を訴え、歩行自

立など治療遷延の原因となっている。しかし、創外固

定術後のリハビリテーションに関する報告は非常に少

なく、統一された治療方針はない。我々は踵骨ワイ

ヤー刺入部の痛みを踵部脂肪体の変形によるメカニカ

ルストレスと考え、創外固定に装着可能かつ荷重痛を

軽減させる新しい足底装具を考案したことを報告して

いる。この足底装具により多くの症例で自立歩行を獲

得できたが、少なからず荷重痛により荷重量が不十分

な症例も存在しており、改良の必要性があった。本研

究の目的は、我々が考案した足底装具を改良し、その

効果を明らかにすることである。

方法
対象は、足関節周囲に対して創外固定術をした8例（年

齢58±4（Mean±SD）歳、身長161.2±8.6cm、体重

73.2±16.2kg）だった。足底装具の特徴は、荷重時の

踵部脂肪体の変形を抑制させる構造と装具を創外固定

に装着する牽引ベルトを取り付けた。牽引ベルトは尖

足予防用として前方に2本取り付け、後方はベルトの

位置が調整可能なもので1）装具の踵部の後方から1本

で牽引する従来群と2）踵部の側方から左右に2本で牽

引する改良群の2群でベルトの位置を検査毎に付け直

して検討した。評価は、1）荷重時の疼痛評価テスト

（Numerical Rating Scale ：NRS）、2）荷重率（最大

荷重量/体重）、3）10mの歩行時間の3項目を術後2週

に計測した。統計解析は対応のあるt検定を用いた。

結果
NRSは従来群が3±1で改良群が2±1であり、改良群は

有意に低かった（p<.05）。荷重率は従来群が64.6±

9.5%で改良群が78.3±7.3%であり、改良群は有意に荷

重率が大きかった（p<.05）。10m歩行時間は従来群

が36.4±4.2secで改良群が31.5±4.5 secであり、改良

群は有意に歩行時間が短かった（p<.05）。

考察
後方の牽引ベルトは、従来群では上方に引き上げる機

能のみを有していたが、改良群では踵部の左右から

上方に牽引するため、踵接地時～立脚中期に起こる左

右の動揺を減少させ、結果的にワイヤー刺入部にかか

るメカニカルストレスを減少させたと推察した。さら

に、従来型は後方から1本で牽引するため、足底装具

上で足部が前方に滑るような剪断力がかかっていた

が、改良型は左右に牽引することで剪断力が加わらな

くなったことが示唆された。先行研究では踵幅の合っ

た靴を履くことで、踵部脂肪体の圧縮や剪断力を減少

させることが報告されている。そのため、改良型の足

底装具では従来型に比べて、踵部脂肪体の圧縮を左右

均等し、剪断力を減少させたため痛みの減少や荷重率

の増加につながった可能性がある。本研究では、痛み

や荷重率など臨床所見から装具の適合を判断している

が、今後は客観的に足部と装具の動きを動作解析する

必要がある。

説明と同意、および倫理
実施について、世界医師会によるヘルシンキ宣言の趣

旨に沿った医の倫理的配慮の下、対象者へ実施前に説

明し、趣旨を理解した上で書面にて同意を得た。

キーワード：リング型創外固定器・足関節・足底装具
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-5

リング型創外固定器に対する新しい足底装具の開発
牽引ベルトの調整による痛みの違い

渡邉 基起 1)・野坂 光司 2)・畠山 和利 1)・高橋 裕介 1)・須田 智寛 1)・大倉 和貴 1)

菊池 耀 1)・市川 兼之 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
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
下肢切断術後の早期リハ介入が推奨されているが、糖

尿病などの血管病変による切断者では断端部の創傷

治癒が一定して改善しにくいこともあり、義足歩行開

始までに時間を要することを経験する。下腿切断者で

は、その間切断側への荷重経験や二足歩行に類似した

動作として膝歩きを用いて荷重練習を実施するが、今

回、膝歩きが義足歩行を行う前段階の練習として一定

の効果が認められた。この検証方法として、三次元動

作解析装置を用いて運動力学的解析を行い、下腿切断

者における膝歩きと義足歩行の運動特性に着目し下腿

切断者の運動療法の一助とすることを目的とした。

対象者紹介・理学療法評価
40歳代男性（身長183.0cm、体重75.0kg）、職業は

配送業。糖尿病により足部壊疽が悪化し右下腿切断術

を施行した。第22病日に当センター回復期リハ病棟に

入棟し、第95病日にチェックソケット（以下、ソケッ

ト）が完成し義足歩行練習を開始、第123病日に仮義

足（足部：Jフット）完成、第131病日に退院となっ

た。理学療法所見は、入院時より切断側下肢筋力は股

関節・膝関節がMMT5、著明な関節可動域制限なし。

退院時、義足歩行は杖なしで屋外自立となった。理学

療法介入としては、ソケット完成までは標準的な理学

療法に加え断端創部を確認しながら膝歩きも実施し、

ソケット完成後は義足歩行及び応用動作練習を実施し

た。なお、計測は第129病日に実施した。

介入方法と経過
計測条件は、至適速度での義足なしでの膝歩きと義足

装着下での義足歩行とした。計測は、三次元動作解析

装置（VICON社、赤外線カメラ8台）を使用し、サン

プリング周波数は100Hzとした。身体標点は、頭部、

上下肢、体幹に45点に貼付し、各2条件で練習後3回

計測した。解析区間は、1歩行周期を膝歩きは右側の

膝接地から同側の次の膝接地、義足歩行は右側のIC

から同側の次のICまでと規定し、足圧中心（center of 

pressure:以下、COP）、体重心（center of gravity:以

下、COG）、股関節の角度、骨盤及び胸郭の前後・側

方傾斜及び回旋角度を算出し、条件間で比較した。

帰結評価
一歩行周期における膝歩きと義足歩行の相違点は、関

節角度や重心移動距離に差異はあるものの、①重心

移動、②股関節の屈曲及び伸展、③胸郭の回旋及び側

屈、④右立脚期における骨盤の側方傾斜の運動方向が

同一であり類似していた。異なる点としては、膝歩き

での骨盤回旋の変化量が大きく、義足歩行におけるIC

時と膝歩き時の膝接地時の骨盤の運動様式に違いが確

認された。なお、本人の主観的感覚として、義足歩行

を開始してから膝歩きとの相違に関して、両者は概ね

一致し、義足がない段階からの膝歩き練習に対して効

果があったと感じられていた。

考察
膝歩きと義足歩行での運動様式や重心移動は類似点が

ある一方で、骨盤の回旋運動は大きく異なっていた。

膝歩きと義足歩行での相違は、膝歩きでは脛骨粗面の

支持点を前方へ接地するために骨盤の回旋運動が必要

になることが考えられる。これらのことから、膝歩き

と義足歩行における運動制御に異なる点はあるもの

の、下腿切断者においては膝歩きが早期からの切断側

股関節や脛骨粗面を支持とした荷重練習を可能とし、

荷重経験をふまえたうえでの義足歩行の獲得や歩行パ

ターンの再学習を図ることに対して介入効果があった

ことが推察された。今後の下腿切断者における運動療

法として、膝歩きを用いる際の運動特性を考慮した介

入が可能となり得るが、健常者での差異や下腿切断者

の症例数を増やしての更なる検証が必要と考える。

説明と同意、および倫理
当センター倫理委員会の承認を得た後、対象者には書

面と口頭にて研究内容について説明を行い、同意を得

て実施した。

キーワード：下腿切断・膝歩き・義足歩行
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-6

下腿切断者における膝歩き動作と義足歩行の運動力学的検証

村上 敏昭・小野寺 一也・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
先天性無痛症は遺伝性感覚・自律神経ニューロパチー

に属し、NGFBの遺伝子変異による疾患である。四肢

優位の温痛覚障害が主症状であるため、疼痛への危機

管理不足に陥ることが多い。そのため外傷診断が遅れ

てしまい、歩行能力低下につながる患者も多い。本症

例は既往に先天性無痛症を持ち、重度の痛覚障害を有

しており、切断後の断端管理が不十分になる可能性が

あった。そのため仮義足装着前後で反復した断端管理

の指導を行った。先天性無痛症患者が断端管理の習慣

化に至った経験を以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
50歳代女性。BMI：18.9。既往歴：2型糖尿病・右足

部潰瘍。診断名：左足糖尿病性壊疽。四肢MMT：4。

切断術前の表在感覚：両下肢は膝下から末梢にかけて

重度鈍麻。深部感覚：軽度鈍麻。切断術後の断端表在

感覚：軽度鈍麻。切断翌日の自我描写は両膝下から末

梢は点線で描写され、「空気・ガラス・他人の足とい

う感覚。」と本人より聴取。また切断前の下肢に関し

ても同様の感覚と聴取。両松葉杖と義足を使用した

10m歩行速度：0.95m/s

介入方法と経過
〈X-211日〉左小趾球に潰瘍を認め外来で処置開始。

改善見られず〈X日〉左下腿切断術施行。術翌日に理

学療法介入開始。断端にNRS：3の疼痛あり。断端は非

荷重で経過し、膝立ちでの荷重練習や松葉杖歩行練習

を実施。また断端管理として、ソフトドレッシングの

練習や断端の鏡を使用した皮膚観察を反復して指導。

〈X+15日〉入院中の断端トラブルなく松葉杖歩行で

自宅退院。〈X+54日〉シリコーンライナーのTSB式

ソケットを用いた仮義足が納品され外来リハビリテー

ション開始。義足装着時の断端痛はほとんどなく短時

間であれば全荷重可能。両松葉杖で義足歩行獲得。歩

行練習後、断端に軽度発赤を本症例と確認。装着時間

は最長1時間程度にするよう指導。〈X+61日〉断端に

表皮剥離や出血箇所が多数確認。連続装着は6時間程度

に及んでいた。この時点で本症例はまだ装着時間の管

理と断端観察の習慣化には至っていなかった。そのた

め連続装着を1時間以内に限定し、鏡を使用した断端の

皮膚観察を食事前に習慣化するよう指導。また創傷治

癒まで義足装着は中止とした。再指導後、断端の状態

は安定して経過。〈X+75日〉創傷治癒後に仮義足歩行

再開。〈X+78日〉誤って義足をドアで挟んだ瞬間「義

足が痛い。」と強く感じたと本症例は述べられ、身体

所有感を有するような発言が得られた。

帰結評価
その後も著明な断端トラブルなく経過。また断端の表

在感覚や自我描写の著明な変化はなし。〈X＋106日〉

独歩可能。独歩10m歩行速度：0.9m/s

考察
本症例は先天性無痛症を有することで疼痛への危機管

理不足が懸念され、断端管理が不十分になる可能性が

あった。断端の自己管理に関して入院中から徹底した

指導を行うことが退院後の断端トラブル予防に重要と

する報告は多い。そのため切断後早期から断端管理の

指導を行ったが、断端管理を習慣化させるまでには至

らなかった。本症例は義足に対しての身体所有感を有

するような発言も早期に聞かれており、切断前後の身

体図式に大きな差がなかった可能性がある。これが長

時間の装着を招いてしまったのではないかと考える。

このことから再指導を行う際に、装着時間と断端観察

のタイミングを具体的に提示した。その結果、断端管

理の習慣化に繋がりに著明な断端トラブルなく経過す

ることが出来た。先天性無痛症患者は、断端管理の指

導を早期から行うだけでなく、具体的な方法や時間を

提示し、断端管理を習慣化させる指導が必要だと考え

る。

説明と同意、および倫理
本症例に発表について説明を行い、文書にて同意を得

た。

キーワード：先天性無痛症・切断・断端管理
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-7

足糖尿病性壊疽にて左下腿切断術が施行された先天性無痛症患者の
断端管理指導に関する一症例

元木 慎吾・影山 喜也・折内 英則・佐藤 純也
一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院



1332019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

報告の焦点
既往に脳卒中左片麻痺があり、歩行時に麻痺側へバラ

ンスを崩しやすく見守りが必要な左大腿骨頸部骨折に

よる人工骨頭置換術後の症例を担当した。脳卒中片麻

痺患者のバランスに関して簡便なバランス検査と歩行

自立の関係を検討した報告は多い。しかしながら、立

位バランスの改善が歩容の改善と関連付けられた介入

効果を比較検討した報告はない。そこで、本症例では

立位バランスの安定化と歩行の安定性の向上を目的に

運動療法AとBを実施した。それにより歩行時の立脚期

が安定し病棟内杖歩行が自立となったので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70歳代男性。転倒により左大腿骨頸部骨折を呈し、人

工骨頭置換術施行。20日病日にリハビリテーション目

的で当院へ入院。7年前に脳梗塞による左片麻痺を発症

している。SIASはMotor16/20点、Sensory8/12点。介

入期間は52病日から計14日間。介入時のFIMは76点、

病棟内歩行器歩行日中自立であった。初回の歩行は、

全歩行周期に肩甲帯左下制、体幹屈曲・左側屈、腰椎

前弯を認めた。左Mid　stance～ Terminal Stance(Mst

～Tst)では股・膝関節伸展および足関節背屈が低下

し、体幹屈曲と左側屈が増強し、左方向へのバランス

が低下していた。その後、Mid Swing(Msw)では骨盤

左挙上、左股関節外転による分回し様歩行を認めた。

Mst～Tstでの左方向へのバランス低下の主要問題は両

側腹斜筋・多裂筋、左前鋸筋、左広背筋、殿筋群、ハ

ムストリングス、大腿四頭筋の筋緊張低下によって肩

甲帯左下制、体幹屈曲・左側屈、股関節屈曲位、足関

節底屈位が増強し、左方向へのバランスの低下により 

、左Mswに骨盤左挙上がおこり左下肢の分回し様歩行

が生じていたと仮説した。

介入方法と経過
体幹中枢部に対する介入方法の違いより、A-Bデザイン

と設定した。治療Aは両側の体幹筋(腹斜筋・多裂筋)、

前鋸筋、広背筋、股関節周囲筋を促通する方法とし、

治療B が足部・足関節の可動域改善及び足部の感覚入

力、股関節周囲筋の促通を実施した。A期B期共に介入

期間はそれぞれ7日間とした。Mst～Tstでの体幹・左

下肢筋緊張検査 、左足関節Range of motion(以下ROM)

は初期と最終時に測定した。各期開始時・終了時に

Functional Reach Test(以下FRT)と10m最大歩行テスト

を実施した。

帰結評価
B期終了時の両側の体幹筋(腹斜筋・多裂筋)、前鋸筋、

広背筋、股関節周囲筋の筋緊張は中等度低下から軽度

低下、足関節背屈ROMは0から5°に改善した。FRT

はA期開始時およびA-B移行期が22cm、B期終了時が

24cmであった。10m最大歩行テストはA期開始時が13

秒/22歩、A-B移行期が13秒/21歩、B期終了時が11秒

/20歩であった。A-B移行期では歩行時の体幹左側屈、

肩甲帯左下制が軽減しており、Mstの体幹屈曲、腰椎

前弯固定、膝・股関節伸展不足の軽減見られている。

Tstの体幹屈曲、Mswの骨盤左挙上による分回し様歩行

は残存している。B期終了時ではTstの体幹屈曲、Msw

の骨盤左挙上による分回し様歩行は軽減した。B期終了

時には病棟内T字杖歩行が自立となった。

考察
治療Aでは体幹と股関節の遠心性活動が向上し、Mst～

Tstでの肩甲帯下制・体幹・股関節伸展の安定性が改善

したことで腰椎前弯固定が軽減したと考える。治療Bで

はMst～Tstの股関節伸展活動向上、足関節背屈可動域

拡大がみられたことで骨盤左挙上による分回し様歩行

は軽減したと考える。立位バランス・歩行時の共通の

問題点に介入したことはMst～Tstの股関節伸展・足関

節背屈向上、FRTの股関節戦略の改善がみられたこと

により病棟内杖歩行の自立に繋がったと考える。

説明と同意、および倫理
本症例を発表するにあたり報告の主旨をご本人に説明

し書面で同意を得た。

キーワード：歩行・立位バランス・分回し様歩行
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-8

左大腿骨頸部骨折を呈し、立位バランス向上により分回し様歩行が
改善した一症例

佐藤 日愛・山下 彰・永倉 佑紀
大原医療センター
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目的
間質性肺炎 (IP)患者において急性増悪は致死的な合併

症である。急性増悪を合併したIP患者に対して、入院

早期から呼吸リハビリテーション (呼吸リハ)の有効性

を示す報告は少ない。

方法
当院にIP急性増悪で入院した14例 (IPF/PPFE/CPFE = 

10/2/2)を対象として、早期呼吸リハ介入群7例（IPF 

= 7例）退院時重症度JRS Ⅲ/Ⅳ = 2/5と晩期介入群7例

(IPF/PPFE/CPFE = 3/2/2例)退院時重症度JRS Ⅱ/Ⅲ/

Ⅳ = 2/3/2に分けて後ろ向きに比較検討した。なお、

早期呼吸リハとは、入院5日目までに介入したものと

定義した。実施内容は、挿管下人工呼吸器管理では、

ベットサイドにて拘縮予防・呼吸介助、NHF・リザー

バ－マスク管理では、端坐位練習・起立練習・自転車

エルゴメータを実施した。いずれの症例もSpO2 90%を
維持し、負荷量の調整を行った。また、早期介入群で

はパルス療法中でも主治医の許可のもとBedsideにて

座位保持練習・起立練習・筋力強化運動・自転車エル

ゴメータを実施し、パルス療法終了後には歩行練習を

加えて実施した。晩期介入群でも許可のもと早期介入

群と同様に実施した。全症例でステロイドパルス療法

を3日間施行し、その後は0.5~1 mg/kg/日のPSLを継

続した。その他の併用薬として、免疫抑制薬/好中球エ

ラスターゼ阻害薬/抗線維化薬/トロンボモジュリン = 

15/8/15/5例であった。

結果
全症例自宅退院しADLも自立した。血液検査にて平

均期間を算出し検討した。平均入院期間は早期/晩期

28.57日/51.12日。歩行訓練開始までの平均期間9.57

日/21.75日で統計学的な有意差を認めた。その他検査

項目においては平均値に有意差は認められなかった。

早期介入群においてパルス療法中に介入することによ

り患者への離床の受け入れがスムーズに行え、運動負

荷量の調整時にも患者の拒否なく呼吸リハを完遂する

ことが出来た。しかし、晩期介入群においては、患者

の希望によりプログラムを実施することが出来ず、軽

負荷での呼吸リハ実施することがみられた。また、面

会の家族とも情報の共有が出来ず、退院後過介護と

なってしまいADL低下を生じ再入院となることもみら

れた。

考察
今回の検討ではIP急性増悪患者に対する早期呼吸リハ

介入により入院日数の減少と早期歩行練習実施が可能

となることが示唆された。また、早期介入により患者

の受け入れや患者・家族との情報共有にもスムーズに

実施することが出来、呼吸リハにおいてもプログラム

を完遂すること出来ていた。今後はより具体的な介入

のタイミング、IPの重症度別の実施内容を検討してい

く必要がある。

説明と同意、および倫理
早期介入に対し書面にて患者本人及び家族に説明し、

同意を得た。また、当院の倫理委員会に申請し、承諾

を得た。

キーワード：間質性肺炎・急性増悪・呼吸リハビリテーション
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-9

間質性肺炎急性増悪患者における早期呼吸リハビリテーション介入に
関する検討

八木田 裕治 1)・杉野 圭司 2)・馬上 修一 1)・柳生 美幸 1)・本田 勇斗 1)・須藤 美和 1)

坪井 永保 2)

1)一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　リハビリテーションセンター
2)一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　呼吸器内科
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目的
上葉優位型肺線維症（PPFE）患者及び特発性肺線維症

（IPF）患者における6分間歩行試験（6MWT）中及び

終了後3分間のSpO2及び心拍数の変動について修正ボ
ルグスケールと歩行距離を交えて検討する。

方法
2017年4月以降に当院呼吸器内科を受診し6MWT

を行ったPPFE患者13例（重症度JRS Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ = 

7/1/3/2例）、IPF患者33例（重症度JRS Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/

Ⅳ = 14/1/9/9例）、合計46例（男性/女性 = 34/12

名、平均年齢74.4±7.9歳）を重症度別に分け、SpO2

及び心拍数の変動を検討した。なお、重症度Ⅰ・Ⅱを

A群、重症度Ⅲ・ⅣをB群と分けた。また、6MWT開

始時SpO2・心拍数、6MWT中の最低SpO2・最大心拍

数、6MWT終了直後のSpO2・心拍数、6MWT終了後3

分間中の最高SpO2・最低心拍数を使用した。低下速度
は、最低値から開始時の差を最低値までかかった時間

（秒）を、上昇速度は最大値から開始時の差を最大値

までかかった時間（秒）で割り数値を算出した。算出

した数値を疾患別A群B群でt検定を行い、有意水準を

5％未満とした。

結果
A群において修正ボルグスケールは、PPFE/IPF = 3.9±

1.6/2.1±2.1（P = 0.036）、歩行距離は、PPFE/IPF = 

278.3±130.4/420.0±117.2 m（P = 0.023）となり2

項目に有意差が認められたが、6MWT中のSpO2の低下
速度はPPFE/IPF = -0.030±0.013/-0.041±0.0348％

（P = 0.288）、その他の項目に関しても有意差は認め

られなかった。

B群において6MWT中の最低SpO2は、PPFE/IPF = 
87.0±2.0/82.6±5.5％/秒（P = 0.011）、6MWT中

のSpO2の低下速度は、PPFE/IPF = -0.032±0.014/-
0.051±0.018％、（P = 0.039）、6MWT開始時心

拍数は、PPFE/IPF = 89.4±6.7/79.2±13.8回/分

（P = 0.036）、6MWT終了後3分間中の最低心拍数

は、PPFE/IPF = 86.0±5.8/76.2±11.4回/分（P = 

0.021）となり4項目に有意差が認められたが、修正

ボルグスケールは、PPFE/IPF = 5.2±1.6/3.6±1.9

（P = 0.096）、歩行距離は、PPFE/IPF = 224.4±

81.3/315.6/146.6 m（P = 0.094）、その他の項目に

関しても有意差は認められなかった。

またA群B群どちらにおいても、6MWT中の最低SpO2

は、A群はPPFE/IPF = 85/81％、B群はPPFE/IPF = 

85/71％となり、どちらもIPFよりもPPFEの方が高値

を示した。歩行距離は、A群はPPFE/IPF = 432/563 

m、B群はPPFE/IPF = 313/504 mとなりPPFEの方が短

い結果であった。

考察
PPFEはIPFと比べると、いずれも歩行距離は短く、A群

ではSpO2や心拍数の変動に有意差はないが、修正ボル
グスケールがPPFEにおいて有意に高く、B群に関して

も6MWT中のSpO2の低下速度が緩やかであるが呼吸困
難はIPFよりも強いため、PPFEはIPFよりも活動性が低

下する事が示唆された。

説明と同意、および倫理
当院倫理委員会の承諾を得ている。

キーワード：上葉優位型肺線維症・特発性肺線維症・6分間歩行試験
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-10

上葉優位型肺線維症患者及び特発性肺線維症における6分間歩行試験時
のSpO2及び心拍数の変動についての検討

馬上 修一 1)・杉野 圭史 2)・本田 勇斗 1)・柳生 美幸 1)・八木田 裕治 1)・安齋 明子 1)

須藤 美和 1)・遠藤 正範 1)・佐々木 貴義 1)・小野 紘貴 2)・安藤 真弘 2)・森 清志 2)

坪井 永保 1,2)

1)一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　リハビリテーションセンター
2)同　呼吸器内科
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報告の焦点
　特発性間質性肺炎に属する気腫合併肺線維症に対し

て自己組織化理論に基づき胸郭の柔性向上と体幹への

リズミカルなゆらぎを提供することで、間質性肺炎の

感度・特異度が高く生命予後との関係も確認されてい

るKL-6の改善が、期せずしてABABデザイン様の検証が

成立したことにより確認できた一症例を報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　2009年10月に慢性好酸球性肺・気腫合併肺線維症

と診断された70代男性。右肺尖部の嚢胞性変化の中に

アスペルギローマを生じており、しばしば、喀血を引

き起こしていた。また当初700～800代（単位U/mL、

以下省略）で推移していたKL-6は徐々に悪化し、2016

年に入ると1050～1300の間を推移するようになり、

気道感染による急性増悪でしばしば入院をしていた。

2017年10月前より当センター利用開始された。

　安静時SpO2は95％を超えていることが多いが、労

作時には70代後半まで急激に低下した。MRC息切れス

ケールはGrade4であった。咳が多く、ときおり血痰が

混じっていた。

胸郭の硬度は全体的に低下しており、特に左上部・中

部が顕著であった。

介入方法と経過
　頻度は月1回とし、90分間介入した。内容は胸郭の

硬度を触診・打診・聴診により詳細に評価し硬度の減

少を図りながら、身体に比較的振幅の大きなリズミカ

ルな揺らぎを入力するものである。介入手順は次のと

おりである。①あぐら位にした症例にセラピストが背

後から密着し、胸腔内の結合組織にまでイメージを膨

らませながら硬度が高い胸郭部位を触れ、その部位が

柔らかく解きほどける位置に誘導する。②触れている

部分の熱の産生が高まるまで身体のゆらぎの同期を待

つ。③徐々に胸郭の運動性が得られくるので前額面を

中心とした、体幹の螺旋的な倒立振り子運動を、抵抗

感の非常に少ない範囲で繰り返す。④都度、最も硬度

が高い胸郭部位を探索しながら①～③を繰り返す。

帰結評価
　KL-6は毎月定期的に評価されたが、介入直後より

844まで低下し3回目の介入後には789まで改善した。

センターで介入する前をベースライン期とすると、初

回介入から3回目介入後までの間はよりはっきりとした

改善効果が認められ、血痰もみられなくなった。その

後妻の不調を理由に11週当センターでの介入は中断さ

れ、それにより再び1031まで上昇した。しかし再び月

1回の介入を再開すると、3回の介入により796まで低

下し、中断時期に比べはっきりと改善をみせた。労作

時SpO2は90～92％、MRC息切れスケールはGrade2に

改善し、趣味のゴルフを再開するなど活動の拡大がみ

られた。

　センター利用開始1年時点で、喀血や急性増悪による

入院をしていない。

　ABAB全期をとおして投薬内容に変更はなかった。

考察
リハビリテーションにより運動耐容能改善、呼吸困難

感軽快、QOL向上が期待できるとしているが、本症例

においてもこれらはいずれも改善し、胸郭の柔性改善

は拘束性換気障害に対して好転的に作用したと思われ

る。

KL-6はⅡ型肺胞上皮細胞の障害や再生により産生され

る物質で間質性肺炎の活動性指標として使用されてい

る。1000以上では1000未満と比して生命予後が不良

であるとされる。今回KL-6の介入による改善が示され

たメカニズムは不明であるが、他の症例においても介

入効果を確認していくことで、複数の症例で有効性が

示されれば特発性間質性肺炎の生命予後に光を指す可

能性のあるものである。

説明と同意、および倫理
本発表にあたり、症例に十分な説明の上、同意を得

た。

キーワード：特発性間質性肺炎・自己組織化理論・KL-6
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-11

気腫合併肺線維症に対する自己組織化理論に基づく胸郭の柔性改善と体
幹へのリズミカルなゆらぎがKL-6に与える効果

期せずしてABABデザイン様の検証が成立した一症例
山岸 茂則 1)・佐竹 拓也 1)・舟波 真一 2)

1)BiNIリハビリセンター長野
2)BiNIリハビリセンター東京銀座
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はじめに
高度肥満の人工呼吸管理に対する理学療法（以下PT）

プログラム、注意点などについて考察を交え報告する。

対象者紹介
40代男性、診断名：Ⅰ型呼吸不全、上気道閉塞後の誤

嚥性肺炎、無気肺

既往歴：高度肥満症（身長166cm、体重137kg、

BMI49.79、腹囲150㎝）喫煙歴（20本/日×40年）、

職業：警備員（不規則な生活習慣）

X年Y月より呼吸苦あり。近医受診し扁桃肥大指摘。Y+1

月呼吸苦増悪し当院搬送。入院時、吸気性喘鳴、嗄声著

明。扁桃肥大著しく気道閉塞にて経口挿管となる。

治療経過
第5病日後PT開始、第20病日後抜管、第31病日後ADL

自立となり退院。

理学療法評価
人工呼吸器CPAPモード　FiO2:50％、PEEP:16㎜H2O、

RR:30回/min、SpO2:90~96%

TV:300 mL　血ガス:PaO2 96.8、PaCO2 57.3、pH7.34

　RASS-1　画像所見:両肺透過性低下、誤嚥性肺炎、無

気肺　血液検査:CRP4.03、WBC6.6、BUN15.2㎎/dL、

Cr0.73㎎/dL　痰性状:黄色粘性痰　薬剤:抗菌薬　鎮静剤

（ミダゾラム、プロポフォール、フェンタニル、プレセ

デックス）

理学療法アプローチ
四肢・頚部・胸郭ROM、呼吸介助、ポジショニング、

上下肢筋力強化、ギャッチアップ座位、端坐位、立位、

歩行練習

考察
　本症例は気道狭窄に伴う意識障害が生じており、人工

呼吸器管理されていた。胸部X線では両肺野全体の透過

性低下、散在性の浸潤影から誤嚥性肺炎を生じており、

胸部CTでは両後肺底区に無気肺を呈していた。血液検

査にて炎症所見、腎機能低下を認めた。聴診にて両肺野

全体にWheeze音の聴取、触診にてラトリングを認め痰

の貯留がうかがえた。TVは約300mL前後と少なめであ

り、血液ガス所見ではFiO2が0.5でPaCO2が57.3torrと

CO2の貯留を認めた。

　肥満が呼吸機能に与えるリスクとして、横隔膜や肋

間筋の脂肪沈着によるFRC、肺コンプライアンス、肺容

量、TV等の低下、RR増加、気道抵抗増大などが報告さ

れている。上気道では咽頭筋の脂肪沈着や皮下脂肪の圧

迫による咽頭腔が狭小化することで呼吸機能の低下に影

響している。また、組織リモデリングに伴う慢性炎症が

生じることによって感染リスクが上昇し、最終的には臓

器機能不全に陥りやすい。

　肥満の呼器管理はPEEP圧が高めに設定されている。

その理由として、鎮静剤は肥満患者の場合体重当たりの

投与量が過剰になることから呼吸抑制が強くなる。更に

腹部脂肪等による肺コンプライアンス低下によるFRCの

低下に対しHighPEEPに設定する。本症例も16cmH2O

で管理されていたため、圧損傷が生じやすい状態であっ

た。そのため、胸郭拡張性・換気量向上目的に呼吸介助

などを実施した。

　仰臥位では内蔵脂肪や腹部臓器による圧排から横隔膜

の挙上、胸腔コンプライアンス低下による下側肺障害の

リスクが高い。また、脂肪細胞や組織の増大により皮膚

や周囲組織が圧迫され体圧上昇や発汗による皮膚湿潤に

より褥瘡発生のリスクも伴う。そのため定期的な体交管

理や端坐位訓練などを頻回に実施した。

　脂肪組織の負荷による吸気筋の仕事量増加は呼吸時の

酸素消費量増大や浅速呼吸パターンの原因となり息切れ

を誘発する。そのため、労作時に深呼吸や呼吸介助を

行い、過負荷に注意して介入した。更にパニックコント

ロールを学習させ、労作時の呼吸困難感の減少や呼吸筋

の負荷量減少を図った。

　本症例を振り返って、高度肥満が呼吸機能を増悪させ

ることを再認識し、頻回な呼吸管理や評価が重要である

ことを学んだ。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づいた倫理規定を遵守し実施した。

キーワード：高度肥満・呼吸機能・人工呼吸器
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-12

高度肥満を呈し人工呼吸器管理となったⅠ型呼吸不全患者に対する
理学療法

〜肥満が呼吸機能に与える影響を再考する〜
藤原 美蘭・須田 千寿・佐原 潤

いわき市医療センター
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報告の焦点
はじめに　

原発性線毛運動不全症（Primary　Ciliary　Dyskinesia:

以下PCD）は線毛運動の機能不全により、上下気道

炎・副鼻腔炎・中耳炎の反復感染を繰り返す疾患で根

治療法はない。海外のガイドラインで日常生活の理学

療法（以下PT）が重要であるとの提言があるが、新生

児期診断される症例は少なく、また本症に対する乳幼

児期のPTの具体的な指針・報告も少ない。

しかし早期診断し適切なPTにより呼吸障害の軽減・予

後改善が期待出来ると考えられる。

今回、新生児期にPCD疑いと診断された児へ呼吸理学

療法（以下呼吸PT）を実施し、家族に退院後も継続す

るよう指導した。乳幼児のPTは自覚的な訴えが無い為

効果の評価が難しく、家族と情報交換を行いながら、

安定した効果を得る事を目指したので、以下に報告す

る。

対象者紹介
0歳　女児　在胎40週6日　出生体重3110g。生後の

酸素飽和度値低下、啼泣時の口唇チアノーゼ、哺乳不

良、体重増加不良などがあり、日齢5に当センター入院

となり、気道内分泌物貯留、全肺野の無気肺出現・消

失を繰り返し、PCDが疑われ気道内症状改善の為呼吸

PTを施行した。呼吸PT介入後は無気肺の出現は減少し

再発無くなり退院となった。

理学療法評価

胸部・腹部の呼吸運動時の奇異さはなく、しかし常時

副雑音は聴取された。酸素飽和度90～94％。副雑音著

明な際には哺乳量の減少がみられた。入院後の姿勢は

ベット上背臥位・母親による縦抱き姿勢が主。

介入方法と経過
体位の調整を行い全肺野への呼吸介助の実施。特に副

雑音聴取が著明な時間帯には縦抱っこ・腹臥位様抱っ

こ・側臥位姿勢を行う様指導した。

帰結評価
退院後のフォローアップとして

外来受診時に児の評価、両親からの排痰・哺乳・呼吸

PT実施等の状況を聴取し呼吸PTの方法を微調整してお

り、その他として、電話による母親との情報共有・確

認、継続した体調管理を行っている。

当センター退院後の児の体調は適度に維持出来てい

る。

考察
乳幼児の全肺野の呼吸PTを短期間で両親が習熟する事

は困難である。しかしPCDは有効な治療法はなく、呼

吸PTは終生行う事が必要である。退院後も理学療法士

が積極的に関わる事で両親の呼吸PTの習熟度を上げる

事が出来、自宅での呼吸PTを継続する一助となり、予

後改善に寄与する事が出来ると考えられた。

説明と同意、および倫理
倫理的配慮　・説明と同意　　この度の学会発表につ

いて、ご両親へ説明行い、同意承諾を頂いておりま

す。

COI開示情報　今発表報告について利益相反はありま

せん。

キーワード：呼吸理学療法・継続した呼吸機能の維持・日々の体調管理の模索
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-13

原発性線毛運動不全症の児への理学療法について
入院から退院後の管理対応について

須田 千寿 1)・本田 義信 1,2)

1)いわき市医療センター
2)いわき市医療センター
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目的
加齢に伴い筋委縮の程度、筋量の左右差を調べること

は身体機能を評価する重要な指標となっており、臨

床場面で身体組成計を使用することが多い。しかし、

臨床においては重度麻痺患者や重度の変形性関節症の

ために下肢に拘縮がある患者も多く、測定の際に下肢

伸展位をとることが困難な場合が多々みられる。そこ

で、下肢の屈曲位、伸展位で身体組成計の結果に差が

あるのかを検証することが本研究の目的である。

方法
本研究の対象は、健常者20名とした。対象者は1回目

に屈曲位、2回目に伸展位の順序で実施するグループA

と、その逆の順序にオーダーするグループBにランダム

割り付けした。身体組成成分を評価するために、身体

組成計InBody S10（株式会社インボディ･ジャパン）

を用いた。測定は仰臥位とし、屈曲位は大腿後面と下

腿後面が接触しない膝関節60度と設定し踵部をベッド

に接地することとした。測定手順は、測定前に10分

間の安静臥位をとり、割り付けした順序に従い測定を

行った。

本研究は、下肢屈曲位、伸展位での身体組成成分（右

上肢筋量、左上肢筋量、体幹筋量、右下肢筋量、左下

肢筋量、右上肢水分量、左上肢水分量、体幹水分量、

右下肢水分量、左下肢水分量）をグループAとグルー

プBそれぞれで対応のあるt検定を用い比較した。有意

水準は5％未満とした。

結果
ランダム割り付けした結果、グループAが10名（年齢

平均30.20±7.33歳、男性7名　女性3名）、グループB

が10名（年齢28.40±2.72歳、男性7名　女性3名）と

なった。グループAの筋肉量について、右下肢は屈曲

7.56±1.32kg、伸展7.46±1.33kgであり、左下肢は屈

曲7.50±1.27kg、伸展7.40±1.27kgであった。水分量

については、右下肢は屈曲5.87±1.02L、伸展5.80±

1.03Lであり、左下肢は屈曲7.40±1.27kg、伸展5.75

±0.98Lであった。グループBの筋肉量について、右下

肢は屈曲7.90±1.49kg、伸展7.75±1.46kgであり、左

下肢は屈曲7.80±1.48kg、伸展は7.66±1.44kgであっ

た。水分量については、右下肢は屈曲6.13±1.14L、

伸展6.02±1.13Lであり、左下肢は屈曲6.06±1.14L、

伸展5.96±1.12Lであった。両群とも左右下肢の筋肉

量および水分量は下肢屈曲位にて有意に高かった（p＜

0.05）。その他では有意差は認められなかった。

考察
本研究は、下肢の伸屈曲が身体組成結果に及ぼす影響

について検証した研究である。結果より、屈曲位での

筋肉量･水分量の値が大きくなった。このような結果と

なった理由には、静水圧の影響が考えられる。姿勢変

化による静水圧の変化により貯留している体積が変化

するのは主に静脈であり、立位時には頭部から足部に

向かって静水圧勾配ができ、静脈系に血液が貯留しや

すいといわれている（鷹股、2017）。そのため、下肢

屈曲位の身体組成測定では、下腿部の静脈系の血液貯

留のために水分量が増加し、検査値におけるみかけの

筋肉量が増加したと推察でき、測定結果の解釈におい

て関節角度の影響を配慮する必要がある。本研究で対

象とした健常成人において示された差は、臨床判断に

影響を及ぼさない程度の極めて軽微な差であると言え

るが、その一方で、下肢の浮腫に関連する並存疾患の

有無によっては、より大きな差が示される可能性があ

り、今後の検討課題である。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に従って、対象者には研究の

趣旨、内容及び調査結果の取り扱いについて説明し同

意を得て倫理的配慮を行った。

キーワード：身体組成・関節角度・評価
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-14

下肢の構えが背臥位での身体組成計結果に及ぼす影響
佐々木 由衣 1)・大橋 悠司 1)・槻林 理香 1)・西山 和貴 1)・山本 優一 1)・日高 友郎 2)

1)北福島医療センター
2)福島県立医科大学
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目的
短 縮 性 収 縮 や 等 尺 性 収 縮 と 比 較 し て 伸 張 性 収 縮

(Eccentric contraction；EC)では骨格筋肥大が誘発さ

れやすい一方で、高強度のECでは組織損傷並びに一過

性の機能的低下や遅発性筋痛が認められる。本研究で

は電気刺激誘発性ECによる筋損傷からの膜透過性関

連の回復程度とそれに伴う筋横断面積(Cross sectional 

area；CSA)の経時的変化を検討した。

方法
本研究ではFischer344系雄性ラット40匹(12-16週齢)

を対象に対照群(Control；n=8)、EC実施群(Post EC；

n=8)、EC実施後1、2、4週経過群(Post EC_1w、Post 

EC_2w、Post EC_4w ; 各群n=8)の5群を設けた。ECは

イソフルラン気化麻酔下で剃毛を行った左前脛骨筋

(TA)直上に双極電極を貼付し、経皮的筋直接電気刺激

(刺激強度：30V、刺激頻度：100Hz)によりTAの強縮

が生じた際に足関節を他動的に底屈(200°/sec)した。

刺激間隔は電気刺激を2秒間、休息を8秒とし、ECの

10反復を8セット実施した。各セット間の休息時間は

3分とした。全群において16週齢時に筋採取し、急速

凍結包埋を行った。筋採取の24時間前に筋線維の損傷

評価指標となるEvans blue dye(EB)を腹腔投与した。凍

結切片(10µm)を作成し、蛍光顕微鏡を用いて組織観察

を行い、得られた組織画像より画像解析ソフトを用い

てEB浸潤線維数並びにCSAの計測を行った。CSAの計

測は蛍光免疫染色によりdystrophin陽性像を示した筋

線維を対象に行い、一個体に対し深部、中央部、表層

部、内側部、外側部の5か所の関心領域を設け、各群

2000本の筋線維を対象にCSA計測を行った。

結果
TA横断切片においてEC群ではControl群と比較して

EB浸潤筋線維が有意に高値を示した(p<0.05)。Post 

EC_1w、2w、4w群では EB浸潤筋線維はほとんど観察

されず、いずれの群においてもdystrophin陽性反応を

示した。Post EC_1wのCSAはControl群と比較して有意

に低値となり(p<0.05)、Post EC_2wとPost EC_4wでは

有意な差は認められなかった。

考察
本研究では電気刺激誘発性の高強度ECにより筋線維の

組織損傷が誘発され、1週後にはdystrophin陽性反応を

示し、CSAによる組織学観点から2週目以降でControl

群と同程度となる可能性が示された。EC誘発性筋損傷

においてはslow typeの筋線維と比較してfast typeの筋

線維で有意な損傷が生じ、ラットTAはfast typeの筋線

維がslow typeの筋線維と比較して多く分布している。

高強度ECでは筋分解系関連タンパクの発現が増大し、

EC実施後7日目においても分解系の経路が亢進してい

ることが報告されている。本研究の負荷強度は高強度

であり、筋損傷に伴う筋再生と筋分解経路の活性化に

よりCSAは1週後において有意に低値を示していた可能

性が示唆された。

説明と同意、および倫理
本研究は、「動物実験の適正な実施に向けたガイドラ

イン」（日本学術会議、2006）を遵守して、新潟医療

福祉大学動物実験委員会、鹿屋体育大学動物実験委員

会の倫理審査の承認を得て実施した。

キーワード：伸張性収縮・筋横断面積・Evans blue dye
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-15

伸張性収縮誘発性筋損傷後の筋線維横断面積の経時的変化
早尾 啓志 1,2)・田巻 弘之 3)・玉越 敬悟 1)・高橋 英明 1)・大西 秀明 1)

1)新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所
2) (一財)　総合南東北病院　リハビリテーション科

3)鹿屋体育大学
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目的
日常生活において、床からの物を拾い上げる動作は頻

度が高く、脳卒中片麻痺者においては転倒リスクが高

い動作である。本研究では、脳卒中片麻痺者の床への

リーチ距離と荷重率の関係性の検証を目的とした。

方法
当法人を利用している脳卒中片麻痺者で、屋内歩行が

自立している20名(男性9名、女性11名、年齢74.8±

12.9歳)。内訳は左片麻痺8名{片麻痺評価(Brunnstrom 

stage:以下Br．St)下肢Ⅵ2名、Ⅴ4名、Ⅳ1名、Ⅲ1名}、

右片麻痺12名(Br．St下肢Ⅵ1名、Ⅴ6名、Ⅳ1名、Ⅲ

1名、Ⅱ2名)である。認知機能低下、高次脳機能障害

によって指示動作に従えない対象は除外した。床への

リーチ距離と麻痺側荷重量の測定は、2名のスタッフ

で安全性に配慮し、市販体重計上で立位姿勢にて実

施。両肩峰距離の開脚位で足底を離さず非麻痺側上肢

にて、非麻痺側、前方、麻痺側、後方(両足間)の順で

床へ最大限リーチし、3秒間静止できた際の開脚中央

からの距離と麻痺側下肢の荷重量を測定した。リーチ

距離は、リーチ距離を身長で除し、荷重率は麻痺側下

肢の荷重量を全体重で除して正規化した。その他の

項目は、Br．St、片脚立位時間、脳卒中機能障害評価

(Stroke Impairment Assessment Set:以下SIAS)、体幹屈

曲の関節可動域テスト(Range of motion:以下ROM)、5

回立ち座りテスト、転倒不安感尺度を測定した。測定

より、①前後左右のリーチ距離と麻痺側の荷重率の関

係にはPearsonの相関係数を用い、②左右片麻痺者の麻

痺側リーチ距離の関連因子抽出には、ステップワイズ

法での重回帰分析を行った。統計解析はJSTATを使用

し、有意水準を5%未満とした。

結果
①左片麻痺者の麻痺側リーチ距離と麻痺側の荷重率は

相関を認めなかった。右片麻痺者の麻痺側リーチ距離

と麻痺側の荷重率(r=0.73、P<0.01)に有意な相関を認

めた。②右片麻痺者の麻痺側リーチ距離に対する要

因は、SIAS、体幹屈曲ROMの順に、有意に影響した

(R²=0.60、P<0.01)。

考察
左片麻痺者は、右片麻痺者に比べてSIASや立ち座りテ

スト等の身体機能、転倒不安感尺度で良い傾向だった

にも関わらず、麻痺側へのリーチ距離、荷重率ともに

低い傾向が見られ、相関を認めなかった。座位での検

査において、健常者では体幹バランスの機能的優位性

が左側体幹であると示唆し、左片麻痺者では体幹バラ

ンスの優位性を失うことにより、座位バランスの低下

が考えられると報告されている。今回立位でも同様に

右側体幹バランスの機能を利用しようとするが、機能

的優位ではなく、使用経験が少ないことから安定性が

低下し、重心移動が出来ず、左側へのリーチ距離、荷

重率ともに低下傾向であったと考える。また、右大脳

半球の器質的な症状として半側空間無視や半側身体失

認の影響も考えられる。それに対して、右片麻痺者の

麻痺側リーチを高めるには、下肢機能が良好なものほ

ど、患側荷重率が良好で、患側下肢の最大荷重率が動

的な立位バランス機能を表す指標となると言われてお

り、麻痺側下肢の支持性を高める方法が効果的である

可能性がある。また、体幹バランスの機能的優位性は

左側体幹であるため、右片麻痺者は体幹機能が保たれ

ており重心移動が行えたのではないかと考える。麻痺

側リーチ距離と荷重率の関係には左右差があるため、

脳卒中片麻痺者に対するリーチ練習や日常生活指導は

麻痺側により内容を変える必要がある。今後は静止立

位とリーチ時の荷重量の差から重心移動や半側空間無

視等の精査を行い、要因追及のための検証を続けてい

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、対象者と家族に書面

にて趣旨を説明し同意を得て、当院倫理委員会の承認

を得た。開示すべきCOI関係にある企業・団体等はな

い。

キーワード：脳卒中片麻痺・麻痺側リーチ距離・荷重率
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-16

脳卒中片麻痺者における床への麻痺側リーチ距離と荷重率の関係性の検証
須藤 修啓 2)・佐藤 飛鳥 1)・沼崎 聡美 1)・小林 彩美 2)

1)社会医療法人　秀公会　あづま脳神経外科病院
2)社会医療法人　秀公会　あづま脳神経病院附属ほばらクリニック
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目的
　理学療法士は対象者へ最適な動作や姿勢制御の学習

を促す際に言語教示を多用している。言語教示に関す

る研究の一つに、Internal Focus of Attention(IFA)と

External Focus of Attention(EFA)がある。多くの先行研

究では、IFAよりもEFAの学習効果が高いことが報告さ

れている。しかし理学療法において重要であるフォー

ムの学習に着目した研究が不足している。そこで、

我々は幾何学モデルによる最適なフォームの推定が可

能な「膝立ち位でのファンクショナルリーチ(FR-k)」

を学習課題とした。また先行研究ではIFA教示の内容に

ついて精査されていないまま、IFAとEFAの学習効果に

ついて検討されている。そこで、本研究ではIFAとEFA

の比較に先立ち、FR-kにおける優れたIFA教示を明らか

にすることを目的とした。

方法
　対象は健常青年18名で、無作為に上肢教示群(IFA-U

群)と、下肢教示群(IFA-L群)に割り当てた。計測に関し

ては、プレテストにて大腿骨外側上顆から第3指末端

までの水平距離(FR-k距離)を測定した。またこの測定

と同時に矢状面からビデオ撮影を行い、FR-k距離が最

大値を示した時の肩関節、股関節および膝関節の角度

を算出した。さらに、FR-kモデルから最も手を遠くに

伸ばすことできる関節角度(最適値)を算出し、各関節

角度の最適値と実測値の差(最適値誤差)を求めた。プ

レテスト終了後、1ブロックを10試行として、合計3ブ

ロックの練習期間を設けた。教示については、IFA-U群

には「伸ばした腕が耳の高さよりも上になるようにし

てください」という教示を与え、IFA-L群には「お尻を

少し引きながら、お辞儀をするようにしてください」

と教示を与えた。また練習期間終了の翌日と1週間後に

保持テストを実施し、学習効果を測定した。統計解析

は、FR-k距離および最適値誤差を従属変数として、教

示内容と試行の2要因による二元配置分散分析を行っ

た。　

結果
　プレテストからブロック1におけるFR-k距離およびブ

ロック3から第2保持テストまでのFR-k距離変化量は、

両群で有意に増加した。また保持テストにおけるFR-k

距離変化量はIFA-L群の方が有意に増加した。 関節角

度の最適値誤差については、統計学的に有意な変化は

認められなかった。しかし、IFA-U群よりもIFA-L群の

方が、わずかに最適値誤差が小さい傾向にあった。

考察
　プレテストからブロック1までのFR-k距離におい

て、両群ともに有意なパフォーマンスの向上が認めら

れた。また練習期間および保持テストにおいても両群

ともにパフォーマンスを維持した。したがって、学習

課題であるFR-kにおいて、IFA教示には練習初期に即

時的なパフォーマンスの改善を促すとともに、そのパ

フォーマンスを維持する効果があることが認められ

た。保持テストにおいては、IFA-U群よりもIFA-L群の

方がFR-k距離を増加させ、下肢への教示が有益である

ことが示唆された。そこで、関節角度の最適値誤差を

確認したところ、IFA-U群よりもIFA-L群の方がより各

関節角度の最適値に近づく傾向が観察された。また、

IFA-L群は特に肩関節角度、股関節角度が大きい傾向に

あった。したがって、IFA-L群は肩関節と股関節の屈曲

角度を増加させたことでIFA-U群よりもFR-k距離を増加

させた可能性がある。しかし、両群ともにパフォーマ

ンス改善の余地が残っていることから、更なるフォー

ムの改善を導くIFA教示を検討する必要がある。

説明と同意、および倫理
　本研究は、東北文化学園大学研究倫理審査委員会に

て承認を受け実施した(文大倫第16-30号)。対象者には

「姿勢調節に関する研究であること」、「測定は非侵

襲的であること」を説明した後、書面にて参加の同意

を得た。また、未成年者に対しては保護者からの同意

も得た。

キーワード：運動学習・フォーム・Internal Focus of Attention
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-17

膝立ち位でのFunctional reachを用いたInternal Focus of 
Attention教示の検討

上肢への教示と下肢への教示の運動学習効果
我妻 昂樹 1)・鈴木 博人 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健康福祉専攻
2)東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
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目的
本研究は理学療法学生（以下PT学生）のコミュニケー

ションスキルの現状を調査し、学生におけるコミュニ

ケーション行動とスキルの特徴が各学年の進行に伴

い、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187名（1年生47名、2年生39名、3年生55名、

4年生46名）を対象に行った。アンケート項目は対象

者の属性、コミュニケーションスキル尺度ENDCOREs

（以下ENDCOREs）とした。ENDCOREsの尺度は、

「自己統制」、「表現力」、「解読力」、「自己主

張」、「他者受容」、「関係調整」の6つの下位尺度か

ら構成される。学生には6つの下位尺度に対する得意・

不得意を7 件法にて回答する自己記入式で実施した。

統計・解析については、6つの下位尺度の得点につい

て、4学年全てに対しSteel-Dwass検定を用い、学年間

で変化が見られるかを検討した。統計学的有意水準は

5%未満とした。

結果
有効回答数は95.7%（187名中179名）であった。4学

年間の比較の結果、「表現」おいて4年生が1年生と

比較し、有意に低かった（p=0.037）。また「自己主

張」において3年生および4年生が1年生と比較し、有

意に低かった（p=0.034, P=0.046）。

考察
コミュニケーションスキルは社会経験の多さが関連す

ることから、演習や臨床実習などが増える3・4 年生

は、1 ・2 年生よりもスキルが高いと仮説を立てた。

しかし実際は、「表現」と「自己主張」において3年生

や4年生が1年生よりも自己評価は低かった。これは、

3、4年生が多く経験する臨床実習では、治療者として

評価やプログラムを患者に実施してもらえるように説

明を行わなければならない。また、患者だけでなく実

習指導者とのやり取りにおいても、自身が行った評価

や問題点、治療プログラム等について統合・解釈、意

義や目的について説明したり、助言を求めたりする場

面が多くなる。学生がこれまで接する機会の少なかっ

た相手とのコミュニケーションにおいて、自身のスキ

ルの未熟さを実感したため長期実習を経験した学年に

おいて表出系スキルの自己評価が低くなったと推察さ

れた。これらのことから、臨床で求められるコミュニ

ケーションスキルと学内環境で自身が認識しているス

キルとの間には大きなずれが生じている可能性が示唆

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、研究実施施設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：RS180506)。

キーワード：理学療法学生・コミュニケーションスキル・自己評価
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-18

理学療法学生の学年別にみるコミュニケーションスキルの比較

小林 大介
医療創生大学
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目的
理学療法には、生活の質と運動の可能性を識別し最大

化する役割がある。そのため、身体活動は、運動に

目が向けられます。その運動を取り扱う運動学が重要

な専門基礎科目として認識されています。しかしなが

ら、理学療法士を対象とした国際的な運動学コアカ

リキュラムが無い。そこで我々は、米国の理学療法

士養成校の約40%で使用されているKinesiology of the 

Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation

（以下、Kinesiology text）を教科書に指定している3

大学（米国、シンガポール、日本）を対象にシラバス

を比較し、各大学の教育的特徴を定性的に比較するこ

とを目的に調査した。

方法
シラバスは、Kines io logy textの著者が所属する

Marquette大学（以下、M大学）、Kinesiology text

を教科書として使用しているSingapore Institute of 

Technology（以下、S大学）、医療創生大学（以下、I

大学）の運動学シラバスを用いた。シラバスから抽出

する項目は、運動学の総授業時間、講義時間、演習時

間、講義と演習の組み合わせ方、使用するメディアと

テクノロジー（ex. ビデオ、eラーニング等）、21種類

の授業コンテンツ(ex.機能剖学、正常歩行、臨床推論

の過程等）、5つの授業要素（ex.内省、フィードバッ

ク、動作解析、レビュー等）、試験（筆記、実技）で

ある。抽出は、博士号を有し、大学での教育経験を有

する2名が実施した。

結果
総授業時間は、M大学201時間、S大学84時間、I大学

67.5時間であった。その内訳は、M大学（講義、演

習）138時間と63時間、S大学34時間と50時間、I大学

23.5時間と44時間であった。教科書の章単位で講義と

演習を行うM大学、S大学に対して、I大学は全章の講

義後に演習を行う授業設計であった。また、M大学、S

大学ともにオンラインビデオとeラーニングの活用が認

められたが、I大学ではオンラインビデオの活用が認め

られなかった。授業コンテンツは、M大学が解剖学と

生理学、杖のメカニズムを独自に実施していた。S大学

は、関節可動域測定の演習、日常生活活動、走行を独

自に実施していた。I大学は、表面筋電図の観察で特徴

が認められた。なお、M大学、S大学ともに臨床推論の

過程と臨床の意思決定過程が含まれていたが、I大学の

み含まれていなかった。授業の要素は、M大学、S大学

ともに学生がレビューできる週が設定されていたが、I

大学のみ確認できなかった。試験については、筆記試

験がM大学9回、S大学1回、I大学3回と成り、実技試

験がM大学4回、S大学1回、I大学0回と差異が認められ

た。

考察
M大学では、体表解剖学と生理学を含めて運動学の授

業設計が成され、総授業時間が目立つ結果であった。

運動学は、筋骨格系の解剖学やバイオメカニクスの知

識に基づいて学ぶことから、解剖学が含まれた運動学

を展開することが学生の学習効果が大きい可能性があ

る。一方、S大学は、関節可動域測定の演習と運動学

を組み合わせていることから、演習時間が多いことが

予測された。臨床的な運動観察は、肉眼を併用するこ

とが多く、そのために関節可動域を測定できるように

成ることが学生の学習効果が大きいという視点で授業

設計されている。I大学は、運動学の学習を収束させ、

M大学やS大学の運動学で学ぶ内容を別科目で学べるよ

う設計している。同一の教科書を採用しているにも関

わらず、授業設計に差異が認められたことは、何を教

えるのか、どのように教えるのか等と言う教育者の視

点に左右されることを支持する。これには、文化的背

景、学習モデル、教員教育歴や学術的背景等が関与す

ると推測する。

説明と同意、および倫理
公開データを使用した為、特別な倫理的配慮および説

明と同意を行っていない。

キーワード：運動学・シラバス・比較教育
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-19

同一教科書を使用した運動学における教育内容の比較
ーシラバスの比較ー

古川 勉寛 1)・Goh  Ah-Cheng 1)・Donald A Neumann 2)・Alan  Wong 3)

1)医療創生大学　健康医療科学部　理学療法学科
2)Marquette University Department of Physical Therapy

3)Singapore Institute of Technology of Health and Social Sciences
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目的
当院は回復期リハビリテーション病棟、一般病棟、地

域包括ケア病床を持つ病院である。各病棟において発

症早期の入院が増えており、より一層のリスク管理が

求められてきている。そのため、運動療法を安全に提

供することや、急変時の対応ができることは、理学療

法士においても重要である。そこで、今回急変時の対

応について知識を確認するアンケート調査を実施し、

その後シミュレーションを実施したので、以下に報告

する。

方法
当院のリハビリテーション科職員の65名に対して、ア

ンケート調査とシミュレーションを実施した。まず、

アンケート調査では、緊急コールの番号、Automated 

External Defibrillator（以下、AED）の位置、ストレッ

チャーの位置、胸骨圧迫までの手順を確認した。次

に、リハビリテーション室を使用する職員の50名を対

象に、5人1組として急変から、搬送準備までの一連の

対応について、計4回のシミュレーションを行った。そ

の際に、各回の間には良いところ、改善した方がいい

ところなどをフィードバックし、グループで振り返る

時間を設けた。また、各回の胸骨圧迫までの時間、緊

急コールまでの時間、AED到着までの時間、ストレッ

チャー到着までの時間を計測し、1回目と4回目の時間

の平均の差を算出した。

結果
アンケート調査結果は、緊急コール番号の正解が

96.5％、不正解が3.5％であった。次に、AEDの位置の

正解が91.3％、不正解が8.7％であった。次にストレッ

チャーの位置の正解が60.3％、不正解が39.7％であっ

た。次に、胸骨圧迫の手順の正解が93.1％、不正解が

6.9％であった。

次に、シミュレーションの時間胸骨圧迫は1回目35.3

秒、4回目29.7秒、差は5.6秒。次に緊急コールは1回

目29.5秒、4回目20.2秒、差は9.3秒。AEDの到着は

1回目53.9秒、4回目42.2秒、差は11.7秒。ストレッ

チャー到着は1回目93.6秒、4回目49.5秒、差は44.1秒

であった。すべてにおいて4回目の時間が短くなってい

た。

考察
当院では、毎年一次救命の胸骨圧迫やAEDの使用に関

しての研修を行っているが、アンケート調査では、

緊急コールの番号、AEDの位置、ストレッチャーの位

置、胸骨圧迫の認知度は、100％とはならなかった。

この要因は、インプット型の学習が中心であり、表出

する機会が少なく、実践で使える知識となっていな

かったと考えらえる。また、胸骨圧迫やAEDの使用方

法など部分的な学習にとどまり、一次救命全体の対応

を学習することができていなかった。そのため、急変

から搬送準備までの一連の流れをシミュレーションす

ることで、知識の定着、技術の向上を図った。また、

シミュレーションの間に、フィードバックと振り返る

時間を作り、経験と振り返りを反復することが、知識

と技術を定着させるために効果的だと考えた。その結

果として、すべての項目で時間が短縮した。特にスト

レッチャーの準備時間が短縮し、早期に搬送の準備を

することができるようになった。これは、繰り返す際

に、フィードバックと振り返りにより、行動の改善が

能動的に行われた結果であると考えられる。

医療安全として、一次救命は全員が知っておくべき事

項であり、対応できることが必要である。そのため、

繰り返しシミュレーションを行うこと、そして、その

間にフィードバックと振り返りを行う方法は、技術の

向上のために効果的だったと言える。これを定着させ

るために、定期的にシミュレーションを行い、緊急時

の際には対応できることが望ましいと考える。

説明と同意、および倫理
報告にあたっては川久保病院の倫理委員会の承認を得

ている。

キーワード：医療安全・シミュレーション・教育
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-20

リハビリテーション科における緊急時対応のシミュレーションの教育効果

吉田 裕也・荒川 博志・髙橋 由紀恵・萱場 俊博
盛岡医療生活協同組合　川久保病院
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目的
理学療法の質とは対象者の判断によるもので、理学療

法士は良いと判断した場合でも対象者が同様に感じる

かは不明であり、最悪の場合悪化を招くこともある。

悪化した、変わらない、もしくは機能的な改善が見ら

れたとしても、対象者が価値を感じられなければ、質

の担保にはならない。当院外来理学療法(以下外来PT)

では、医師診察による終了以外で来院されなくなる自

己中断患者（以下中断者）も一定数経験することか

ら、患者の視点から外来リハビリの在り方を再考する

ために、中断者数の調査と、外来患者に対しアンケー

トを実施した。それらをセラピスト間で共有し、一部

業務改善を図った結果を報告し、価値ある理学療法に

ついて考察する。

方法
＜中断者調査＞医師診察で外来PT終了となった患者以

外の、外来PT中断者数についてカルテを用い調査。対

象期間は①2017年4月～12月と②2018年8月～2019

年2月。各対象期間内に外来PTを実施した全患者にお

ける中断者の割合を算出した。

＜アンケート調査＞実施期間は中断者調査②の前月で

ある2018年7月1日～7月31日。外来PT通院患者に対

し12項目の質問を紙面にて、「大変不満」「不満」

「普通」「満足」「大変満足」の5段階で無記名回答し

て頂いた。「満足」「大変満足」以外の回答を「非満

足」と捉え検討した。

結果
＜中断者調査①＞中断者32.5%　＜中断者調査②＞中

断者19.0%(中断者/対象期間内の全PT患者)

＜アンケート調査＞回収率66.7%。非満足の割合が高

い傾向の質問項目は「待ち時間」(43.9%)であった。

考察
中断者調査①では、中断者は全患者の3割強と多く存在

し、またアンケート調査では「待ち時間」に対する課

題が見えた。これらの結果をセラピスト間で共有し、

早急の課題として「待ち時間」に対し業務改善を図っ

た。同時間帯に複数の予約が重ならないよう、セラピ

ストの患者管理予約表を更新し、より細かい時間の区

切りで予約を取れるようにした。その後の中断者調査

②では中断者割合が①よりも減少した。自己中断の理

由についてはあくまでも推測となってしまうことと、

アンケート調査の回収率(66.7%)からも、自己中断に

関する検討と今回のアンケート調査の結果が直接結び

つくとは断言できない。また一人一人待ち時間の感じ

方は異なることと、価値観の違いもあるため、待ち時

間の削減が外来PTに対する価値に必ずしも影響するわ

けではないと考えられる。しかしセラピストとして、

対象者の時間を大切に扱うことは重要と考えられるた

め、今後もさらなる業務改善を進め、少しでも待ち時

間短縮を目指すことは必要である。またそれ以外の要

因として、中断者調査②で確認された約2割の中断者

の中には、「症状が変わらない」という方だけでな

く、「悪くなった」という方もいる可能性を考える必

要もある。つまりセラピストの技術的なレベルアップ

だけでなく、「考え方」や「技術の扱い方」も非常に

重要となる。具体的には、対象者のセラピーを実施す

る上で、本当の苦しみが何なのか、また主訴以外にど

のような苦しみがあるのかを想像した対応が大切と考

える。対象者の言葉・行動を参考にし、様々な場面を

想定しながら動きを感じる必要がある。その中で「自

分が相手の主訴を改善させたい」というセラピスト本

位の考えにならず、相手に合わせた対応を心がけるこ

とが、対象者にとっての価値を生み出すことにつなが

り、理学療法の質の担保につながると考える。

説明と同意、および倫理
アンケートに関し回答をもって同意とする旨を記載

し、個人が特定されないよう方法に対し配慮した。

キーワード：中断患者・アンケート・理学療法
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-21

価値ある理学療法を目指して
自己中断患者数調査とアンケート調査の報告と考察

小野 健太
桑野協立病院



1472019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
福島県では、東日本大震災・原子力災害により、多くの

県民が県内外に避難している状況であり、特に若い世代

を中心に県外に人口が流出した結果、医療従事者の不足

が深刻になっている。

このような中、福島県では平成26年に創設された「地

域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律」に基づき基金を設置し、県が策定した計画に基づ

いた事業にこの基金から補助金等を交付している。

福島県理学療法士協会では、この補助金を活用し、「管

理者に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」とし

て、平成27年度より「包括的腰痛予防研修会」を開催

している。

この研修会の目的は、介護施設での腰痛予防に向けた運

動療法・介護技術・福祉用具の導入により腰痛負担の軽

減を図り、離職防止を図ることである。

方法
研修会の対象：福島県内の介護施設等の介護・看護従事

者に対して案内を配布し、事前申込制としている。

参加者の職種：介護員、介護福祉士、機能訓練指導士、

訪問介護員、看護師等。職場で職員を指導する立場にあ

る方々の参加を促している。

参加者数：平成27年度89名、平成28年度150名、平成

29年度116名、平成30年度90名。人口の多い地域の参

加者数が多く、被災した浜通りや地方の参加者は少ない

傾向にある。

研修会の内容：腰痛症の原因と対策、腰痛予防に向けた

運動療法と介護技術の実際、腰痛予防に向けた介護技術

の理論と実際、腰痛予防に向けた福祉用具・福祉機器の

活用について、講義と実技を各90分間実施。理学療法

士が知識と技術を直接伝える他、県内の福祉機器関連企

業の協力を得て、実施の機器を使用した使用体験等を

行っている。

スタッフの対応：各会場8名前後の理学療法士を配置

し、実技では、対象者を1グループ5名程度のグループ

に分け、ローテーションを組んで一人一人が直接体験

し、指導を受けられるように工夫している。公益事業局

の担当を中心に毎年20～30名の理学療法士が複数回対

応し、延べ動員数は、平成27年度19名、平成28年度50

名、平成29年度45名、平成30年度53名であった。

結果
参加者の意見：アンケートで多かった意見は、実技では

時間がもっとほしい、より深く学びたい。基本の見直し

ができた。明日から実践したい。継続して参加したい。

など、総じて、研修会に参加して、介助技術の大切さや

福祉機器の有効性を実感したとの声が多く聞かれ、継続

開催への要望が強かった。

片麻痺や脊損、床からの移乗など個別ケースへの対応

や、残存機能を生かす介助方法などへの関心・要望も見

られた。

考察
今後の課題：基本から応用まで広く伝授できるようなス

タッフの技術向上、参加者の確保のための周知方法や告

知の時期の検討が必要、参加者（腰痛の程度や、介護技

術）のレベルに応じた内容を準備しておく、などの意見

が見られた。また。地域ごとの開催で、スタッフ間の交

流にもなっていた。

本事業の一番の課題である離職防止に至っているかどう

かまではまだ把握できておらず、今後、関係機関の協力

を得ながら把握していくよう事業を進めていきたい。

また、県内の理学療法士に、これらの事業へ関わる機会

を増やし、研修会を開催するまでもなく、自身や地域の

各職場で現場指導を実施できるような人材の育成が望ま

れる。

今後も引き続き事業を展開し、理学療法士の専門分野で

ある腰痛予防の観点から、企業や職域の兼好健康増進を

担える職種であるという認識を持っていただけるようア

ピールしていきたい。

説明と同意、および倫理
今回の報告で用いた集計結果は、事業報告のために匿名で

回答頂いたアンケートに基づいている。アンケート内容は

個人を特定できるものではないが、アンケートへの回答を

持って情報の取扱いについて同意を得たものとする。

キーワード：腰痛予防・介護従事者・公益事業
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-22

福島県理学療法士会 公益事業局活動報告「介護職員の包括的腰痛予防
講習会」の現状と課題

岡崎 可奈子 1,2)・平野 雄三 1,3)・岸浪 麻美 1,3)・本間 一成 1,3)・兼田 航 1,3)

1)福島県理学療法士会 企画推進委員会
2)福島県立医科大学

3)南東北春日リハビリテーション病院
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目的
　近年、全国的に少子高齢化が進み、山間部における

急速な過疎地域拡大が見られている。この高齢化に対

して2015年の介護保険改正により「介護予防・日常生

活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設され、以前

よりも地域特性に応じたサービスの展開が期待されて

いる。また、2018年からビデオ通話等を用いたオンラ

イン診療も開始され、医療機関から離れた地域におい

ても医療を受けやすい環境が整備されつつある。

　しかし、当自治体は高齢化率38.6％と、全国平均を

大きく上回ることから、過疎化による行政サービスの

希薄化が目立つ。更に、冬期間は積雪量が多いため、

事業への参加者全員の安全確保等が問題となり、事業

継続の障壁となっている。

　このような問題点を解消するため、地域包括ケアセ

ンターと医療機関が連携、協働し、総合事業を効率

的に実施することで、地域高齢者の健康増進と地域コ

ミュニティ維持を目的に、”情報通信機器を用いたリハ

ビリ”(以下、Webリハ）を通年で実施した。その効果

の検証として、実施前後での運動機能評価を行い、健

康課題の特定と今後の展望を報告する。

方法
　対象は介護認定を受けていない地域高齢者10名(男性

1名・女性9名）とした。年齢77.6±4.3歳、BMI21.7

±1.8であった。事前に参加者全員より、事業結果の

公表を説明し、同意を得ている。参加者側と、指導者

側の二会場に分かれ、通信機器を用い、ビデオ通話に

よって双方の映像・音声をリアルタイムで伝達しなが

ら運動指導を行った。参加者側の会場は町の施設、指

導者側は病院とした。実施期間は8ヶ月(2018年6月～

2019年2月)とし、計15回行った。内容は、椅子座位

や立位にてストレッチング、筋力トレーニング、全身

運動(6分間前後ステップ)とした。また、Webリハ実施

前後の運動機能評価は、新体力テストの実施要項に準

じて握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片脚立位、

10m障害物歩行、6分間歩行を行い、ロコモ度テスト

に準じて2ステップテスト、更に転倒危険などのバラン

ス評価としてTimed Up and Go test（以下TUG）を行っ

た。統計処理にはWilcoxonの符号付順位検定を用い、

5%未満を有意水準とした。

結果
　 W e b リ ハ 介 入 前 後 の 比 較 に お い て 、 上 体 起 こ

し 、 2 ス テ ッ プ テ ス ト 、 T U G の 項 目 に 有 意 な 改

善(p=0 .0284 ,p=0 .0166 ,p=0 .0284)が認められ

た が 、 握 力 、 6 分 間 歩 行 に 関 し て は 有 意 な 低 下

(p=0.0077,p=0.0218)が認められた。その他の項目に

関しては有意な変化はみられなかった。

考察
　Webリハ実施前後にて、運動機能の維持・向上が認

められたが、握力と6分間歩行に関しては低下がみら

れた。握力の低下は、運動指導内容に上肢機能に対す

るアプローチを組み込まなかった事が原因と考えられ

る。また、6分間歩行の低下には、筋持久力増強を考慮

した運動指導を行えなかったこと、最終評価を行った

のが冬季であり、日常生活における外出機会が減少し

ていたことが影響したと考えられる。これらは課題と

して検討を要することになった。改善すべき課題は残

されているが、Webリハによる運動機能の維持・向上

は可能である。通信機器の適切な配備により、遠方に

いる高齢者に対しての運動指導が可能となり、指導の

応答環境の整備により、過疎地域に住む高齢者にとっ

て、より身近で参加しやすい介護予防事業になると考

える。今回実施したWebリハは過疎地域を抱える自治

体における地域コミュニティを維持し、価値のある総

合事業の新たな方策となる。

説明と同意、および倫理
　全ての参加者に、事業結果の公表を説明し、同意を

得ている。

キーワード：地域リハビリテーション・介護予防・運動指導
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-23

遠隔指導システムでの過疎地域における介護予防事業

半田 翔伍・斎藤 功・小田嶋 翼・宿野部 一樹
羽後町立羽後病院
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目的
平成30年度市町村別調査では、A町の高齢化率は 

38.6％であり、都道府県別平均を上回っている状態に

あり、今後さらに高齢化が進展すると予想される。こ

のため介護予防事業として、地域在住の高齢者を支援

する地域包括ケアシステムの構築を行うことが重要な

課題となっている。要支援・要介護の運動機能維持・

向上には、A町独自の機能訓練事業、デイサービスセ

ンターにおけるグループワークなどが行われている。

しかし、虚弱高齢者や健常町民の健康教室などは、移

動時間や人員確保の問題を把握している。これら問題

の解決策として、平成27年度よりWebリハビリモデ

ル事業（以下Webリハ）を秋田大学の協力の下で実施

し、システムの研究開発を行ってきた。そして、昨年

よりA町独自のシステムへと移行し、継続的かつ積極

的に取り組んでいる。今回はその独自のシステムの概

要をまとめ、今後の展望について報告をする。

方法
対象はA町在住の高齢者15名を対象とした。今回の研

究にあたり運動指導は、病院に勤務する理学療法士

（PT）が行った。本システムの概要は、運動指導側

は、ノートPC（PCと別途Webカメラ、外部マイクを

使用）、対象者側はタブレットPCに外部マイク兼ス

ピーカー機器をBluetooth接続/映像の入力はタブレッ

トPCのカメラを利用し、出力はプロジェクター機器を

用いて投影した。運動指導側は、ノートPCのモニター

に映し出された対象者を、一方対象者側は、公共施設

内でPTの指導する映像を見ながら、どちらにおいて

もリアルタイムにシステム動作の確認、簡単な評価、

詳細な運動指導を行なった。精細な解像度かつリアル

タイムのコミュニケーションを双方向性に可能とする

ため、アプリケーションはSkypeを使用した。これに

より、映像の解像度はHD（1280×720/アスペクト

比16:9）、ビデオフレームレートが30fpsでの高解像

度で円滑な動画形式でのビデオ通話が可能な環境を用

意した。また通信機器には、Skypeにおいて1対1での

HDビデオ通話に要求される通信速度が、上り下り共に

1.2Mbpsであり、辺縁地域においても通信速度が確保

されやすい通信域を展開し、かつ通信速度も十分とな

るポータブルWi-Fi機器を使用した。そのため十分な通

信速度が達成され、情報の伝達遅延は0.5秒程度に収め

ることができた。

結果
Webリハのシステムの運用により、運動指導側にとっ

ては、年間で発生する経費の大幅な削減やスタッフの

移動に伴う時間節約と安全性の確保、対象者側にとっ

ても、通院時間や待ち時間を削減し、かつ近隣環境で

専門家からの安全性の高い運動指導が受けられるとい

う双方へのメリットが得られる。実際にWebリハのシ

ステム運用により、年間の経費をインターネット接続

のための通信費のみに削減することができた。

考察
近年の情報技術の進歩により、Webリハのシステム構

築はより容易なものとなっている。一旦システムを構

築すると、その運用は移動及び人員確保、より安全で

効果の望まれる運動指導及び健康維持を補完する新た

な手段となり得る。一方でWebリハにおける問題点と

して、関与するスタッフのシステムに対する教育と情

報処理端末に対する一定の理解が求められることが列

挙される。今後は更なる時間・経費削減効果とより多

様な辺縁地域への対応を視野に、多拠点同時運用が可

能なシステムへと発展させていく必要がある。

説明と同意、および倫理
対象者には、事前に十分な説明と報告することに対し

て、同意を得ている。

キーワード：地域リハビリテーション・介護予防・運動指導
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-24

小規模自治体における介護予防事業の模索
Webを用いた検討（第2報）

小田嶋 翼・斎藤 功・宿野部 一樹・半田 翔伍
羽後町立羽後病院
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目的
近年、多くの市町村で介護予防事業が実施され、筆者

らの研究においても、介護予防事業において転倒予

防効果および転倒恐怖感が軽減すること、身体機能改

善やQOL向上との関連が認められている。高齢者にお

ける評価方法は様々であり、パフォーマンステストの

みならず、質問紙を用いた評価方法も多く存在するこ

とが知られている。質問紙の一つに、Motor Fitness 

Scale（以下：MFS）がある。MFSは14項目で構成され

る質問票であり、移動、筋力、平衡性といった運動能

力を簡便かつ安全に評価することができると共に、信

頼性、妥当性が高いことが報告されている。星らは、

一般高齢者を対象にMFSとパフォーマンステストに相

関があることや、MFSと要介護発生・死亡リスクに関

連があることを報告している。しかしながら、二次予

防対象者において、MFSとパフォーマンステスト、転

倒恐怖感、ADL評価などとの関連因子を検討した報告

は見受けられない。そこで本研究の目的は、二次予防

対象者においてパフォーマンステストを実施し、MFS

と関連する運動機能因子を検討することとする。

方法
対象は当地域在住の二次予防対象者194名（男性41名

　女性153名）である。パフォーマンステストは、最

大歩行速度、Timed Up & Go test（以下TUG）、左右

膝関節伸展筋力、ファンクショナルリーチテスト（以

下FRT）、開眼片足立ち時間、閉眼片脚立ち時間、長

座位体前屈を実施した。質問紙では、MFS、Modified 

Falls Efficacy Scale（以下：MFES）、老研式活動能力

指標を評価した。統計解析として、MFSと各パフォー

マンステストおよび質問紙評価との相関をみるため

に、スピアマン順位相関係数を算出した。有意水準は

5%とした。

結果
MFSと相関がみられた項目は、最大歩行速度[r＝0.53

（p＜0.05）]、TUG[r＝－0.49（p＜0.05）]、右膝関

節伸展筋力[r＝0.33（p＜0.05）]、左膝関節伸展筋力

[r＝0.42（p＜0.05）]、FRT[r＝0.33（p＜0.05）]、

開眼片足立ち時間[r＝0.34（p＜0.05）]、閉眼片脚

立ち時間[r＝0.34（p＜0.05）]、MFES[r＝0.53（p＜

0.05）]、老研式活動能力指標[r＝0.36（p＜0.05）]で

あった。一方、MFSと長坐位体前屈との間には相関は

みられなかった[r＝0.076（p=0.29）]。

考察
本研究の結果から、二次予防対象者においてもMFSは

多くのパフォーマンステストだけでなく、転倒恐怖感

やADL能力とも相関があることが示唆された。MFSと

関連する運動機能因子は、移動能力、膝伸展筋力、平

衡能力であり、特に移動能力との関連が強い傾向に

あった。星らの先行研究を踏まえると、移動能力の低

下が将来的な要介護発生・死亡リスクに強く影響して

いる可能性があるのではないかと考える。また、転倒

恐怖感の自己評価ツールとして活用されるMFESや手

段的ADL評価として用いられる老研式活動能力指標が

MFSと関連していたことから、転倒恐怖感の自己評価

や手段的ADL能力には運動機能因子の中でも、移動能

力が強く関連している可能性があると考えられる。今

後の展望として、MFSが認知機能や口腔機能、栄養状

態などと関連があるかどうかを検討することで、運動

能力の向上を図るにあたり、多職種間での連携の重要

性が示されるのではないかと考える。

説明と同意、および倫理
対象者には本研究に参加するにあたり、口頭・書面で

十分に説明した後、書面にて同意を得た。

キーワード：Motor Fitness Scale・パフォーマンステスト・二次予防対象者
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-25

二次予防対象者におけるMotor Fitness Scaleと関連する
運動機能因子の検討

荒木 訓・難波 樹央・高橋 寿和・笹原 知美・板垣 光子・佐々木 恵子
相澤 裕矢・江森 由香・渡部 美聡・長橋 育恵・宮坂 美和子・鈴木 崇広

渡部 崇久・新藤 柾・星 真行
公立高畠病院
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目的
　加齢に伴い歩行安定性は低下し転倒発生要因の一つ

とされている。サルコペニアなど高齢者の筋力・歩行

速度に関連する報告は多いが骨格筋量低下が歩行能力

に与える影響を検討した報告は少ない。骨格筋量の低

下が三軸加速度計から測定できる歩行安定性にどの程

度関連するかを検討した。

方法
　対象は「労災疾病臨床研究補助金事業」に応募し

調査票及び評価の欠損のある者を除外した62名（男

性:23名、女性:39名、平均年齢61.3±16.7歳）とし

た。三軸加速度計付き歩行分析計MG-M1110TM（LSI 

メディエンス）を用いて10mの前後に3mの助走路を

設けた直線を快適速度で歩行し左右・上下重心移動距

離、歩行時間を測定した。加速度センサは第三腰椎棘

突起部付近にベルトにて固定し、左右成分、前後成

分、鉛直成分の加速度をサンプリング周波数100Hzで

測定し歩行周期変動係数（以下CV）、体幹左右対称性 

(LI)を算出した。骨格筋量はDXA法で得られた四肢の

除脂肪除骨重量を身長の2乗で除した値(Skeltal Muscle 

Index以下SMI)を用いた。得られたSMIを基に、Sanada

が提示する日本人のカットオフ値を基準に正常群（32

名）、プレサルコペニア群（21名）、サルコペニア

群（9名）の3群に分け、各群間で比較した。統計処

理はIBM SPSS Statistics25を使用し統計手法には一元

配置分散分析を用い、有意差のあったものに対して

Tukey、games-howell法の多重比較を行った。有意水

準は5％未満とした。

結果
　左右重心移動距離では正常群がプレサルコペニ

ア 群 ・ サ ル コ ペ ニ ア 群 よ り 有 意 に 高 か っ た （ P ＜

0.05）。歩行時間では正常群がサルコペニア群より有

意に高かった（P＜0.05）。上下重心移動距離、CV、

LI、歩行率に有意差はみられなかった。

考察
　本研究の結果、骨格筋量低下群は歩行速度が遅く、

重心移動範囲を狭め左右移動量が減少する傾向がみら

れた。体幹の左右対称性を示すLIや歩行周期の規則性

を示すCVには有意差がなかったことから歩行バランス

への影響は軽微であることが示唆された。今回は壮年

勤労者や運動習慣がある高齢者を対象としていたため

筋力の低下している対象者はおらず、安定性を維持す

るために歩行速度や重心動揺を減少させ歩行能力の低

下を補っていたと考えられる。骨格筋量の低下は将来

的にサルコペニアを発症し転倒リスクが上がる可能性

がある。そのため、健康・筋力維持のため運動習慣は

必要であると考えられる。

説明と同意、および倫理
　本研究は秋田労災病院倫理審査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：加速度計・骨格筋量・歩行
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-26

三軸加速度計を用いた歩行能力の分析
骨格筋量との関連性

安保 泰宏 1)・奥山 幸一郎 2)・金野 税 1)・川瀨 真史 1)・和田 竜平 1)・畠山 幸也 1)

渡部 雄樹 1)・桝谷 真士 1)・若狭 仁 1)・灘岡 裕 1)・安田 広江 1)・野村 奈津美 1)

片岡 良樹 1)

1)秋田労災病院　中央リハビリテーション部
2)秋田労災病院　整形外科



1522019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
　今回、当法人における業務従事者の腰痛状況に関す

るアンケートを作成する機会を得た。産業理学療法と

して考える第一歩として、当院における業務従事者の

腰痛発症率、腰痛予防実施率、腰痛予防に対する理学

療法士への期待を明らかにするべく調査を行った。

方法
　対象は当法人に勤務する10代から60代までの全

職員とし、質問紙として自作アンケート用紙、Fear-

Avoidance Beliefs Questionnaire（以下、FABQ）によ

る調査を実施した。自作アンケート用紙の質問項目

は、職種、性別、年代および腰痛の既往歴、現在の腰

痛の症状（腰痛が出現する業務内容、腰痛の症状、症

状の変動）、日頃行なっている腰痛予防対策、腰痛対

策として理学療法士に期待することを調査した。な

お、今回は腰痛症状が多い介護職、看護職、事務職、

リハビリ職を抽出してまとめた。なお、統計方法につ

いては、R2.8.1を使用し、それぞれカイ2乗検定を実施

した。

結果
　アンケートの回答数は、性別では男性67名、女性

242名、性別無記名が4名だった。年代別では、20代

が90名、30代が79名、40代が70名、50代が40名、

60代が31名、70代が2名だった。現在腰痛症状がある

職員は、看護職、介護職、事務、リハビリ職の全体で

201名、現在腰痛症状がない職員は全体で112名だっ

た。職種別では、介護職が70名（79.5%）、看護職が

63名（64.3%）、事務が36名（56.3%）、リハビリ職

が32名（50.8%）の順に多く、介護職と看護職におい

ては、腰痛ありと腰痛なしにおいて有意差が認められ

た。事務職とリハビリ職においては有意差が認められ

なかった。腰痛症状がある職員で日頃行なっている腰

痛予防対策がある職員は122名で、腰痛予防対策がな

い職員が78名であり、この2つの項目において有意差

が認められた。FABQでは、平均13.03%、SDは7.81

という結果になり、15点未満が42.4％、15点以上が

57.6％であった。一方で、腰痛症状のある職員とない

職員におけるFABQの数値に関しては、有意差が認めら

れなかった。腰痛対策として理学療法士に期待してい

ることがある職員は49名（15.6%）、ない職員が264

名（84.3%）であった。

考察
　職種別でみた腰痛保持者は、特に介護・看護職に多

く、有意差を認める結果となった。さらに、FABQの

結果からは、半数以上が15点以上という結果から、

疼痛回避思考が強い傾向があることが示唆された。ま

た、主にオムツ交換、移乗、体位交換などの介助動作

が影響していると想定されるため、福祉用具の活用や

定着、動作方法の改善などを検討して行くことが必要

である。腰痛予防対策については、腰痛保持者の半数

以上が腰痛対策をしていることから、腰痛管理・対策

の意識は高いことが判明した。一方で、理学療法士に

期待している職員が非常に少ないことから、当法人に

おいては、社会的に産業理学療法が活躍する中で、そ

の役割が周りに認知されていないことが明らかであ

る。また、我々としてもその役割を果たせていなかっ

たと想定される。今回の結果から、介護職、看護職の

業務と腰痛の関連性は非常に高く、腰痛予防や自己管

理の面で対策をしていく必要性を知ることが出来た。

我々は、腰痛に対して関われる役割を見直し、職員に

対策を提供していくことが必要となる。そのため、今

後は腰痛症状の多い部署を対象に腰痛予防としての身

体管理や環境調整などに取り組み、腰痛保持者を減少

させ、当法人における業務の安全性を見直していきた

い。

説明と同意、および倫理
報告においては、川久保病院倫理委員会の承認を得て

いる。

キーワード：職業性腰痛・産業理学療法・実態調査
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-27

当法人における腰痛実態調査から視える理学療法士としての役割
職場の健康に関わるために

大坂 祐太
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
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目的
　東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事

故（原発事故）から2019年3月で8年が経過したが、避

難を余儀なくされた高齢者の精神的健康状態の悪化は依

然として対応すべき課題である。本研究では、原発事故

後に避難し福島県内の復興公営住宅（復興住宅）に居住

する高齢者を対象とした運動教室型介入プログラムが精

神的健康度に与える効果を検証した。

方法
　本研究のデザインはクラスターランダム化比較試験

である。対象者は復興住宅に居住する65歳以上の高齢

者とし、包含基準は独歩が可能である・日常生活に介

助を必要としないのいずれも満たすこと、除外基準は

指示理解が困難である・Physical Activity Readiness-

Questionnaireに1つ以上該当項目があるのいずれも満た

すこととした。対象団地の選定に際し、まず立地地区

（福島県県北、県中、会津の計3地区）ごとに計12団地

を抽出した。次に、各地区内で運動教室型介入を実施

する団地（介入群）と実施しない団地（対照群）に無

作為に割り付けた。介入群には、1）健康講話（運動の

意義・実践方法など）、2）座位または立位で行う集団

運動（ストレッチングと筋力増強運動）から成る運動

教室型の介入プログラムを週1回、計8回実施した。対

照群には、介入に用いた同一資料を週1回、計8回郵送

にて配布した。アウトカムは精神的健康度とし、尺度

にはWHO-5精神的健康状態表日本語版（WHO-5-J）を

用いた。WHO-5-Jは直近2週間の気分状態を問う5項目

から構成され、まったくない（0）からいつも(5)の6件

法で回答を求めた。解析には5項目の合計スコア（0-25

点）を用いた。スコアは高いほど精神的健康度が高いこ

とを示す。全参加者を対象に2018年12月にベースライ

ン測定を行い、介入終了後の2019年3月に再測定（3か

月測定）した。介入プログラムの有効性はIntention-to-

treat分析により検証された。ベースライン測定時と3か

月測定時のアウトカムスコアの差の比較に2標本t検定を

用い、効果量dを算出した。さらに、3か月後のアウト

カムスコアが減少した者の割合の差をχ2検定で検討し
た。有意水準は5%とした。

結果
　適格基準を満たしベースライン測定に参加した介入

群35名、対照群56名のうち3か月後のデータを取得

できた介入群18名（うち女性13名、71.8±7.8歳）、

対照群29名（うち女性20名、75.3±6.4歳）のデータ

を解析した。両群間の基本属性に有意差はなかった。

WHO-5-Jのスコアは、介入群ではベースラインが14.6

±4.7、3か月測定時が14.8±5.2（差：0.2±3.8）で

あった。対照群ではベースラインが15.2±5.9、3か月測

定時が14.1±4.3（差：-1.1±5.8）であった。2時点の

スコアの変化量に両群間の有意差はなかった（p=0.41, 

d=0.12）。3か月後にベースラインよりスコアが減少し

た者は介入群で18名中4名（22.2%）、対照群で29名中

16名（57.1%）であり、介入群は割合が有意に低かった

(p=0.03)。

考察
　原発事故による複数回の転居は家族の分離や環境の変

化を起こし、精神的健康度を悪化させる。本研究の対象

者は精神的健康度が低下しやすい集団であるが、運動教

室への参加は精神的健康度の悪化抑制に寄与したと考え

る。本研究の限界として、対象者の介入以外の地域活動

への参加など社会的健康決定要因が制御できなかったこ

とがあげられる。今後は、運動促進介入による精神的健

康度の改善効果をさらに高めるためのプロトコル開発を

進めていく。

説明と同意、および倫理
　対象者にはヘルシンキ宣言に基づき、あらかじめ口頭

にて本研究の趣旨を説明し、インフォームドコンセント

を得た。また、本研究は所属機関の倫理委員会による承

認を得て実施した（一般30131）。

キーワード：災害支援・高齢者・精神的健康度
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-28

福島県内の復興公営住宅に居住する高齢者を対象とした
運動教室型介入プログラムが精神的健康度に与える効果

森山 信彰 1)・小俣 純一 2)・佐藤 竜太 3,4)・岡崎 可奈子 2,5)・安村 誠司 1,5)

1)福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
2)福島県立医科大学新医療系学部設置準備室

3)トータルヘルスクリニック
4)福島県立医科大学大学院

5)福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター
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報告の焦点
現在日本の高齢化は急速に進んでおり、超高齢化社会

が訪れると言われている。中でも2018年度の診療報酬

改定に伴い、要介護認定者の月に13単位を上限として

認められている外来リハビリが廃止されることで、十

分なリハビリを受けることが出来ないリハビリ難民が

続出するといった問題点が浮き彫りになってきている

現状である。そのため今後は地域資源を活用したリハ

ビリテーションも視野に入れていく必要がある。今回

ギランバレー症候群を発症した患者の外来リハビリに

おける関わりの中で、地域の運動施設を紹介し介入を

行った結果、運動習慣が定着し身体機能の向上につな

がったため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
80歳代男性。前医にてギランバレー症候群の診断を

受けられ当院回復期病棟へ転院となる。発症前は土木

関係の仕事をしており、力仕事もしていた。HOPEは

クルーズ船での世界旅行に行きたいとのことだった。

回復期でのリハビリ終了後に体力面の不安感あり、デ

イケア等の提案もするが本人より介護保険申請はした

くないとのことであった。そのため問題点を筋力低下

および持久力低下とし、地域にある運動施設を紹介

し、並行して外来リハビリでの運動習慣の定着を目指

した。 外来リハビリ開始時の身体機能はHughesの重

症度分類grade2、移動はT字杖とオルトップを使用し

自立。6分間歩行は272m歩行可能(ややきつい)、筋力

（MMT、Lt/Rt）は股関節屈曲5/5、膝関節伸展5/5、

足関節背屈5/1、感覚は左足尖部に痺れ残存、腱反射

は左四頭筋、アキレス腱反射が消失、握力(Lt/Rt)は

9.4/11.9kgwであった。

介入方法と経過
外来リハビリでは筋力トレーニング、カレンダーを用

いた自主トレ指導およびその確認、有酸素運動を中心

とリハビリを実施した。経過中、本人より運動施設へ

は定期券を購入し毎日通えているとの発言あり。

帰結評価
外来リハビリ終了時、重症度分類grade1、移動は独歩

自立（装具なし）、筋力（MMT、Lt/Rt）は股関節屈

曲5/5、膝関節伸展5/5、足関節背屈5/1、感覚は左足

尖部に痺れ残存、腱反射は左四頭筋、アキレス腱反射

が消失、6分間歩行距離305m歩行可能(ややきつい)、

握力(Lt/Rt)は17.2/16.2kgwという結果になった。

考察
今回、外来リハビリにおいて1ヶ月という期限を用いて

運動習慣の定着を目標にリハビリテーションを実施し

た。ギランバレー症候群ではその多くが段階的な回復

がなされ、予後は良好であるとされている。また長期

の介入が機能予後を改善するとの報告もされている。

今回の症例においても地域の運動施設での自主トレー

ニングと並行して外来リハビリでの関わりを継続した

ことで運動習慣が定着し、身体機能の向上に至ったの

ではないかと考える。また本症例は外来リハビリ開始

前には持久力低下により不安の訴えが多く聞かれてい

た。リハビリ介入により筋力および持久力の向上がみ

られたことで、不安が聞かれなくなり、HOPEであっ

たクルーズ船での旅行へも行くことが可能となった。

旅行後には「今回行けることができてよかった。次回

の旅行も申し込もうと思っている」とポジティブな発

言もあり、自信がついたこともうかがうことが出来た

結果となった。2019年度より福島県内全域において自

立支援型地域ケア会議が行われることとなっている。

デイサービスやデイケアといった介護サービスはもち

ろん、今回のような高齢者向け運動施設など、地域に

どのような資源があるのかを知り、患者へ提供してい

くことも重要な介護予防手段の一つとなるのではない

かと考える。

説明と同意、および倫理
症例発表にあたり十分な説明を実施し同意を得た。

キーワード：ギランバレー症候群・介護予防・地域資源
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-29

運動習慣定着を目標とした外来リハビリでの関わり
〜地域資源への着目〜
寺田 基・穂積 智巳・鈴木 悠貴

三春町立三春病院
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報告の焦点
今回、介入から一年後で身体機能の改善と身体活動量

の向上がみられ、長期目標として就労継続支援B型への

就労を目指している若年の症例を担当した。リハビリ

テーションの最大の目標の一つである就労を目指すた

めに、地域の就労体制の認識、社会資源の活用、多職

種連携と家族の理解を得る必要があった。症例を通し

て日常生活の自立から社会参加に向けての介入を経験

したため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
症例は胸髄症を発症し、第3から第11胸椎の後方固定

術を施行された40歳代の女性である。（身長：166

㎝、体重：102kg、BMI：34.5）既往歴に頸椎脊柱管

狭窄症、腰椎後縦靭帯骨化症、高血圧症と成長ホルモ

ン異常症があった。社会的背景は、約15年間介護職

の仕事をしていたが、震災後は除染の仕事へ転職され

た。夫と二人暮らしであり、キーパーソンである夫も

持病のために入院され就労困難となったため、2人とも

生活保護受給者となっている。手術から6か月後に自

宅退院され、週1回60分の訪問リハビリを開始した。

開始時の評価は、長期入院のため体力低下が著明であ

り、両下肢筋力はMMTで2から3レベル、両下肢の表

在・深部感覚ともに軽度鈍麻、術創部と両下肢に刺

されるような痛みが残存しており、Numerical Rating 

Scale（以下、NRS）は8点、膀胱直腸障害は改善傾向

であるが残存していた。Life Space Assessment（以

下、LSA）は4点、Timed Up and Go Test(以下、TUG)

はフレーム型固定歩行器を使用し44.0秒、転ばない自

信は22点、FIMは69点（運動：37点、認知：32点）

であった。

介入方法と経過
介入当初は、術創部と両下肢全体に広がる鋭い痛みの

ために一日中臥床していることが多く身体活動量が

著しく低下していた。介入目的として、痛みのコント

ロール、排泄コントロール、家事への参加を通して身

体活動量を改善させることとした。理学療法では、脊

柱起立筋の過剰努力による動作パターンを抑制するた

めに重心移動を意識した起居動作練習、膀胱訓練、伏

臥位での運動などを開始した。痛みがコントロールで

きることにより動くことへの恐怖感や不安が減少し少

しずつ意欲的になるとともに家事動作への参加が可能

になった。訪問リハビリ開始1年後には当初の長期目

標であった日常生活動作はほぼ自立することができた

ため本人の希望に沿い、就労継続支援B型の利用へ変更

した。その際に市役所職員から収入控除についての説

明、就労継続支援B型の相談員による面接など多職種と

連携を取ることで本人と夫の不安を取り除くことがで

きた。

帰結評価
介入後1年5か月の評価は、両下肢筋力はMMTで4～

5レベル、両下肢の感覚障害はほぼ正常、痛みは3～

5、FIMは110点（運動：77点、認知：33点）、膀胱

直腸障害は消失している。TUGはフリーハンドで22.7

秒、転ばない自信は29点とすべての評価で改善がみ

られている。しかし、体重が1年で10kg増加しており

（BMI：38.1）Ⅱ型糖尿病を発症しジャヌビア錠100

㎎が追加となっている。

考察
訪問リハビリの対象者も若年層の利用者が増加してお

り、就労を目標にするケースも散見される。理学療法

士として就労支援を行う際には疾病のコントロールと

日常生活のコントロールが欠かせない。特に若年者で

は、身体機能の改善も大きいため、多職種との連携を

密に取りながら積極的に社会参加を促していく役割を

担っていると考える。今後は、実際に就労し職場に定

着できるよう経過を追っていきたい。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対して研究の目的

を書面にて説明し同意を得ている。

キーワード：就労支援・多職種連携・訪問リハビリテーション
2019年09月14日　16:00 ～ 17:00【 ポスター発表Ⅱ 】P-2-30

就労継続支援B型への就労を目標に多職種連携しながら介入している一
症例

玉枝 香澄
浜通り訪問リハビリステーション



1562019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
筋力増強や運動麻痺に対する治療として運動療法の他

に神経筋電気刺激（以下、NMES）が有効との報告が

ある。NMESの施行後は筋疲労を生じさせるとの報告

もあるが、その詳細は明らかにされていない。また、

NMES後には角度依存的に筋疲労が生じる可能性につ

いても報告されている。そこで、本研究ではNMESに

伴う筋疲労に関して表面筋電図および最大等尺性筋力

に着目し検討した。

方法
対象は健常男性成人7名（年齢24.3±0.8歳、体重69.7

±23.1kg）とし、以下に述べる2つの介入をランダム

な順序で1日以上の間隔を空けて施行した。

＜測定方法＞

ベッド上背臥位にて利き脚の膝関節最大伸展筋力を

膝関節30°、60°、90°屈曲位で測定した。測定

には徒手筋力計モービィを用いて3秒間の等尺性収

縮を行い、レバーアームを乗じて体重で除した値

を算出した。また、外側広筋を対象に簡易型表面筋

電図MWATCHを用いて介入前のMVC（Maximum 

Voluntary Contraction）時における筋電図積分値を基

準として％MVC及び平均周波数を測定した。これらの

測定は各介入前後で行った。

＜介入1：NMES群＞

NMESは周波数50pps、パルス幅300µsecとし、オン時

間5秒、オフ時間10秒、パルス振幅は筋収縮が生じわ

ずかに関節運動が生じる程度とした。施行時間は20分

間とし、膝関節90°屈曲位の座位にて施行した。

＜介入2：C群＞

対象者は膝関節90°屈曲位の座位を20分間保持した。

統 計 解 析 は R 2 . 8 . 1 を 使 用 し た 。 ％ M VC は M a n n -

WhitneyのU検定を用いて検討した。最大筋力は対応の

あるt検定、平均周波数はWilcoxon検定を用いて検討し

た。また、周波数解析は安定した2秒間を解析区間とし

た。

結果
統計解析の結果、C群と比較しNMES群で膝関節90°屈

曲位で外側広筋の％MVCにおいて介入後に有意な高値

を示した。その他の測定項目、全ての膝関節角度に介

入前後の有意な変化は認めなかった。また、膝関節90

°屈曲位の平均周波数の変化量を中央値(最大値、最小

値)で示す。NMES群では-1.2(0.24、-11.35)で6名の低

下がみられたが、C群では-2.07(12.08，-6.96)で5名低

下しており、NMES群で低下する傾向があった。

考察
外側広筋の%MVCはのみ有意に大きな値を示した。ま

た、筋電図の平均周波数は有意な変化は認められな

かったものの、NMES群の膝関節90°屈曲位で低下す

る傾向が認められた。筋疲労は運動実施時の筋長に依

存するとの報告があるため、膝関節90°屈曲位で行わ

れたNMESにおいても筋長に依存した筋疲労が生じた

可能性は否定できないと思われる。また、平均周波数

は低下する傾向を示したが、％MVCは有意に増加し、

かつ最大筋力は変化を認めなかった。以上より平均周

波数は筋疲労により低下したが、NMESによる運動単

位の動員が促進され、振幅が増加したために％MVCが

増加し、筋出力を維持した可能性があると考える。本

研究はNMESにおける筋疲労の特性を示唆するもので

あると考えられるが、今後はより詳細なメカニズムを

明らかにするために中枢神経系の興奮性に関する評価

指標の測定や更なるデータ数の追加が必要であると考

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30-12)。

キーワード：神経筋電気刺激・筋疲労・関節角度依存性
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-1

膝関節伸展筋群に対する神経筋電気刺激が筋疲労に及ぼす影響
-表面筋電図の変化及び関節角度依存性について-

花岡 将来 1)・前田 貴哉 1)・佐藤 輝 1)・吉田 英樹 2)

1)弘前記念病院
2)弘前大学大学院　保健学研究科
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目的
変形性膝関節症（膝OA）患者は、身体活動量（PA）

が減少していることが報告されている。また、PAの減

少は種々の生活習慣病の原因となることが分かってお

り、健康寿命の延伸のためにPAを増加させることが推

奨されている。しかし、膝OA患者においてPAに関連す

る要因を検討した報告は少ない。本研究の目的は、膝

OA患者のPAに関連する要因を明らかにすることであ

る。

対象と方法
対象は、手術待機中の膝OA患者39名（男性：6名、

女性：33名、年齢：70 ± 11 歳、Body Mass Index：

26.4 ±4.2 kg/m2、Kellgren-Lawrence分類II：6名、
III：12名、IV：21名）である。身体活動量は、ライ

フコーダーGS4（スズケン社製）を用いて測定した。

装着期間は14日間とし、装着開始日と回収日を除い

て7日間以上測定できた場合に解析対象とした。測定

項目は、歩数、低強度の身体活動時間（LPA）、中強

度以上の身体活動時間（MVPA）とし、それぞれ1日

の平均値として算出した。関連を検討する項目とし

て、膝伸展筋力体重比（QWBI）の左右平均値、10m

歩行試験における快適歩行速度（GS）、歩行時痛の

Visual Analog Scale（VAS）、歩行に対する自己効力感

（mGES）を測定した。統計学的解析は、各身体活動量

の指標と他の項目の関連を検討するため、年齢を調整

変数とした偏相関係数を用いた。なお、有意水準は5%

とした。

結果
各項目の測定値（平均値 ± 標準偏差）は、歩数が

4654 ± 2614歩、LPAが44 ± 24分、MVPAが7 ± 

9分、QWBIが0.40 ± 0.16 kgf/kg、GSが1.05 ± 

0.25m/秒、VASが48 ± 26 mm、mGESが53 ± 26

点であった。歩数と有意な相関がみられたのはmGES

であった（r = 0.368、P = 0.023）。LPAと有意な相

関がみられたのはVASであった（r = －0.337、P  = 

0.039）。MVPAと有意な相関がみられたのはmGESで

あった（r = 0.406、P = 0.011）。

考察
本研究の結果、LPAには歩行時痛のVASが関連した。

先行研究では、膝OA患者に対する人工膝関節置換術後

にLPAが増加するものの、MVPAには変化がないことが

報告されている。従って、本研究でLPAと歩行時痛の

VASに関連がみられたことからも、LPAは除痛によっ

て増加する可能性が考えられる。一方で、歩数および

MVPAにはmGESが関連した。先行研究では、膝OA患

者に対して歩行課題トレーニングを実施させることで

歩行の自己効力感が向上することが報告されている。

従って、本研究で歩数およびMVPAと歩行の自己効力

感に関連がみられたことから、課題志向型の動作練習

や動作指導による歩行の自己効力感の向上が膝OA患者

の歩数やMVPAの増加に繋がる可能性が考えられる。

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た倫理原則を遵守

して実施された。対象者の個人情報は個人情報保護法

に沿って取り扱い、厳格に管理した。また、対象者に

は、本研究の内容について同意説明文により十分に説

明し、理解が得られたことを確認して自由意思による

同意を書面にて得た。本研究の内容は、平成29年度市

立秋田総合病院倫理委員会において承認された。

キーワード：変形性膝関節症・身体活動量・自己効力感
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-2

変形性膝関節症患者の身体活動量には歩行時痛と歩行の自己効力感が
関連する

大倉 和貴 1,2)・岡田 恭司 2)・柴田 和幸 3)・須田 智寛 1,2)・菊池 耀 1)・高橋 裕介 1)

渡邉 基起 1)・畠山 和利 1)・斉藤 公男 1)・齋藤 英知 1)・松永 俊樹 1)・木村 善明 4)

島田 洋一 5)

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理学療法学講座

3)市立秋田総合病院リハビリテーション科
4)市立秋田総合病院整形外科

5)秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座
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目的
　近年、動作解析装置の著しい発展に伴い、詳細な力

学的解析が可能となった。これまでわれわれは、3次元

筋骨格モデルやモデルシミュレーション、有限要素法

による応力解析、2D/3D registration法など工学的手法

を用いてヒトの生体内力を算出し報告してきた。われ

われの研究の礎となっている3次元筋骨格モデルは、

豊田中央研究所製EICASというソフトウェアをベース

に構築している。忠実な全身の筋走行や関節可動性

などを携える高い精度のモデルであり、systematic 

reviewに取り上げられ高評価を得ている。その反面、

解析に多大な時間を費やすことや独自のモデルのため

データ共有が困難なことなど問題点が存在していた。

そこで、世界的に高いシェアを誇る3次元筋骨格モデ

ルAnyBodyへの完全移行を検討してきた。AnyBodyの

特徴は解析速度が速く、モデル共有が容易なことであ

る。市販されているAnyBodyの初期モデルは非常に応

用性が高く優れたモデルであるが、筋の付着部位や走

行に改良の余地があり、より精密な独自モデルの構築

が必要であった。体幹はすでに構築済みであり、下肢

の構築に主眼を置いた。本報告の目的は、AnyBodyを

ベースに筋走行や靱帯など精密に再現した新たな下肢

の3次元筋骨格モデルを構築することである。

方法
本モデルの作成は、健常な成人男性を対象に撮像され

た下肢CT、 MRI DICOM dataを使用した。Materialise

社製MIMICSを用いてCT DICOM dataを読み込み、下肢

の骨形状を3次元抽出した。筋骨格モデルは、AnyBody 

Modeling System (AnyBody Technology、 Denmark)を

使用し3次元抽出した骨格を基に作成した。MRI断層画

像より各筋を抽出し、筋の走行を再現した。各筋の断

面積はMRIより算出しモデルに反映させた。筋の走行

を忠実に再現するため、wrapping法を適用した。構築

した筋骨格モデルにより歩行時の関節モーメントや関

節内圧迫力を算出するため、3次元動作解析装置VICON 

NEXUS (VICON社製)で歩行状態を計測した。被検者は

健常男性5名とした。計測条件は自由歩行とし、各マー

カーの座標位置を作成した3次元筋骨格モデルに反映さ

せ関節モーメントおよび股関節内圧迫力を算出した。

結果
作成した3次元筋骨格モデルから関節モーメントや股関

節内圧迫力を算出可能であった。立脚期における股関

節内圧迫力は2峰性を呈した。股関節内圧迫力のデー

タは過去のデータと非常に高い一致度を示した（二乗

平均平方根誤差 0.208）。歩行周期における筋活動パ

ターンも近似していた。

考察
今 回 、 ベ ー ス と な る ソ フ ト ウ ェ ア を E I C A S か ら

AnyBodyに移行し、筋骨格モデルの再構築を行った。

本モデルは過去に報告されている実測値と非常に近似

しており、精度が高いモデルであると考えられた。今

回の下肢モデルの完成で、全身の3次元筋骨格モデル

がAnyBodyに移行でき、今後の高い応用性が期待でき

る。

説明と同意、および倫理
本研究は世界医師会によるヘルシンキ宣言に則り行っ

た。被検者には十分に趣旨を理解して頂き、研究に同

意を得た。またCT、 MRIの撮像は整形外科医の立ち会

いの下で行った。

キーワード：3次元筋骨格モデル・AnyBody・生体内力
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-3

3次元筋骨格モデルの再構築
畠山 和利 1)・鈴木 恒太郎 2)・樋口 諒 2)・渡邉 基起 1)・高橋 裕介 1)・大倉 和貴 1)

須田 智寛 1)・菊池 耀 1)・市川 兼之 1)・巖見 武裕 2)・斉藤 公男 1)・松永 俊樹 1)

島田 洋一 3)

1)秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2)秋田大学大学院理工学研究科

3)秋田大学大学院医学系研究科整形外科学講座
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目的
　足関節果部骨折とは外果・内果・後果骨折の総称で

あり、転倒などで受傷しやすい外傷の一つである。

治療としては保存療法と観血的骨接合術などの手術療

法があり、どちらも一定期間ギプスもしくはシーネで

足関節を固定することが多い。臨床現場において、固

定脱却後に足関節、特に背屈可動域制限が生じる症例

を多く経験するが、背屈可動域制限の発生頻度などに

ついての調査は見当たらない。また、固定期間中の理

学療法として、足関節可動域制限の予防目的に、患部

外トレーニングとして足趾の運動を実施することがあ

るが、その足趾運動が足関節可動域制限の予防に有効

か否かについては不明である。そこで、本研究の目的

は、診療録（以下カルテ）を用いて後方視的に調査

し、足関節果部骨折受傷後の患者に対し、ギプスもし

くはシーネ固定脱却後に足関節可動域制限発生の有無

を調査すること、また足趾の運動が固定脱却後の足関

節可動域にどのような影響がみられるか調査を行っ

た。

方法
　調査対象者は、2015年1月から2019年1月までに当

院整形外科を受診し、入院もしくは外来で理学療法の

処方指示があった足関節内果骨折（15例）・足関節外

果骨折（81例）・足関節三果骨折（3例）のうち、電

子カルテにて固定脱却後に足関節可動域の記載がみら

れた67例を本研究の対象とした。

　方法は、電子カルテから調査対象の基礎情報および

経過を後方視的に調査し、足関節果部骨折患者におけ

る年齢、性別、BMI、入院期間、固定期間、独歩獲得

期間、外来利用期間、ギプスもしくはシーネ固定脱却

後の足関節可動域（背屈・底屈）、自主トレーニング

での足趾自動運動指導の有無、理学療法中の足趾他動

運動の有無を調査した。また関節可動域制限の有無に

ついては、日本整形外科学会・日本リハビリテーショ

ン医学会が制定した参考可動域に満たないものを可動

域制限ありと評価した。その後、足趾自動もしくは他

動運動の有無により群分けを行い、群間比較には対応

のないt検定を用い、有意水準は5％未満とした。　

結果
　本研究において、足関節背屈可動域制限に関して、

全ての症例においてギプス固定脱却後に背屈制限が生

じていた。また、足趾運動あり群が21例（平均年齢

59.2±16.1、男性13名、女性8名、BMI25.7±4.1）、

足趾運動なし群が46例（平均年齢46.2±18.6、男性26

名、女性20名、BMI24.7±4.2）であり、足趾運動なし

群の方は有意に年齢が若い結果となった。また固定期

間および入院期間はそれぞれ足趾運動あり群で21.5±

9.9日、31.1±21.8日、足趾運動なし群で23.2±14.3

日、20.1±17.6日あり、有意な差は認められなかっ

た。また、ギプス固定除去後の足関節背屈可動域に

ついては足趾運動あり群では1.0±9.3°、足趾運動な

し群では－0.7±7.4°となり、有意な差は認められな

かった。

考察
　本研究の結果から、足関節果部骨折受傷患者におい

てギプス固定除去後には全ての症例で足関節背屈可動

域制限が生じることが明らかとなった。また、解剖学

的な視点から長趾屈筋や長母趾屈筋は足関節の底屈筋

であり、筋収縮により関節可動域制限の予防効果があ

ることが期待された。しかし、本研究結果より、固定

期間中の足趾運動は、関節可動域制限の予防効果が認

められないことが明らかとなった。今後は運動回数や

運動方法などを検討し、ギプス固定中に可能な足関節

背屈可動域制限予防方法を確立する必要があると考え

る。

説明と同意、および倫理
本研究は竹田綜合病院倫理審査委員会の承認を得て実

施した。

キーワード：足関節果部骨折・足関節固定・関節可動域
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-4

足関節果部骨折患者に対するギプス固定期間中の足趾運動効果に関する
研究

横地 正伸 1,2)・中村 雅俊 2)・渡部 嘉奈子 1)・内海 里菜 1)・小関 美穂 1)

1)一般財団法人　　竹田健康財団　竹田綜合病院
2)新潟医療福祉大学大学院
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目的
近年転倒する高齢者の内約6割が前方に転倒すると報

告されている。転倒予防に足趾把持練習は重要とされ

ているが加辺は姿勢制御時、足趾把持力より足趾圧迫

力の方が重要としている。また前方での重心制御に

着目すると浅井らは前方への重心移動の際母趾での支

持が重要であると述べており、母趾外転筋(Abductor 

Hallucis Muscle：以下AH)は荷重位にて内側縦アーチ

を保持し、偏移した重心を支持するとされている。AH

は随意的運動が困難な場合が多く介入が難しい印象だ

が外反母趾の症例に対し電気刺激を用いた介入効果が

多数報告されている。一方立位バランスの改善を目的

としたAHへの電気刺激効果の報告は少ない。そこで今

回AHに対する電気刺激が重心動揺に及ぼす効果を評

価・検討した。

方法
本研究はシングルケースデザインにて実施した。対象

は左大腿骨頸部骨折の高齢女性。受傷日をXとしX＋6

日後に左人工骨頭置換術を施行。X＋25日後に当院へ

転院。外反母趾は見られず左右共に偏平足であり母趾

外転運動は困難であった。実施方法は通常の理学療法

のみ実施する非介入期(以下A期)を2週間、通常の理学

療法とAHへの電気刺激療法を行う介入期(以下B期)を

2週間とし計4週間実施。B期ではAHのモーターポイン

トを探索しESPURGE(伊藤超短波製)を用いてElectrical 

Muscle Stimulation(以下EMS)を周波数40Hz、パルス幅

200μs、ramp up1.5秒、ON5秒、ramp down1.5秒、

OFF25秒で設定し10分間背臥位にて実施した。評価方

法はA期開始時終了時、B期開始時終了時に重心動揺

計（アニマ社製GP‐6000）を用いて前方重心時の総

軌跡長、外周面積の測定、Functional Reach Test(以下

FRT)、先行研究を参考に足趾MP関節以遠に体重計を

設置し足趾圧迫力測定を実施した。

結果
総軌跡長(㎝)ではA期前22.43、A-B間19.51、B期後

13.06。外周面積(㎝²)ではA期前2.64、A-B期間2.04、

B期後0.35であった。変化量として総軌跡長ではA期前

後において－2.92、B期前後では－6.45。外周面積は

A期前後－0.6、B期前後－1.69であった。FRT(㎝)では

A期前7.6、A-B期間8.0、B期後10.5であった。体重計

を用いた足趾圧迫力測定(kg)ではA期前4.6、A-B期間

6.0、B期後8.7となった。また介入期後には母趾外転運

動を指示すると外転、屈曲が僅かに見られた。

考察
先行研究より総軌跡長・外周面積共に減少すると動揺

は少なく安定性は高い事、母趾外転筋は前方への重心

移動に重要と判明している。本研究でもB期後に総軌跡

長と外周面積が減少しており、FRT到達距離も拡大し

ている。B期後に母趾屈曲外転運動が確認できたことか

らもEMSによりAHが賦活され前方への重心可動域を拡

大し、前方重心時の動揺を制御できたためと考えられ

る。また前川らはAHに対する電気刺激が内側縦アーチ

高率の増強を図るとしている。本研究での足趾圧迫力

の向上は内側縦アーチの増強が足部内在筋を適切な張

力としたことに起因すると考えられる。本研究により

母趾外転筋は前方への重心移動範囲を拡大し、足趾圧

迫力を向上させることが示唆された。従来実施されて

きたタオルギャザーやショートフットエクササイズに

加えて実施することで母趾外転筋、足部内在筋を更に

強化し高齢者における転倒率の減少を図れるのでは無

いかと考察する。

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(承認番号59-B)を

得て実施した。また実施する際は対象者に書面と口頭

にて十分に説明し、署名により同意を得た上でヘルシ

ンキ宣言を準拠し実施した。

キーワード：高齢者・母趾外転筋・足趾圧迫力
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-5

母趾外転筋への電気刺激が足趾圧迫力と前方での重心制動に及ぼす効果

清田 大洸・三瓶 あずさ・榊枝 功恭・加藤 隆・春山 大輝
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
妊娠・出産により女性の身体は大きく変化し、産前産

後とも骨盤帯痛や腰痛・尿失禁などのマイナートラブ

ルに悩まされる女性は多く、その対応についても全国

的に理学療法士の関わりの場が拡大・充実してきてい

る。しかし、入院中である出産直後に多いマイナート

ラブルやその対応についての報告は少ない。古来より

「床上げ3週」という言葉もあり、妊娠・出産で受けた

身体的ダメージを最小限に食い止めるのか、さらに増

やしてしまうのか、産褥期の過ごし方や姿勢・日常生

活動作等により大きく左右されるが、産褥期に理学療

法士が関わる手段は少ない。そこで、当院分娩利用者

における産褥期のマイナートラブルと理学療法士の関

わりについて以下に報告する。

方法
平成29年5月より当院分娩利用者を対象に実施した。

スクリーニングシートにて、マイナートラブルの有

無・種類を確認し、理学療法士による相談・指導を希

望される方に対し、症状に応じた相談・指導を入院中1

回のみ個別的に実施した。

結果
平成29年5月～平成31年3月末時点で、対象者777名

中602名の方に関わり対応した。対象者の内訳は経腟

分娩398名、帝王切開204名であった。対象者のマイ

ナートラブルの訴えでは、創部痛が最も多く、次いで

肩こり、腰痛が多く聞かれた。会陰部の痛みは鎮痛剤

は内服しながら創傷治癒まで我慢している方が殆どで

あるが、関わりにより座位の苦痛が減少するなど、症

状が軽減する方が多かった。

考察
経腟分娩の際に生じる会陰裂傷や会陰切開部の痛みは

産褥期の座位姿勢に大きな影響を及ぼす。産褥期は授

乳時間も長く頻回であり、座位姿勢の不快・苦痛は産

褥婦にとって大きな負担となる。帝王切開による創部

痛も1日中起居を繰り返す産褥期の女性にとって悩まし

いトラブルであり、産褥期において適切な生活指導・

動作指導などの関わりは重要であると考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究は後方視的にデータを収集し、各対象者の個人

情報が特定されないように配慮して分析を行った。

キーワード：創部痛・座位姿勢・サービス
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-6

当院分娩利用者における産褥期のマイナートラブルと
理学療法士の関わりについて

木津 明日美・會田 美幸・橋本 麻樹・二瓶 健司・堀 祐子・加藤 克彦
公益財団法人　星総合病院
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目的
近年、我が国では高齢化に伴い変形性膝関節症（以下

OA）に伴う人工膝関節全置換術（以下TKA）を施行

する65歳以上の患者数が増加し、高齢者が持つ幅広

い特性を考慮した理学療法を進める必要性が高まって

きた。一方で、在院日数短縮が一般化し、短い時間で

術後における運動機能の予後予測を行い、適切な運動

療法を提供することが求められている。我々は過去に

術前のフレイルや栄養状態と術後運動機能およびQOL

予後の関係について検討を重ねてきたが、より簡便で

再現性がある評価を考慮する必要があった。本研究の

目的は、術前握力等を含む各因子を再検討し、運動機

能面における予後予測と早期対応に活用することとし

た。

方法
対象は、2016年6月～2018年4月までに当院に入院

した65歳以上でTKAを施行した患者79名（平均年齢

78.5±6.57　男性8名　女性71名）。術前に年齢、体

格指数body mass index（BMI）、上腕筋周囲長（arm 

muscle circumference　AMC）、ADL（Barthel index

　以下B.I）、Time up and go test（TUG）、QOL評

価（日本版膝関節症機能評価尺度（Japanese Knee 

Osteoarthritis Measure (JKOM））、フレイル評価（日

本版CHS（Cardiovascular Health Study）基準（J-CHS

基準））、膝関節可動域、膝伸展筋力、握力等を評

価。術後3カ月後に評価したTUGを従属変数とし、これ

に術前各因子を説明変数としてその関係を検討した。

統計学的解析はR2.8.1を用い、解析は重回帰分析を

行った。統計学的有意水準は5%とした。

結果
対象者の術前握力は平均20.3±7.2㎏であった。術後

TUGの平均は14.5±8.8秒であった。なお、転倒に関

係するTUGのカットオフ値である13.5秒以上が全体の

40.5%、13.5秒未満が59.5%という結果であった。術

後TUGと術前各因子の関係では術前握力と術前JKOM

に有意な関係を認めた（p＜0.05）。

考察
本研究の結果から、65歳以上のTKA施行患者における

術前の握力と術前のQOLは術後3カ月後の運動機能と関

係していることが明らかになった。近年、握力はサル

コペニア診断や四肢筋力、運動機能等との関係が多く

報告されている。握力は簡便で評価がしやすい方法で

あり、TKA術後の運動機能予後を検討する上でも有用

であると思われる。しかしながら、握力と他因子間と

の検討が不十分であり、術前・術後の活動量や筋肉量

等との関係についても分析が必要である。今後はサン

プル数を見直すなどして、さらなる研究を進めていき

たい。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に沿い研究を実施した。個人を特定す

るデータは記号化し配慮した。当院倫理委員会学術倫

理検討会の承認を受けた。承認番号363。

キーワード：変形性膝関節症・握力・運動機能
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（運動器Ⅱ） 】O-4-7

65歳以上の人工膝関節全置換術施行患者における術前握力は術後運動
機能予後に関係する

折内 英則・佐藤 純也・鈴木 大輔・木村 健太・室井 宏育
一財）総合南東北病院
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目的
当院通所リハビリテーション(以下、通所リハ)におけ

る利用者は脳卒中を主疾患とする者が約8割を占め、

下肢装具(以下、装具)の使用者も多い。しかし、装具

作製からの経過が長期である場合や、法人外からの紹

介により利用開始となった場合、作製日や作製業者、

修理状況について担当セラピストが十分に把握できて

いない状態であった。装具作製からの経過の調査によ

り課題を明らかにし、装具の修理・再作製に関するマ

ニュアルや、情報管理の手段を整備する事を目的とし

た。

方法
当院通所リハ利用者のうち、装具を使用している利用

者39名を対象とした。過去3年間に装具の修理及び再

作製を行った件数、修理内容、再作製を要した理由、

耐用年数を超えた状態で使用している件数の割合につ

いて、カルテを用い後方視的に調査を行った。また、

当院通所リハの利用開始前の状況については作製業者

に調査を依頼した。

結果
脳卒中を主疾患とする利用者88名に対し、装具使用者

は39名(44％)。そのうち調査期間中に修理及び再作製

を行った例は23名(59％)。また、耐用年数を超えて使

用している例は18名(46％)。修理はベルクロ交換が最

も多く、中には自ら義肢装具製作所に持ち込み、修理

を依頼しているケースもあり、担当セラピストが装具

の管理状況を把握しきれない要因となっていた。再作

製を要した理由としては、身体状況の変化に伴う装具

の不適合が最も多く、耐用年数を大幅に超えた状態で

使用している例もみられた。

考察
当院通所リハにおける脳卒中を主疾患とした利用者の

うち、約半数が装具を使用している。回復期から生

活期に移行する際に、装具のフォローアップが不十分

である事を指摘する先行研究が散見され、当院通所リ

ハでも装具についての申し送りを受ける機会は無かっ

た。そのため、作製日や経過が不明である場合が多

く、調査結果から装具使用者の約半数が装具の耐用年

数を超過していることが明らかとなった。装具作製時

に使用上の注意や耐用年数、不具合が生じた場合の

フォローアップについて情報提供を行ったとしても、

長期的な経過の中で失念してしまう場合が多い。ま

た、破損レベルの問題が生じない限りは、経年劣化

してきても使用できてしまうことから、二次的な障害

を引き起こすリスクが高まる可能性が考えられる。そ

のため、セラピスト・利用者共に皮膚や装具の不具合

が無いか、日常的に確認を行うよう意識付けが必要で

ある。その手段として、装具の修理・再作製に必要と

なる情報を集約した「装具マニュアル」の整備に加

え、作製後の管理や日常のセルフチェック、情報伝達

の円滑化を目的とした「装具ノート」を作成し、導入

を開始した。装具ノートの配布時期については、セル

フチェックの習慣化を図るためにも、可能な限り早期

である方が望ましいと考える。今後は当院回復期・療

養病棟にて、装具を作製した時点での導入を課題とし

て、効果検証をしつつ運用方法を取り決め、退院先で

のフォローアップが円滑に行えるよう、働きかけてい

きたい。

説明と同意、および倫理
当院倫理委員会の承認を得た。

キーワード：通所リハビリテーション・脳卒中・下肢装具
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-1

当院通所リハビリテーションにおける装具のフォローアップの
体制構築に向けた取り組み

加藤 雅也 1)・石川 一美 1)・髙村 美幸 1)・佐々木 雄登 2)

1)中通リハビリテーション病院
2)千秋義肢製作所
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目的
　高齢者の転倒に影響する外的因子である靴（履物）

の構造に関して、靴紐やベルクロによる甲部の締め付

けがバランス能力に与える影響は明らかになっていな

い。本研究は、靴甲部の固定が立位バランス能力に与

える影響について、望月らにより考案された、総合的

な立位バランス能力の評価指標である姿勢安定度評価

指標（Index of postural stability: IPS）を用い検討する

ことを目的とした。

方法
　実験には、神経学的・整形外科的疾患の既往がない

若年健常成人25名｛男性10名、女性15名、年齢21.2

±0.6歳（平均値±標準偏差）｝が参加した。測定には

重心動揺計（GRAVICODER GP-7、アニマ社）および、

3本のベルクロで固定する型の既製靴を用いた。靴甲部

の固定条件は、裸足条件および，靴着用時のベルクロ

固定本数による3条件の計4条件とした（裸足条件、0

本：非固定条件、1本：中度固定条件、3本：最大固定

条件）。固定強度を一定とするため、ベルクロの固定

は同一検者が行い、疼痛を生じない範囲で可能な限り

強く締めることとした。

　測定は、望月らの方法に準じ実施した。対象者の開

始肢位は、重心動揺計上で開眼し足底内側を並行に10 

cm離した立位とした。上記の姿勢をとったのち、初期

の大きな動揺が収まった時点から10秒間の測定を行っ

た。続けて、直立姿勢を保ったまま身体を最大限まで

傾けるよう教示し、前後左右へ重心移動した位置で各

10秒間の測定を行った。足底の離地や、股関節・体幹

の屈曲伸展などの代償動作が生じた場合は再測定とし

た。測定されたデータは、安静時と前後左右への重心

移動時の重心移動中心の座標および、重心動揺軌跡の

矩形面積である。これらから、以下の式によりIPSの

算出を行った；IPS= log (安定域面積＋平均重心動揺面

積)/平均重心動揺面積。IPSの構成要素である平均重心

動揺面積は、安静および前後左右の各測定時における

矩形面積の平均値とした。また、安定域面積は、前後

の各重心移動中心の距離と左右の重心移動中心の距離

を乗じた矩形面積とした。さらに、各重心移動中心と

安静時の重心移動中心の距離を、支持基底面の前後径

または左右径で除した、重心移動率を算出した。

　以上の各指標について、正規性の検定のうえ、一元

配置反復測定分散分析またはFriedman検定を用いて固

定条件間で比較検討を行った。

結果
　IPSに固定条件間の明らかな差を認めなかった。IPS

の各構成要素について、平均重心動揺面積は、最大固

定条件に比べ非固定条件で有意に狭く安定を示した。

一方、安定域面積は、裸足条件で中度および最大固定

条件に比べて有意に広く、固定強度が増すほどに狭小

化した。重心移動率は、前・右・左方向において裸足

条件で靴条件に比べ有意に長く、さらに右方向では非

固定条件で最大固定条件に比べて有意に長い値を示し

た。

考察
　若年健常者における靴の着用および靴甲部の固定

は、重心動揺を減少させ安定性に寄与する一方で、重

心移動距離を短縮し安定性限界を狭小化させることが

示唆された。若年者においては、足部機能を阻害しな

い適度な靴甲部の固定が重要と考えられ、今後の検討

が必要とされる。

説明と同意、および倫理
　本研究は、東北文化学園大学研究倫理委員会の承認

を受け（文大倫第17-11号）、ヘルシンキ宣言に則り

実施した。すべての対象者には研究内容を書面および

口頭で十分に説明を行ったうえ、署名にて同意を得て

実施した。

キーワード：立位バランス・靴甲部の固定・姿勢安定度評価指標
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-2

靴甲部の固定が立位バランス能力に与える影響

沼田 純希・黒後 裕彦
東北文化学園大学
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目的
リハビリテーション科では地域住民の健康増進に関わ

る上で、自宅から近く、住民が通いやすい環境の健康

増進教室を開催することを目的に、2016年度よりリハ

ビリテーション科のセラピストが主体となり、地域住

民に対して、健康増進教室を開催した。その後参加者

の中から住民リーダーが主体となり健康増進教室の開

催場所を増やせるようになってきた。今回3年目の関わ

りを中心に報告するとともに、課題もみられてきてい

るため振り返りも含め以下に報告する。

方法
2016年度の1年目は健康増進に興味のある弘前市在住

の50歳以上の方を対象に、2016年7月～2017年1月ま

で月2回開催し、毎回体力測定（立ち上がり、握力、片

脚立位、Timed Up & Go test　TUG）、健康講座、運

動プログラムを行い、定期的な効果判定を行った。

2017年度の2年目は初年度の参加者の中から2名の住

民リーダーが主体となり、2017年8月～2018年2月ま

で2会場（A会場、B会場）でそれぞれ月2回開催した。

セラピストは月2回のうち1回、参加者が選択した健康

講座や運動プログラムを行った。開始前後の体力測定

も行った。

2018年度の3年目はさらに1会場（C会場）を加えた3

会場で行った。住民リーダーが主体となり年度を通し

て1年間開催した。住民リーダーは会場の準備等の運

営、周知を行った。前年度から行っているA、B会場

は住民リーダーがプログラムの選択と実践を行った。

セラピスト参加は2018年7月～2019年2月まで行った

が、このうちA会場はセラピスト参加数を2カ月に1回

へ減らした。B会場は住民リーダーの要請に応じて参加

し、3年目から参加したC会場は月1回の開催に毎回セ

ラピストが参加した。3か所すべて開始前後の体力測定

（立ち上がり、握力、片脚立位、長座体前屈、TUG）

を行った。

結果
2018年度は開始から3年目を迎え、過去に少なかった

男性参加者もC会場では継続して参加できていた。A会

場は参加者平均10名で握力、片脚立位で改善がみられ

た。主観的健康観の健康状態は良く、1年前と比較して

も同じと答える方が多かった。最終時は直近1カ月の転

倒者もいた。B会場は参加者平均13名で長座体前屈は

改善がみられたが、片脚立位は低下していた。主観的

健康観の健康状態はあまり良くないという方もおり、1

年前と比較しても同じ、あまりよくないと答える方が

見られた。最終時は直近1カ月の転倒者は4名いた。C

会場は参加者平均11名で握力の改善がみられたが、立

ち上がり、片脚立位は低下していた。開始時に直近1カ

月の転倒者が1名いたが、最終時は見られなかった。

考察
体力測定の結果からは、A会場が最も高い値を示して

いた。これは住民リーダーが自ら必要と考えられる運

動を分析し、様々な運動を取り入れたことが結果に繋

がっていたのではないかと考える。C会場は立ち上が

り、片脚立位の低下がみられ開催頻度が少なく、自主

トレーニングの継続も管理できなかったことが影響し

ていることも考えられる。B会場は転倒者が多かった。

片脚立位の低下も影響は示唆されるが、転倒動作や環

境など個別に原因分析と予防策指導が必要であった。

今後は開催時以外の活動量の評価を取り入れて科学的

に分析を図っていきたい。また改めてリーダー育成と

あらゆるフォロー体制の再構築に取り組み、身体機能

や生活習慣の分析などを行い、より効果的な活動へつ

ながるよう共有を図りながら進めていきたい。

説明と同意、および倫理
取り組みを行う際、参加者に対し発表でデータ等を使

用する旨を説明し同意を得ている。

キーワード：健康増進教室・住民主体・住民リーダー育成
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-3

当院リハビリテーション科が関わる健康増進教室の3年目の
取り組みについて

對馬 健洋・新岡 瑠奈・熊野 洋平・橋本 竜馬・對馬 圭
津軽保健生活協同組合　健生病院
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目的
いわき市では、身近な地域で気軽に介護予防活動に参

加できる地域づくりをめざし、住民参加型介護予防事

業としてシルバーリハビリ体操（以下、シルリハ）教

室を実施している。シルリハは、茨城県立健康プラザ

の太田仁史氏を中心に考案され、理学療法週間の公開

イベント講座として採用されている。そこで今回我々

は、シルリハが運動機能に与える影響と参加者の地域

性を把握し、効果的な住民参加型介護予防事業に向け

た基礎資料を得ることを研究目的とした。

方法
対象は、調査市内に在住する65歳以上の方で尚且つ、

取り込み条件（①医師から運動の制限をされていな

い、②シルリハ等の運動を継続的にしていない、③2回

の体力測定に参加できること）を満たした者とした。

なお、除外条件は、体操教室（週1回、12週間）に継

続して参加できなかった者、体力測定会に参加できな

かった者とした。週1回、12週、計12回のシルリハ体

操教室を開催し、12回の体操教室の前後に、体力測定

会として、運動機能評価及びアンケート調査を施行し

た。体操教室は、2会場（T会場、O会場）で、それぞ

れ2期に分けて開催し、時間帯は、午前10時から11時

30分に統一した。運動機能評価項目は、1．握力（右

左）2．開眼片足立ち時間（右左）3．5m歩行時間

（至適歩行・最大歩行）　4．Timed Up & Go Test（至

適速度・最大速度）5．5回立ち座りテスト（時間）　

6．棒反応時間測定（距離）とした。分析は、開始時

と、終了時の両日に運動機能評価に参加した46名を対

象に、異なった会場間での比較検討を1．開始時の身

体的特徴、参加率についてデータ尺度により、二標本t

検定、χ²検定を行い、2．運動教室前後の運動機能の

変化については、反復測定分散分析（分割プロットデ

ザイン）を用いて検討した。統計は、全てR2.8.1を用

い、有意水準は5％とした。

結果
体操教室参加継続率（T会場87.3％、O会場74.0％）、

体力測定会参加率（T会場47.2％、O会場46％）、平均

年齢（75歳、78歳）、身体的特徴については、会場間

で有意な違いが認めなかった。O会場の運動機能は、T

会場に比べて低いことがTUGと歩行行速度（p<0.05）

及び開眼片足立ち時間（p<0.05）から示唆された。

考察
本調査で採用したTUGや5m歩行時間の結果を観察する

と、年齢別標準時間よりも大きく短いことから、元々

運動機能の高い参加者が多く、評価指標の選択につい

て再考が必要と考える。また、体力測定会への参加率

が低いことを改善するため、体操教室の参加者に向け

た周知活動を工夫したい。また、本調査の骨子である

運動機能の会場間差については、居住地によって生活

関連活動に差異があると予測しているが、本調査では

言及できない。

説明と同意、および倫理
本研究は、いわき明星大学研究倫理委員会の承認を得

て行われた研究である。体操教室への参加者には、教

室開始時に、体力測定と運動教室についてその意義と

目的を説明し、同意を得ている。

キーワード：介護予防事業・シルバーリハビリ体操・効果判定
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-4

いわき住民参加型介護予防事業の意義と効果
荻原 久佳 1)・楊箸 隆哉 1)・古川 勉寛 1)・斎藤 隆 2)

1)医療創生大学
2)介護老人保健施設　サンライフゆもと
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目的
　本研究の目的は、地域在住高齢者のバランス機能と

歩行能力、及び転倒予防に対する自己効力感（以下、

転倒予防自己効力感）の関連を解き明かし、本地域に

おける転倒予防活動に寄与することである。転倒予防

に対する自己効力感を定量的に評価することを目的

に、転倒予防自己効力感尺度（the Fall-Prevention Self 

Efficacy scale：以下、FPSE）を使用し、地域在住高齢

者の身体機能との関連を検討した。

方法
　対象は、当院に通院している患者51名（74.59±

8.21歳、男性17名、女性34名）とした。対象者には、

FPSEに回答後、5項目の体力テスト（10m歩行、片脚

立位、FRT、TUG、膝伸展筋力）を実施した。FPSE

は、総得点が高いほど転倒予防自己効力感が低いこと

を示している。

　これらより得られたデータを基に、FPSE総得点か

ら算出した平均値より群分けした2群（以下、FPSE高

群、FPSE低群）、性別で群分けした2群（以下、男

性、女性）、年齢で群分けした2群（以下、前期高齢

者、後期高齢者）と各体力テストを比較し、関連を検

討した。統計解析ソフトはR.2.8.1を使用し、統計学的

有意水準は5%未満とした。

結果
　10m歩行速度の比較では、女性FPSE高群（9.11±

2.06秒）に比べ、男性FPSE高群（7.23±1.71秒）の方

が（p<0.05）、また後期高齢者FPSE低群（8.95±2.36

秒）に比べ、前期高齢者FPSE低群（6.65±1.15秒）

の方が（p<0.01）、それぞれ有意に速かった。10m

歩行歩数の比較では、後期高齢者FPSE高群（19.67±

3.26歩）に比べ、前期高齢者FPSE高群（15.67±2.00

歩）の方が有意に少なかった（p<0.05）。TUGの比

較では、FPSE高群（11.12±3.63秒）に比べ、FPSE

低群（9.12±3.02秒）の方が（p<0.05）、また後期

高齢者FPSE低群（10.79±2.68秒）に比べ、前期高

齢者FPSE低群（8.38±2.28秒）の方が（p<0.05）、

さらには後期高齢者FPSE高群（12.81±3.77秒）に

比べ、前期高齢者FPSE高群（8.86±1.82秒）の方が

（p<0.01）、それぞれ有意に速かった。膝伸展筋力の

比較では、女性FPSE高群（19.90±5.11kgf）に比べ、

男性FPSE高群（28.28±6.93kgf）の方が有意に高かっ

た（p<0.05）。

考察
　FPSEの質問項目は、本邦の生活様式を反映した内

容であることから、重複課題を含んだバランス検査で

あるTUGにおいて、転倒予防自己効力感の高い高齢者

の測定値が高かったものと考える。また一般的に、前

期高齢者に比べ後期高齢者において身体機能が低下し

ていることが予測されるが、本検討においては高齢者

自身の想定する身体機能が、実際の身体機能に応じて

いる結果として、前期高齢者の10m歩行速度ならびに

TUGの測定値が高かったものと考える。転倒予防自己

効力感が低い高齢者では、身体機能が低下している恐

れがあり、特にも女性ならびに後期高齢者において、

詳細な評価を実施する必要があると考える。

　これらの観点から高齢者の身体機能を把握すること

は、転倒予防自己効力感と転倒リスクの関連を評価す

る一助になると考えられるが、上記以外の測定項目に

関しては、個別性が大きいことが予測される。このた

め、高齢者自身が想定する身体機能と、実際の身体機

能に解離がみられることを念頭においた上で、個別に

デザインした転倒予防プログラムを立案し、実行する

必要があると考える。

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：地域在住高齢者・バランス機能・転倒予防自己効力感
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-5

地域在住高齢者のバランス機能と歩行能力及び転倒予防自己効力感の関連
-the Fall-Prevention Self Efficacy scaleを用いた検討-

菊池 賢汰 1)・城内 勇樹 1)・四日市 綾香 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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はじめに
　福島県双葉郡に位置する川内村は、人口2600人ほど

の中山間地域である。川内村は福島第一原子力発電所

事故後、避難区域となったが、比較的線量が低く平成

24年4月に帰村した。双葉郡内は、避難に伴い多くの

医療施設閉鎖がみられた。当法人は、約33km離れて

いる川内村へ平成28年3月より訪問リハビリテーショ

ン（以下、訪問リハ）を提供している。住民意向調査

報告書（平成29年度復興庁）によると、震災発生当時

の住居に居住する場合に必要な支援として、「医療・

介護福祉施設の充実」が過半数を占めており、医療・

介護のニーズは大きい。また、福島県医療計画による

将来在宅医療需要推計によると、2025年次、相双地区

は176％と大幅な増加が見込まれる（他の圏域は平均

120％増）今回、川内村における、当事業所の訪問リ

ハ診療実態、 利用者の背景、 意見、満足度を調査した

ため、ここに報告する。

方法
　2019年2月現在、川内村に訪問リハを提供している

事業所は当事業所のみであり、理学療法士3名の体制を

取っている。まず、診療実態を明らかにするため、1日

あたりの訪問件数、利用回数、実施時間、走行距離、

移動時間を算出した。 次に、2019年2月時点で川内村

在住の訪問リハ利用中の利用者15名中、同意を得られ

た10名（男性3名、女性7名、平均年齢86.8歳）を対象

として以下の検討を行った。診療録より疾患、Barthel 

Index（以下、BI）を抽出した。また、 「訪問リハへ

の満足度」「帰村についての満足度」を5段階のリッ

カート尺度による選択式回答にて、「訪問リハに対す

る意見」「帰村後の欠点」を自由回答にて、質問紙票

による調査を行った。

結果
　診療実態は、平均件数5件。1人当たりの平均利用回

数は1.3回/週。平均実施時間56分。事業所から一件目

への平均走行距離（厚生労働省報告による、事業所か

ら一番遠い中山間部利用者宅への訪問平均値）31.2±

2.6km（23.6±11.5km）。平均移動時間39.3±2.7分

（30.9±9.5分）。川内村への往復および居宅間の移動

を含めた平均総走行距離86.0km。平均移動時間124.0

分。

　利用者背景は、 整形疾患 4名、脳血管 2名、循環

器 3名、呼吸器 1名であった。BI(平均値):利用開始時

82/100点、2月現在82/100点、 改善2名、維持6名、

低下2名であった。

　質問紙票による調査では、 訪問リハの満足度につい

ては、満足（40％）やや満足（60％）どちらでもな

い、やや不満、不満（0％）であった。訪問リハに対す

る意見は「遠くから来てくれてありがたい」「昔はこ

んなサービスなかった」「家の中で動くのが楽になっ

た」など、遠方からのサービス提供への感謝や身体機

能の向上が述べられた。また、帰村についての満足度

は、満足（70％）、やや満足（20％）、どちらでもな

い（10％）であった。帰村後の欠点は「病院が遠い」

「医者が1人しか居なくて心配」が述べられた。

考察
　福島第一原子力発電所事故後の被災地では、医療・

介護資源は限られている。本調査からも医療・介護資

源の不十分さを訴える声も一部にみられた。しかし、

訪問リハ利用者の満足度は高く、身体機能も概ね維持

されていた。当事業所の取り組みは、地域包括ケアシ

ステムが定める日常生活圏域（中学校区）を逸脱して

おり、移動距離はあるものの、医療・介護需要に即し

ていた。

　医療・介護資源が限られている地域において、 生

活圏域外の既存施設が、訪問リハを提供することは、

住民が望む医　療・介護充実の一助となる可能性があ

る。

説明と同意、および倫理
本症例群には、報告に関して書面にて説明と同意を得

た。

キーワード：訪問リハビリテーション・地域医療・地域在住高齢者
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-6

福島第一原子力発電所事故後の旧避難地域における
訪問リハビリテーションの実態

齋藤 勇多 1)・佐藤 圭一郎 2)・板垣 達也 2)・高橋 翔 2)・西川 佳孝 3)・星 亙 1)

1)ひらた中央病院　リハビリテーション科
2)訪問看護ステーションひらた

3)ひらた中央病院　内科



1692019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
　脳血管疾患は回復期リハビリテーション病棟におけ

る入院患者の中で約半数を占めると言われている。そ

れらの自宅退院に影響を及ぼす因子については様々な

報告があるが、内容の検討については不十分な現状が

ある印象を受ける。そこで自宅退院者に焦点を当て、

当院回復期リハビリテーション病棟脳血管疾患患者の

入院期間の特徴を知ることを目的に調査した。

方法
　平成28年1月から平成30年12月までに当院回復期

病棟を自宅退院した脳梗塞、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117名(男性72名、女性45名)を

対象とした。入院期間の特徴を知るため、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）、家族構成（独居、同居）とし、目

的変数を回復期病棟入棟から退院までの期間（以下入

院期間）とした重回帰分析（ステップワイズ変数増減

法）にて統計処理を行った。また平成28年度厚生労働

省による回復期リハビリテーション病棟調査報告書の

平均入院期間85.4日を基準に86日未満（以下a群）、

86日以上（以下b群）の2群に分け、マン・ホイットニ

のU検定にて年齢、FIM運動、FIM認知、退院時FIM運

動項目、退院時FIM認知項目の差を検定した。統計処

理はR3.4.3を用いた。

結果
　各変数の平均値は入院期間63.5±39.9日、年齢69.4

±11.4歳、下肢BRS4.68±1.1、FIM運動53.0±22.8

点、FIM認知29.6±6.8点であった。家族構成は独居

15人、同居112人であった。重回帰分析の結果、家

族構成が棄却され、得られた回帰式は214.956+年齢

×‐0.981+ FIM運動×‐0.935+ FIM認知×0.634＋

下肢BRS×‐11.132であった。標準偏回帰係数（β）

は年齢（‐0.28）、FIM運動（‐0.53）、FIM認知

（0.10）、下肢BRS（‐0.32）であった（R2＝0.607、
p<0.05）。差の検定に用いた各群の平均値は年齢（a

群71.6±10.5歳、b群63.9±11.7歳）、FIM運動（a群

60.4±21.2点、b群34.0±14.0点）、FIM認知（a群

30.1±6.8点、b群28.3±6.7点）、退院時FIM運動項目

（a群83.0±11.9点、b群77.3±13.5点）、退院時FIM

認知項目（a群32.4±4.5点、b群32.6±4.2点）であ

り、入棟時、退院時FIM認知項目以外で有意差がみら

れた（p<0.05）。

考察
　先行研究では入棟時FIMが低く、年齢が高いほど在

院日数が長くなる傾向があると報告されている。当院

の結果では年齢が若く、入棟時のFIM運動、下肢BRSが

低い、FIM認知が高いほど入院期間長期化の傾向がみ

られた。またFIM運動項目の入棟時と退院時の改善の

程度を見てみると、入院期間が長いb群においては平均

値で43.3点の回復があることが分かり、a群より高い数

値を示した。これらを踏まえると当院では入院期間長

期化の背景にはFIM運動項目改善が関与している可能

性が考えられる。入院期間短縮が求められる中である

が、本研究の結果は自宅退院患者においてはFIM運動

項目に着目した適切なリハビリ介入期間の判断に寄与

する。

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

で研究を開始した。

キーワード：入院期間・自宅退院・機能的自立度評価法
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（地域・在宅系） 】O-5-7

当院回復期リハビリテーション病棟における自宅退院者の
入院期間の特徴

中村 健太郎 1)・中田 農生 1)・安原 教子 1)・石川 玲 2)

1)村上病院
2)弘前大学大学院保健学研究科
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目的
　脳性麻痺（cerebral palsy; 以下、CP）児では自立歩

行が可能であるにも関わらず、健常青年と比べ歩行を

停止するまでの時間が長く、多くの歩数を要するな

ど、急な歩行停止が難しい場合が多い。また歩行停止

時の膝関節屈曲最大角度は健常青年のそれと比べ大き

いものの、足関節底屈最大角度は小さいことが明らか

になっている。しかし、これらの関節運動の差異は、

歩行停止動作そのものの特徴なのか、それとも、疾患

に特有であるそもそもの歩容を反映したものか不明で

ある。

　本研究の目的は、CP児での非計画的な歩行停止動作

を3次元動作解析装置を用いて計測し、歩行時と比べ歩

行停止時では、どのように関節運動を変化させるか関

節角度の側面から解析することである。

方法
　対象は痙性両麻痺型CP12名（年齢は11歳2ヵ月±2

歳10ヵ月；性別は男7名、女5名; 粗大運動能力分類シ

ステムはレベルⅠが9名、レベルⅡが3名）と、健常青

年男性9名（年齢は19歳7ヵ月±0歳5ヵ月）である。

歩 行 路 は 8  m と し 、 床 反 力 計 5 台 （ A M T I 社 製

AccuGait）、赤外線カメラ8台(VICON社製VMT10)、

プロジェクター（RICOH社製PJ X3351）、スクリー

ン（サンワサプライ社製PRS-S80）を設置した。

WorldViz社製Vizardを用いて、被験者が床反力計を

踏んだらスクリーンへの投影画像が緑色から赤色へ直

ちに変化するように設定し、実施課題は①スクリーン

の色が緑色のままであれば自己選択速度での歩行を継

続、②赤色に変わった場合は可能な限り早く止まる、

とし被験者には課題の提示順序を盲検化した。

　歩行停止時点の定義は、身体重心移動の速度が0.1 

m/s以下となった時とした。解析範囲は、歩行におい

ては、初期接地から反対下肢のつま先離地までの間、

歩行停止においては停止指示提示時点から歩行停止ま

での間とした。解析指標は体幹前傾、骨盤前傾、股関

節屈曲、膝関節屈曲、足関節底屈の最大角度とし、歩

行時と歩行停止時を比較した。

結果
　 健 常 青 年 に お い て 歩 行 よ り も 歩 行 停 止 で 大 き

な 変 化 を 示 し た の は 、 体 幹 前 傾 （ 5 ± 4  v s  1 4 ±

9 ° ;  p = 0 . 0 1 1 ） 、 骨 盤 前 傾 （ 1 0 ± 6  v s  2 2 ± 5

°; p=0.001）、股関節屈曲（34±7 vs 46±6°; 

p<0.0001）の最大角度であったが、膝関節屈曲（38

±21 vs 35±7°; p=0.767）や足関節（12±6 vs 18

±6°; p=0.066）の最大角度では有意な差がみられ

なかった。CP児においては、体幹前傾（1±6 vs 9

±10°; p=0.002）、骨盤前傾（17±6 vs 23±7

°; p<0.0001）、膝関節屈曲（32±8 vs 57±18歩; 

p=0.003）、足関節底屈（8±5 vs15±7°; p=0.004）

の最大角度は有意な変化を示したが、股関節屈曲（44

±8 vs 47±13°; p=0.142）では有意差がなかった。

考察
　歩行停止では、停止に要する力を適切な方向に発揮

することが求められる。本研究において、健常青年で

は歩行時と比べ歩行停止時に股関節の屈曲角度を増大

させることにより、進行方向に対する制動を行なって

いた。一方、CP児では歩行時から既に股関節屈曲角

度が大きく、歩行停止時の股関節屈曲角度変化が小さ

かった。CP児にみられる大腰筋やハムストリングスの

痙縮や拘縮は、歩行時や歩行停止時の股関節運動のコ

ントロールを難しくさせ、膝関節を屈曲、足関節を底

屈させる典型例とは異なる方法で歩行を停止させてい

ることが示唆される。CP児では急な歩行停止のために

発揮する力の方向がより垂直化していることが先行研

究により明らかになっている。CP児での膝関節や足

関節の運動を大きくさせた歩行停止方法は、後方への

力の発揮が非効率的になるため、停止までの時間を要

し、歩数も多くなると考えられる。

説明と同意、および倫理
被験者とその保護者に文書を用いて口頭での説明を

行った。被験者本人からは署名、または口頭での同意

を得た。保護者からは書面での同意を得た。

キーワード：脳性麻痺・歩行停止・3次元動作解析
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-1

脳性麻痺児における歩行の非計画的停止動作
- 歩行時と歩行停止時の関節角度比較 –

木元 稔 1,2)・岡田 恭司 1)・坂本 仁 2)・川野辺 有紀 2)・堀岡 航 2)・小船屋 理子 2)

1)秋田大学大学院
2)秋田県立医療療育センター
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目的
片脚立位保持はバランス評価に用いられる評価指標の

一つである。その姿勢制御では足部の回内・外運動に

よる左右方向の足圧中心（COP）制御が重要である。

しかし、ヒトがどのように自身の重心（COG）を認識

し姿勢制御しているかは不明である。我々は片脚立位

における姿勢制御では、COP-COG moment（以下モー

メント）を足圧分布変化から知覚し、重心位置を推定

していると仮説立てている。そこで本研究の目的は、

片脚立位中の左右方向のCOP peak（切り返し点）に

おけるCOP-COG moment arm（以下MA）とCOP peak

の初期のCOP速度との関係性を明らかにすることとし

た。COP peakにおけるMAが大きいほど、COPを反対

側（COG側）へ速く変位させる必要があるため、MA

と初期のCOP速度には強い負の相関があると仮説立て

た。

方法
[対象]バランスに影響を及ぼす障害とその既往のない

健常男性20名(年齢：21.5±1.5歳、 身長：172.3±

5.0cm、 体重：68.9±10.1kg）。[課題]片脚立位保持

（開眼）とし、20秒間で計10試行実施。開始肢位は両

上肢を前胸部で組ませた自然立位で、測定開始の合図

（口頭）とともに片脚立位をとらせた（測定中は3m前

方の目標物を注視）。支持脚は非利き脚（ボールを蹴

る方と反対の脚）。[測定機器]三次元動作解析装置と

2枚の床反力計を用い、ともに250Hzのサンプリング

周波数で測定。反射マーカーは頭頂、両側の肩峰、上

前腸骨棘、大転子、膝関節外側裂隙、外果、第五中足

骨頭の計13個貼付。[データ処理]MATLABを用い、座

標データと床反力データを遮断周波数10Hzのlow pass 

filterにてフィルタリング処理し、非支持脚の床反力垂

直成分が0となった時間より5秒後以降の10秒間デー

タを切り出した。間接法によりCOGを算出し、COG、

COPデータは前額面データを解析に用いた。COPデー

タは各試行中のCOG平均値にて基準化し、試行ごと

にCOP速度変化が0となるpeakを算出した。各peak

のCOP-COG moment arm（MA）を算出した。また、

COP加速度、加加速度を算出し、各peakからの初期の

COP平均速度を以下の区間で算出した。（A）peakか

ら加速度0まで、（B）peakから加加速度0まで、（C）

は（B）区間の半分の区間でCOP平均速度を算出した。

統計解析にはSpearmanの順位相関係数を用い、各peak

で算出したMAとそれぞれのCOP平均速度との相関関係

を検討した。統計学的有意水準は危険率5%とした。

結果
検定の結果、すべてにおいて有意な負の相関を示した

(p<0.05)。相関係数はMAとCOP速度Aではρ＝-0.76、

MAと速度Bではρ＝-0.70、MAと速度Cではρ＝-0.69

であった。

考察
結果より、MAが大きいほど、その分COPをpeak初期

の段階で反対側（COG側）へ速く移動させバランスを

維持していることが示唆された。しかし、結果を散布

図で表すと、MAとCOP平均速度の符号が一致している

ものもあり、必ずしも負の相関関係ではなかった。ま

た、そのときのMAは小さかった。つまり、MAが小さ

いとき、MAが大きくなる方向へのCOP変位が生じてい

た。我々は、片脚立位においてはモーメントを足圧分

布変化から知覚し重心を推定していると仮説立ててお

り、MAが小さいとモーメントも小さくなり、足圧分布

変化が生じにくくなることが想定される。そのため、

片脚立位における姿勢制御では、能動的（探索的）に

COPを変位させることで、あえてMAを大きくし、それ

によって生じたモーメントを足圧分布変化から知覚す

ることで重心を推定しているのではないかと考えた。

今後は筋電図解析も含めてこの仮説を検討していく必

要がある。

説明と同意、および倫理
本研究は東北文化学園大学研究倫理委員会の承認得て

実施しております

（承認番号：文大倫第18-02号）

キーワード：片脚立位・COP・balance
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-2

片脚立位に関する研究
COP peakにおけるCOP-COG moment armとCOP速度変化との

関係性について
大場 勇輝 1,2)

1)東北文化学園大学大学院　健康社会システム研究科
2)医療法人社団　広安会　愛子整形外科



1722019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
　起き上がり動作は日常生活を保障する動作であるに

もかかわらず、定量的解析が乏しいのが現状である。

三次元空間上における起き上がり動作時の重心の経時

的変化を捉えることは、起き上がりが困難な対象への

運動療法、介助を行う上で有益な情報をもたらすと考

えられる。そこで本研究の目的は、健常若年者と健常

高齢者が呈する起き上がり動作時の重心の速度情報の

違いを比較検討することとした。

方法
　対象は、健常若年男性14名(19-24歳)と健常高齢男

女16名(65-74歳)とした。対象の身体部位計26ヶ所に

赤外線反射マーカを貼付し、起き上がり動作時のマー

カ情報を9台の赤外線カメラを用いた3次元動作解析シ

ステム(Mac3Dsystem、Motion Analysis社)にて計測し

た(frame rate: 100Hz)。速度情報は、データ統合解析

プログラム(KineAnalyzer、キッセイコムテック社)を

用い抽出した。起き上がり動作は、プラットホーム上

背臥位の肢位から口頭合図にて開始し、プラットホー

ム右側へ端座位になるまでとした。また、対象の自由

な方法および速度にて5回実施した。最もデータ点数

の短い試行を基準としてデータ点数による正規化を行

い、速度情報を抽出した。座標定義は、X軸が背臥位

姿勢の左右方向であり左側が正の値、Y軸が頭尾方向

で頭側が正の値、Z軸が腹側を正の値と定義した。す

べての解析は右手系の座標に従い実施した。正規化

データ内の起き上がり動作時の重心速度の最大値なら

びに最小値、最大値ならびに最小値までに到達するタ

イミングを若年群と高齢群で比較を行った。統計解析

は、統計解析ソフト(R 2.8.1)を使用し、群間比較のた

めWilcoxonの順位和検定を行い、有意水準は5％とし

た。

結果
　軸毎の重心速度の最大値ならびに最小値には、若年

群と高齢群間で有意な差は認められなかった。しか

し、X軸の最小値（背臥位右側）まで到達するタイミ

ングは若年群(77.5%)に比べ高齢群(40.2%)で有意に遅

かった(p<0.01)。また、Z軸の最大値（背臥位腹側）ま

で到達するタイミングは若年群(25.5%)に比べ高齢群

(18.1%)で有意に早かった(p<0.01)。

考察
　本研究は、適切な起き上がり動作の運動療法選択や

介助を行うために若年者と高齢者の重心速度の違いに

ついて検討を行った。結果より、起き上がり動作中の

重心速度の最大値に違いがみられない一方で、重心速

度のタイミングに違いがみられた。特に、X軸（背臥

位右側）とZ軸（背臥位腹側）では動作の前半におい

て高齢群は重心移動速度が最大となっていた。高齢群

において動作前半でプラットホーム右方向への重心速

度が早くなっていたのは、高齢群の対象の多くで、動

作開始時に右下肢を外転させ、プラットホームより下

垂させ第一のてこを利用しながら起き上がる対象がい

たためと推察される。また、起き上がり動作の方法と

して高齢群ではプッシュアップパターンを選択する対

象が多く、それにより若年群に比べ、動作前半に天井

方向へと重心速度が増加したと考えられる。これまで

の、起き上がり動作の運動療法や介助はon elbow、on 

handを経て指導することが多く、また、前後上下への

身体運動に対して着目されてきた印象を受ける。本研

究の結果より、対象への適切な動作指導へと繋げるた

めに、下肢の重量、あるいはプッシュアップ動作が利

用しやすいよう対象の機能回復を図る必要があると考

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・三次元動作解析・重心
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-3

背臥位から端座位における起き上がり動作時の重心速度の違い
〜健常若年者と健常高齢者の比較〜

渡邉 哲朗 1)・荻原 久佳 2)・添田 健仁 1)

1)郡山健康科学専門学校
2)医療創生大学　健康医療科学部
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目的
前鋸筋は上肢挙上時の肩甲胸郭関節安定性に関与して

おり、上肢挙上に伴う前鋸筋活動の増加が多数報告さ

れている。しかし、具体的な筋活動量についての研究

は見当たらない。そこで、筆者は上肢挙上時に必要な

前鋸筋活動量を検討、上肢挙上120°では8.7±3.8kgf

必要であることが解った。しかし、標準誤差が大きい

ことから、上肢挙上時の前鋸筋活動量の他に肩甲骨の

位置や胸椎後彎との関係についても検討した。

方法
肩関節障害のない健常男性10名 （平均年齢25.3歳）

の右上肢を対象とした。対象者の右前鋸筋に表面電極

を貼付し、背臥位にて肩屈曲90°位・肘伸展位から垂

直に上肢を上方に突き出す肢位で、負荷なし、1kg・

2kg・3kg・4kg・5kgのダンベル負荷を用い6パターン

の活動電位を計測した。得られた電位を積分化し、負

荷量と積分値より単回帰式を求めた。次に端座位にて

上肢挙上保持を30°・60°・90°・120°の4パター

ンで実施し、得られた活動電位を積分化し、既に算出

された単回帰式に当てはめ、上肢挙上時の筋力値を算

出した。筋電図計測にはME-6000（Mega社製）を用

い、単回帰式はSPSSver21（IBM社製）を用いて有意

水準5%で求めた。肩甲骨位置は二次元動作分析装置

Tomoko-Lite及び三次元動作分析装置Tomoko-VM（有

限会社東総システム社製）を使用、マーカーを右肩甲

棘三角/右肩峰後角/左右の上後腸骨棘に貼付し、上肢

挙上0°での肩甲骨上方回旋、肩甲骨内旋を計測した。

胸椎後彎はSpinal Mouse（Index社製）を用い、上肢挙

上0°肢位における第7頚椎から第3仙椎までの脊柱傍

線上を計測した。計測データから矢状面の胸椎後彎角

を算出した。統計学的分析はSPSSver21（IBM社製）

を用いて、各上肢挙上時の前鋸筋活動量と肩甲骨上方

回旋/肩甲骨内旋/胸椎後彎との関連性をPearsonの相関

係数で求めた。

結果
前鋸筋活動量は上肢挙上30°で2.2±0.7kgf、60°

で3.4±0.9kgf、90°で6.0±0.9kgf、120°で9.2±

1.3kgfと前回とほぼ同様の結果が得られた。相関につ

いては、肩甲骨内旋と上肢挙上90°及び120°の前

鋸筋活動量に負の相関（90°r=‐0.642、120°r=‐

0.650）、肩甲骨上方回旋と上肢挙上30°及び60°

の前鋸筋活動量に負の相関（30°r=‐0.681、60°

r=‐0.732）がみられた。胸椎後彎と前鋸筋活動量に

相関は無かったが、胸椎後彎と肩甲骨内旋に正の相関

（r=0.874）がみられた。

考察
上肢挙上0°において肩甲骨内旋角度が大きいほど、上

肢挙上90°・120°での前鋸筋活動量が小さい傾向と

なった。肩甲骨内旋と胸椎後彎に強い相関があったこ

とからも、胸椎後彎が大きい者ほど、肩甲骨内旋が大

きく、結果的に矢状面上のベクトルが大きくなること

から、前鋸筋活動量が小さくなったと考える。その他

の可能性として、菱形筋群の筋力低下による肩甲骨内

旋の影響も考えられる。上肢挙上0°において肩甲骨上

方回旋が大きいほど、上肢挙上30°・60°での前鋸筋

活動量が小さい傾向となった。上肢挙上0°より肩甲骨

がすでに上方回旋位であるため、上肢挙上60°までの

間で肩甲骨上方回旋運動が生じにくく、前鋸筋活動量

が小さくなったと考える。別の仮説として、上肢挙上0

°～60°で、僧帽筋上部線維の活動が大きくなってい

たとも考えられる。本研究の限界は、肩甲骨の位置と

胸椎後彎を上肢挙上0°でのみ測定していたこと、N数

が少ないこと、筋活動量測定時に体幹を固定しなかっ

たためバラツキが生じたこと、各挙上角度でのキャリ

ブレーションをとっていないことが挙げられる。

説明と同意、および倫理
対象者には事前に研究の趣旨を十分に説明し、同意を

得た上で実施した。

キーワード：前鋸筋活動量・上肢挙上・肩甲骨位置
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-4

上肢挙上時の前鋸筋活動量
肩甲骨の位置や胸椎後彎との関係について

小川 さくら・青山 誠
手稲渓仁会病院
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目的
寝返り動作における各体節の運動順序は個人または疾

患ごとに特徴がある。その特徴を捉えるために、頭

部、体幹、骨盤の各体節の運動順序を三次元的に解析

した報告や、介助方法の違いによる筋活動の差を検討

した報告はない。自力での寝返りと、多種類の寝返り

介助をした際の、各体節の運動および筋活動を分析す

る事で、より効果的な寝返り介助・誘導が可能となる

と考えた。本研究の目的は、自力および体幹・右上肢

へ介入時における寝返り動作を、各体節の運動分析す

ることで、効果的な介助方法を検討することである。

方法
対象は、健常成人9名（男性5名、女性4名）である。

測定課題は背臥位から左側臥位までの寝返り動作と

し、次の5条件を実施した。条件は①上肢から自力で

行う寝返り、②下肢から自力で行う寝返り、③体幹・

骨盤同時誘導した寝返り、④対象者が快適だと思う右

肩関節屈曲角度を誘導した寝返り、⑤右肩関節屈曲90

度で誘導した寝返りである。頭部・体幹・骨盤の各運

動の開始時間を計測し、それぞれを総動作時間で除し

て各部運動の順序を見た。また、右肩関節屈曲角度を

条件④、⑤にて計測した。計測には3次元動作解析装

置（VICON-Nexus）を使用し、Plug in-gait Fullbody 

modelを採用した。また、左右胸鎖乳突筋、右前鋸

筋、右腹直筋、右外腹斜筋の動作中筋活動および等尺

性最大筋力を、表面筋電計を使用して計測し％MVCを

算出した。統計処理は、各課題間の差の比較に反復測

定分散分析及びTurkey法を用いた。有意水準は5％と

した。

結果
回旋開始においては、条件①では頭部16.8±10.5%、

体幹13.6±8.2%、骨盤22.0±17.4%、条件④では頭

部30.5±14.5%、体幹31.9±14%、骨盤37.7±9.9%

であり、各部の開始時間に有意な差はなかったが、

頭部・体幹の回旋が先行して起こる傾向があった。

側屈開始は、条件①では頭部15.8±10.3%、体幹20.4

±11.6%、骨盤27.9±21.6%、条件④では頭部31.5±

12.5%、体幹36.6±16.2%、骨盤43.7±12.5%と、頭

部・体幹が骨盤よりも有意に先行して運動開始してい

た（p<0.01）。屈曲開始は、条件①では頭部13.5±

10.5%、体幹17.8±7.8%、骨盤19.8±12.6%であり有

意な差は無かった。条件④では頭部22.8±7.3%、体

幹31.2±13.9%、骨盤43.7±12.3%と頭部および体幹

が骨盤よりも先行して屈曲していた（p<0.01）。右肩

関節屈曲角度は、条件④において95.2°であった。筋

活動においては、右胸鎖乳突筋％MVCが条件①、②よ

りも条件③、④、⑤それぞれの筋活動が有意に減少し

（p<0.01）、他の筋でも同様の結果であった。

考察
上肢からの寝返りでは、自力で行う場合と対象者が快

適な肩関節角度での誘導で行う場合の双方で、回旋

は体幹が先行し、側屈・屈曲では頭部が先行して生じ

ていた。これらは、上肢から寝返りを行う事で体幹の

回旋が始めに生じ、寝返りする方向への重心移動が生

じやすくしていると考えられた。また、頭部の屈曲・

側屈が先行することは、寝返りに必要な腹筋群の活動

を誘発し、頭部から体幹への連結を促していると考え

た。上肢からの介入をする際は、頭部の側屈および屈

曲運動と、それに伴う体幹回旋が生じているかを確認

する事が、有効な介入の一助になると考えた。

説明と同意、および倫理
　全ての対象者には研究目的と内容の説明を口頭およ

び文書にて行い、研究同意書への署名により研究参加

の同意を得た。

キーワード：寝返り動作・介助方法・運動順序
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-5

自力と介助における寝返り動作の特徴の検討
齋藤 香保里 1)・本間 はるな 2)・高橋 俊章 3)

1)山形大学医学部附属病院
2)吉岡病院

3)山形県立保健医療大学
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目的
股関節疾患患者によく見られるトレンデレンブルグ兆

候に対する中殿筋再教育のために股関節外転運動な

どの筋力トレーニングや片脚立位運動、横歩き運動

などが行われるが、様々な点で歩行との矛盾を感じ

ている。Center of gravity (COG) とcenter of pressure 

(COP) の関係性として、片脚立位ではCOGとCOPが一

致、歩行時はCOGとCOPが不一致となることがバイオ

メカニクスな特徴となる。BiNI Approachでは、立位に

おけるCOPとCOGの不一致を起こすトレーニングとし

てCOP oscillationを紹介しており、演者らは視覚的に

確認しやすい方法として立位で骨盤部より垂らした振

り子を左右へ振る運動 (振り子運動) を考案した。本研

究の目的は従来よく行われている片脚立位運動とCOP 

oscillationとしての振り子運動前後での歩行時の股関節

外転筋活動及び骨盤アライメントの即時的な変化につ

いて健常者を対象として検討することで有疾患者に対

する基礎的データを得ることである。

方法
対象は健常成人8名（男性6名、女性2名、平均年齢

24.88±1.96歳）とした。表面筋電計（NORAXON社製

MYOMUSCLE）にて右股関節外転筋の筋活動、3次元

動作解析器（NORAXON社製MYOMOTION）にて骨盤

アライメントを同期計測した。運動課題は第2仙骨レベ

ルで腹部に巻いたバンドより垂らした振り子を左右に2

分間振る課題（振り子課題）と、右片脚立位保持を1分

間保持する課題（片脚立位課題）とした。課題間の休

息は3分間の椅子座位とし、最初に行った運動効果の除

去に努めた。右立脚相における最大筋活動±0.03秒間

の筋活動量を端坐位における最大股関節外転筋活動量

で正規化した値を％座位股関節外転として算出した。

骨盤アライメントは右立脚相における最大股関節外転

筋活動時の骨盤傾斜角度と股関節外転角度を足したも

のをトレンデレンブルグ値として算出した。統計処理

は運動課題と課題前後を要因とした二元配置分散分析

を行い、有意水準を5％とした。

結果
歩行時股関節外転筋活動量は片脚立位課題後に有意に

低下し、振り子課題では課題前後で有意差を認めな

かった。トレンデレンブルグ値は運動課題間、課題前

後で有意差を認めなかった。

考察
片脚立位課題前後において筋活動量が有意に低下し

た。要因としては疲労による運動単位の発火の減

少が考えられる。また神経学的にはcentral pattern 

generatorの駆動条件の一つである左右交互性の荷重感

覚入力との矛盾もあり、静的な歩行の学習を進めたと

考える。一方で、トレンデレンブルグ値は有意差を認

めなかったことから、片脚立位課題により、少ない筋

活動で正常歩行が可能になったとも考えられる。これ

らの仮説を証明するには周波数解析による運動単位の

質的検討、他の関節による代償運動の確認が必要であ

る。振り子課題では筋活動量に差を認めなかったこと

は、健常成人を対象としているため、歩行に必要な筋

活動に近い運動が実施されていたと考える。今後は周

波数解析による運動単位の質的検討、他関節での代償

の確認、有疾患者での検討を行い、COP oscillationの

トレーニング効果を検証したい。

説明と同意、および倫理
本研究に先立ち当院倫理委員会の承認を得て実施し

た。対象者にはヘルシンキ宣言に則り十分な配慮を行

い、本研究の目的と方法、個人情報の保護について十

分な説明を行い、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・股関節外転筋・歩行
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-6

COP oscillationとしての振り子運動と片脚立位運動が歩行時股関節外
転筋活動と骨盤アライメントに及ぼす即時的な影響

河端 新 1)・長山 裕史 1)・隈元 庸夫 2)

1)医療法人社団いずみ会　北星病院
2)北海道千歳リハビリテーション大学　健康科学部リハビリテーション学科
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目的
我々の日常生活において、振り向き動作や方向転換動

作は多用されている。特に、安全性の観点から捉える

と、振り向き動作により環境を把握し、動作の遂行性

を補償しているといえる。この障害物位置の理解が危

険回避のための戦略につながるのである。一方で、障

害物が目標物となる場合もある。振り向き動作により

目標物位置を把握した後、その地点までの最短距離で

の移動を実現するために方向転換動作による移動戦略

を選択している。つまり、日常生活においては基本動

作のみならず、方向転換動作の獲得は必要不可欠な動

作の一つなのである。方向転換動作は水平面を基本と

した動作であり、水平面における関節可動性、体節間

協調性や筋トルク制御が重要である。しかしながら、

体幹、大腿部、足部の水平面における関節可動域には

参考値があるものの、下腿部では参考値が明らかに

なっていないのが現状である。つまり、下腿部では、

水平面における関節可動性の観点からは機能障害との

因果を明らかにすることは難しいのである。下腿回旋

の参考値が明らかにされていない要因の一つとして、

下腿回旋運動では0°の定義、測定における最終域の

判断、大腿部および足部の運動の影響を受けることな

ど、計測方法が確立されていないことが挙げられる。

したがって、下腿回旋可動域の基礎データを集積する

ことは科学的根拠に基づいた理学療法評価および治療

プログラムを展開する上で重要といえる。以上のこと

から、本研究の目的は臨床で簡便に使用可能な下腿回

旋可動域計測器を制作し、計測における最終域の判断

となる抵抗値を検討することである。

方法
被験者は健常成人5名、計測対象は非利き足とした。

自作した測定器は、計測部と大腿固定装置によって構

成されている。計測部は分度器（シンク測定株式会社

製、62774）と力を加え運動を誘導する操作板で構

成されている。分度器の移動軸上で足底部を載せる板

（足底板）を固定し、自由に回旋する構造となってい

る。なお、分度器の計測軸と下腿回旋軸が一致するよ

うに設定し、関節軸から操作板までのモーメントアー

ムは0.25ⅿとした。前足部の足底板への固定用に幅

45mmのベルクロテープ2本を用いた。大腿固定装置

は、U字金具3個が板に止められた構造になっている。

開始肢位は端座位で股関節90°屈曲位、内外転・内

外旋中間位、膝関節90°屈曲位、足関節底背屈0°の

構えとした。下腿外旋および内旋可動域計測について

は、第2趾を移動軸とし、他動により同一検者が計測し

た。なお、操作部はμTas-MT1（ANIMA社製）を固定

し、抵抗値を1Nずつ増加させながら、その際の角度を

記録し、角度変化が起こらない時点を最終域と判断し

た。抵抗値は、最終的に実測値にモーメントアーム長

を乗じた値を用いた。なお、計測において被験者が痛

みを訴えることはなかった。

結果
下腿外旋角度は35.6±10.8°であり、最終域での抵抗

値は3.3‐4Nmとなった。一方、下腿内旋角度は18.4

±10.1°であり、最終域での抵抗値は3‐4.3Nmと

なった。

考察
これまで下腿回旋可動域計測器についてはいくつかの

研究報告で作成例が示されているが、計測肢位、抵抗

値が多用であり、その結果としての計測値も大きくば

らついている。よって、先行研究により明らかとなっ

た課題に基づき、臨床において簡便に使用可能な計測

器を制作した。大腿固定装置により先行研究に比し小

さな抵抗値でも最終域まで計測できたと思われる。本

結果より、抵抗値についてはおおよそ4Nmが基準値と

なる可能性がある。今後、症例数を増やし抵抗値を決

定する予定である。

説明と同意、および倫理
本研究は仙台リハビリテーション病院倫理委員会にて

承諾を受け実施した（承認番号：R18-02）

キーワード：下腿回旋可動域・計測器・抵抗値
2019年09月15日　09:30 ～ 10:50【 口述発表（基礎） 】O-6-7

下腿回旋可動域計測における計測器の開発
川上 真吾 1)・鈴木 博人 2)・我妻 昂樹 2)・榊 望 1)・藤澤 宏幸 2)

1)仙台リハビリテーション病院
2)東北文化学園大学
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目的
　立位において、両上肢からの操作により慣性力をリ

ズミカルに入力し続けることが、痙縮を有する脳卒中

片麻痺陳旧例における、介入中および介入後の麻痺側

上肢筋活動にどのような影響を及ぼすかを検証する。

方法
　対象は、右被殻出血後3年1ケ月経過した50歳代の男

性である。Brunnstrom stageは上肢Ⅲ、下肢Ⅳ、手指

Ⅳであった。上腕および前腕の屈筋や足内反筋の痙縮

が認められた。

　麻痺側には機能的足底板（Northwest Podiatric 

Laboratory社製）を挿入したゲイトソリューション

（プラスティックタイプ）と膝伸展位保持をする軟性

膝装具を装着した。また視覚情報を遮断するためにア

イマスクをして介入を立位で行った。方法は理学療法

士が対象者と向かい合わせになり、対象者の両上腕遠

位を下方から把持し、身体の揺らぎの同期をしながら

左右へのリズミカルな倒立振り子運動を約30分間行っ

た。この際麻痺側肘が痙縮に逆らって他動伸展しない

ように注意した。

　介入開始時、介入15分後、30分後における、後頭

部および第2仙椎部の基準座標系加速度（左右成分、

上下成分）に加え、麻痺側の表面筋電図（三角筋前部

線維・上腕二頭筋・上腕三頭筋）をそれぞれ30秒間記

録し観察した。また、介入前後で麻痺側上肢自動前方

挙上課題を行い、その時の筋活動も記録し観察した。

なお基準座標系加速度は体幹2点歩行動揺計（WVP-

WS2、Microstone）を、表面筋電図はEMGマスター

（Mediarea Support）を用いて計測した。

結果
　基準座標系加速度は、開始時に比して後頭部の左右

成分を除くすべてにおいて15分後で増加が認められ、

30分後も維持された。後頭部の左右成分は開始時から

30分後まで同程度で維持されているようであった。

　表面筋電図では、三角筋前部線維の振幅は開始時か

ら30分後まで維持され、上腕二頭筋と上腕三頭筋は15

分後より明らかに振幅の低下がみられ、30分後まで

維持された。当初肘屈曲位だった麻痺側上肢も徐々に

伸展してくるのを認めた。麻痺側上肢自動前方挙上時

の筋活動は、三角筋前部線維において開始時より高い

筋活動を認めたものの筋活動パターンは不安定であっ

た。上腕二頭筋と上腕三頭筋は明らかな減弱を認め

た。

考察
　今回、足底板・短下肢装具・軟性膝装具を装着する

ことにより、適切な床反力情報の入力ができた。ま

た視覚遮断により迷路と体性感覚が取り込まれやすく

なったと考える。両上肢からの誘導により迷路や上下

肢からの体性感覚入力を複合的に行うことができた。

リズミカルに方向転換をする運動は、速度変化を伴う

ために、総じて慣性力を感覚として入力していること

になる。これらの感覚入力を継続することで痙縮を有

する陳旧例であっても麻痺側上肢機能の向上に寄与す

る可能性を確認できた。

　介入当初から後頭部の左右方向の基準座標系加速度

のみ15分後・30分後と同程度だったことから、左右へ

の迷路刺激により前庭システムが活性し下肢・体幹の

筋活動が高まり、それが15分後以降のその他の基準座

標系加速度の向上として現れた可能性がある。結果、

麻痺側上肢筋活動へ好影響が及んだものと考える。

　上腕三頭筋の筋活動の増加は示されなかったことに

対しては、別の取り組みが必要であるように思われ

た。

説明と同意、および倫理
　対象者には、研究目的、方法、参加は自由意志で拒

否による不利益はないこと、 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：自己組織化理論・脳卒中後遺症・上肢筋活動
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 口述（動画セッション） 】O-7-1

自己組織化理論に基づいた両上肢からのリズミカルな感覚入力が脳卒中
後遺症者麻痺側上肢筋活動に与える影響

加速度センサーと表面筋電図を用いた検討
山岸 茂則 1)・鈴木 克彦 2)・舟波 真一 3)・佐竹 拓也 1)・荒井 康祐 4)・高橋 俊也 4)

1)BiNIリハビリセンター長野
2)山形県立保健医療大学

3)BiNIリハビリセンター東京銀座
4)長野赤十字病院
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目的
我々は、脳卒中後遺症者の立ち上がり動作練習におい

て、前方加速度を強調した方法を取り入れている。今

回、加速度を強調した方法の下肢筋活動に及ぼす効果

を調べるため、表面筋電図を用いて通常行っている方

法との比較、検討を行った。

方法
対象は右視床出血後2年を経過した70歳代の男性であ

り、発症6か月後に良性発作性頭位めまい（後半規管

型）を併発した。Brunstrom stageは上肢Ⅴ、下肢Ⅳ、

手指Ⅴであった。麻痺側足関節の関節可動域は背屈0°

(膝伸展位)であった。歩行は屋内近位監視から補助レ

ベルであった。

起立方法は、①4点杖を把持して通常行っている起立を

介助なしで行う（介助なし起立）、②前方からセラピ

ストの両膝で麻痺側下肢を固定して、前方への加速度

を強調するように大きく反動を加え、離殿後に急速な

制動をする介助ありの方法（介助あり起立）とした。

課題は2つの起立方法を5回1セットとして交互に繰り

返し5セットずつ合計50回行った。座面の高さは介助

なし起立で楽に立ち上がれる高さ53cmに設定した。

課題中の表面筋電図（EMGマスター、無線タイプ、

Mediarea Support）は両側の内側広筋と腓腹筋内側頭

から記録した。同時に、2つの起立方法の違いを目視で

確認するために動画撮影を行った。筋電図データは整

流化平均処理を行い、それぞれの起立方法の2セット目

と5セット目を比較した。1セット目は実際の動作を理

解してもらうための練習課題とした。

結果
非麻痺側の内側広筋の収縮は起立と着座のタイミング

でピークを認め、腓腹筋は起立直後から着座までの間

漸増と漸減の収縮を示す、交代性収縮パターンを認め

た。介助あり起立では2セット、5セット目ともに交代

性収縮が5回中5回にみられたが、介助なし起立では2

セット目は5回中1回、5セット目は5回中3回に減少し

た。麻痺側の介助あり起立では交代制収縮が5セット目

において5回中2回傾向を示したが、介助なし起立では

みられなかった。

考察
今回、前方加速度を強調した介助により、内側広筋が

起立のタイミングで活動がピークとなり、その直後か

ら腓腹筋の活動が漸増と漸減し、着座のタイミングで

内側広筋の2つ目のピークが示された。このような交代

性筋収縮パターンは、主動筋と拮抗筋の筋活動が適切

なタイミングでなされており、円滑な関節運動が行わ

れていることを示している。ヒトは運動を行う時に前

庭迷路器で重力や傾斜、加速度を無意識的に検知し姿

勢保持筋を適切なタイミングで出力している。今回、

セラピストにより加速度感覚を積極的に入力する起立

練習を行った結果、2セット目より5セット目のほうが

非麻痺筋の交代性パターンがより明確に示された。通

常の起立練習では5セット目においても明らかな交代

性パターンは示されなかった。以上のことより、外力

により積極的に加速度を入力し、かつ連続した運動に

よって交代性パターンは誘発されると考えられる。

脳卒中後遺症の方は、安全に運動するために意識的に

ゆっくりと運動を行う傾向があり、加速度が得られに

くい起立方法になりやすい。今回の結果から、脳卒中

後遺症者に対して前庭迷路機能の働きを考慮し加速度

感覚を入力した起立練習を反復することにより、必要

な筋活動を適切なタイミングで出力する効果のあるこ

とが示唆された。今後は症例数を増やして検討を続け

る予定である。

説明と同意、および倫理
対象者には、研究目的、方法、参加は自由意志で拒否

による不利益はないこと、個人情報の保護については

文章と口頭で説明を行い、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・脳卒中後遺症・起立動作
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 口述（動画セッション） 】O-7-2

自己組織化理論に基づいた前庭迷路器への前方加速度感覚を入力した起
立動作練習が脳卒中後遺症者の下肢筋活動に与える影響

森谷 新太郎 1)・鈴木 克彦 2)・山岸 茂則 3)・舟波 真一 4)

1)長野中央病院
2)山形県立医療保健大学

3)BiNIリハビリセンター長野
4)BiNIリハビリセンター東京銀座
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目的
背臥位において、環椎後頭関節周辺組織のニュートラ

ルポジションを維持し続ける介入を行うことにより、

不全頚髄損傷例の歩行にどのような影響を及ぼすかを

検証する。

方法
対象は、交通事故による第5・6頸椎間脱臼にて不全頚

髄損傷を発症し、固定術施行後1年3ケ月経過した60歳

代女性である。急性期では歩行困難、上肢挙上困難で

あり、回復期転院時には屋内walker、退院時には独歩

は可能となるも、上下肢に痺れがあり、痛みも強い状

態だった。

介入方法は背臥位において、理学療法士は対象者の頭

側に位置し、環椎後頭関節に触れ頭蓋を両手で包み込

み、環椎後頭関節と連結をもつ脊髄硬膜のゆがみを取

り除くようなイメージで関節周辺組織のニュートラル

ポジションを紡ぎ続けることを、20分間行った。

介入直前、介入直後における、自然歩行での両下肢の

表面筋電図（前脛骨筋・腓腹筋内側頭）を観察した。

また、自然歩行を1歩行周期で正規化し、5歩行周期の

5％加算平均処理を行い、歩行時における活動量、活

動パターンの変化の確認を行った。なお、表面筋電図

はEMGマスター（Mediarea Support）を用いて計測し

た。

結果
介入中、環椎後頭関節周辺組織のニュートラルポジ

ションを維持するために、理学療法士は上体をわずか

に動かしてながら接触する手の肢位を微妙に変化させ

続ける必要があった。

表面筋電図において、介入直前は左前脛骨筋は右側と

比較し、全歩行周期を通して筋活動が乏しく、左腓腹

筋内側頭は各相に特異的な活動を認めず、全歩行周期

を通して筋活動が観察された。介入直後、左荷重応答

期で左前脛骨筋の活動が増加した。右立脚後期におい

て右腓腹筋内側頭の活動が増加した。

歩行に関して、左荷重応答期においてデュシャンヌ・

トレンデレンブルグの改善と、leg-heel-angleの改善が

みられた。

考察
徒手的介入中、理学療法士は環椎後頭関節のニュート

ラルポジションを維持するために、接触する手の肢位

を微調整させつづける必要があったことから、患者に

は環椎後頭関節と連結をもつ脊髄硬膜の捻じれが存在

した可能性が高いと考える。環椎後頭関節からニュー

トラルポジションを紡ぐことにより、大後頭孔と連結

する硬膜の捻じれや引っ張り張力の改善、それに伴う

頚髄への血液供給の改善などが作用したと考えられ

る。結果的に、取り込まれる感覚情報の改善、α運動

ニューロンへの神経伝達が改善され筋活動の向上が得

られたことが考えられる。

説明と同意、および倫理
対象者には、研究目的、方法、参加は自由意志で拒否

による不利益はないこと、個人情報の保護について文

章と口頭で説明を行い、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・不全頚髄損傷・表面筋電図
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 口述（動画セッション） 】O-7-3

不全頚髄損傷症例の歩行に対する自己組織化アプローチの即時効果
ー表面筋電図を用いた検証ー

西堀 大輔 1)・佐竹 拓也 2)・山岸 茂則 2)・舟波 真一 3)・荒井 康祐 4)・鈴木 克彦 5)

1)五反田リハビリテーション病院
2)BiNIリハビリセンター長野

3)BiNIリハビリセンター東京銀座
4)長野赤十字病院

5)山形県立保健医療大学
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目的
 　Hybrid Assistive Limb®医療用下肢タイプ (以下、医

療用HAL) は、神経・筋疾患患者を対象に、生体電位信

号に基づき下肢の動きを助けつつ歩行運動 (歩行運動処

置) を繰り返すことで、歩行機能を改善することを目

的とする。本研究では、医療用HALによる歩行運動処

置が歩行機能に与える効果、および繰り返し使用する

ことによる長期的効果を明らかにすることを目的とし

た。

方法
　HAL医療用下肢タイプ適正使用ガイドに従い、歩行

補助具の有無や種類に関わらず見守りまたは自立して

10m歩行可能な神経・筋8疾患患者を対象とした (解

析対象期間：2016年11月から2018年12月)。本研究

では、①歩行運動処置前後での歩行機能の比較、②繰

り返し使用することによる長期的効果について検討し

た。医療用HALの介入方法はいずれも1回あたり装着を

含めて約60分、週3回、合計9回を1クールとした。

　①歩行運動処置前後での歩行機能の比較：対象は1

クール目を終了した33例 (男性20例、女性13例、平

均年齢54.0±15.9歳、筋ジストロフィー20例、筋萎

縮性側索硬化症3例、球脊髄性筋萎縮症3例、遠位型ミ

オパチー2例、封入体筋炎2例、シャルコー・マリー・

トゥース病2例、脊髄性筋萎縮症1例) で、評価項目は

Timed Up and Go Test (以下、TUG) 、10m最大歩行速

度 (以下、10m歩行) 、2分間最大歩行距離 （以下、

2MD） とした。正規分布が認められなかったため、

介入前後の比較にはWilcoxonの順位和検定を用いた。

統計解析にはR.2.8.1を用い、有意水準は5％未満とし

た。

　②繰り返し使用することによる長期的効果の検討：

検討①の33例のうち、2クール目 (1クール終了時から

約1年後) を実施し、かつ各クール終了から約半年後の

評価にも参加できた8例を解析対象とした。評価項目は

2MDとし、評価時期はベースラインの医療用HAL導入

前、1クール目終了半年後、2クール目終了半年後とし

た。

結果
　①歩行運動処置前後での歩行機能の比較：各歩行機

能評価の歩行運動処置前後での中央値 (四分位範囲) は

それぞれ、TUGで15.7 (12.2‐23.7) 秒、12.0 (9.3‐

17.3) 秒、10m歩行で42.9 (33.3‐61.9) m/s、50.4 

(40.0‐63.8) m/s、2MDで69.0 (51.0‐94.0) m、92.0 

(61.0‐111.0) mであった。統計解析の結果、全ての歩

行機能評価において歩行運動処置前に比べ、処置後有

意な改善が認められた (全てp＜0.01)。

　②医療用HAL導入前で87.5±47.6m、1クール目終了

半年後で88.8±38.7m、2クール目終了半年後で96.3

±40.2mであり、医療用HAL導入前から約2年間ベース

ライン以上を保っていた。

考察
　歩行運動処置前後でTUG、10m歩行、2MDとも有意

な改善を認めた。中島 (2014) は、HALは装着者の運動

意図に基づいて正確な歩行運動を繰り返すことで神経

可塑性を促し、脱いだ後にも歩行改善が得られるとし

ている。今回の改善効果もこうしたメカニズムに基づ

くものと考えられる。さらに中島 (2016) は、HALを定

期的、間欠的に装着することで疾患の進行が抑制され

ることにも言及している。今回、2MDが約2年間ベー

スライン以上を保っていたことからも、医療用HALを

用いた歩行運動処置には神経・筋疾患に対する進行抑

制作用を有する可能性が示唆された。

説明と同意、および倫理
本報告において、対象者には十分な説明を行い、同意

を得た。

キーワード：神経・筋疾患・医療用HAL・進行抑制作用
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 口述（動画セッション） 】O-7-4

神経・筋疾患に対するHAL®医療用下肢タイプを用いた歩行運動処置の
効果検証

飯島 悠平 1)・藤谷 祐志 1)・中島 春樹 1)・我妻 佑紀 1)・舩橋 史織 1)・加藤 真実 1)

髙橋 俊明 2)

1)独立行政法人国立病院機構仙台西多賀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仙台西多賀病院脳神経内科
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目的
筋萎縮性側索硬化症(以下、ALS)のリハビリテーショ

ンは廃用性筋力低下の予防に対する筋力トレーニング

の有効性が示されている一方で、過用性筋力低下が一

つのリスクとされる。また近年ロボットリハビリテー

ションを取り入れた報告もなされてきている。今回、

下肢筋力低下と歩行能力低下を主訴とするALS患者

を担当した。2週間HAL®自立支援用単関節タイプ(以

下、HAL‐SJ。CYBERDYNE社製)を使用した免荷下で

の歩行練習で下肢筋力、歩行能力、耐久性の改善が見

られたため報告する。

方法
対象は30歳代男性である。ALSと診断され5ヵ月で当院

一般病棟へ入院となった。右下肢優位の筋力低下があ

り、Manual Muscle Testing(以下、MMT)は膝伸展1、

膝屈曲2であった。歩行は両ロフストランド杖見守りレ

ベルで、歩行速度は0.16m/s、2分間歩行距離は23mで

あった。表面筋電図による最大随意運動における平均

振幅は、膝伸展時の大腿直筋(以下、RF)27.9μV、膝屈

曲時の半腱様筋(以下、ST)25.2μVであった。

　介入として、まずHAL‐SJで膝関節の伸展・屈曲の

随意運動を行うが、筋活動は得られづらかった。一

方、評価としてHAL‐SJ使用せずに免荷式リフトオー

ル・イン・ワン(ROPOX社製)を用いた歩行を行い、RF

とSTの表面筋電図を確認すると、周期的な筋活動が見

られることを確認した。そこで、これらの筋活動をト

リガーとして、HAL‐SJとオール・イン・ワンを利用

した免荷歩行練習を中心とした介入を、1回60分の介

入で1日2回実施した。その際疲労の程度やその残存程

度を確認しながら漸増的に歩行距離を延長した。

結果
MMTは膝伸展3、膝屈曲3となり、歩行速度は0.38m/

s、2分間歩行距離は54mと改善した。表面筋電図によ

る最大随意運動における平均振幅は膝伸展時のRF85.3

μV，膝屈曲時のST 31.9μVであった。

考察
今回HAL‐SJを使用し免荷歩行練習を行い、下肢筋

力、歩行能力、耐久性が向上した。HALは動作意思を

反映した生体電位信号を読み取り、それを基にパワー

ユニットを駆動させることで意思に従った随意運動を

反復することを、過剰な筋負荷を生じずに実現できる

とされる。

　今回免荷した歩行時の表面筋電図解析で、RFとSTの

周期的な筋活動が見られた。これは脊髄損傷患者で脊

髄Central Pattern Generator (以下、CPG)の検討を行っ

た報告と同様のことが観察されるものと考えた。従っ

てこれら筋活動がロボットを動かすトリガーとなると

予測し、HAL‐SJを使用して免荷歩行練習を行った。

その結果、予測した通り周期的に筋活動に合わせた膝

屈曲・伸展運動が出現した。HAL‐SJを利用した報告

で、神経学的に残存した筋の随意収縮に由来する運動

は中枢神経系内に可塑性を生じさせるとしている。今

回HAL‐SJを利用した歩行練習は、CPGによる筋活動

の残存を確認して行ったものであり、立脚期にRFの筋

活動がトリガーとなり膝伸展運動を、遊脚期ではSTの

筋活動がトリガーとなり膝屈曲運動を補助していたこ

とになる。これにより膝屈曲・伸展の随意運動が学習

されるとともに歩行の学習にもなり、下肢筋力、歩行

能力、耐久性がALS症例であっても過用性筋力低下を

もたらすことなく筋力を向上させることができたもの

と考える。

説明と同意、および倫理
本発表に関して対象者に書面と口頭にて説明し同意を

得、当院倫理委員会での承認を得ている。

キーワード：ロボット・筋萎縮性側索硬化症・歩行練習
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 口述（動画セッション） 】O-7-5

筋萎縮性側索硬化症に対する2週間のロボットによる歩行練習の経験

齋藤 頼亮・渡辺 光司・内藤 大樹・田中 孝顕・加藤 隆・春山 大輝
医療法人社団新生会　南東北第二病院
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目的
背臥位での揺動刺激によって、筋緊張が低下すること

を経験する。揺動刺激とは身体を揺り動かす刺激のこ

とである。背臥位で体幹に揺動刺激を行った研究は見

当たらず、身体にどのような影響を与えているかが不

明である。そこで本研究の目的は、背臥位における体

幹への揺動刺激による身体の柔軟性への影響と男女別

に揺動刺激介入による効果の要因を検討することであ

る。

方法
健常成人20名（男女各10名）を対象にした。課題を背

臥位での揺動刺激介入とし、非介入前後での測定を行

い、1週間後に介入前後の測定をした。同一被験者を

非介入群と介入群に群分けした。揺動刺激介入は、背

臥位で下部胸郭を押し下げ、腹筋群を把持し、徒手的

に腰椎が後彎するようにした。そして左右に揺動刺激

を10分間加えた。課題施行前後での圧力分布測定装置

FSA/BodiTrakを使用し接触面積、体圧平均値を測定し

た。筋硬度計NEUTONE TOM-NA1を使用し筋硬度（腰

部、腹部）を測定した。Spinal Mouseを使用し脊椎可

動性（仙骨傾斜角、胸椎後彎角、腰椎前彎角、体幹屈

曲・伸展可動域）を測定した。その他の項目として皮

膚伸張性（腰部、腹部）、SLR、 FFD、長座体前屈を

測定した。また、主観的な寝やすさを5段階で評価し

た。統計処理は、非介入群と介入群の群内の差を算出

し、対応のあるt検定を用い、群間の比較を行った。5

段階評価指数はχ2検定を用いて、寝やすさの変化を求
めた。有意水準は5%とした。

結果
接触面積の変化量は男性介入群が男性非介入群より

有意に大きく（p<0.01）、体圧平均値の変化量は

男性介入群が男性非介入群より有意に小さかった

（p<0.01）。また、男女差が生じ、男性では長座体

前屈の変化量は介入群が非介入群より有意に大きく

（p<0.05）、最大前傾位時の胸椎後彎角の変化量は介

入群が非介入群より有意に小さかった（p<0.05）。女

性では、腰部の皮膚伸張性の変化量は介入群が非介入

群より有意に大きかった（p<0.01）。群内の介入前後

を比較したところ、接触面積・体圧平均値は男女とも

に介入後が介入前より有意に大きかった（p<0.05）。

女性の腰部・腹部の皮膚伸張性は介入後が介入前より

有意に大きかった（p<0.05）。男性の左右腰部筋硬度

は右介入後が右介入前より小さく（p<0.05）、左介入

後が左介入前より有意に小さかった（p<0.01）。男性

の長座体前屈は介入後が介入前より有意に大きかった

（p<0.05）。主観的な寝やすさは、揺動刺激後に男女

共快適度が増加した。

考察
柔軟性の指標を長座体前屈、FFD、筋硬度の3つと定義

し、揺動刺激介入で男女共に見られたのは柔軟性の向

上であった。男女で揺動刺激介入の結果の差が生じた

のは、身体構造や特性に影響している可能性が考えら

れた。

男性被験者は大腿部が接触しない人が多かったが、介

入後には大腿部の接触が見られた。これより、接触面

積が拡大し、体圧集中点が分散したことで、体圧平均

値の減少をもたらしたと考えた。男性は深部の軟部組

織である筋硬度の低下に影響があったと考えられる。

一方女性被験者は、女性は皮下組織と筋の間の滑走が

向上したために、皮膚が伸張されやすい結果が生じた

可能性が考えられた。さらに、皮膚の伸張性が可動性

に制限をもたらす理由より、女性は腰部の皮膚伸張性

が男性よりも良好なため、男性よりも元々の脊椎可動

域が大きいことが考えられた。

説明と同意、および倫理
全ての対象者には研究目的と内容を口頭および文書に

て説明し、研究同意書への署名により研究参加の同意

を得た。

キーワード：揺動刺激・柔軟性・筋硬度
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-1

揺動刺激が身体柔軟性にもたらす影響
本間 はるな 1)・齋藤 香保里 2)・高橋 俊章 3)

1)吉岡病院
2)山形大学医学部附属病院

3)山形県立保健医療大学
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報告の焦点
　一般的に肩関節機能低下は日常生活動作（以下

ADL）に影響を与える。食事動作は肩関節軽度屈曲・

外旋・外転の関節可動域と筋力が必要である。本症例

は肩機能障害が存在するが、食事動作を遂行するだけ

の能力はあると思われた。しかし、悲観的感情などに

よりその遂行を妨げている状態であった。今回、機能

面だけでなく感情面にも配慮した理学療法を展開して

ADLの向上がみられたため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　症例は頸椎症性脊髄症によりC4-5間固定術後の70

代女性である。あきらかな誘因なく左手の上肢挙上困

難となり、手術を行ったが数日後に右上肢挙上困難

となった。術前後に痛みはなく、上下更衣動作や食事

動作が低下していた。退院後も状態が変わらないまま

当通所リハビリテーションの利用開始となる。利用時

に悲観的で他者交流を避ける状態であった。理学療法

に対する希望は食事が上手く出来るようになることで

あった。

　食事動作は肩屈曲が不十分であり、手前の食器しか

取ることができなかった。スプーンと茶碗を握る力は

あるが膝上に食器を置き、上肢を腋窩から離せず顔を

近づけて食べ物を口に運んでいた。動作全体を　

通して努力的であり食べこぼしも多く、周囲の利用者

が食べ終わると食事をやめることが多かった。

他動肩関節可動域は正常であり、自動肩関節運動は背

臥位であれば両上肢肩関節屈曲・外転ともに最終域ま

で可能であった。座位肩屈曲自動運動は30°/20°で

あり、肩外転は20°/20°であった。徒手筋力テスト

（以下MMT）は両肩屈曲及び外転ともに2であった。

drop arm testは両側保持困難であった。臥位の自動運

動や日常生活において無意識下での動作は代償なく可

能な場合があるが、意識下になると不可能になること

がしばしばあった。

介入方法と経過
　肩自動運動時に代償が見られた場面では肩関節リラ

クゼーションと口頭指示にてフィードバックを行い、

運動学習を行った。介入当初は周囲を気にする様子が

見られた為、無意識下で肩を動かせるよう個別でレク

リエーションを中心とした介入を行った。3ヶ月後に肩

を動かせる範囲や回数、そして笑顔も増えた。そのた

め、集団でのレクリエーションに切り替え、食事や他

者交流での環境調整を行いながら、自宅でも無意識下

で肩を動かせる環境の提供を行った。

帰結評価
　6ヶ月後にADLの向上が見られた。食事動作において

肩の屈曲がスムーズになり、手を伸ばして食器を取る

ことが可能となった。食器やスプーンも口元まで運ぶ

ことができ、食べこぼしもなくなり、全量摂取が可能

となった。座位自動運動は肩屈曲120°/90°、外転

120°/80°であった。MMTは肩屈曲3＋/3－、肩外

転3＋/3－であった。drop arm testは左肩にシュラッ

グサインがみられるが右肩は代償なく保持可能となっ

た。不安・抑うつ評価であるHADSは6点であった。非

観的な言動はなくなり、他者交流の面にも変化が見ら

れるようになった。

考察
　本症例は食事動作を遂行できる肩関節機能はある

が、食事などのADL動作で肩を動かすことは困難で

あった。木村らは、成功もしくは失敗しない体験が積

み重ねられれば「作業に対する自己能力の肯定」に繋

がることを示唆している。本症例においても、失敗体

験や悲観的感情を含む“負の感情”に対する配慮を行い

ながら理学療法を展開した結果、食事動作や更衣動作

などのADL改善だけでなく他者交流が増えていった。

反省点として介入初期にHADSの評価をしておらず、心

的考察が不十分であった。

説明と同意、および倫理
本症例を行うにあたりヘルシンキ宣言に配慮し、症例

報告以外での診療情報の使用はないことを十分に説明

し、口頭・書面において確認、説明し同意を得た。

キーワード：肩関節機能・悲観的感情・日常生活動作
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-2

悲観的感情への配慮が日常生活動作改善に繋がった
肩関節機能障害症例について

長島 慶太・矢部 秀記・白岩 邦俊
医療法人慈繁会 紫泉の里
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報告の焦点
頭痛は様々な種類が存在し、その鑑別は困難なことが

多い。さらに頭痛は生命を脅かすリスクが存在するこ

とがある。そのため理学療法士は、適切な問診・検査

や治療について熟考すべきである。今回、頭痛を主訴

とする患者について、リスクに着目した検査・治療を

行ったので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
30歳代女性で、診断名は緊張性頭痛である。仕事は事

務職で、産休中であった。頭痛のために仕事復帰でき

るか心配していた。9日前、夜間授乳後に乳児を抱き

上げる時、乳児が頭突きするような形で鼻を打った。

次の日から頭痛と、自分の声がこもるような感じが出

現し、それをきっかけに寝込むようになった。他院に

てMRI等行うも異常所見はなく、徒手的治療が行われ

た。治療当日は痛みが軽減するも、次の日には症状が

悪化した。その後、当院受診となった。

痛みは後頭部に“ジワー”とする間欠痛があり、両側頸

部外側に“腫れているような”表面痛がある。また、下

位頸椎に“固いような”違和感があり、頸部痛が強くな

ると頭痛も強くなる。10分ほどの車の運転、テレビ鑑

賞、家事で頭痛が強くなり、臥位になると軽減する。

吐き気はあったが、徐々に軽減している。その他、血

管性頭痛を疑わせるような症状はない。鎮痛剤は、痛

みに効果的である。

椎骨脳底動脈テスト、追視、Sharp-purserテストなど

は陰性であった。前頭位姿勢であり、明らかな左右差

は見られなかった。頸椎自動運動は屈曲、伸展、右側

屈で痛みが出現した。上位頸椎屈曲で違和感が出現

し、伸展は、上位頸椎の過大運動が確認された。回旋

は、両側60°であった。頸椎屈曲筋力検査は胸鎖乳

突筋の動員が多かった。頸椎屈曲回旋テスト（以下

CFR-T）は右30°であった。触診において、C2/3間の

ルシュカ付近に、軽度腫脹組織が確認された。Passive 

accessory movementではC2/3間、C6/7間に運動制限

と痛みがあった。

介入方法と経過
C1/2間のリラクゼーションとC5/6間の後/前モビライ

ゼーションをGradeⅢで行った。結果、CFR-Tは45°に

改善した。他の再検査は、症状を誘発する可能性を考

慮し行わなかった。2回目（1日後）、頭痛は90％程度

改善したが、頸部痛は残存し、頸椎自動運動で痛みが

出現した。治療は頸椎深部筋トレーニングと下部頸椎

伸展エクササイズを追加した。8回目（15日後）、仕

事復帰し痛みが多少出現し、CFR-Tは35°であった。

上位頸椎屈曲のオーバープレッシャーでは、違和感が

出現した。そのため、姿勢指導を含め治療を継続し

た。

帰結評価
55日後には頭痛の訴えはなくなった。CFR-Tは45°で

あり、頸椎自動運動右側屈のみ若干痛みが残存した。

C2/3間の腫脹組織は残存していた。

考察
初回時、受傷後9日であり腫脹が存在すること、鎮痛剤

が効果的であることにより、炎症期から増殖期である

可能性が支持された。さらに、座位10分程度の軽微な

活動で痛みが出現するため、検査や治療を制限する必

要があると考えた。上位頸椎のリスクに対するテスト

は陰性であり、他院からの情報を含めてレッドフラッ

グは否定的と考えられた。原因組織は問診、検査、治

療結果から、O/C1間または、C1/2 間の機能障害であ

る可能性があるものの、特定には至らなかった。リス

クを考慮し、制限しながら慎重に検査・治療を実施す

ることで、症状改善と仕事復帰につながった。本症例

を通じ、炎症兆候などの通常考えうるリスクと、レッ

ドフラッグを考慮し、治療内容を変化させる必要性を

感じた。

説明と同意、および倫理
症例報告を行うにあたりヘルシンキ宣言・厚生労働省

指針に基づき、学会報告以外では個人情報を使用しな

いことなどを十分に説明し、書面にて同意を得た。

キーワード：頭痛・リスク管理・臨床推論
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-3

頭痛が主症状の症例に対する理学療法評価と治療
リスクに配慮した臨床推論

佐藤 竜太 1,2)・大井 直往 2)

1)医療法人慈繁会付属トータルヘルスクリニック
2)福島県立医科大学大学院　リハビリテーション医学講座
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報告の焦点
関節疼痛は、高齢者の要支援者になりうる重大因子で

ある。中でも膝関節疼痛は歩行や階段昇降などの移動

動作を著しく低下させ、QOLに及ぼす影響は大きい。

今まで、筋力トレーニングや関節可動域練習など様々

な改善手法が提案されているが、短時間で安定的な除

痛効果が得られる手法は少ない。本症例を経験し、慢

性的な膝関節疼痛に対して簡便かつ短時間で除痛効果

をもたらし、その後の経過も良好な結果が得られたた

め、ここに報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70代女性。診断名は左変形性膝関節症。Kellgren－

Lawrence分類Grade2。主訴は歩行時、階段動作時の左

膝内側痛。現病歴は2週間前から左膝内側に違和感を感

じ当院受診。関節内注射と物理療法で治療するも除痛

効果乏しく、治療開始3ヶ月後から理学療法開始。理学

検査として姿勢、歩行分析、体幹安定性検査、関節可

動域検査、触診、神経動的検査、整形外科的検査、疼

痛評価、超音波検査を行った。その結果、体幹不安定

性による膝関節へのメカニカルストレス増大と伏在神

経領域の神経動的異常に伴う疼痛であることが疑われ

た。その所見として1）並進バランステストにおいて患

側Score2、2）超音波検査による縫工筋、広筋内転筋

膜の滑走性低下、3）股関節伸展、内転、内旋運動での

疼痛再現、4）伏在神経の神経動的検査陽性、5）触診

による伏在神経領域の圧痛、および硬度上昇等が挙げ

られた。これらの所見に対して、自己組織化理論に基

づいた短時間アプローチ法（以下、本アプローチ法）

を施行した。

介入方法と経過
本アプローチ法は、1種類の徒手療法と2種類の運動療

法を段階的に組み合わせて計7分間で施行。1）患者は

安静坐位、術者は患者に向き合い、患側膝関節を前面

から両手で覆うように把持し、広筋内転筋膜、膝蓋下

脂肪体、膝蓋下上包等の硬度を確認し、徐々に硬度が

下がるまで徒手感覚入力を行う。2）術者が硬度の高い

組織を触知した状態で患者は体幹をリズミカルに左右

方向へ揺らす。3）患者は、同リズムで左右方向への上

肢リーチ運動をリズミカルに行う。

帰結評価
本アプローチ直後、並進バランステストはScore4、超

音波検査にて縫工筋、広筋内転筋膜周囲の組織滑走性

が改善、伏在神経の神経動的検査陰性、触診において

圧痛消失と硬度減少、歩行時疼痛は介入前NRS10とし

0－1まで軽減した。また、1週間後の再評価において

も並進バランステストはScore3となるもその他の評価

結果は変わらなかった。

考察
本症例は、徒手的に膝関節周囲の筋、神経における結

合組織硬度を減少させることで組織間滑走性を改善

し、神経絞扼による疼痛を軽減、また自己組織化理論

に基づいた体幹揺らしや左右へのリズミカルな上肢

リーチ運動は眼球運動や強い迷路神経活動を誘発し、

腹内側系神経回路が賦活されたことで体幹の安定性を

向上させたのではなかろうか。これにより膝関節疼痛

の原因が改善され除痛に至ったと考えられる。本アプ

ローチ法は筋力や関節可動域には着目せず、あくまで

疼痛原因である患者自身の運動の振る舞いを変化させ

ることを主目的としていることは新しい知見として有

用であると感じられた。また短時間でも十分な除痛効

果を得られるとして、クリニックなどの整形外科領域

での有用性が示唆された。今後、より症例数を増やし

技術の確実性を高めていく必要があると思われる。

説明と同意、および倫理
本症例患者には、目的、方法、個人情報の保護、また

今後本人等に不利益が生じることはないことを文書お

よび口頭で説明し、同意を得た。

キーワード：自己組織化理論・疼痛・膝関節
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-4

慢性的な膝関節疼痛に対して自己組織化理論に基づく
短時間アプローチを施行した一症例

坂本 治弥 1)・山岸 茂則 2)・舟波 真一 3)

1)上林整形クリニック
2)BiNIリハビリセンター長野

3)BiNIリハビリセンター東京銀座
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目的
栄養状態とリハビリテーション(以下リハビリ)効果に

関してはこれまで多くの研究報告がなされており、回

復期リハビリテーション病棟(以下、回復期リハ病棟)

においても、入院時の栄養状態が退院時の身体機能に

影響を与えることが報告されている。特に、高齢者は

低栄養の有病率が高く、それに伴い骨格筋の減少が進

行し、転倒や骨折のリスクが高まるとされている。当

院回復期リハ病棟においても転倒による大腿骨近位部

骨折、脊椎圧迫骨折の高齢患者が多く、入院時で自立

歩行が獲得されていない患者はリハビリを行う上で自

立歩行を目指す場合が多い。本研究の目的は、転倒を

受傷機転とする高齢患者において、入院時の栄養状態

とSMIが退院時の歩行能力に与える影響を明らかにす

ることである。

方法
2018年8月から2019年1月までに当院回復期リハ病棟

へ骨折受傷により入院、FIMの歩行項目が4点以下の歩

行に介助が必要であり、データに欠損がなかった65歳

以上の22名(大腿骨近位部骨折・圧迫骨折)を対象者と

した。ベースラインは入院時とし、年齢、性別、疾患

分類、認知FIM、栄養状態は血清アルブミン値（以下

Alb値）、簡易栄養状態評価表(以下MNA-SF)、SMIを収

集した。また、リハビリ総単位数、入院日数を調査し

た。アウトカムとして退院時歩行FIMを調査し、6点以

上を歩行自立群、5点以下を非自立群に分け、それぞれ

の項目をt検定、Mann-WhitneyのU検定、またはX2検
定で比較した。そして有意差が見られた項目を単変量

のロジスティック回帰分析にて解析した。

結果
2群間を比較した結果、性別、疾患分類、Alb値、

リハビリ総単位数、入院日数に有意差はなく、年

齢(p =0.04)、MNA-SF(p =0.02)、SMI(p =0.02)、認知

FIM(p =0.01)に有意差を認めた。MNA-SF、SMI、認知

FIMを説明変数、退院時歩行の可否を目的変数とした

単変量のロジスティック回帰分析の結果、MNA-SF(OR 

1.670[95% CI 1.059,2.633])、SMI(OR 3.729[95% 

CI 1.092,12.732])、認知FIM(OR 1.280[95% CI 

1.025,1.599])が優位な結果となった。年齢は有意な結

果が得られなかった。

考察
今回の結果から、MNA-SF、SMI、認知FIMが歩行自立

に寄与している可能性が高いことが示唆された。年齢

が有意ではなかったことから、上記の項目は年齢によ

らず、退院時歩行自立の可否を予測できる指標といえ

るかもしれない。また、SMIはオッズ比の値が高く、

退院時歩行自立との関連が強いと示唆された。一方で

信頼区間の幅が大きいため、MNA-SF、認知FIMの方が

予測には有用と考えられる。年齢と栄養評価の一つで

あるAlb値が有意な結果が得られなかった要因に、Alb

値は年齢に影響されることから、高齢者に限定した本

研究において、ベースライン時のAlb値が一貫して低値

であったことが考えられる。

今回の結果を踏まえ、回復期リハ病棟へ入院する患者

の栄養状態を早期から把握することは、その後の歩行

能力を予測する上で重要と考える。しかし、今回は退

院時の歩行自立度に関連している運動機能や受傷前の

ADL能力などは考慮されておらず、サンプルサイズも

小さかった為、堅牢な結果とは言えず、今後症例数を

増やし、多変量解析も視野に入れ検討していきたい。

説明と同意、および倫理
本研究は業務上取得した情報を匿名化して用いた後方

視的研究であり、所属機関ホームページにおいて研

究の実施についての情報を公開し、倫理的配慮を行っ

た。

キーワード：回復期・栄養状態・歩行自立度
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-5

回復期リハビリテーション病棟における高齢整形患者の入院時の
栄養状態、骨格筋指数と退院時歩行能力との関係性

栗田 恵 1)・大橋 悠司 1)・笠原 龍一 1)・山本 優一 1)・日高 友郎 2)

1)北福島医療センター
2)福島県立医科大学
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報告の焦点
　変形性足関節症の重症例では、除痛と歩行能力向上

のため足関節固定術が施行される。諸家の報告をみる

限りその成績は良好だが、本症例では歩行時痛や歩行

能力の低下が生じた。これに対し、インソールを使用

したことで良好な成績を得ることができたため、経過

に若干の考察を加え以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　40歳代女性。診断名は右変形性足関節症、関節リウ

マチ、化膿性足関節炎。手術は逆行性髄内釘を用いた

右足関節固定術を施行し底屈10°、内外反0°にて固

定された。術後はPTB免荷装具にて荷重量を調整し、

術後78日目に全荷重を開始したが85日目に歩行時痛

や不安定感の訴えがあった。同日に理学療法評価を実

施。

　アーチ高率は25.1％/22.5％、ROMは第1～5趾MP

関節伸展15°/60°。歩行時痛はVAS33mm（右足底

腱膜近位内側）。歩容は右立脚初期に後足部・下腿

が外側へ傾斜し、右立脚中期に膝ロッキングを認め

た。また、「外に倒れそう」という訴えがあった。

歩行評価はウォークWay（アニマ社）を使用し歩幅

41.54cm/35.50cm、歩行率96.60歩/分、歩行速度

37.32m/分、足圧軌跡は右足において前足部へ移動す

ることなく左足へ切り替わっていた。

介入方法と経過
　疼痛の軽減を図る目的で、術後85日目に端座位で足

部の形態を基に作製したインソール（以下、静的イン

ソール：ヒールウェッジ25mm、内側アーチサポート

34mm、外側アーチサポート21mm）を使用したが膝

関節や腰背部にも疼痛が出現した。92日目に歩行評価

を基にインソールの作製を開始し169日目に完成した

（以下、動的インソール：ヒールウェッジ外側9mm、

内側5mm、内側アーチサポート8mm、外側アーチサ

ポート12mm）。同日に帰結評価を実施。

帰結評価
　ROMは第1～5趾MP関節伸展45°/60°。以下は動

的インソール使用時の評価。歩行時痛はVAS4mm。

歩容は後足部・下腿の外側傾斜や膝ロッキングが改善

し、「歩きやすい」という感想があった。歩行評価は

歩幅53.30cm/47.05cm、歩行率108.63歩/分、歩行速

度54.66m/分、足圧軌跡は両足とも踵骨部から中足部

やや外側を通り前足部内側へ移動していた。

考察
　足関節固定術は底屈5°から10°で固定することが

一般的なため、歩行時は前足部で背屈運動を代償する

必要がある。しかし、本症例はハイアーチや足趾伸展

可動域の低下により代償運動が困難であるため、疼痛

や歩行能力低下が生じていたと考えた。

　問題解決のために静的インソールを使用したが、膝

関節や腰背部にも疼痛が出現した。この要因として、

静的インソールは全体的に高く作られた中で、特に内

側アーチサポートが高い構造であったため、足部によ

る前方への体重移動が困難になり、膝関節や腰椎での

代償運動が強制されたと推察した。

　これに対し、動的インソールは前内側へ体重移動が

できるように調整したところ、静的インソールと比べ

高さが全体的に低くなり、また、相対的に内側アーチ

サポートより外側アーチサポートが高くなった。帰結

評価では足圧軌跡を前内側へ誘導できており、これに

より疼痛の軽減と歩行能力の向上を図ることができた

と考えた。足関節固定術後は前足部での代償が必要だ

が、これが困難な場合にはインソール療法が選択肢の1

つであり、インソールを作製する上で足圧軌跡や体重

移動などの歩行評価が必要であると考えられた。

説明と同意、および倫理
症例にはヘルシンキ宣言に則り、書面にて説明し同意

を得た。

キーワード：足関節固定術・歩行・インソール
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-6

足関節固定術後に歩行時痛と歩行能力低下が生じた一症例
―インソールを使用した後療法―

長谷 一基 1)・舘山 智格 2)・長利 澪 1)

1)つがる西北五広域連合　つがる総合病院
2)つがる西北五広域連合　かなぎ病院
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報告の焦点
姿勢安定度評価指標(以下IPS)とは、望月らが提唱した

有用性のある立位バランス指標である。また、下肢骨

折患者は前庭機能障害の合併や左右の前庭機能の差が

大きいとの報告がある。今回、下肢骨折術後の患者に

対して前庭機能に着目した理学療法介入を行い、その

効果判定にIPSを用いて検証した。

対象者紹介・理学療法評価
70歳代、女性。診断名：右大腿骨骨幹部骨折。現病

歴：大衆浴場へ行った際、洗い場で足を滑らせ転倒し

受傷、その後逆行性髄内釘による骨接合術を施行。術

後からリハビリ開始され、術後1か月後に当回復期病棟

へ転院。術前はADL自立。既往歴：自律神経失調症(眩

暈・耳鳴りあり)。理学療法評価：臥位での頸椎アライ

メントは、第3頸椎が第4頸椎に対して左回旋変位して

いた。Barg Balance Scale(以下BBS)の閉眼立位は3点で

あった。

介入方法と経過
本研究はABA型シングルケースデザインで前庭機能に

対する非介入期をA期、介入期をB期とした。初回非介

入期をA1期、2回目の非介入期をA2期とし、A1期－B

期－A2期の順に各期5日間の計15日間実施。A期では

下肢骨折後における通常の理学療法介入を行い、B期

では通常の理学療法介入に加え、前庭機能に着目した

理学療法介入を行った。この介入は、自己組織化理論

に基づきマッサージのように緩めるような接触の仕方

で正常な頸椎アライメントへ修正をするものである。

頸椎への介入は臥位で15分間行い、評価・介入ともに

介入時間内(1時間)に実施した。全期にわたり頸椎アラ

イメントの評価と、介入前後で重心動揺計(アニマ株式

会社)を使用しIPSを計測した。IPSの測定方法は望月ら

の報告に則り実施した。IPS測定結果の解析は全期の

IPSの値をプロットし、また各期で中央分割法を用いて

celeration lineを求め、目視法にて判定をした。

帰結評価
頸椎アライメントはA期：第3頸椎が第4頸椎に対して

左回旋変位、B期：介入する毎に改善していたが最終

日まで第3頸椎はわずかに左回旋変位であった。BBS

の閉眼立位は4点に改善。IPSは平均でA1期：2.33±

0.2、B期：2.96±0.2、A2期：2.61±0.4であった。

celeration lineはA1期と比較してB期で上昇を認め、B

期と比較してA2期で減少を認めた。

考察
今回実施した前庭機能に着目した理学療法として、頸

椎アライメントの修正を行った。本症例の頸椎アライ

メントは第3頸椎である上位頸椎が第4頸椎である下

位頸椎に対して左回旋変位となっていた。上位頸椎は

前庭器官の近くに位置しアライメントの不良が前庭機

能に影響を及ぼすと言われており、先行研究と術前か

ら眩暈・耳鳴りがあったということから、本症例は何

らかの前庭機能の障害があり立位バランスに影響を及

ぼしていた可能性があった。そのため今回の介入によ

り、頸椎アライメントが改善し前庭機能の活性が図ら

れ、結果的にB期でIPSが上昇したと考えられる。また

IPSにおける最小可検変化量は0.26であるとの報告があ

り、今回A期－B期間では最大0.66の変化量があったた

め、この介入は一定の測定誤差を超える変化を認めた

と思われる。さらにA2期でのIPS減少はA1期の値まで

減少していないことから、持ち越し効果の可能性があ

るように考えられる。以上のことから、今回の前庭機

能に着目した介入は立位バランスへ効果を与えた事が

示唆された。本研究の限界として、本症例はIPSが元々

正常値より高い値であり、介入による改善がどのよう

な意味を持つかという点である。今後は症例数や前庭

機能の評価などの評価バッテリーを増やし、自己組織

化理論に基づいた介入効果を検証していきたい。

説明と同意、および倫理
本研究は南東北第二病院倫理審査委員会の承認を得た

上で、書面による同意を得た。

キーワード：姿勢安定度評価指標・介入研究・自己組織化理論
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-7

下肢骨折術後の立位バランスに対する理学療法効果
－前庭機能に着目したシングルケーススタディでの検証－

西脇 佳奈 1)・山岸 茂則 2)・舟波 真一 3)

1)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
2)BiNIアプローチセンター長野

3)BiNIアプローチセンター東京銀座
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報告の焦点
諸家の報告では、円背が強いほどバランス能力・歩行

能力の低下に関与するといった報告が多いが、立位バ

ランスの改善が歩容改善と関連付けられた運動療法の

介入効果を比較検討した報告は少ない。本症例では立

位動的バランスを向上させることで、健側下肢の引っ

かかりが消失し、歩行の安定性を向上させることを目

的に運動療法を実施した。その結果、歩行の安定性が

改善したので報告する。

対象者紹介・理学療法評価
90代女性。右大腿骨転子部骨折骨接合術術後。術後24

日目、リハビリテーション目的で当院へ入院。介入期

間は入院後30日から計20日間であった。起居動作自

立。更衣・食事・トイレ動作は自立。歩行はシルバー

カー見守り、T字杖歩行は軽介助。初回の歩行は、全

歩行周期に体幹・股関節・膝関節屈曲が観られ、右

Mid stance(以下MST)からTerminal stance(以下TST)

に右股関節屈曲・過内転により右股関節伸展が低下

していた。その後、右Initial swing(以下ISW)からMid 

swing(以下MSW)に右骨盤を挙上し下肢を振り出し、

左股関節が過外転し体幹左側屈が出現していた。体幹

右側屈の主要問題は、両側腹斜筋、腹直筋、多裂筋の

筋力低下により体幹・股関節の伸展が減少し、体幹

伸展・骨盤の右側方への安定性が低下していると考え

た。その結果、過度な体幹・下肢の遠心性活動の低下

により左立脚期でも体幹左側屈による股関節過外転が

出現し、体幹屈曲に加えMST時の骨盤挙上による左下

肢の引っかかりが出現すると仮説した。

介入方法と経過
体幹中枢部に対する介入方法の違いより、A-Bデザイ

ンと設定した。治療Aは体幹・下肢に直接介入する方

法、治療Bは上下肢の末梢から体幹へ介入する方法とし

た。A期B期共に介入期間をそれぞれ20日間とした。検

査は徒手筋力検査（以下MMT）の体幹・下肢項目の一

部、胸腰部・下肢のROMを初期と最終時に測定した。

バランスは各期開始時・終了時にFunctional Reach 

Test(以下FRT)を測定した。

帰結評価
B期終了時のROMは胸腰部屈曲が50°から55°、伸

展-25°から-20°、股関節伸展が右10°から15°へ

改善し、MMTが体幹屈曲・左右の回旋が3から左右

回旋4へと改善した。FRTは、A-B移行期では初期と比

較し股関節屈曲による体幹の前傾が出現し10cmから

15.5cm、B期終了時が体幹の伸展・足関節背屈を伴う

前傾が可能となり19.5cmであった。A-B移行期の歩行

はMSTからTSTの体幹・股関節伸展が増大し右股関節

内転が減少、体幹の右側屈が減少した。その後のISW

からMSW時では左股関節外転は減少したものの体幹の

左側屈は残存し左立脚時にもバランスを崩す場面が見

られた。B期終了時の歩行はTSTの左股関節外転が減少

し体幹左側屈は消失した。また、TSTの股関節伸展が

増大し、ISWからMSWの体幹・股関節伸展がA-B期移

行期より増加した。その結果、健側下肢の引っかかり

が消失し、歩行の安定性が向上した。

考察
治療Aでは、下肢筋と協調した腹斜筋・腹直筋の筋活

動が促され、骨盤・体幹の安定性が向上しFRT、 BBS

が向上した。結果的に、右MSTの体幹・股関節伸展が

向上し、体幹・股関節伸展の遠心性活動が向上した。

前額面ではMST～TSTの右股関節内転が減少し体幹の

右側屈が減少した。しかし、FRTでは腰椎前弯の代償

パターンが残存した。治療Bでは体幹の代償パターンが

軽減し、持続的に体幹が安定したことで、FRTは胸椎

部の伸展を伴うことで向上し、歩行ではISW～MSW時

の左股関節外転が減少し体幹の左側屈が消失、左下肢

の引っかかりがなく振り出しが可能となり、安定した

シルバーカー歩行を獲得した。

説明と同意、および倫理
対象者には書面及び口頭での報告の主旨を説明して同

意を得た。

キーワード：円背・立位バランス・歩行
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-8

立位バランスの向上により歩行時の健側下肢の引っかかりが改善し、
歩行が安定した右大腿骨転子部骨折術後の一症例　

高橋 元気・山下 彰・岸波 千宏
一般財団法人大原記念財団
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報告の焦点
本症例は、パーキンソン病（以下PD）Hoehn＆yahr 

stageⅡ（以下H＆Y）を併存しており、後方への転倒

により不安定型右大腿骨頸部骨折を受傷し約2か月間

免荷期間を有していた。免荷期間中は、免荷式長下

肢装具着用下での歩行練習、非術側の筋力練習、関節

可動域練習や免荷下で有酸素運動を実施した。全荷重

後、荷重練習や歩行練習を実施したが、後方重心が残

存し前足部への重心移動が困難な状態であった。歩行

では、特に両立脚中期（以下Mst）～立脚後期（以下

Tst）への移行が困難であり前方への推進力が低下して

いた。これに対してトレッドミル後進歩行Backward　

Treadmill　Walking （以下BTW）を適応し実施した。

結果、両Mst～Tstへの移行が容易となり歩容が安定し

後方へのふらつき改善、歩行速度の向上が認められた

為以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
80歳代男性。身長169cm。体重60.2kg。約10年前か

ら併存疾患としてPDを有しておりH＆Y stageⅡであっ

た。今回、後方への転倒により不安定型右大腿骨頸部

骨折を受傷。既往歴は糖尿病、前立腺肥大。術式は右

γネイル施行。投薬は、酸化マグネシウム、センナリ

ド錠、エフピーOD錠、ラベプラゾールナトリウム錠、

ジャヌビア錠、メトグルコ錠、ユリーフOD錠、ノウ

リアスト錠、ベネット錠、エディロールカプセル錠、

テルミサルタン錠、ドパコール錠、ミラペック錠、ア

ボルブカプセル錠を内服。初期評価時、MMSE29点。

ROM（右°/左°）股関節伸展（-5/0）。MMT右下肢

3～4レベル。UPDRS75点。TUG1分51秒24。10m歩

行1分26秒50（50歩）FBS32点。FIM82点。病棟内4

脚歩行器見守り。

介入方法と経過
術後53病日から1/2荷重開始。66病日から全荷重開始

となった。免荷期間は、免荷式長下肢装具着用下での

歩行練習、非術側の筋力練習、関節可動域練習や免荷

下で有酸素運動を実施した。全荷重後は、上記の運動

療法に加え荷重練習、平行棒内歩行練習、4点杖歩行

練習、BTWを実施した。BTWの設定は、免荷5～10Kg 

、速度0.8～1.1/㎞ 、時間10分×1～2セット、前方に

姿勢鏡を設置し週2回の頻度で約3週間実施した。

帰結
最終評価時、MMSE30点。ROM（右°/左°）股関

節伸展（0/5）。MMT右下肢4～5レベル。UPDRS50

点。TUG48秒15。10m歩行29秒84（35歩）。FBS44

点。FIM105点。病棟内4点杖歩行自立。

考察
本症例は、運動器の問題点として、大腿骨頸部骨折術

後の約2か月間の免荷期間による股関節周囲筋、特に

術侵襲の影響を受けている右股関節外転筋、外旋筋の

筋力低下や可動域制限が認められた。これに加え神経

系の問題としてPD関連症状が合併していた状態であ

り、著明な歩行能力の低下をきたしている状態である

と仮説した。近年、BTWによるPD患者の姿勢や歩行能

力の改善が報告されている。本症例においては、BTW

はPD関連症状に対する有効な介入方法である可能性は

勿論のこと、運動器の問題としての股関節伸展筋群に

も効率的なアプローチ方法であると仮説しBTWを実施

した。結果、体幹および股関節伸展筋群が賦活され運

動器の問題としての股関節臀筋群の機能の改善と神経

系の問題としてのPD関連症状による前屈姿勢が改善

し、前足部への重心移動が可能となることで、姿勢ア

ライメントや歩容の改善、歩行速度の向上など運動パ

フォーマンスの回復に影響を与えたと推察される。本

結果からBTWは本症例の効率的な歩行能力の向上に貢

献した可能性が考えられる。

説明と同意、および倫理
本研究の概要を説明し、研究を実施するにあたり、ヘ

ルシンキ宣言の趣旨に沿い、口頭および文書にて本研

究の内容について説明し十分に理解した上で承諾を得

た。

キーワード：免荷式ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ・後進歩行・パーキンソン病
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-9

不安定型右大腿骨頸部骨折を呈したパーキンソン病患者に対する免荷式ト
レッドミルを使用した後進歩行練習が運動パフォーマンスに与える影響

菅原 拓夢・中田 勇磨・本城 洋志・上野 翔平
盛岡友愛病院
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目的
近年、糖尿病患者は増加の一途をたどっており、罹

患患者の推定人数は316万人と増加傾向にある（厚

生労働省、2014）。生活習慣病と言われる糖尿病

は、患者の日常生活が合併症や予後に大きく影響する

(Spiers,2005)ため、食事・薬物・運動療法を一生涯に

わたって行う必要がある。しかし、自己管理を維持し

ていくには、身体的要因・心理的要因・社会的要因な

どが関係しており、自己管理を困難と感じている患者

も多い。以上のことから、入退院を繰り返す患者を早

期に判別し、入院中からマネジメントしていくことが

重要であると考える。

今回、2013年から2018年の5年間に、当院で治療を受

けた糖尿病患者を対象に、病状の特徴を後ろ向きに調

査し、入退院を繰り返す患者の特徴とその要因につい

て検討することとした。

方法
対象は、2013年3月1日から2018年3月1日の5年間

で、当院内科・糖尿科へ

血糖コントロール目的で入院した62名中、2回以上の

入院歴があり、

入院期間中にリハビリテーションを実施した20名を調

査対象とした。

方法は、診療録による後ろ向き調査とし、以下の17項

目を抽出した。

①病型（1型・2型）②年齢(平均±標準偏差)

③性別 ④Body Mass Index＜BMI＞⑤HbA1c

⑥脳卒中の有無⑦心疾患の有無

⑧糖尿病性網膜症の有無⑨糖尿病性腎症の有無

⑩糖尿病性神経症の有無⑪認知症の有無

⑫うつの有無⑬介護保険の有無

⑭介護保険サービス利用の有無

⑮入院した季節⑯居住地（会津若松市内・市外）

⑰同居人の有無

項目⑮については、気象庁による季節区分（気象庁：

online）を参考に、春(3～5月)、夏(6～8)、秋(9～

11)、冬(12～2)に分類した。

結果
①1型15%、2型85%。②73.6±12.7歳。

③男性40%、女性60%。④26.3±6.25 kg/m2。

⑤10.4±1.7%。⑥有35%、無65%。

⑦有50%、無50%。⑧有35%、無65%。

⑨有50%、無50%。⑩有65%、無35%。

⑪有65%、無35%。⑫有60%、無40%。

⑬有45%、無55%。⑭有30%、無70%。

⑮春40%、夏35%、秋15%、冬10%。

⑯市内30%、市外70%。⑰有90%、無10%。

考察
本検証より、入退院を繰り返す糖尿病患者は高齢者が

多く、糖尿病以外の合併症を有している割合が多い

結果となった。中でも、認知症やうつなどの精神疾患

の合併が自己管理を阻害している要因として挙げられ

た。

このことから、患者自身での管理は難しいことが予測

される。

以上より、患者本人および家族を含めた生活指導が重

要であり、個人も含めた家族背景の評価が必要と考え

る。

また、社会的背景については、市外地への在住者が多

く、介護保険の保有率や介護サービスの活用率が低い

結果となった。会津地域の場合、市外地は公共交通機

関が少なく、冬期間の積雪量が多い特徴がある。

また、介護保険者に対する介護施設・医療機関の割合

が少ないことから、必要時に介護サービスを利用でき

ない場合がある。

そのため、入院早期から介護保険の利用を促すこと

や、居住地周辺の特性を理解し、予防的観点も含めた

介護サービスの利用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、竹田綜合病院リハビリテーション部倫理審

査委員会の承認を得て実施した。

キーワード：糖尿病・背景因子・再発予防
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-10

入退院を繰り返す糖尿病患者の特徴

長谷部 祥平・竹山 大輔
一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院



1922019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

第 37 回東北理学療法学術大会 

目的
歩行分析計を使用して当院で外来心臓リハビリテー

ションを行った心不全患者と健常高齢者の快適歩行を

評価し、心不全患者の歩行の特徴について検討する。

また、心不全患者の快適歩行速度に関連する因子を検

討する。

方法
当院で外来心臓リハビリテーションを行った心不全患

者17例を対象とした。全例男性、平均年齢は68歳で

あった。NYHA分類はⅠが13例、Ⅱが4例、疾患内訳

は虚血性心疾患7例、高血圧性心疾患、心筋症、不整

脈がそれぞれ3例、弁膜症が1例であった。また、市内

の公民館で健康増進を目的としたサークルに参加して

いる健常高齢男性13例を比較対象群とした。平均年齢

が72歳、問診により健康状態が良好であることを確認

した。歩行分析計は、モーションレコーダー「ゲイト

君®MG-M1110-HW」および解析ソフトウェア「ゲイ

トビュー®MG-M1110-SV」を使用した。両群に対して

快適速度での10m歩行試験を行い、歩行速度、歩幅、

歩行率、ステップ時間、ステップ時間の変動係数を計

測し、それぞれ対応のないt検定を用いて比較した。ま

た、心不全患者群の快適歩行速度に関連する因子を、

相関分析および重回帰分析を用いて検討した。

結果
心不全患者群の歩行速度は1.17±0.18m/secで、健常

高齢者群の1.55±0.23m/secに対して有意に低下して

いた。歩幅/身長と歩行率のいずれも、心不全患者群

（0.37±0.05cm/cm、113±4steps/min）が健常高齢

者群（0.44±0.05cm/cm、129±7steps/min）に対し

て有意に低下していた。ステップ時間には有意差が認

められたが、ステップ時間の変動係数は、心不全患者

群が3.72±2.05、健常高齢者群が3.04±1.12で有意差

は認められなかった。心不全患者群において、快適歩

行速度と有意な相関が認められたのは、歩幅/身長、6

分間歩行距離、ステップ時間の変動係数、年齢、大腿

四頭筋筋力/体重、歩行率、ステップ時間、握力であっ

た。また、快適歩行速度を従属変数としたステップワ

イズ重回帰分析では、歩幅/身長と歩行率がそれぞれ検

出された。

考察
心不全患者の快適歩行速度は健常高齢者に対して有意

に低下しており、とくに歩幅の減少が影響している可

能性がある。快適歩行速度の低下は、再入院のリスク

となり生命予後にも関与するため、今後、歩幅の増大

とそれに伴う歩行速度の改善に取り組む必要があると

考える。

説明と同意、および倫理
本研究は、市立秋田総合病院倫理委員会の承認を得て

実施したものではない。

当院で心臓リハビリテーションを継続している患者に

対しては、リハビリの効果判定のため定期的な理学療

法評価を行っており、評価内容は、握力や大腿四頭筋

筋力、6分間歩行距離などがある。今回の研究で用いた

歩行分析計を使用した10m歩行テストも、当院で標準

的に行っている検査の一つである。患者へは、効果判

定の目的で行っていることや患者個人が特定されない

ような配慮を行い研究報告をさせていただくことがあ

ることを口頭で説明し、同意を得ている。

キーワード：心不全・歩行分析計・快適歩行速度
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-11

歩行分析計で評価した心不全患者の歩行の特徴について
清川 憲孝 1)・渡邊 暢 1)・佐藤 清佳 1)・川越 厚良 1)・岩倉 正浩 1)・高橋 仁美 1)

藤原 敏弥 2)・藤原 美貴子 2)・柴原 徹 2)・中川 正康 2)

1)市立秋田総合病院リハビリテーション科
2)市立秋田総合病院循環器内科
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報告の焦点
近年の高齢化に伴い、心臓血管外科手術を受けるケー

スが増加している。術後経過を左右する因子は多く

報告があり、術前からの低栄養は術後合併症の発症を

引き起こしやすいと言われている。今回、低体重の虚

血性心疾患患者を担当し、冠動脈バイパス術の術前、

術後の心臓リハビリテーション（心リハ）を提供する

機会を得た。術前の運動療法に加え、栄養強化を実施

し、術後は積極的な離床、ADL能力の改善が図れ、自

宅退院することができたため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70歳代、女性。診断名：うっ血性心不全。既往歴：サ

ルコイドーシス、シェーグレン症候群、甲状腺機能低

下症、糖尿病。現病歴：心不全疑いにて当院受診し即

日入院加療。心不全の原因検索目的にて心臓カテーテ

ル検査を実施した結果、3枝病変の所見あり。入院期

間中に冠動脈バイパス術を施行。生活歴：夫、息子の

3人暮らし。要介護1（掃除のヘルパーのみ利用）。外

出頻度は少ない。X－7日評価：身長142.5cm、体重

27.8kg、BMI 13.7。GNRI 75.07。FIM:102点（病棟ト

イレ移動自立、連続歩行30m程度可能）、握力（右/

左）：10kg/8kg、下腿周径（右/左）：24cm/23.5cm

介入方法と経過
 冠動脈バイパス術に向け、身体機能向上を図るととも

に、GNRI重度リスクにより低栄養状態であるため栄養

強化が必要であった。【X－7日】術前栄養強化目的に

補助食品を追加。術前心リハとして下肢レジスタンス

トレーニング、有酸素運動を実施。また、術後心リハ

の進行過程について患者指導を行った。【X－1日】術

前体重28.6kg（＋0.8kg）、BMI:14.1。【X日】冠動脈

バイパス術施行。【X＋1日】術後心リハ処方となり関

節可動域運動、呼吸介助練習から開始。レントゲン所

見より肺気胸が認められ、胸腔ドレーン挿入。【X＋2

日】嚥下障害ごく軽度のため飲水、食事、内服再開。

摂取エネルギー量540kcal。【X＋3日】介助下にて端

坐位保持可能。【X＋4日】一般病棟へ転出し、翌日

より歩行練習開始。摂取エネルギー量1360kcal。【X

＋11日】ポータブルトイレ排泄自立。【X＋14日】病

棟トイレ移動（往復20m程度）を看護師見守りにて開

始し、徐々に日中の病棟トイレ移動を自立とした。摂

取エネルギー量1265kcal。自室から心リハ室までT字

杖歩行練習（往復50m程度）、低負荷での下肢レジス

タンストレーニング、バランス練習を開始。【X＋20

日】冠動脈バイパス部分の血流問題なし。術前と同程

度のADLの獲得が確認されたため自宅退院となる。 

帰結評価
FIM108点、握力（右/左）：10kg/8kg、下腿周径（右

/左）：23.5cm/23.5cm、体重：27.4kg、BMI:13.5

考察
本症例は多くの既往歴を有し、活動性が低く、入院前

より低栄養状態であったと思われる。また、入院時に

は心不全による心臓悪液質が原因で代謝が亢進し、低

栄養状態の助長が危惧される状況であった。低栄養状

態は術後の合併症を引き起こす一要因であるため術前

からの栄養強化を図った。また、栄養強化と共に心リ

ハを実施することで、手術待機中の活動性を向上し、

廃用症候群の進行予防に努めた。今回補助食品として

はMCTオイルを使用した。MCTオイルの摂取は血糖

への影響を抑えつつエネルギー補充が可能であるとさ

れ、糖尿病を有している本症例でも有効な栄養補助で

あったと思われる。また術後は静脈栄養を併用しなが

ら、早期に経口摂取を開始し、提供エネルギー量を確

保しながら積極的な離床活動を促進することができ

た。その結果、病棟ADL能力や、活動性を向上し、自

宅退院につなげることができたと考える。

説明と同意、および倫理
本症例の発表に際し、症例には報告の趣旨を説明し、

同意を得た。

キーワード：低栄養・心臓リハビリテーション・冠動脈バイパス術
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-12

術前からの栄養管理と運動療法を実践しADL改善がみられた
冠動脈バイパス術後の1症例

鈴木 大輔・折内 英則・佐藤 聡見
一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院
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報告の焦点
Fontaine分類Ⅱ度までの閉塞性動脈硬化症（以下

ASO）は監視下運動療法がエビデンスレベルAであり、

側副血行路の増加や骨格筋の順応性改善等を目的とし

た、歩行中心の運動療法が推奨されている。糖尿病も

同様に運動療法が推奨されている。臨床上、ASOは間

欠性跛行により運動療法継続困難な症例が多いが、微

小循環改善を目的とした炭酸浴の効果が報告されてい

る。しかし設備が必要であり、実施している医療機関

は少ない。

閉塞性動脈硬化症に対して、温熱療法としてのホット

パックは禁忌という著書が多いが、近年ホットパック

を推奨する著書が散見されている。しかし実施したと

する報告は皆無である。今回、温熱療法のホットパッ

クを代用し、間欠性跛行改善に効果がみられたので報

告する。

対象者紹介・理学療法評価
58歳男性（身体組成：身長176.0㎝、体重67.5kg）、

独 居 で A D L は 独 歩 で 自 立 し て い た 。 既 往 歴 に 糖

尿病（他院加療中）、脳梗塞（右基底核）、ASO

（Fontaine分類Ⅱ度、右外腸骨動脈と左大腿動脈狭

窄）があり50m程度の連続歩行で間欠性跛行が出現し

ていた。

1病日目に呼吸苦を自覚し入眠困難となり、2病日目に

他院受診。心筋梗塞疑いとなり当院搬入され、左冠動

脈前下行枝の＃7が99%狭窄の心筋梗塞と診断される。

胸水の貯留はなくNPPVを実施し、呼吸苦は早期に改

善した。心電図ではV1～3誘導にかけてQSパタ－ン、

血液検査ではCPK400程度であり、経皮的冠動脈再建

術ではなく、冠動脈バイパス術（以下CABG）方針とな

る。しかし空腹時血糖205mg/dL、HbA1cが9.8%であ

り、運動療法と投薬にて血糖値が低下するまで手術待

機となる。4病日目、リハビリテーションにて運動療法

の指示があり、同日に運動負荷心電図を実施。心電図

変化はないものの、50m連続独歩で間欠性跛行が出現

した。疼痛は左下腿でNRS8であった。病室内ADLは自

立していた。Br ‒stage（上肢－手指－下肢）は左Ⅵ－

Ⅵ－Ⅴ、感覚障害は認められなかった。

介入方法と経過
5病日目に歩行中心の運動訓練を開始するが、50mで

左下腿痛を生じ、継続困難となる。当院は炭酸浴設備

が無いため、主治医と相談し、6病日目に10層のタオ

ルによるホットパックを20分、運動療法前に実施し

た。その後、連続歩行が100m可能となり、左下腿痛

もNRS5まで軽減する。実施後、皮膚等の異常が認め

られないことを主治医とともに確認した。以後も運動

療法前にホットパックを実施し、運動負荷を増やす際

には運動負荷心電図にて変化がないこと確認した。7

病日目に1日2回の運動療法が可能となる。15病日目に

150mの連続歩行が可能となり、25病日目に30W、15

分の自転車エルゴメ－タ、30病日目にレジスタンスト

レ－ニングも追加した。また、CABG後の咳嗽方法等の

術前指導も実施した。

帰結評価
80病日目に6分間歩行試験にて250m可能となり、空腹

時血糖110 mg/dL、HbA1cが6.9%へ改善し、CABG実

施が決定、手術まで一時退院となる。

考察
本症例はCABG実施にあたり、血糖値のコントロール

が不良であり、運動療法が必須であったが、ASOによ

る間欠性跛行、左下腿痛が制限因子となった症例であ

る。ホットパックにて間欠性跛行、左下腿痛が軽減し

運動療法が進展した。ホットパックは重度の潰瘍や神

経障害が無く、皮膚症状等を確認しながら実施するこ

とで、間欠性跛行の軽減目的として、運動療法前の補

助療法になりえる可能性が考えられる。

説明と同意、および倫理
本報告はヘルシンキ宣言に従って、対象者に発表趣旨

を説明し、同意を得て報告している。

キーワード：閉塞性動脈硬化症・温熱療法・運動療法
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-13

閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行にホットパックが有効であった
冠動脈バイパス術前の症例

石岡 新治・阿部 祐紀・古川 千尋・天内 俊輔・小山 幸造・對馬 健洋
對馬 圭

津軽保健生活協同組合　健生病院
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報告の焦点
筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）は、上位下位運動

ニューロンが共に変性し、徐々に全身の筋萎縮が進行

する神経難病である。そのため、症状の進行に応じた

対応や過負荷を回避しつつ、適切に運動負荷を設定す

る等、理学療法介入の機会を逃さないようにする必要

がある。当院は、ポータブル型人工呼吸器（以下人工

呼吸器）使用患者が離床する際、看護師共同にて介入

している。しかし、リハビリテーション（以下リハ）

科職員と看護師の業務の調整が難しく多職種同時介入

による離床を頻回に実施する事は困難な状態であっ

た。そのため、人工呼吸器離床マニュアルを作成しリ

ハ科職員のみで離床する取り組みを行ったので報告す

る。

対象者紹介・理学療法評価
60歳代男性。2016年にALSと診断される。2018年7

月症状悪化に伴い気管切開術施行し人工呼吸器を装着

した。その後全身状態安定し人工呼吸器管理および療

養目的にて8月当院入院となる。前病院では1回/w歩行

練習を行っており本人希望「歩く練習を続けたい」、

家族希望「体の状態を維持してほしい」であった。

FIM25点であり、離床機会は入浴（1回/w・20分程

度）と8m程度の病室内歩行器歩行練習（1回/w・5分

程度）以外は臥床傾向であった。不満げな表情が多い

が理学療法は積極的に行う。上下肢MMT3。呼吸器状

態は人工呼吸器（トリロジー）S/TモードでRR20回程

度であり、TV300ml(安静時)～1000ml(深呼吸)であっ

た。

介入方法と経過
入院時、離床は看護師1名と理学療法士1名で行い人

工呼吸器の操作は看護師が行っていた。しかし、離床

機会の拡大と歩行練習頻度を増加させる事が必要と考

えリハ科職員のみで介入できるように検討し、医師、

看護師、理学療法士、医療安全委員会共同で人工呼吸

器離床マニュアルを作成した。内容は①事前に、病院

の医療機器安全管理責任者から人工呼吸器の使用方法

やリスク管理等について指導を受け、十分な知識を習

得・理解した上で実施する。②離床日は、症例の体調

を看護師と確認の上、離床時間を調整し、リハ科職員

複数人で介入する。③介入前に人工呼吸器・加湿器等

機器の作動確認を行い、気管チューブの固定や気管吸

引等の準備を行った上で離床させる。④離床終了後、

介入内容やバイタルサインの変化等を看護師へ報告す

る。⑤緊急時の対応は医療事故防止対策マニュアルに

準じ対応する。以上の内容を医師、看護師に周知しリ

ハ科職員複数人のみで離床を実施した。

帰結評価
7か月経過しFIM25点であり低下はなかった。理学療法

による離床機会は3回/w・40分程度・歩行距離は30m

程度を実施している。この間、離床時の有害事象は発

生していない。また、病棟においても入浴のみの離床

からスタッフとのコミュニケーションや散髪時等60

分程度増加した。会話に笑顔有り理学療法に協力的で

あった。上下肢MMT、呼吸器状態は変わりなく身体機

能を維持することができた。

考察
Pintoらは、ALSに対するNPPV使用下での15分程度の

トレットミル歩行がFIMと呼吸器機能低下率を抑制し

たと報告している。そのため、マンパワー不足下にお

いても、十分な離床機会と歩行時間を確保すること

が、本症例のQOLに良い影響を及ぼす可能性が高いと

考えた。そこで、本症例に対し運動療法を実施するた

め人工呼吸器マニュアルを作成したことにより離床機

会が拡大し身体機能維持を図ることができた。また、

マニュアル導入により本人家族希望にも沿うことがで

きQOL維持・向上に繋げる事ができた。

説明と同意、および倫理
症例報告を行うにあたりヘルシンキ宣言・厚生労働省

指針に基づき、学会症例報告以外では個人情報を使

用しないことなどを十分に説明し、書面にて同意を得

た。

キーワード：筋萎縮性側索硬化症・QOL・人工呼吸器
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-14

人工呼吸器管理の筋萎縮性側索硬化症例に対する離床時間拡大
ポータブル人工呼吸器離床マニュアルを作成して

田中 伸弥 1)・伊橋 光二 2)・佐藤 竜太 3)・土屋 繁之 1)・松本 昭憲 1)

1)医療法人　慈繁会　土屋病院
2)福島県立医科大学新医療系学部設置準備室

3)医療法人　慈繁会　トータルヘルスクリニック
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報告の焦点
　周術期リハビリテーションとは、肺炎や無気肺等の

呼吸器合併症を予防し、後遺症を最小限に抑え、ス

ムーズな術後の回復を図ることを目的として行われて

いる。なかでも早期離床は、合併症予防やADL能力改

善の効果があると数多く報告されている。早期の定義

は一定でないが、「手術や発症、急性増悪から48時間

以内や2日～5日以内の身体活動」（日本集中治療医学

会、2017）といわれている。しかし、臨床場面では患

者の状態や現場体制等の様々な事情により、早期離床

を行えないこともある。

　今回、右臀部膿皮症に対して全身麻酔下で外科的治

療を行い、術後に左下葉無気肺を生じた症例を担当し

た。症例は鎮静管理が必要であり術後5日以内の早期離

床ではなかったが、退院まで歩行練習を高密度に継続

的に提供した結果、無気肺の悪化予防・改善に貢献し

病前ADL能力を獲得することができた。症例の介入経

過と考察を交え報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　20歳代男性。5p欠失症候群による精神発達遅滞が

あり、病前ADLは匍匐移動や車椅子レベルで要介助で

あった。臀部膿皮症に対し全身麻酔下で皮下腫瘍摘出

術施行（以下：X日）し、X＋6日抜管後に肺炎、術後

無気肺と診断された。

　X+6日に初回評価を実施。意識レベルはJCSⅡ桁。レ

ントゲン所見にて左下葉に無気肺所見あり。呼吸状態

は酸素マスク8L投与下にて呼吸数は22回/分、SpO2は

97%。特徴的な呼吸パターンとして、呼吸補助筋（胸

鎖乳突筋、斜角筋、腹筋群等）の動員や、シーソー呼

吸がみられた。聴診では咽頭から肺野全体に断続性ラ

音、左下葉の呼吸音減弱あり。痰の性状は膿性痰で、

量は多量であった。FIMは18点。

介入方法と経過
　X日より、ICUにて創部安静目的に人工呼吸器使用し

鎮静管理。X+6日抜管後、肺炎、術後無気肺の診断。

呼吸理学療法開始し、シムス位や腹臥位で体位排痰、

排痰手技実施。適宜気道内吸引を実施。薬物療法で抗

生剤治療開始。X+8日より理学療法士3名、看護師2名

で換気改善や全身運動を目的に歩行練習開始。X+12

日に一般病棟転棟以降も2人以上の介助で歩行練習継

続。X+22日より匍匐移動獲得を目的にADL練習開始。

X+23日抗生剤治療終了。X+27日自宅退院。歩行練習

の頻度は週に5～6日、1日2回、1回200～250m、休日

含む1日あたりの平均提供単位は3.23であった。

帰結評価
　X+26日に評価を実施。意識レベルはJCSⅠ桁。レン

トゲン所見にて無気肺所見は消失した。呼吸状態は室

内気にて呼吸数は18回/分、SpO2は97%。特徴的な呼

吸パターンは消失した。聴診では断続性ラ音消失し、

左下葉呼吸音改善。吸引は必要なくなった。FIM：25

点。

考察
　早期離床は、合併症の予防・改善やADL再獲得に

おいて重要である。また、ICU退室以降の離床継続

の有用性についても報告されている(Pandullo SM、

2015)。本症例は離床開始がX＋8日と早期でなかっ

たが、退院まで歩行練習を継続して提供できた。提供

量の観点では、他疾患でのリハビリテーションにおい

て、1日の平均提供単位数が3～4単位以上を高単位群

と分類している報告がある。報告を踏まえると、本症

例への介入は急性期・呼吸器疾患患者に対する提供量

としては高密度な介入であり、提供量も無気肺改善や

ADL再獲得を促した要因となったと考える。症例を通

して、術後離床は開始時期だけでなく、退院までの継

続や密度も大切であると再認識できた。

説明と同意、および倫理
御家族へ口頭と書面にて説明し、同意を得た。当院倫

理審査委員会の承認を得ている。

キーワード：術後離床・無気肺・高密度介入
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-15

術後離床の遅延により無気肺を呈した症例への高密度な介入

大橋 佑資・物江 俊
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院
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報告の焦点
間質性肺炎(IP)は原因が明らかなIPと原因不明なIPの

特発性間質性肺炎(IIPs)に分けられる。さらにIIPsは特

発性肺線維症(IPF)を含む9つに分類され、時期も急性

増悪期から安定期、重症度もIからⅣと様々である。理

学療法分野においてもIP患者は対象であり、2020年

に改定される呼吸障害理学療法ガイドラインでも、間

質性肺疾患への運動療法等の項目が追加される。一方

でIP患者への運動療法は、様々な種類と時期と重症度

があるため、どの患者に対して有効であるのか明確で

はないことから、呼吸リハビリテーションマニュアル-

運動療法-での推奨レベルも「適応が考慮される～適応

である」と、有用性を示すエビデンスは乏しい現状に

ある。これらのことからIP患者への運動療法の有効性

を明確にするためにも、分類、時期、重症度を明らか

にした上で更なる臨床データの蓄積が必要である。今

回、急性増悪期、重症度Ⅳ、分類IPFのIP患者へ薬物療

法と同時に運動療法を実施した結果、急性増悪期を脱

し自宅退院することができた。症例の経過を考察を交

えて報告する。

対象者紹介・理学療法評価
70歳代前半。男性。IP、分類IPF。入院前は安静時

2L、労作 時4Lの酸素使用。ADL自立。プレドニン錠

5mgを1日2錠内服。2病日に評価。KL-6：1248U/

ml。CRP：15.28mg/dl。 WBC：18800個/μl。重

症度：Ⅳ。mMRC：4。安静時：酸素 2L使用。呼吸

数24回、SpO294％、呼吸困難感は修正Borgスケー
ル(Borg)1、呼吸補助筋収縮あり。6分間歩行テスト

(6MWT)：酸素4L使用、距離90m、SpO₂89％、呼吸困

難感はBorg5、呼吸補助筋収縮あり。MMT：5。FIM：

105点。

介入方法と経過
1病日から抗生剤とソル・メルコート500を1日1瓶点

滴投与、プレドニン錠5mgを1日2錠内服。2病日から

運動療法開始。4病日にソル・メルコート125を1日1

瓶に減量。7病日にソル・メルコート40を1日2瓶に減

量、オフェブカプセル100mgを1日4錠内服開始。15

病日にソル・メルコート40を1日1瓶に減量。21病日

に点滴終了。25病日に自宅退院。運動は主に歩行と下

肢筋力増強練習(バックブリッジ、スクワット、カーフ

レイズ)を実施。また休憩中にコンディショニング(ス

トレッチ、呼吸法指導)実施。歩行の頻度は1日2回、週

5～6日。距離は1日合計300～600m、SpO₂が90％未

満で適宜休憩。下肢筋力増強練習の頻度は1日30回を2

セット、週5～6日。強度は自覚的許容強度。

帰結評価
24病日に評価。KL-6：961U/ml。CRP：0.34mg/dl。

WBC： 11800個/μl。mMRC：2。安静時：酸素2L使

用。呼吸数24回、SpO296％、呼吸困難感はBorg0、
呼吸補助筋収縮なし。6MWT：酸素4L使用、距離

165m、SpO₂89％、呼吸困難感はBorg1、呼吸補助筋

収縮あり。MMT：5。FIM：120点。

考察
症例は呼吸困難感と運動耐容能の改善が認められた。

運動は呼吸機能と末梢組織に影響を与え、呼吸困難感

や運動耐用能を改善させる効果がある。しかしこれら

は数ヶ月間に及ぶ長期的な継続効果であるため、約3週

間ほどの介入であった症例の呼吸困難感と運動耐用能

の改善は、薬物療法により病態の鎮静が図れたためと

考えられる。また呼吸器患者は労作時の呼吸困難感か

ら安静を好み、廃用症候群を呈し二次的に呼吸機能や

運動耐用能が低下する。運動は廃用症候群を予防する

効果があるため、症例においても運動療法により廃用

症候群を予防することができたと考えられる。これら

のことから急性増悪期、重症度Ⅳ、分類IPFのIP患者へ

薬物療法と同時に運動療法を行うことは、廃用症候群

による二次的障害を予防する可能性があると感じた。

説明と同意、および倫理
同意を得た。当院倫理審査委員会の承認も得ている。

キーワード：間質性肺炎・特発性肺線維症・運動療法
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-16

急性増悪期、重症度Ⅳ、分類特発性肺線維症の間質性肺炎患者に対する
薬物療法と運動療法

物江 俊・大橋 佑資
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院
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報告の焦点
COPD増悪は患者のQOLや呼吸機能を低下させると報告

されている。今回COPD増悪にてNasal high flow(NHF)

を使用し、労作時の著明なSpO2低下にてADL拡大に難
渋したが、在宅復帰に至った症例を担当したため、そ

の経過を報告する。

対象者紹介・理学療法評価
対象：80歳代男性。発熱、安静時呼吸困難にて当院入

院した。入院時CRP 10.23 mg/dL、血液ガス分析にて

PaO2 56.8 mmHg、PaCO2 37.5 mmHg、pH 7.458(7L/
分酸素マスク使用)。第2病日、酸素化の悪化にて酸素

マスクからNHFに変更された(FiO2 90％、30L/分)。
喫煙歴あり30本×50年(20歳-70歳)。入院前ADLは

自立していたが、発症2年前に当院にてHOTを導入さ

れていた（安静時3L/分オキシマイザーペンダントカ

ニューレ(OPC)、労作時5L/分OPC）。

理学療法評価：第8病日より理学療法介入開始。NHF

使用(FiO2 80％、30L/分)、SpO2 91％、呼吸数24回/
分、聴診では両側下肺野の呼吸音は消失、水疱音が聴

取されていた。呼吸様式は胸式優位で呼吸補助筋によ

る代償がみられていた。体動に伴うSpO2低下のため
食事と吸入時以外はベッド臥床となっており、ADLは

NRADLにて12点であった。レントゲン画像上両側下葉

に透過性の低下、CT画像上肺野全体に気腫性変化、ま

た両側下肺野に無気肺が生じていた。

介入方法と経過
COPDガイドラインに準じ、全身のコンディショニン

グ、筋力強化練習、ADL練習を実施した。労作時に息

こらえがみられSpO2 85％に低下するも自覚症状はな
く、呼吸苦は修正Borgスケール1であった。リハビリ

中はモニタリングを実施しながら、SpO2低下時には呼
吸介助を実施し回復を促すとともに、呼吸方法や動作

速度の指導を行った。

第25病日にはFiO2 53％となり、NHFのホースが届く
ベッド周囲5mでの歩行練習や、自転車エルゴメーター

練習を実施していたが、SpO2低下が生じやすくADL拡

大には至っていなかった。第42病日、NHF(FiO2 40％)

から酸素7L/分にて OPCへ変更するが、SpO2が著明に
低下したためNHF使用を継続となった。第55病日、

作業療法介入開始となりADL練習を作業療法士指導の

下に実施した。理学療法では動作時の呼吸方法の再習

得、運動耐容能の向上を目標に介入した。作業療法で

指導したADLを理学療法での呼吸練習に取り入れ、日

常生活に即した呼吸指導を実施するように留意した。

第56病日、NHFよりOPC(安静時3L/分、労作時5L/分)

へ変更し安静時SpO2 95％であった。第74病日、ADL

の拡大とともにSpO2低下が生じやすかったため、安静
時5L/分、労作時7L/分に流量を変更した。日中の生活

範囲を自室とトイレ周囲の約50mに制限し、活動時は

休憩を適宜とるように指導した。第88病日、入浴練習

を実施したが、SpO2が80％に低下したため洗体のみを
全介助下に実施した。

帰結評価
安静時5L/分OPC、労作時7L/分OPCにてSpO2 88％以
上を維持し、ADLはNRADLにて28点に改善した。連続

歩行距離は100m、自身のパルスオキシメーターを使

用しながらSpO2値の自己管理ができるようになった。
入浴介助のための訪問看護と訪問リハビリを導入して

第108病日に自宅へ退院した。

考察
COPD増悪後は呼吸機能が低下すると報告されてお

り、本症例も労作時の著明なSpO2低下が生じADL拡

大に難渋していた。長期のNHF使用中においても早期

から症状に合わせた運動療法を実施し、理学療法・作

業療法それぞれにおいて呼吸・動作方法の習得を中心

とした患者教育を行ったことで、動作のセルフコント

ロールを習得し、自宅退院可能になったと考えられ

る。

説明と同意、および倫理
当院の倫理規定に従い、対象者に個人情報の利用につ

いての説明を行い同意を得た。

キーワード：Naisal High Flow・COPD増悪・呼吸リハビリテーション
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-17

Nasal high flow使用下よりリハビリテーションを実施し、
在宅復帰をしたCOPD増悪の一症例

柳生 美幸・杉野 圭史・安齋 明子・佐々木 貴義・坪井 永保
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
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報告の焦点
　胃切除後には消化管機能の協調不全や腸管での吸収

不全等様々な合併症が知られているが、輸入脚症候群

もそのうちの一つである。また、パーキンソン病（以

下PD）患者の外科的治療の際には、PDとしての消化管

運動機能障害のみならず投薬調整等の難しさから術後

管理に難渋することが多いと報告されている。

　今回、開腹胃全摘出術後に輸入脚症候群を生じ、PD

症状の悪化により誤嚥性肺炎を発症した症例を経験し

たため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
　進行胃癌（T4aN0M0 stageⅡb）を呈し開腹胃全摘

出術を施行された70歳代女性。既往にPDを持ちYahr

分類Ⅳで術前より軽度嚥下障害をきたしている。入院

前はADL自立～全介助と身体機能には日内変動あり。

10m歩行は点滴台を把持し17.56秒、小刻み歩行は認

めるがすくみ足等は見られなかった。体重32.6kg、

BMI17.2kg/m2、四肢骨格筋量（以下SMI）5.02kg/

m2、握力は10.1/10.2kgであった。二次障害予防、早
期の自宅退院を目標に挙げた。

介入方法と経過
術前より身体機能維持、術前指導目的に理学療法介入

開始となる。3病日より歩行練習開始となるが、同日よ

り抗PD薬内服再開となり、その後PD症状の増悪を認め

る。6病日より食事再開となるが、8病日に誤嚥性肺炎

を発症し、酸素療法開始後も低酸素血症改善せず人工

呼吸器管理となりP/Fratio240でICU入室となる。その

際のCTにて輸入脚症候群を認めており、内服した薬剤

が腸内に残存していたため点滴療法開始となる。9病

日よりPD症状の改善が得られたため挿管下での端座位

練習開始。13病日に呼吸状態、PD症状改善し抜管とな

り一般病棟転出となる。この時期までは、投薬調整な

どの影響もありベッド上での介入が主となり二次障害

の発症リスクが非常に高い状態であったため、担当看

護師とともに、ポジショニングの徹底や投薬時間を調

整しながらリハビリ介入を行った。13病日以降は日中

の離床時間の延長を目指し車椅子乗車練習開始。21病

日に輸入脚症候群は自然寛解したため内服が再開とな

り、28病日より食事再開となる。25病日より歩行練習

を再開し、病棟での活動性向上も目指すため、看護師

協力の下ポータブルトイレでの排泄練習開始となる。

45病日にはポータブルトイレ自立となり、歩行もシル

バーカー使用し見守りにて歩行可能となる。52病日に

リハビリ目的に転院の運びとなる。

帰結評価
転院時には、日中のポータブルトイレ自立、シルバー

カー歩行見守りまで至った。10m歩行23.34秒。体重

29.8kg、BMI15.2kg/m2、SMI4.49kg/m2と減少を認
め、握力は6.8/7.6kgと低下を認めた。その他初見は術

前差異なし。

考察
　今回術後PD症状の増悪をきたし誤嚥性肺炎を発症し

たことで入院期間の延長をきたしてしまった。その要

因として輸入脚症候群による影響が挙げられるが、術

前からのリスク管理の層別化ができておらず、他職種

間での情報共有が不足していたことが考えられる。誤

嚥性肺炎発症後臥床期間の延長を認めたが、他職種間

でのリスク管理の確認や投薬時間の見直しなどを意見

交換し積極的に離床を促すことで、更なる二次障害を

予防しながら術前同等のADLを再獲得することができ

た。

　近年、超高齢化社会に突入しており重複した障害を

持つ症例が急増している中で、本症例においても同

様に重複した障害を持ち予期せぬ経過を辿った症例で

あった。今後このような症例を担当していく中で予期

せぬ二次障害を生じるリスクが高いため、術前術後に

おいて情報交換を密に行うことが早期の対応に繋がる

のではないかと考えられる。　

説明と同意、および倫理
発表に際して本症例には目的と意義を十分に説明し書

面にて同意を得ている。

キーワード：胃切除術・パーキンソン病・二次障害
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-18

胃切除術後に輸入脚症候群を生じたパーキンソン病患者に対する
理学療法の経験

高橋 裕馬・武田 彩・高野 稔
総合南東北病院
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目的
がん周術期患者に対しリハビリテーションを実施し、

患者の望む復職や入院前の生活・治療の継続といった

Hopeの達成に向けて身体機能・活動量を維持改善して

いくことは我々の重要な役割である。しかし、現在の

保険医療制度ではがんリハビリテーションは入院中の

みの保険適応であるため、胃切除後の身体機能および

活動量における研究報告は少なく不明な点が多い。そ

こで本研究は術前後の骨格筋指標(以下SMI)の変化を明

らかにしSMI変化に影響する関連因子を探索すること

を目的とした。SMIに影響する関連因子を明らかにす

ることで、今後の周術期リハビリテーションの退院時

指導や退院後の運動量の指標になる可能性があり、臨

床的に意義があるといえる。

方法
対象は2017年7月～2019年3月の間に当院で胃癌に

対する手術を予定され、本研究に同意が得られた173

名のうち、術前後の評価が可能であった37名(男性17

名、女性10名、平均年齢69.6±9.8歳)とした。

評価は術前と術後3ヶ月時点で実施し、評価項目は、

基本情報（年齢・性別・cStage・術式）、血液データ

（Alb・プレAlb・CRP）、SMI、活動量（装着日数・装

着時間・総kcal・総Ex・歩数）とした。方法は術前と

術後3か月のSMI変化から維持群(減少率5%未満)と減少

群(減少率5%以上)の2群に分け、術後3ヶ月の評価項目

における関連因子を探索した。SMIは二重エネルギー

エックス線吸収測定法を用いて計測し、活動量はオム

ロン活動量計（HJA-350 IT）を用い、対象者に10日

～2週間の装着を依頼し、1日10時間以上と装着日数3

日以上を採用基準とした。統計解析にはR2.8.1を使用

し、2群間の比較に、正規分布データはルビーン検定

の後2標本のt検定またはWelchの2標本t検定を、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検定を用い解析した。統計学的

有意水準を5%未満とした。本研究は開示すべきCOIは

ない。

結果
SMI維持群27名、SMI減少群10名に分け群間比較

を行った。その結果、cStage (Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ:Ⅳ)（維持群

20:5:0:2、減少群5:1:3:1）、術式(腹腔鏡下：開腹)

（維持群23:4、減少群4:6）、歩数（維持群5272.3±

3098.9、減少群3425.4±1176.5）の項目において統

計学的有意差（p＜0.05）を認めた。

考察
今回の結果から、当院の周術期の患者においては、

cStage・術式・歩数に有意差を認めた。cStageが低い

患者は侵襲の少ない腹腔鏡下での術式が選択されるこ

とが多く、退院後も早期に活動ができることがSMIの

維持に繋がったと考えられる。また、井上らは胃切除

における術後のPhysical Activity（歩数、活動時間、消

費エネルギー）を手術侵襲別に検討し、腹腔鏡下での

低侵襲な術式が、術後の活動性を回復させることに良

好な結果をもたらすことを報告している。加えて、本

研究では歩数において有意を認めたことから、一日の

活動量が多いことがSMIの維持に繋がるとともに退院

後の活動の重要性が挙げられる。一方で、元々運動習

慣がなく身体活動量も少ない患者には、プログラム立

案等の具体的支援が必要とされる。術前指導において

も一般的な指導に加え、退院後を見据えた個別性を活

かした指導や術後の活動支援が出来れば、活動量の向

上を得られると考える。今後の課題として、サンプル

数を増やしての再調査や、身体能力評価及び就労の関

連性などを踏まえ調査を継続することが挙げられる。

説明と同意、および倫理
個人が特定されるデータは全て暗号化し配慮した。当

院の倫理委員会学術倫理検討会の審査を受けた（承認

番号242）

キーワード：胃がん・骨格筋指標・活動量計
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-19

胃切除患者における術前と術後3カ月の骨格筋指標の変化と
その関連因子の検討

松澤 宏樹 1)・高野 稔 1)・細山 裕貴 1)・早尾 啓志 1)・小林 拓史 2)・堀 創史 2)

本多 通孝 2)

1)（一財）総合南東北病院　リハビリテーション科
2)福島県立医科大学　低侵襲腫瘍制御学講座
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目的
現代ではがんと共存する時代となっており、がんサバ

イバーは年々増加している。がんサバイバーが退院後

も自立した生活を送るために、入院化学療法中に身体

機能・QOLを維持していくことは重要である。当院で

は造血器腫瘍患者に対して、初回化学療法開始前(以

下、開始前)から運動介入を実施し、身体機能、QOLの

維持、向上に努めている。一方、外来でのがんリハビ

リテーションは認められておらず、退院後のフォロー

アップは実施されていないのが現状である。そのた

め、がんサバイバーの身体機能、QOLは明らかにされ

ていない。医療者が患者の身体機能、QOLを評価し、

介入することはがんサバイバーがよりよく自立して暮

らしていく上で重要な手助けとなる。今回、当院で入

院化学療法を完遂し、外来で経過観察中の悪性リンパ

腫患者に対して、身体機能とQOLの変化を調査したた

め報告する。

対象
2017年10月～2019年3月までに当院にて入院化学療

法開始前から運動介入をし、化学療法完遂後と退院3か

月時の外来通院において評価可能であった悪性リンパ

腫患者12名(女性6名、男性6名、年齢64.8±10.6歳、

身長158.1±6.9cm、体重40.7±13.0kg)とした。

方法
評価は、膝伸展筋力(µ-TasF-1アニマ株式会社)、握力は

デジタル握力計GRIP-D竹井機器工業)、6分間歩行距離

(6minutes distance；以下6MD)、SF-36v2の下位尺度

得点(0-100得点)を測定した。なお、膝伸展筋力と握力

は体重比にて左右平均値を算出した。各評価項目は入

院化学療法完遂後と退院3か月の外来通院時点で比較し

た。統計処理はWilcoxon の符号付き順位検定、対応の

あるT検定を使用した。

結果
化学療法完遂後から退院3か月時点において身体機能で

は膝伸展筋力、握力、6MDのいずれの項目にも有意差

はみられなかった。SF-36 v2の下位尺度得点(0-100得

点)においては8下位尺度の全体的健康感(以下GH)の項

目のみ有意に増加していた。

考察
今回の研究結果では、化学療法完遂後から退院3か月

時における患者の身体機能、QOLは維持されていた。

その要因として、当院では化学療法開始前から運動介

入をしており、運動の重要性と退院後に活動性を落と

さないように指導している。今回、活動性を把握する

ことはできていないが、身体機能が維持されていたこ

とから退院後の活動性は保たれていたのではないかと

考えられる。しかし、国外においては、退院後のがん

サバイバーに対して運動介入をして身体機能とQOLが

向上するとの報告が多数見受けられる。そのため、退

院時に自主トレ指導の徹底や外来通院時の運動指導、

活動量の評価を行うなど退院後にもフォローできるよ

うな体制を整えていく必要がある。また、がんサバイ

バーの身体機能とQOLがどのように変化していくのか

経過を調査し、その人らしい生活を送ることができる

ように支援していく必要がある。

説明と同意、および倫理
本研究は自施設の倫理委員会に承認され、文書にて参

加患者に同意を得た。

キーワード：悪性リンパ腫・身体機能・QOL
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-20

化学療法完遂後の悪性リンパ腫患者における退院3か月時点における
身体機能・QOLの変化

木皿 紗耶加・神保 良平・神保 和美・窪田 淳子・髙野 綾・山本 優一
笠原 龍一

北福島医療センター
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報告の焦点
造血幹細胞移植(以下、移植)患者は移植病室入室期間

中に、廃用症候群に陥ることがあるため、身体機能の

低下を防ぐことは重要である。当院では移植患者に対

して移植前からリハビリテーション(以下、リハ)を開

始している。その結果、移植後の筋力変化は、握力12

～13％、膝伸展筋力16～20％の低下であり、持久力

は維持できている。しかし、当院でのデータは身体機

能に障害がない対象者であった。今回、多発性骨髄腫

にて骨病変を認め、対麻痺となった移植患者の移植前

後の身体機能の変化を調査したため報告する。

対象者紹介・理学療法評価
年齢は55歳、男性。身長174cm、体重85kg。200X

年に第10胸椎腫瘍に伴う圧迫骨折を認め、脊椎後方固

定術施行。骨生検にて多発性骨髄腫と診断。放射線治

療、化学療法と併用してリハ開始。麻痺は弛緩性であ

り、痺れも出現していたこともあり、ADLは全介助レ

ベルであった。退院時は、両ロフストランド杖にて歩

行可能となり自宅退院となる。その後、復職していた

が200X年＋2年に再発し、自家移植目的にて入院とな

る。今回の入院時のADLは全自立していた。

評価項目は、筋力は膝伸展筋力、握力を測定し左右平

均値を算出した。全身持久力は6分間歩行距離(以下、

6MD)を実施した。また、体組成検査にて全身の筋肉量

を評価した。移植前から対象者に活動量計を装着して

もらい、1日の運動量を移植前から退院時まで測定し、

歩数と3METS以上の動作時間を評価し平均値を算出し

た。なお、活動量計は10時間以上装着していた値を

抽出した。評価時期は、移植病室入室前、移植病室退

室後(以下、退室後)、退院時とし、移植病室入室中(以

下、入室中)と退室後の理学療法実施率を算出した。

介入方法と経過
移植前から当院の移植リハ運動プロトコールに準じて

実施した (頻度は40分/日、6日/週、運動負荷はBorg 

Scale13)。入室中はストレッチや筋力強化、歩行を中

心に実施した。退室後は、有酸素運動、重錘を用いて

高負荷の運動を追加した。

帰結評価
膝伸展筋力、握力、6MD、筋肉量はそれぞれ、移植

前：42.4Kgf、46.5kgf、510m、52.3kg。移植病室退

室時：40.5kgf、42kgf、470m、50.2kg。退院時：

44.25kgf、46kgf、525m、51.8kgであった。理学療

法実施率は、入室中94.7%、退室後100%であった。

活動量計は移植前から退院時までの37日間測定し、

移植前から移植病室退室時(19日)の装着率は57％であ

り、歩数は平均722.4歩/1日、3METS以上の動作が平

均6分間であった。退室後から退院時までの期間(18日)

の装着率は94％であり、歩数は平均6006.2歩/1日、

3METS以上の動作が平均49.4分間であった。

考察
本症例は対麻痺を呈しているため、移植後の身体機能

低下は大きいと予測されたが、退院時には移植前の

水準まで回復できた。入室中の活動量は低かったが、

運動療法実施率が高かったことから身体機能の低下を

最小限に留めることができた。退室後は、計画通りに

運動療法が行えたことに加え、リハ以外で自主的に動

いていたことが身体機能の改善に繋がったと考えられ

る。退室後の活動量は、2013年度身体機能基準におけ

て3METS以上の身体活動を毎日約60分間以上行うこと

が身体機能の維持・向上のために推奨されており、そ

れに近い値であったことからも活動量が高かったこと

がわかる。

今回、対麻痺を呈していても、移植前の身体的機能が

高ければ入室中の身体機能低下は一時的にみられるも

運動療法と高い活動性を保つことにより退院時には改

善することが示唆された。今後も身体機能に障害があ

る移植患者と障害がない患者ではどう異なるか検討す

る必要がある。

説明と同意、および倫理
本症例に対し、目的、方法を説明し同意を得た。

キーワード：造血幹細胞移植・対麻痺・身体機能
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-21

対麻痺を呈した多発性骨髄腫患者の造血幹細胞移植前後の
身体機能変化について

窪田 淳子・笠原 龍一
北福島医療センター　
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目的
　廃用症候群リハビリテーション料の算定には、所定

の廃用症候群に係る評価表(以下 廃用評価表)を毎月評

価する必要があるが、その情報が臨床的に活用されて

いるとは言い難い状況にある。地域包括ケア病床の利

用目的が生活期のレスパイト的な活用にも広がる中、

評価が必須の情報を転帰先の検討に効率よく応用でき

る利点は大きい。本研究の目的は廃用評価表内の各評

価項目と転帰先との関係を明らかにすることである。

方法
　2016年4月1日から2018年9月30日の間に当院で廃

用リハを算定した患者を後方視的に調査した。抽出さ

れた患者から急性増悪などにより転院になった患者と

死亡患者を除外した292名(男性110名、女性182名)

を対象とした。診療録より、転帰先、在院日数、廃用

評価表の各項目（年齢、性別、要介護度、廃用症候群

診断日、疾病コード、治療開始時Barthel Index(以下 

BI)、退院時BI、BI改善値、リハビリテーション(以下リ

ハ)実施日数、リハ単位数）を抽出した。これらの対象

者を転帰先に応じて自宅退院者(以下 自宅)と自宅以外

退院者(以下 自宅外)の2群に分け、各項目を比較し有意

差がみられたものを独立変数とし、従属変数を転帰先

が自宅=1、自宅外=0の2値型とした多重ロジスティッ

ク回帰分析を行い、オッズ比(以下OR)を求めた。なお

多重共線性の影響を考慮し、各項目間での単相関係数

が0.7以上を認めた場合には一方を含めないよう調整し

た。

結果
　対象292名のうち、自宅209名、自宅外83名であっ

た。疾病コードで有意差がみられたものは血液疾患

（自宅30名、自宅外4名）のみであった。その他、有

意差が認められた項目は要介護度、治療開始時BI、

退院時BI、BI改善値、リハ実施日数、リハ単位数、在

院日数であった。各項目での相関行列算出結果は、

在院日数とリハ実施日数およびリハ単位数で、治療

開始時BIと退院時BIおよびBI改善値で相関係数が0.7

以上となった。よって独立変数は、要介護度(中央

値、四分位範囲。自宅 要支援1、なし-要介護2。自宅

外 要介護3、要介護1-4) と在院日数(自宅34.7±22.7

日、自宅外45.2±28.5日)、退院時BI(自宅61.6±29.3

点、自宅外28.8±28.1点)ならびに血液疾患を投入し

た。多重ロジスティック回帰分析の結果は、在院日数

(OR0.98、95%信頼区間(以下 CI)0.97‐0.99)、退院時

BI(OR1.02、95%CI 1.01‐1.04)、要介護度(OR0.71、

95%CI 0.60‐0.83)、血液疾患(OR3.70、95%CI 1.05‐

13.0)であった。

考察
　廃用症候群患者の自宅退院に関する因子や、日常生

活動作（以下ADL）の改善にはこれまでも多くの報告

がなされている。本研究では、血液疾患の有無が転帰

に大きな影響を与える結果となった。血液疾患の治療

に伴う有害事象による廃用症候群は、一般的に多い呼

吸器疾患群に比較するとADLの改善がスムーズである

ことが推察される。他方、高介護度は有意に自宅復帰

のマイナス因子であり、かつ退院時BIはそれほど大き

なインパクトが確認されなかった。このことは要介護

度を改善させるほどの変化がなければ転帰先には影響

しないとも捉えられ、理学療法が目指すエンドポイン

トに大きな示唆を与えるものである。今後の課題とし

て、今後原因疾患別の経過の推移や、疾患群別にADL

との検討が必要である。

説明と同意、および倫理
　本研究は業務上取得した情報を匿名化して用いた後

方視的研究であり、所属機関ホームページにおいて研

究の実施についての情報を公開し、倫理的配慮を行っ

た。

キーワード：廃用症候群・自宅退院・要介護度
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-22

「当院廃用症候群患者における自宅退院者の要因分析、
廃用症候群に係る評価表を使用して」

二階堂 義樹・大橋 悠司・笠原 龍一・山本 優一
北福島医療センター
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報告の焦点
誤嚥性肺炎後に廃用症候群を来した心不全患者に対

し、他職種と連携して介入し経口摂取を再獲得し、歩

行レベルでの自宅退院となった症例について考察し

た。

対象者紹介・理学療法評価
60歳台男性、慢性心不全、多発性脳梗塞による右片麻

痺、失語症、嚥下障害の既往あり。入院前は在宅で生

活していたが、誤嚥による肺炎によりA病院に入院。

経口摂取困難と心肺機能低下を来し、ADLはほぼ全介

助となったが、経口摂取と自宅退院を希望され、当セ

ンターの回復期リハ病棟へ転院。転院時評価は、意識

清明、経鼻経管栄養状態で、入院時FIMは56(運動項目

は36)であった。BMIは17、脈拍は65～75bpm（安静

時）、呼吸数は22～30回/分、PVC連発が頻回に見ら

れ、会話でも息切れを認めた。入院後胸水貯留の増加

を認め、心不全悪化の診断で14日目にA病院へ転院、3

週間の加療後に再入院となった。

介入方法と経過
再入院時、安静時の息切れは軽減していたが、更なる

体重減少（BMI15.1）と耐久性低下を認めた。自他覚

的症状の変化を医師、看護師、療法士と共有しながら

徐々に離床を図っていった。理学療法では車椅子座位

から開始し、平行棒内歩行そして徐々に5～10m×2

～3回のT字杖歩行を追加した。排尿が頻回であったた

め、状態を観察しながら時間帯を制限して自室からト

イレまで監視でのT字杖歩行を行っていった。また食

事に関しては再入院後12日目から経口摂取を開始して

いった。徐々に食形態を変更しながらベッドアップ座

位での介助による食事を行い、さらに自力での摂取を

試みたが、動作を行う中で安全な角度を維持すること

が難しく、誤嚥を認めたため完全側臥位法での自力摂

取を目指し、他科と連携しながらポジショニングや自

助具等の検討を行った。また在宅生活復帰に向け自宅

訪問を実施し、日常生活動作での身体負荷量の評価と

環境調整を行い、通所リハ、訪問リハおよび訪問介護

の利用等について本人と家族への指導を行った。再入

院後96日目に自宅退院となった。

帰結評価
退院時FIMは78(運動項目は58)であった。BMIは

17.1、脈拍は70～80bpm（歩行時）、歩行時のPVC出

現頻度および労作時の息切れの減少を認めた。自宅内

移動はT字杖歩行自立となった。食事は完全側臥位法で

の自力摂取が可能となった。また退院前にケア会議を

実施し、退院後のフォロー先とリスクの確認、関係職

種と指導内容の共有を行った。

考察
慢性心不全、脳梗塞後遺症がある中で誤嚥性肺炎後に

廃用症候群を発症し運動耐容能が低下した症例に対

して、日常生活全体における活動量を考慮するという

視点を持ち、理学療法評価や自覚症状の変化をもとに

徐々に安静度を拡大することにより、症状の増悪を防

ぎながら耐久性の向上を図ったことが廃用症候群や嚥

下障害の改善に重要であったと考える。症例は自力で

の経口摂取獲得と自宅退院に強い希望があり、完全側

臥位法であっても自力摂取が可能となったこと、さら

に自宅へ帰れる喜びが意欲の向上と体力の改善に繋

がったと考える。その中で、安全な方法を検討しなが

ら環境調整を行うとともに、本人や家族にも心不全の

増悪や誤嚥を防ぐために必要な知識を指導することの

重要性を考えさせられる機会となり、ここに報告し

た。

説明と同意、および倫理
今回の報告にあたり、本人とご家族にはヘルシンキ宣

言を順守し、本稿作成の趣旨を説明し同意を得てい

る。

キーワード：誤嚥性肺炎・廃用症候群・心不全
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-23

誤嚥性肺炎後廃用症候群を来した症例に対する一考察

千葉 なつ美・小野寺 一也・中村 一葉・佐藤 義朝・大井 清文
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
アトピー性皮膚炎（以下、アトピー）を持つ症例に対し
て、身体的特徴を評価、臨床推論の上、理学療法を行
い、皮膚症状に一定の改善が認められたことを報告す
る。

対象者紹介・理学療法評価
疾患名：アトピー性皮膚炎
年齢：20歳代、性別：女性
主訴：アトピー性皮膚炎のため、首周りと両腕の痛みと
痒みが強い
薬：薬は使用せず、白色ワセリンを保湿のため使用
［評価］
・皮膚症状：両上肢、前胸部、首回りなどにアトピー症
状が強い
・痛み(VAS)：首回りの皮膚：安静時3、動作時6
・痒み(VAS)：痒みが弱い時5、強い時7
・可動性
　頚椎：回旋・側屈に制限＋　胸椎：屈曲、回旋、側屈
に制限＋＋(特にTh5-7の制限強) 可動時の圧痛(VAS5)
・呼吸：深呼吸時の胸郭や腹部の動きが極端に小さい
　　呼吸に伴う体幹の周径差：[最大呼気時-最大吸気時=
周径差]：腋窩2.0cm、剣状突起2.5cm、第11肋骨3.5cm
・温度：体温35.9℃、表面温度：上半身33.1℃、下半身
35.5℃
・血圧：108/62
［主要な問題点］#1上半身の血流低下 #2上半身の体温低
下 #3胸郭の可動性・柔軟性低下 #4頚部・上肢帯周囲の
筋緊張亢進
［介入目標］①頚椎、胸郭の可動性の拡大 ②上肢や前胸
上部における血流・体温の改善 ③皮膚症状の改善

介入方法と経過
胸椎・頚椎の椎間関節を中心に胸郭全体へのモビライ
ゼーションを中心に行う。また、血流を阻害するような
筋・筋膜の硬さを取り除く介入を行う。毎回の介入直後
は、上半身の体温上昇と痒みが強くなる傾向が認められ
ていた。介入部位や強度を変えながら、毎週1回60～90
分程度の介入を行う。

帰結評価
・皮膚症状：両上肢を中心に皮膚症状改善。前胸部の症
状が残る。

・痛み(VAS)：首回りの皮膚：安静時0、動作時1
・痒み(VAS)：痒みが弱い時2、強い時4
・可動性
　頚椎：側屈に制限が残る　胸椎：屈曲、側屈に制限が
残る、Th6可動時痛み＋(VAS3)
・呼吸：全体的な動きは改善 (深呼吸時の上部胸郭の動き
が不十分)
　　呼吸に伴う体幹の周径差：腋窩4.0cm、剣状突起
2.5cm、第11肋骨4.5cm
・温度：体温36.3℃ 表面温度：上半身34.1℃、下半身
35.5℃
・血圧：114/62

考察
アトピーの原因の一つには、老廃物の排泄機能の低下が
挙げられる。老廃物の滞りが炎症と痒みを生じさせる。
この排泄機能に大きく影響を与える血流は、自律神経(特
に交感神経)によって調節される。交感神経は血管平滑筋
を収縮させることで全身の血管の太さを変え、血流を調
整している。交感神経活動の減弱は、血圧が低下し、血
流の滞りが生じる。
交感神経の働きに大きな影響を与える交感神経幹は、解
剖学的に胸椎の脇に存在する。胸郭可動性の低下(不動)
は、交感神経幹の「伸張と弛緩」という動きを減少させ
る。神経線維への刺激入力の低下は、神経自体の廃用(弾
性低下)を引起こしてしまう。交感神経幹の廃用は、交感
神経活動の減弱を引き起こし、血流低下の可能性を高め
てしまう。交感神経が適切に働くためには、胸郭の動き
に伴う、交感神経幹の「伸張と弛緩」が必要不可欠であ
る。交感神経において中位胸髄が上肢、下位胸髄が下肢
への血流を調整する。
Th6を含めた中位胸椎の可動性が低下していたこの症例
が、胸椎の可動性改善とともに両上肢に生じていた血流
低下やアトピー症状の改善が認められたことは、上述し
た生理学的説明と照らし合わせても矛盾がないと考えら
れる。今後は、客観的に数値化のできる機器でも評価し
つつ、さらに効果的な介入と検証方法を探していきたい
と考える。

説明と同意、および倫理
発表にあたり、ヘルシンキ宣言に基づきこの症例のプラ
イバシー保護に配慮し、今回の症例発表の意義と目的に
ついてご本人に口頭にて説明し同意を得た。

キーワード：アトピー性皮膚炎・胸椎・血流
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-24

アトピー性皮膚炎に対する理学療法
〜胸椎の動きと血流の関係性〜

及川 文宏 1)

1)日本アレルギーリハビリテーション協会
2)アレルコア
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目的
当院では重度片麻痺患者の入院数が増加しているこ

とを考慮し2016年から油圧制動付きの長下肢装具

（Knee　Ankle Foot Orthosis;KAFO）を備品としてレ

ンタルした。2015年日本脳卒中ガイドラインでは「発

症後早期から積極的なリハビリテーションを行うこ

とが強く勧められる（グレードA）」と定められてい

る。その内容には早期座位、立位、装具を用いた早期

歩行訓練、摂食・嚥下訓練、セルフケア訓練などが含

まれ長下肢装具は重度片麻痺患者が早期から立位、歩

行を行う上で有効な手段と知られている。しかし当院

では2016年から2017年のレンタル後1年間は長下肢装

具の作成件数はわずか1件であった。当院在籍の急性

期病棟、回復期病棟の理学療法士15名（新人対象外の

人数）を対象に長下肢装具の意識調査を目的に行った

アンケートでは①「装具作成のタイミングはどの時期

が妥当と考えるか」に対し「発症早期」と回答したセ

ラピストが20%、「発症中期」67%、「発症後期」が

13％。また②「長下肢装具の適応、使用方法に理解は

あるか」という質問に対し「理解している」と回答し

たセラピストが30%、「あまり理解していない」と回

答したセラピストが70%であった。アンケートの結果

から長下肢装具への知識や装具作成時期にはセラピス

トごとに認識の差があることが考えられた。そこで院

内での長下肢装具普及を目的に装具チームを結成し活

動を行った。

方法
装具チームを中心に長下肢装具関連の勉強会へ参加

し、院内での伝達講習を定期的に開催すると共に、装

具作成を検討しているセラピストに装具カンファレン

スの開催を提案した。装具カンファレンスでは作成対

象者の基礎情報、脳画像をもとに予後予測を行い、現

在の治療内容を動画セッション形式で発表した上で、

どういった装具が適応になるか当院在籍の理学療法士

全員で検討した。

結果
装具チームの活動後、長下肢装具の作成件数は2018年

から2019年（3月）まで7本と作成件数の増加を認め

た。この同時期に再度アンケートを行ったところ「装

具作成のタイミングはどの時期が妥当と考えるか」に

対し「発症早期」と回答したセラピストが93%、「発

症中期」7%、「発症後期」0％。②「長下肢装具の適

応、使用方法に理解はあるか」という質問に対し「理

解している」と回答したセラピストが73%、「あまり

理解していない」と回答したセラピストは27%であっ

た。また「長下肢装具作成に踏み切りやすくなった

か」という質問に対し93％のセラピストが「作成に踏

み切りやすくなった」と回答した。

考察
長下肢装具の作成件数が少なかった要因として長下肢

装具への知識不足、作成時期の認識の差、高価な装具

を自身の判断で作成に至れなかったことが要因として

考えられた。装具チームを中心に行った院内での伝達

講習は長下肢装具に対する知識を再確認することで作

成時期の認識や長下肢装具に対して共通の理解を得る

ことができたと考える。装具カンファレンス開催は長

下肢装具適応かを1人の判断ではなく理学療法士全員で

様々な視点から検討し、より明確な判断ができるよう

になったことが作成件数を増加した要因と考える。作

成件数は増加したが装具作成後の効果判定やセラピス

トごとの作成時期のばらつきが課題としてある。今後

も院内での活動を継続するとともに課題を1つ1つ解決

していくことが必要だと考える。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には調査内容、方

法、目的について説明し、個人情報を保護した上で承

認を得ている。

キーワード：脳血管障害・下肢装具・カンファレンス
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-25

〜長下肢装具普及に向けた院内での装具チームの活動〜

佐藤 勇太・山崎 進・猪狩 達也・神田 敏明・佐藤 知明・長谷川 和貴
公益財団法人 磐城済世会 松村総合病院
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目的
当院では急性期から長下肢装具を用いた積極的な歩行

練習を進めており、回復期病棟転棟後は患者個人の下

肢機能に合わせた適切な短下肢装具を作成し歩行の獲

得を目指している。しかし、退院後の維持期では身体

機能の変化に合わせた装具のチェックアウトや不具合

時の対応等は、地域の事業所や個々の理学療法士（以

下：PT）に委ねられている。維持期で活躍するPTの約

半数は装具に関わる頻度が少ないと報告されており十

分なフォローアップがされていない。そこで、当法人

における維持期脳卒中者の装具使用状況と意識調査に

より現状を明らかにする。

方法
対象は当法人の短時間通所リハビリテーション及び訪

問リハビリテーションを利用し、短下肢装具を所持し

ている利用者40名。調査期間は2018年11月～12月の

1か月間とした。基本属性として年齢、性別、疾患名、

装具の種類、装具作成からの使用期間を調査した。ま

た、利用者に対して質問票を用いたアンケート調査を

実施した。アンケート内容はA:装着場所、B:装着の有

無、C:装具について困ったことがあるか、D:相談の有

無、E:修理の有無の全5項目で構成した。また項目Cに

ついては記述での自由回答とした。

結果
平均年齢64.1±13.1歳。男性/女性（22/18）。疾患内

訳は脳梗塞15名、脳出血19名、くも膜下出血1名、そ

の他5名。装具種類の内訳は金属支柱付き短下肢装具

29名、プラスティック短下肢装具6名、Gait Solution 

Design2名、未使用3名。装具使用期間は半年以内4

名、1年以内4名、3年以内6名、3年以上26名。アン

ケート結果よりA：1日中9名、屋内のみ4名、屋外のみ

18名、その他6名（歩行時のみ、リハビリテーション

（以下リハ）のとき）、使用していない3名。B：着脱

可能が34名、不可6名。C：有り17名、なし23名で自

由回答は、ベルトの装着方法がわからない。サイズが

合わなくなった。装着により痛みが出た等の意見が聞

かれた。D：相談有り22名（内19名は担当リハスタッ

フへ相談）、なし18名。E：修理有り20名、なし20

名。

考察
維持期で短下肢装具を使用している利用者の約半数は

装具に関して困った際は関わっているスタッフへ相談

しているとの回答が得られた。相談先として最も多い

のはリハスタッフであるが、先行研究では制度上の知

識不足や装具への知識・技術不足の為装具への介入を

消極的にしているとの報告がある。現場では装具に関

する教育も含めて、適切な対応が求められており、医

師や義肢装具士等との連携も必要であると考える。

また、回復期から維持期に移行する際、約7割が装具に

関する申し送りができていないと報告されている。当

院でも経験年数や所属により装具に関する知識には差

があり申し送りが不十分となりやすい。維持期へ移行

の際には医師による身体機能の予後予測を含めた装具

に関する情報提供が行えるように体制を整える必要が

あると考える。

さらに装具に関する相談において「相談先がわからな

い」「特に気にしたことはない」等の回答もあり、本

人・家族に対する指導も重要と考える。当院で運用し

ている「短下肢装具についての手引き」の活用や、退

院後生活を見据えた装具のチェックポイントや管理方

法等の指導も必要であると考える。退院後も継続して

装具が使用できるよう専門職による定期的なフォロー

アップが望ましい。

説明と同意、および倫理
本報告はヘルシンキ宣言に則り、対象者とその家族に

書面にて趣旨を説明し同意を得た。

キーワード：短下肢装具・脳卒中・維持期
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-26

維持期脳卒中者の短下肢装具に関する意識調査

大内 良則・榊 ひとみ・佐藤 綾子・渡辺 浩徳
社会医療法人　秀公会　あづま脳神経外科病院
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目的
　脳卒中下肢装具は、ガイドラインにより歩行障害の

リハビリテーションとして推奨されて以来、急性期

から生活期まで使用される傾向にある。当院でも治療

用および更生用装具の処方が積極的に行われてきた。

しかし、その中での課題として、退院後の明確なフォ

ローアップ体制が確立していないこと、入院中の適合

評価や調整も担当理学療法士に一任していることが課

題として挙げられた。そのため、当院ではリハビリ

テーション医、理学療法士、外部の義肢装具士により

構成される装具委員会を発足し、平成30年11月から装

具委員会による退院前評価と装具外来を開始した。当

院で装具作製、または入院以前より装具を使用してい

た患者を対象に、退院1か月前の評価を実施し、退院後

1、3、6か月、それ以降は半年毎に装具外来の受診を

促している。

　今回、当院装具外来の退院後フォローアップ状況

と、退院前評価、1か月診察での対応内容、今後の課題

について報告する。

方法
　装具外来予約表と診療記録より、平成30年11月1日

～平成31年3月31日に退院前評価を実施し退院した患

者数、実際に退院1か月後に装具外来を受診した患者数

とその対応内容を調査した。

結果
　装具外来の受診を促した患者（退院前評価を実施し

た患者）は7名、そのうち1か月診察を受診した患者は

2名だった。また、当院装具外来の定期受診へは繋げら

れなかったが、当院訪問リハビリテーション、または

通所リハビリテーションでのフォローアップに繋がっ

た患者は3名だった。対応内容としては、退院前評価で

は、再作製1名、適合調整2名、現状維持4名だった。

退院1か月診察を受診した2名は、いずれも評価のみで

現状維持であった。　

考察
　装具作製は身体状態、金銭的要因、適した装具の判

断などの要因を考慮する必要があり、知識、経験が必

要と考えられる。当院に所属する理学療法士は半数以

上が20代の若手職員であり、装具に関しての経験の差

も見られるため、装具作製時は複数名が関与するシス

テムを構築している。しかし、今までは作製後の適合

調整や患者教育は、担当理学療法士が単独で行うこと

が大半であった。今回、装具外来開設に伴い退院前評

価を実施する中で、装具の再作製や適合調整が必要な

患者も見受けられた。そのため、装具作製時だけでは

なく、その後のフォローアップまで複数名での関わり

が必要になると考える。また、今回は装具外来開設後

4か月と短期間の報告となるため、退院後の装具の問

題はなかった。しかし、長期間にわたり装具を使用し

ていれば、破損や不適合は必ず起こり、それらは日常

生活に大きく影響を及ぼすと考える。装具の破損や不

適合が退院後のどの時期に生じるかは予測できないた

め、装具外来等の退院後フォローアップ体制の構築は

必要であると考える。

　また、今回装具外来の受診を促した7名のうち、5

名は装具外来の受診に繋げることができなかった。当

地域は高齢者が多く、交通の便も悪い地域である。装

具外来の受診に繋げられなかった患者のほとんどが、

屋外歩行が自立しておらず、当院への交通手段が確保

できない患者であった。定期的な受診が困難な患者に

おいては、入院中の患者教育、退院後に関わる生活期

の理学療法士やケアマネージャーへの適切な情報提

供、装具の相談窓口である装具外来の紹介が必要と考

える。自施設のみの対応ではフォローアップが困難な

ケースもあり、地域全体で装具のフォローアップに対

する連携、取り組みが必要であると考える。

説明と同意、および倫理
　発表に際して、当院倫理委員会の承認を得た。

キーワード：脳卒中・装具・外来
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-27

当院における装具のフォローアップに対する取り組み
佐藤 千穂 1)・酒井 尚子 1)・櫻山 梢 1)・大戸 紘次 1)・小林 亜弥 1)・佐藤 亘 1)

志田 沙祐美 1)・髙橋 智佳 1)・梅木 淳 1)・植松 茂也 2)・松島 得好 1)

1)鶴岡協立リハビリテーション病院
2)山形義肢研究所
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目的
装具療法は、理学療法とともに存在し、その内容は患

者の状態に合わせ展開されることが望ましい。しか

し、装具の使用や作製の決定権は各セラピストに委ね

られ、一定の水準で装具療法が実施されているとは言

い難い。

そこで我々は、八戸医療圏における装具療法に対する

意識調査を継続してきた。その結果をもとに、勉強会

や症例検討を実施しセラピスト個人の知識の向上と顔

の見える連携を目指し取り組んでいる。今回は、調査

の対象を青森県全体へ拡大し、セラピストの装具療法

に対する意識調査から、地域により特性があるか把握

し、今後の地域連携に活かすことを目的とした。

方法
対象は、青森県内で脳卒中患者を受け入れている施設

の理学療法士とした。実施期間は平成29年から30年と

し、アンケートの配布は研修会後の配布と郵送の2種類

とした。アンケートの内容は、①装具作製に関して、

②装具利用や作製の情報提供について、③装具を必要

と判断する要因について、④装具作製時の悩みについ

ての4つの大項目からなり、①は2つ、②と③はそれぞ

れ3つ、④は4つの下位項目で構成されていた。また、

判断要因に関しては提示した45評価項目から選択式と

した。地域は青森県を大きく3圏域に分け、青森、弘

前、八戸とし集計した。

結果
回答者人数は176名であり、圏域ごとの割合は青森

17％、弘前41％、八戸41％であった。平均経験年数

は7.1年、所属は3圏域とも回復期が最も多く55.1％、

次いで急性期23.2％、生活期10.5％であった。装具作

製に関する思いでは、3圏域ともに「使用するべき」

71.2％が最も多く、「使用しない」を選択した人はい

なかった。作製する機会が多いと感じる装具は、短下

肢装具（以下、AFO）が多く85.7％、長下肢装具（以

下、KAFO）は10.3％であった。AFOでは地域により

回答する種類が異なる傾向を示した。情報提供に関し

ては、前施設から得たい情報として3圏域とも作製目

的が最も多かった。次施設へ送りたい情報も同様に作

製目的が多く、並んで歩行能力も高い結果となった。

フィードバックで得たい情報としては3圏域とも歩行能

力や歩容が高い結果となった。装具を必要と判断する

要因に関して、地域により多少の違いはあるものの、

多く選択される項目はほぼ同じ傾向にあった。新規作

製時では、歩容、麻痺側自動足関節ROM、麻痺側他動

足関節ROMの順で多く、カットダウン時は歩容、麻痺

側自動膝関節ROM、麻痺側自動足関節ROMの順で多

かった。装具作成時の悩みに関しては、3圏域とも同

様の回答となり、相談する相手としては先輩30.6％が

最も多く、次いでリーダー17.9％、義肢装具士17.6％

であった。悩むタイミングは新規作製56.4％が最も多

く、カットダウン19.2％、修理13.7％であった。装具

カンファレンスの有無では3圏域とも「なし」が多く、

74.7％であった。

考察
装具療法に関する考えや悩み、判断要因に関して3圏域

で大きな違いは認められなかったが、作製装具の種類

では、地域により違いがあった。このことは、患者へ

の適応時、種類や継手の選択で違いが出ているという

現状を示している。この違いが患者にとって有益なも

のなのか今後検証する必要があり、そのためにも装具

がもつ効果を学習するとともに、症例の経過を追い適

応を検討する機会を設けることが今後も課題であると

考える。また、悩んでいる人が多いにも関わらず、装

具カンファレンスはほとんど実施されていないことか

ら、カンファレンスの実施方法を検討し、各圏域に広

めていく活動が必要であると考える。

説明と同意、および倫理
対象者には、文面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・装具の適応
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-28

青森県内における装具療法の現状と今後の課題
越後 あゆみ 1,5)・成瀬 淳 3,5)・菊池 寛之 2,5)・外舘 洸平 3,5)・小澤 萌子 4,5)・工藤 健史 5)

1)東北メディカル学院
2)八戸赤十字病院

3)総合リハビリ美保野病院
4)メディカルコート八戸西病院

5)青森義肢装具地域連携ネットワーク
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目的
近年、サルコペニアに関する報告が増しており、低骨

格筋量が長期入院のリスク因子であることが報告され

ている。低栄養やBMIが低下した患者でもサルコペニ

アの発生率が高いことが分かっている。高齢者が急性

期病院に入院すると疾患によるストレス、禁飲食によ

るエネルギー摂取不足、ベッド上安静などの身体活動

低下による筋肉量の低下からサルコペニアに至ること

が多くリハビリテーション（以下、リハ）を介入する

際の阻害因子となることが考えられる。急性期病院で

ある当院においても一般病棟及び地域包括ケア病棟で

長期入院による在院日数の増加が現実としてある。長

期入院に至るには様々な要因が考えられその中の一つ

にサルコペニアの有症率も示唆されると考えられる。

今回、サルコペニア診断に有用とされる下腿周径（以

下、CC）を計測し在院日数に及ぼす影響の有無を検証

した。

方法
対象者は2018年9月から2019年3月にかけて当院に

てリハ介入した入院患者（総合診療科、内科、整形外

科、外科、泌尿器科、婦人科）で65歳以上の男女186

名（男性73名、女性113名、年齢82.8±7.9歳、Alb 

3.0±0.7g/dl、BMI 22.0+4.0kg/㎡）のCCをリハ初期

介入時に計測した。CCにおいてはサルコペニア診断

基準の男性30cm未満、女性29cm未満とした。①CC

（基準値未満か以上か）と在院日数については2群間

の分散性の確認にF検定、正規性の確認にKolmogorov-

Smirnov検定、2群間の有意差をMann-Whitney検定、

相関関係をSpeamanの順位相関係数（男女合計、男女

別）、②AlbとBMIそれぞれとCCとの相関関係について

Pearsonの積立相関係数を用いて検証した。統計解析に

は、統計ソフトEZRを用い有意水準は5%とした。除外

基準は測定部位の浮腫が著明・拒否が強い・全身状態

不良・退院後に当月中に再入院した患者とした。

結果
CC計測の結果、基準値未満が103名、基準値以上が83

名であった。統計解析にて男女合計の在院日数の平均

は39.0±27.1日であった。男女別では男性が34.7±

24.9日、女性が41.8±28.1日であり、①CCの基準値

（未満・以上）と在院日数において有意差を認めた（F

検定：P=0.999、Kolmogorov-Smirnov検定：P<0.05、

CC基準値未満：中央値25日・平均値42.5日、CC基準

値以上：中央値37日・平均値34.8日、P<0.05）。ま

た、男女別においては男女共に有意差を認めなかった

（男性 P=0.08、女性 P=0.184）。男性のみの場合に

おいてCCと在院日数の間には弱い負の相関が確認さ

れたが男女合計及び女性のみでは有意な相関性は認

めなかった（男女合計：相関係数=-0.175、P=0.01、

男性：相関係数=-0.248、P=0.03、女性：相関係数

=-0.0818、P=0.389）。②AlbとCCの間には弱い正

の相関が確された（相関係数=0.281、95%信頼区間 

0.143-0.409、P<0.05）。BMIとCCの間には有意な正

の相関が確認された（相関係数=0.67、95%信頼区間 

0.582-0.742、P<0.05）。

考察
本研究においてCCと在院日数、Alb、BMIそれぞれの関

連性を横断的に検証した。リハ介入時のCCと在院日数

について強い相関性は確認できなかった。その理由と

して対象者が少ないことが考えられ今後は対象者を増

やし再検証する必要がある。また、今回は在院日数の

長期化についてCC計測値にて検証したがそれ以外の理

由も検証する必要がある。急性期病院におけるサルコ

ペニアの有症率は10%という報告があり当院において

も高齢入院患者にリハを提供する際に、サルコペニア

判断は治療戦略や予防につながり在院日数の短縮がつ

ながっていくのではと考えられる。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき対象者には口頭で十分に説明

し同意を得た。

キーワード：下腿周径・在院日数・サルコペニア
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-29

リハビリテーション介入時における下腿周径が在院日数に及ぼす影響
込山 真也・佐藤 美和・斎藤 信之介・緑川 貴之・前山 愛実・添田 航平

鈴木 一良
公立岩瀬病院
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目的
経皮的電気神経刺激(TENS)は鎮痛目的で用いられる物

理療法であるが、TENSの鎮痛機序の一つである内因

性オピオイドは鎮痛効果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

し得ることも知られている。演者らは第36回本学会に

て、安静を保った健常者を対象として、刺激強度を運

動レベル、周波数を3Hz、パルス幅を200μsecとした

TENSでリラクセーションが促されやすい可能性を報告

した。ところで、理学療法の臨床場面では運動療法に

伴う運動負荷が患者にとって一種のストレスとなるこ

とが考えられる。これに対して、TENSを運動療法と併

用することで、運動中のストレスを軽減し得るのであ

れば、理学療法の遂行上、大きなメリットを得られる

と考えられる。そこで、本研究では、リラクセーショ

ンを目的としたTENSにより運動中のストレスが軽減さ

れ得るか否か検討することを目的とした。

方法
対象は健常成人20名とし、全対象者に対して以下の4

条件を無作為順序で1日以上の間隔を空けて実施した。

実験の基本的な流れは安静座位を15分間保持(安静時

間)した後に、運動負荷として自転車エルゴメータ運動

を15分間施行(運動時間)し、1分間のクールダウンとし

た。実験の条件は、条件1：安静時間中のみTENS施行

(前処置条件)、条件2：運動時間中のみTENS施行(同時

施行条件)、条件3：安静時間の開始から運動時間の終

了までTENS施行(前処置・同時施行複合条件)、条件4： 

TENS非施行（コントロール条件）の4条件とした。な

お、条件1～3のTENSの刺激条件は運動レベル・3Hz・

200μsecと設定した。評価指標は、客観的指標として

心拍変動周波数成分(VLF、HF、LF/HF)、主観的指標

として主観的ストレス感(VAS)と主観的運動強度(修正

Borgスケール)を用いた。心拍変動周波数成分は安静時

間での測定値を基準値として、各条件の運動時間中の

測定値の基準値からの変化量を算出した。主観的スト

レス感については安静時間終了後と運動時間終了後に

測定し、安静時間後からの運動時間の変化量と、運動

時間後の値の2種類の値を用いた。主観的運動強度につ

いては安静時間終了後の値を基準として、各条件の運

動施行時間後の値の基準値からの変化量を算出した。

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
リラクセーションやストレスと関連する6指標につい

て、各条件間で有意差は認められなかったが、前処

置・同時施行複合条件において、交感神経活動や主観

的ストレス感、主観的運動強度が抑制されやすい傾向

を認めた。

考察
本研究結果から、運動実施前から運動中にかけて30分

程度TENSを施行することにより、運動によるストレス

が軽減されやすい可能性が示唆された。この主な理由

として、TENSにより十分な内因性オピオイドの放出を

期待する場合は20～30分の誘導時間を要するとされ

ているため、運動実施前もしくは運動中での15分間の

TENS施行では十分な内因性オピオイドが放出されて

いなかったことが考えられる。今後、実際の患者でも

リラクセーションを目的としたTENSによりリラクセー

ションおよびストレス軽減が得られるか検討する必要

がある。

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: 2018-008)。

キーワード：TENS・運動負荷・リラクセーション
2019年09月15日　11:00 ～ 12:00【 ポスター発表Ⅲ 】P-3-30

リラクセーションを目的とした経皮的電気神経刺激（TENS）による
運動中のストレス軽減の可能性

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　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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２０１９年９月１４日（土）　14：50 ～ 15：50
ポスター発表Ⅰ　D 会場（企画展示室）

長座位における体前屈距離に影響する因子
小林恒輝（筆頭演者）　堀込響　照井悠太　沼沢大成

滋慶文化学園 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

上腕二頭筋に対する振動刺激の影響
  ～上腕二頭筋と上腕三頭筋の筋活動に着目して～
岩崎琳美（筆頭演者）　菅野南　齋藤愛美　鈴木沙耶　鈴木英之　鈴木優馬

柳井漢人　関根理文　荒木芳一　添田健仁

郡山健康科学専門学校

大腰筋が重心動揺に及ぼす影響
  ～高齢者の転倒予防のために～ 
山廼邊志温（筆頭演者）　五十嵐夏美　齊藤由香　但野愛　根本太成　安田莉子　

弓座千陽　吉田柊　荒木芳一　添田健仁

郡山健康科学専門学校

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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後 援 御 芳 名

（順不同・敬称略）

福島県      福島県医療ソーシャルワーカー協会

福島市      福島県精神保健福祉士会

一般社団法人福島県医師会   公益財団法人福島県体育協会

公益社団法人福島県歯科医師会   NHK 福島放送局

一般社団法人福島県薬剤師会  福島テレビ

公益社団法人福島県看護協会  株式会社福島中央テレビ

公益社団法人福島県栄養士会  株式会社福島放送

一般社団法人福島県歯科衛生士会  株式会社テレビユー福島

一般社団法人福島県社会福祉士会  福島民報社

公益社団法人福島県柔道整復師会  福島民友新聞社

一般社団法人福島県介護福祉士会  特定非営利活動法人土湯温泉観光協会

一般社団法人福島県作業療法士会  飯坂温泉観光協会

一般社団法人福島県言語聴覚士会 

一般社団法人福島県病院協会  

一般社団法人福島県老人保健施設協会

一般社団法人福島県介護支援専門員協会

一般社団法人福島県医療福祉関連教育施設協議会

一般社団法人福島県訪問看護連絡協議会
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大会趣旨にご賛同頂いた企業・団体　御芳名

【展示協力いただいた企業　御芳名】
アニマ　株式会社
アルケア　株式会社
伊藤超短波　株式会社
株式会社　レイマック
株式会社　インボディ・ジャパン
オージー技研　株式会社
酒井医療　株式会社
株式会社　テクノリンク
株式会社　東北補装具製作所
ナック商会　株式会社
株式会社　南部医理科
株式会社　福島情報処理センター
株式会社　邦友
ミナト医科学　株式会社
矢崎化工　株式会社

（五十音順）

【本学会にご協力いただいた団体　御芳名】
公益財団法人　仁泉会
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テ  ー  マ ： 「理学療法士としての多元的な成長
   ～理想の未来像を考える～」

大  会  長 ： 遠藤武秀（済生会山形済生病院）

開催日 ： 2020 年 10 月 17 日（土）、18 日（日）
会　場 ： 山形テルサ（ 山形県山形市双葉町 1-2-3 ）

演題募集期間： 2020 年 3 月 2 日（月）
   ～　2020 年 5 月 11 日（月）予定

第 38 回東北理学療法学術大会のご案内
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実行委員・協力委員

 
大 会 長  舟見 敬成 
副 大 会 長          二瓶 健司 佐藤 勢 
準備委 員長   山本 優一 
副準備委員長   今野 裕樹 鴫原 智彦 
 
事  務  局 長          笠原 龍一 財 務 部 長          富谷 雅樹 

  広報・渉外部長      五十公野 崇 
 
学 術 局 長          川﨑 永大 企 画 部 長          佐藤 努 

  演題管理部長          森山 信彰 
  編 集 部 長     佐藤 亮 

 
運 営 局 長          佐藤 飛鳥 副 運 営 局 長        沼崎 康友 

  会場管理部長          鈴木 司 
  進行管理部長   阿部 誠 

 
 
【協力会員】  
明石智美、安達友香、阿部一葉、阿部純平、阿部匠悟、阿部直子、安部佑介、有路和美 
安西ゆう子、五十嵐康太、五十嵐誠、猪狩達也、池田司、石井洋平、石井照子、石渡智之 
伊丹結香、伊藤友徳、伊東正嗣、岩崎稔、江田眞一朗、蛯名葉月、遠藤和博、遠藤重理、遠藤徳 
大河内映、太田進也、太田優、大高拓也、大竹政光、大友祥平、大貫皆人、大橋佑資、大室康騎 
尾形大、奥山華衣、押切貴志、乙高広幸、小野健太、影山善也、加藤裕人、金子慶之、兼田航 
川井貴彦、菅野裕司、菊地優太、岸広樹、岸浪麻美、木村健太、久保田智之、窪田秀俊、蔵品利江黒
羽里美、桑名志乃、桑原梨乃、小泉僚、河野哲也、小枝美幸、木幡修、小林翔汰、込山真也 
小森千聖、小山直城、近藤和弘、紺野聖、齊藤成哉、坂井未和、榊ひとみ、佐久間裕司、佐々木明佐
瀬優太、佐藤絢、佐藤公一、佐藤恒介、佐藤駿、佐藤寿美子、佐藤貴義、佐藤知恵、佐藤聡見 
佐藤美和、佐藤友希、佐藤佑介、眞田愛香、澤田章子、三瓶一雄、宍戸啓太、宍戸拓海、宍戸唯人 
清水照太、白岩友里、菅井拓哉、菅野幸子、鈴木麻未、鈴木かおり、鈴木一明、鈴木一良 
鈴木清一、鈴木園恵、鈴木大輔、鈴木裕美、鈴木宏幸、鈴木愛香、鈴木満美子、鈴木美有 
鈴木陽介、先崎あきほ、添田航平、田浦圭市、髙木悠平、高田尚子、髙野佳奈子、高野稔 
高橋裕馬、高橋亮太、滝川容子、武田彩、武田純一、竹山大輔、只木正和、立花弘也、田中直樹 
玉枝香澄、丹保信人、近澤久美子、常松大起、津守輝人、津守晴佳、照井和史、徳山基隆 
中澤謙太郎、中嶋文章、中野華波、難波誠、西山歩美、沼澤茂樹、沼田美南、野内なつ子 
萩原幸樹、長谷部祥平、早尾啓志、藤田卓也、藤田千尋、藤田祐樹、藤橋伸弘、藤原美蘭 
古澤武志、細山裕貴、穂積智巳、堀越悟、本田彩、本田悦子、本田さくら、本間一成、前平悦志 
前山裕樹、前山愛実、正宗大、増子就斗、松崎早代、松﨑嵩、松澤宏樹、三浦友輔、三浦雄太 
緑川貴之、南勝也、百足昭一郎、村越雅也、元木慎吾、物江俊、山崎進、山本栄辰、山本瑞穂 
山本優、遊佐啓介、横地正伸、吉田幸子、吉田純、吉田典史、吉田深咲、吉田祐真、渡部真司 
渡邉哲也、渡部英晃、渡辺浩徳、渡部睦美  

（五十音順・敬称略） 

実行委員・協力委員
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中澤謙太郎、中嶋文章、中野華波、難波誠、西山歩美、沼澤茂樹、沼田美南、野内なつ子 
萩原幸樹、長谷部祥平、早尾啓志、藤田卓也、藤田千尋、藤田祐樹、藤橋伸弘、藤原美蘭 
古澤武志、細山裕貴、穂積智巳、堀越悟、本田彩、本田悦子、本田さくら、本間一成、前平悦志 
前山裕樹、前山愛実、正宗大、増子就斗、松崎早代、松﨑嵩、松澤宏樹、三浦友輔、三浦雄太 
緑川貴之、南勝也、百足昭一郎、村越雅也、元木慎吾、物江俊、山崎進、山本栄辰、山本瑞穂 
山本優、遊佐啓介、横地正伸、吉田幸子、吉田純、吉田典史、吉田深咲、吉田祐真、渡部真司 
渡邉哲也、渡部英晃、渡辺浩徳、渡部睦美  

（五十音順・敬称略） 

実行委員・協力委員
審査員一覧

伊藤　郁恵

遠藤　康裕

及川　龍彦

大和田　宏美

柏木　智一

川上　真吾

木元　裕介

蔵品　利江

黒田　昌宏

小林　武

齋木　しゅう子

坂上　尚穗

佐藤　真一

佐藤　友則

添田　健仁

髙見　彰淑

竹内　雅史

竹澤　実

中野渡　達哉

中村　一葉

本田　貴博

村上　賢一

若山　佐一

渡邉　哲朗

      （五十音順・敬称略）
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一般会員、各県士会役員の皆さま、大会１日目の終了後レセプションを開催致します。

今回は、皆さまの交流を深める場として、特別企画の東北６県・県士会交流会「東北“

県” 」を行います。 
「７年連続、日本一！」福島の日本酒に、ご当地グルメを多くご用意しております。

みんなで楽しく交流を深めませんか。皆さまの参加を心からお待ちしております。 
「東北“ 県” ！！！」

 
日時：２０１９年９月１４日（土） １８：３０ ～ ２０：３０（受付１８：００～） 
 
場所：ホテル福島グリーンパレス 

〒９６０－８０６８ 福島県福島市太田町１３−５３ 
 
会費：５,０００円（会費は当日、レセプション受付にて徴収致します） 
 
定員：２００名 形式：立食バイキング 
 
内容：１）基本的には、従来通りオープン参加型のレセプション形式 

２）特別企画として「東北”６県”roll」と題した各県士会会員同士の交流会 
 

申込：大会ホームページのレセプションボタンより、事前申し込み下さい。 
 
無料送迎バス：学会会場からレセプション会場まで、無料の送迎バスをご用意してお

ります。ぜひご活用ください。 
 

レセプション（東北 6 県 県士会交流会）のお知らせ

東北“ 県”
 

レセプション（東北 6 県 県士会交流会）のお知らせ

東北 “6 県 ”roll
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【開催日時】	2019 年 9 月 14 日（土）

【開催場所】	とうほう・みんなの文化センター　

	 	 	 C 会場（大会議室）

【開催時間】	16：00	～	17：00

【テーマ】	 これから研究を学ぶ人のために

	 	 	 ～自分自身の 20 年後をデザインする～

【講	師】	 古川　勉寛	氏

	 	 	 医療創生大学

	 	 	 健康医療科学部　准教授・学部長補佐

【司	会】	 籾山　日出樹	氏

	 	 	 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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これから研究を学ぶ人のために
～自分自身の 20 年後をデザインする～

古 川　勉 寛
医療創生大学 健康医療科学部 准教授・学部長補佐

本日は、３つお話しさせて頂きます。一つ目には、数十年単位で生じる変化についてです。Society5.0 に触れな

がら将来の無限の可能性に備えることの意義を整理したいと思います。二つ目には、リカレント教育です。我々理

学療法士が、プロと言える仕事を継続するためには、常に変化する医療に適応することが求められます。これは、我々

が経験学習を行わなければならないこということを示唆しています。経験学習モデルは、（１）積極的な参加　（２）

実際の経験　（３）内省（４）概念化によって構成されています。この過程は、臨床の場面のみならず、研究活動

において学ぶことができることに気づいて頂きたいと思います。三つ目には、計画と分析に焦点をあてながら研究

のステップについてお話しさせて頂きます。特に研究を学ぶために最も重要である計画について、臨床研究と基礎

研究の接点、PICO に基づく臨床判断、計測方法、研究倫理についてお話しさせて頂きます。

 教育研修部主催研修会
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