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を賜りますようお願い申し上げます。
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趣意書
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～」
第 38 回東北理学療法学術大会
大会長

遠藤武秀

1965 年に発足当時会員数 110 人でスタートした日本理学療法士協会は 2015 年には 10 万人を超え、以
後もさらに増加の一途を辿っています。東北ブロックにおいても、1983 年に 230 人で発足して以来、2018
年で 35 年が経過し約 30 倍の 6773 人となりました。理学療法士が活躍する領域は多方面に拡大しており、
より広い視野が求められる時代となってきています。このため、我々理学療法士には細分化された専門分野
の発展と共に、多様な疾患・障がいに対応できる総合力の向上も必要とされてきています。さらに、自身の
年齢や組織内の立場・環境、社会制度の変化などにより周囲から求められる能力も変化します。このような
変化に適応する個人の成長には、自分自身の成長の他にも後輩や学生の指導、研究発表、マネジメントなど
柔軟で多角的な視点が必要となります。理学療法士としていかに成長し、その存在価値を高め、理学療法を
どう社会に啓発し訴求するかということは、個人としても組織としても今後最も重要な部分であると考えま
す。
前回の学術大会では「理学療法の本質を高める」をメインテーマに、理学療法士としての土台作りについ
ての提案がなされました。その土台からどのように成長するかを検討するため、メインテーマを「理学療法
士としての多元的な成長」、サブテーマを「理想の未来像を考える」といたしました。理学療法士として今後
成長していく上では目標が必要であり、それぞれの置かれている環境において何を目標としてどう達成する
か、会員それぞれが模索していると思います。一方で、結婚や出産、育児、介護などにより個人の生活背景
は変化していきます。生活背景の変化に合わせ、目標やその達成プロセスの修正、さらには働き方について
も選択が必要となることがあります。近年、働き方改革や理学療法士教育制度の改正など、社会背景が大き
く変わろうとしているこのタイミングで、理学療法士の理想の成長のあり方が多岐にわたる事を共有し、若
手からベテランまでそれぞれのライフステージや環境で求められる理想の未来像と、現実的な成長の形につ
いて考える機会にできればと考えております。
本学術大会において、会員の皆様と理学療法士としての「成長のあり方と形」を多角的な視点で検討し、
さらに日頃の成果を多くの皆様にご発表・ご討議いただくことで、明日への成長につなげていただければ幸
いです。
山形県理学療法士会会員一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
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ご挨拶
第 38 回東北理学療法学術大会
大会長

遠藤

武秀

山形県における最上川の氾濫を含む令和 2 年 7 月豪雨により被災された方々及びそのご家族や関係者の
方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い再建をお祈りいたします。更に、新型コロナウ
イル

スに罹患された方々及びそのご家族や関係者の方々におかれましても、お見舞い申し上げますととも

に、直接治療や介護に当たられている関係者の方々には深く感謝申し上げます。新型コロナウイルスについ
ては、第 2 波の拡大が進行し、今後の見通しが全く立たない状況下ではありますが、理学療法士としての役
割と責任を痛感しながら、日々の業務に取り組まれている方も多いのではないかと考えます。
第 38 回東北理学療法学術大会を、web 方式に変更して開催させていただくことにつきましては、ホームペー
ジ上でお知らせした通りであります。中止の選択肢もありましたが、感染拡大防止と学術的活動の両立を考
え、準備委員会、山形県理学療法士会、及び東北ブロック協議会が議論を重ねて決定いたしました。東北理
学療法学術大会としては初めての試みであり、手探りでの企画であることから、関係機関のご協力を得ながら、
準備を進めてまいりました。開催にあたり皆様にご不便をお掛けすることもあるかと存じます。その際には、
初めての web 開催ということに免じてお許しいただければと思います。
テーマは変更せずに、趣意書で説明させていただいた通り、メインテーマを「理学療法士としての多元的
な成長」
、サブテーマを「理想の未来像を考える」とさせていただきます。特別講演、シンポジウムも同じテー
マに沿って、当初予定していた先生方よりお話をいただくことになっております。セミナーについても同じ
先生方よりご講義いただくことが可能となりました。市民公開講座につきましては教育セミナーに変更させ
ていただき、
「新型コロナウイルス感染予防における理学療法士としての役割と責任」というタイトルで、山
形大学大学院医学系研究科公衆衛生学 / 衛生学教授の今田恒夫先生よりお話をいただく予定です。Web にて
皆様がそれぞれの時間に合わせて視聴できる録画型の動画を配信させていただきます。
演題発表につきましては、口述発表とポスター発表の予定でしたが、すべての演題を e- ポスター形式で発
表用のスライドを web 上で公開させていただくこととなりました。現状をご理解いただき、詳細につきまし
ては、本大会ホームページ上でご確認くださいますようお願いいたします。
10 月の山形は、果物やラーメン、そば、日本酒、芋煮に温泉等々、楽しんでいただけるものが豊富にあり
ますが、皆様に来ていただくことができず非常に残念であります。最近増えているオンライン飲み会も、今
回は企画できませんでした。是非、山形のおいしいものをお取り寄せいただき、web 大会の視聴後に、学び
を振り返りながらお楽しみいただければ幸いです。
最後になりますが、山形県理学療法士会会員一同、web による本大会への多数のご参加を心よりお待ちし
ております。
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第 38 回東北理学療法学術大会（WEB）日程
2020 年 10 月 17 日（土） 09：00
10 月 25 日（日）23：59

～

WEB 公開開始（ログイン可能となる）
WEB 公開終了

＊ 録画動画および e- ポスターを Web 学会サイトに事前にアップロードし、公開期間中いつでも視聴・閲覧
可能なオンデマンド形式とする。会期とする 10 月 17 日（土）と 18 日（日）のみ、掲示板を利用した質疑
応答やコメント提示の場を設ける。

各種時間配分

＊シンポジウムについては、一つの質問に対して短時間で複数のシンポジストが同時に回答することが難し
いと判断し、一般参加者からの「コメント」という取り扱いにさせていただきます。設定された時間内での
対応が可能な範囲で、シンポジストからの「返信コメント」をいただく予定とします。
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大会日程（１日目）
第38回東北理学療法学術大会 2020年10月17日（土） 第1日
9：00

発表動画
e-ポスター

参加者
掲示板受付

講師・演者
掲示板確認・回答

12：00
特別講演

15
30

シンポジウム

45
13：00

セミナー1 教育

15
30

セミナー2 神経

45
14：00
15
30

45
15：00
15
30
45

全ての動画視聴
ならびに全ての
e-ポスター閲覧
可能

e-ポスター①
〇神経1
〇運動器1
〇内部障害1
e-ポスター②
〇神経2
〇運動器2
〇教育・管理1

16：00
15
30
45
17：00
15

e-ポスター③
〇神経3
〇生活環境支援1
〇内部障害2

特別講演
シンポジウム
セミナー1 教育
セミナー2 神経

e-ポスター①

e-ポスター②

e-ポスター③

30
45
18：00

23：59
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大会日程（２日目）
第38回東北理学療法学術大会 2020年10月18日（日） 第2日
0：00

発表動画
e-ポスター

参加者
掲示板受付

講師・演者
掲示板確認・回答

10：00
セミナー3 運動器

15
30

セミナー4 地域

45
11：00

教育セミナー

15
30

教育研修部研修会

45
12：00
15
30

45
13：00
15
30
45

全ての動画視聴
ならびに全ての
e-ポスター閲覧
可能

e-ポスター④
〇神経4
〇運動器3
〇内部障害3
e-ポスター⑤
〇神経5
〇生活環境支援2
〇教育・管理2

14：00
15
30
45
15：00
15

セミナー3 運動器
セミナー4 地域
教育セミナー
教育研修部研修会

e-ポスター④

e-ポスター⑤
e-ポスター⑥
〇神経6
〇基礎
e-ポスター⑥

30
45
16：00

23：59
2020: The 38th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

8

第 38 回東北理学療法学術大会

大会日程（3 日目以降）
第38回東北理学療法学術大会 2020年10月19日（月）～25日（日）

0：00

発表動画
e-ポスター

掲示板

全ての動画視聴
ならびに全ての

10月17日（土）・18日（日）に行われた

e-ポスター閲覧

掲示板内容の閲覧可能

可能

23：59
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大会プログラム（Web 開催）

開催の要点
・公開期間中は以下に示す①～⑪を参加者がいつでも聴講できるように設定します。
・①大会長基調講演、②次期大会長挨拶については質疑応答を行いません。
・③特別講演から⑩教育研修部研修会については掲示板を利用した質疑応答（④シンポジウム
はコメント掲示のみ）を行います。講師・発表者の負担を考慮し、 質問受付時間終了後に確認・
回答時間を 15 分程度設定します。
・講師や発表者の皆様には設定された時間帯のみ回答をして頂きます。この時間帯を過ぎた時
点で回答は終了とします。回答の時間帯までに質問された項目に対して全て回答する訳ではあ
りません。
・日本理学療法士協会の新人教育プログラムのポイント認定のため、学会システムにて視聴の
ログを管理します。該当のセミナーを最初から最後まで視聴していることが確認できない場合、
ポイント付与の対象外となることがありますので、あらかじめご了承ください。
・日本理学療法士協会の生涯学習における学会参加ポイント（15 ポイント）は、学会システム
にログインして視聴していることが確認できれば付与されます。
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① 大会長基調講演

テーマ「理学療法士としての多元的な成長」
講師：遠藤 武秀 氏

第 38 回東北理学療法学術大会 大会長

② 次期大会長挨拶
テーマ「第 39 回東北理学療法学術大会
講師：藤澤 宏幸 氏

大会長挨拶」

第 39 回東北理学療法学術大会 大会長

③ 特別講演
テーマ「理学療法士としての多元的な成長」
～ New Physical Therapy Order ～
講師：斉藤 秀之 氏

公益社団法人日本理学療法士協会 副会長

④ シンポジウム
テーマ「理学療法士としての多元的な成長」
シンポジスト：岩田 好子 氏（女性のキャリア）
シンポジスト：齋藤 崇志 氏（海外経験）

済生会山形済生病院
青年海外協力隊 派遣国パプアニューギニア

シンポジスト：多田 雄一 氏（障害者スポーツ）

最上町立最上病院

シンポジスト：多田 竜也 氏（ワークライフバランス）

山形県立中央病院

ファシリテーター：高橋 俊章 氏

山形県立保健医療大学
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⑤ セミナー１：教育
テーマ「臨床実践能力を高める教育システムの再考
～理学療法士の質を高めるために私たちに出来ること～」
講師：佐藤 房郎 氏

東北大学病院リハビリテーション科 技師長

⑥ セミナー２：神経（新人教育プログラム C-1）
テーマ「神経生理学を臨床で活かす」
講師：山口 智史 氏

順天堂大学

先任准教授

⑦ セミナー３：運動器（新人教育プログラム C-2）
テーマ「運動器とスポーツに対する理学療法の現状と展望」
講師：赤坂 清和 氏

埼玉医科大学 教授

⑧ セミナー４：地域（新人教育プログラム C-5）
テーマ「活動・参加につなげるストレングス
リハビリテーション」
講師：吉良 健司 氏

在宅リハビリ研究所 所長
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⑨ 教育セミナー
テーマ「新型コロナウィルス感染予防における
理学療法士としての役割と責任」
講師：今田 恒夫 氏

山形大学大学院医学系研究科
公衆衛生学／衛生学 教授

⑩ 教育研修部研修会
テーマ「論文査読者の視点を学ぶ」
講師：伊橋 光二 氏

福島県立医科大学 教授

⑪ e- ポスター
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新人教育プログラムの単位認定について
第 38 回東北理学療法学術大会において、下記の企画は、新人教育プログラムの単位が認定されます。
新人教育プログラムの単位登録は、該当セミナーの視聴により付与されます。準備委員会側で視聴のログを管
理しますので、必ずご自身の ID、パスワードでログインしての視聴をお願いいたします。ご本人の ID、パスワー
ドでログインされていない場合は、単位登録は行えませんのでご注意ください。この ID、パスワードは日本理学
療法士協会のマイページから事前登録された方に対し、学会開催前にご連絡いたします。
なお、新人教育プログラムポイント登録については以下の点にご注意いただきますようお願いします。

学術大会参加のみでは新人教育ポイントは付与されません。認定理学療法士や専門理学療法士取得及び更新等
に必要な学会参加ポイント（15 ポイント）は学術大会参加で付与されます。
該当セミナーを視聴することで新人教育ポイント付与の対象となります。
受講証明書は発行いたしません。
ログ管理にて聴講を判断しますので、履修ポイントの確認は後日（学術大会後約 3 ヶ月を目安）日本理学療法
士協会マイページでのポイント確認をお願いいたします。
視聴時間は下記の通りとなります。
10 月 17 日（土）9 時～ 10 月 25 日（日）23 時 59 分まで。
上記時間内に該当セミナーの視聴を完了してください。該当セミナーの視聴が完了していない場合、ポイントが
付与できない場合がありますのでご注意ください。

セッション名

「テーマ」・講師

セミナー２

「神経生理学を臨床で活かす」
講師：山口 智史 氏 ( 順天堂大学 )

セミナー３

「運動器とスポーツに対する理学療法の現状と展望」
講師：赤坂 清和 氏 ( 埼玉医科大学）

新プロ読み替えテーマ
C-1

神経系疾患の理学療法

C-2

運動器疾患の理学療法

C-5

地域リハビリテーション

「活動・参加につなげるストレングス

セミナー４

リハビリテーション」
講師：吉良 健司 氏 ( 在宅リハビリ研究所）

＊「セミナー１」は新人教育ポイントの対象外です
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第 38 回東北理学療法学術大会

大会長基調講演

遠藤

武秀

社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院
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第 38 回東北理学療法学術大会

大会長基調講演
えんどう

遠藤

社会福祉法人恩賜財団済生会

たけひで

武秀

山形 済 生病 院

学 歴 および 職 歴
1987 年 3 月

弘前大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業

1987 年 4 月

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院勤務

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
1997 年

山形県理学療法士会理事（〜 2006 年）

2000 年

東北ブロック協議会学会評議委員 ( 後学術局員に変更 )( 〜 2015 年 )

2004 年

東北ブロック協議会機関誌編集部長 ( 〜 2005 年 )

2009 年

山形県理学療法士連盟事務局長兼副会長（継続中）

2012 年

東北ブロック協議会学術局長 ( 〜 2013 年 )

2016 年

専門理学療法士取得（教育管理分野 管理 / 運営）

2018 年

日本クリニカルパス学会パス認定士取得
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第 38 回東北理学療法学術大会

大会長基調講演

理学療法士としての多元的な成長
〜周囲の期待にどう応えるか〜
遠藤武秀
済生会山形済生病院
リハビリテーション部
2020 年度は新型コロナウイルスの感染拡大に始まり、東京オリンピック・パラリンピックの延期、79 年ぶりという
緊急事態宣言の発令、7 月豪雨による自然災害と大変な状況が次々に起こった。更に新型コロナウイルスの第 2 波が拡
大する中、山形県における最上川の氾濫による浸水と、いつどこで何が起きるかわからない現状において、我々理学療
法士はこれらにどう対応していけば良いか、非常に難しい課題に直面している。このようなタイミングで東北の理学療
法士に明るい未来像を提案することで、現状を乗り切る一助になればと考える。

第 37 回東北理学療法学術大会では、
「理学療法の本質を高める〜それぞれが目指す次の一歩〜」というテーマのもと、
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」を考えることにより、次の世代へのス
テップ ( 一歩 ) の土台作りが提案された。

理学療法士については、
現在十数万人という人数になり、今後も増加の一途をたどる。活躍する領域は多方面に拡大し、
理学療法士にはより広い視野が求められている。更にそれぞれの年齢や環境において、必要な能力は多様化し変化して
いく。このような変化に適応する個人の成長には柔軟で多角的な視点が必要となるが、理学療法士としていかに成長し、
その存在価値を高め、理学療法をどう社会にどうアピールするかということは、個人としても組織としても今後最も重
要な部分であると考える。

理学療法士として成長していく上では目標が必要であり、それぞれの置かれている環境において何を目標としてどう
達成するか、会員それぞれが模索しながら仕事をしている。一方で、個人の生活背景は年齢や環境により変化し、その
変化に合わせ、目標やその達成プロセスの修正が必要となる。

今回の講演では、日々変化する社会状況の中で、我々理学療法士に何が求められていて、その期待にどう応え、どの
ように目標を設定していくべきかを考えたい。また、その目標設定を考える上で重要となる理学療法士としての価値観
についても触れてみたい。最後に私の提案する内容が、この学術大会のテーマの導入部分として、特別講演やシンポジ
ウムに繋げられればと考える。

2020: The 38th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

17

第 38 回東北理学療法学術大会

特別講演

斉藤

秀之

公益社団法人日本理学療法士協会 副会長
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第 38 回東北理学療法学術大会

特別講演

斉藤

秀之

公益社団法人

日本 理 学 療 法 士 協 会

学 歴 および 職 歴
1993 年
2002 年
2004 年
2011 年
2013 年
2017 年
2020 年

藤井脳神経外科病院 リハビリテーション科主任 就任
筑波大学大学院 博士課程 医学研究科 環境生態系専攻 修了 博士（医学）
医療法人社団 筑波記念会筑波記念病院リハビリテーション部部長 就任
公益社団法人 日本理学療法士協会 理事 就任
公益社団法人 日本理学療法士協会 副会長就任 . 現在に至る
医療法人社団 筑波記念会 顧問 就任 （～平成 30 年 7 月）
国立大学法人 筑波大学 教授（グローバル教育院）就任

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
専門理学療法士（神経、物理療法、教育・管理），筑波大学修士 ( 医科学 )，つくば市制 30 周年記念功
労表彰

主な 著 書
１．斉藤秀之、島村耕介、森本榮（編集）：「プロフェッショナルを目指す‼ PT 卒後ハンドブック -1
年目に習得したい基本スキル、東京：三輪書店、2014
２．伊藤隆夫、斉藤秀之、有馬慶美（編集）：図解 訪問理学療法技術ガイド 臨床の場で必ず役に立つ
実践のすべて、東京：文光堂、2014
３．斉藤秀之、加藤浩（常任編集）
：臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス、筋緊張に挑む、東京：
文光堂、2015
４．斉藤秀之、加藤浩（常任編集）、金子文成（ゲスト編集）
：臨床思考を踏まえる理学療法プラクティ
ス、感覚入力で挑む、感覚・運動機能回復のための理学療法アプローチ、東京：文光堂、2016
５．地神裕史、斉藤秀之（編集）
：上肢の理学療法 ‐ 局所機能と全身運動を結びつけるインタラクティ
ブ・アプローチ、東京：三輪書店、2016

主な 論 文
1. Hideyuki Saitou , Hisako Yanagi, Shuichi Hara, Shigeru Tsuchiya and Shigeo Tomura：Cerebral
blood volume and oxygenation among poststroke hemiplegic patients: Effects of 13 rehabilitation
tasks measured by Near-Infrared Spectroscopy、Arch Phys Med Rehabil 2000；81(10)：1348-56
2. Ayuzawa S, Saitou H, Yano H, Enomoto T, Nose T：Biological Function in Terms of the Therapeutic
of Microwave Resonance Therapy、J Intl Soc Life Info Sci 2001；19（1）：117-21
3. Naoki Tanaka, Hideyuki Saitou, Toshifumi Takao, Noboru Iizuka, Junko Okuno, Hiroaki Yano, Akira
Tamaoka, Hisako Yanagi：Effects of gait rehabilitation with a footpad-type locomotion interface in
patients with choronic post-stroke hemiparesis:a pilot study、Clinical Rehabilitation 26(8):686695、2012
4. 斉藤秀之、藤井博之、洲崎俊男：脳卒中片麻痺患者の運動麻痺回復の検討、理学療法ジャーナル
29；1995：413-6
5. 斉藤秀之、柳久子、奥野純子、右田玲子、戸村成男：リハビリテーション手技により骨折をきたし
た 3 症例、プライマリ・ケア 2002；26（2）：95-101

2020: The 38th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

19

第 38 回東北理学療法学術大会

特別講演

理学療法士としての多元的な成長
～ New Physical Therapy Order ～
斉藤秀之
公益社団法人日本理学療法士協会 副会長
演者に与えられたテーマは、第 38 回東北理学療法学術大会のテーマである「理学療法士としての多元的な成長」で
ある。遠藤武秀大会長は開催趣意書のなかで、
「理学療法士として今後成長していく上では目標が必要であり、それぞ
れの置かれている環境において何を目標としてどう達成するか、会員それぞれが模索している。一方で、結婚や出産、
育児、介護などにより個人の生活背景は変化していく。生活背景の変化に合わせ、目標やその達成プロセスの修正、さ
らには働き方についても選択が必要となることがある。近年、働き方改革や理学療法士教育制度の改正など、社会背景
が大きく変わろうとしているこのタイミングで、理学療法士の理想の成長のあり方が多岐にわたる事を共有し、若手か
らベテランまでそれぞれのライフステージや環境で求められる理想の未来像と、現実的な成長の形について考える機会
としたい。
」と想いを述べられ、サブテーマとして「理想の未来像を考える」とした意味を整理された。
こうした大会長の想いに対して、演者は「キャリアデザイン」と「キャリアサイクル」
、
「キャリアアンカー」という
考え方を紹介する。
「キャリアデザイン」とは、
「仕事を楽しみながら、高い成果をあげる」という職業人生を過ごすに
はどうしたらよいかを考えることである。
「キャリアサイクル」とは、キャリアの発達モデルであり、組織内キャリア
における発達段階と発達課題を表したものである。
「キャリアアンカー」とは、組織や環境などの影響を受けても、個
人が決して失わないその人の仕事に対する自己イメージである。こうした理論を理解し、理学療法士各位が自己の確立
と他者への理解が醸成され、社会実践において活かされることにより、理学療法士としての多元的な成長が獲得される
と考える。
一方、少子高齢人口減少社会に突入した我が国のあり方は社会保障制度のみならず、テクノロジーや産業構造など大
きく進路を変えざるを得ない。また、新型コロナウイルス感染症や地震・水害に代表される我々の生活に大きく支障を
きたす自然環境の変化の猛威は看過することができない状況である。こうした社会保障制度、産業構造や自然環境の変
化は、約 55 年が経過する我が国の理学療法士にも当然ながら影響を及ぼすことは自明である。こうした影響に抗うこ
となく、理学療法の原点を見つめ直し、社会変革の速度に対応できる新たな常態に対応できる理学療法士のあり方が、
多元的な成長と共に未来像として理想となる。演者はこれを “New Physical Therapy Order” と呼ぶことを提唱する。
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シンポジウム

第 38 回東北理学療法学術大会

テーマ「理学療法士としての多元的な成長」

シンポジスト

岩田 好子

齋藤 崇志

済生会山形済生病院

青年海外協力隊

女性のキャリア

海外経験

多田 竜也

多田 雄一

山形県立中央病院

最上町立最上病院

ワークライフバランス

障害者スポーツ
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第 38 回東北理学療法学術大会

シンポジウム
い わ た

よ し こ

岩田

好子
済生会

山形 済 生病 院

学 歴 および 職 歴
1982 年

国立療養所犀潟病院付属犀潟リハビリテーション学院卒

1982 年

国立山形大学医学部附属病院入職

1987 年

同上退職

1990 年

済生会

2017 年

山形済生病院

山形済生病院入職
リハビリテーション部課長

現在に至る

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
2019 年

日本理学療法士協会

協会賞受賞

主な 著 書
嶋田智明編集 課題別・理学療法技術ガイド（共著）
株式会社光文堂 2008 年発行
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第 38 回東北理学療法学術大会

シンポジウム
－それぞれの未来像を考える－
女性として管理職として
岩田
山形済生病院

好子

リハビリテーション部

「理想の未来像」を考えるきっかけになるかは疑問ではありますが、管理する立場となるまでの経過と現在行ってい
る事を話させていただきます。自身の理学療法士の原点は、学童後期の経験がベースとなっています。その後の就職、
結婚、海外生活、第二の職場の経験が自分を大きく成長させてくれました。
自身の大きな変化は、病院の成長とスタッフのお蔭です。当院の大きな変換は、増床と移転を実施した平成 7 年です。
リハビリテーション部もそれを契機に増員の方向となり対象疾患を拡充していきます。拡充と増員により組織として機
動する事が求められ、治療チーム編成や BSC を用いた目標設定を行っています。部門目標をチーム目標にさらに個人目
標に落とし込み、人事考課面接で目標の共有を図っています。職場教育システムの整備も必要となり、生涯教育と新人
教育プログラムを作成しています。自ら学ぶ姿勢の推進として、研修費用に関しては研修費と研究費の 2 本立てとして
います。モチベーション向上にはインセンティブも必要です。治療の質向上に偏ると部門全体が見えにくく組織力は低
下していきます。治療チーム（トップダウン組織）とは別に業務部会（ボトムアップ組織）を作り、部門そして病院の
ためにできる事を考える組織形成を狙っています。この業務部会活動で、働きやすく発展し続ける職場の形成を期待し
ています。
部門のマネージメントには、個人の能力を信じ引き出し、各々に役割を担ってもらう事が必要です。個々人が意欲を
もって仕事を継続したいと思える仕掛けや仕組みを作っていく事が管理職に求められていると思っています。更に女性
が一生仕事の継続が出来る職場風土作りも進めてきました。
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第 38 回東北理学療法学術大会

シンポジウム
さいとう

た か し

齋藤 崇志
J ICA 海 外 協力隊

学 歴 および 職 歴
2004 年

山形県立保健医療大学卒業，理学療法士免許取得

2016 年

桜美林大学大学院老年学研究科修了，博士（老年学）

2004 年

麻生リハビリ総合病院

2006 年

訪問看護リハビリテーションネットワーク

2015 年

リハビリ訪問看護ステーション

2017 年

公益社団法人

2018 年

JICA 海外協力隊（パプアニューギニア）

ハピネスケア

日本理学療法士協会

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
専門理学療法士 ( 生活環境支援 )，認定理学療法士 ( 地域理学療法 )

主な 著 書
・訪問リハ危険予知トレーニング KYT50 の場面，医歯薬出版株式会社．石黒友康，大森

豊，齋藤

崇志（編集）
・在宅・訪問リハビリテーションリスク管理実践テキスト，診断と治療社．（分担執筆）
・脳卒中理学療法コアコンピテンス，中外医学社．（分担執筆）

主な 論 文
・Saito T, et al. (2020): Awareness of personal weight and height among community-dwelling
people in West New Britain Province, Papua New Guinea. Tropical Doctor. https://doi.
org/10.1177/0049475520932195
・Saito T, et al. (in press): A retrospective observational study reviewing characteristics of inpatients
receiving rehabilitation services at a single provincial hospital in West New Britain Province, Papua
New Guinea. Papua New Guinea Medical Journal.
・Saito T, et al. (in press): Rehabilitation services for inpatients with cerebrovascular disease in a
provincial hospital in Papua New Guinea: a retrospective observational study. Papua New Guinea
Medical Journal.
・Saito T, et al. (in press): Characteristics of outpatients receiving physical therapy services at a single
provincial hospital in West New Britain Province, Papua New Guinea: a descriptive case series
study. Disability, CBR and Inclusive Development
・Saito T, et al. (in press): Characteristics of inpatients with non-communicable diseases receiving
rehabilitation services in a Pacific island country, Papua New Guinea: a preliminary study. Papua
New Guinea Medical Journal.
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シンポジウム
JICA 海外協力隊の経験

～パプアニューギニア～
齋藤崇志
JICA 海外協力隊

「海外で学ぶ、働く、生活をする」
そこに、魅力的な「何か」を感じる方は、決して少なくないでしょう。
その一方で、日本で理学療法士として働く現在の立場を捨て（中断して）海外に行くことは、大なり小なりリスクを
伴う決断になります。そのため、この決断にためらいを感じることも事実であると思います。

しかし、あなたが、海外で生活する（学ぶ・働く）ことに「強い興味」があり、
幸運にもそれを実現する「機会」に恵まれるのであれば、
是非、チャレンジしていただきたいと思います。
きっと、理学療法士として、人として、視野を広げるきっかけとなってくれるでしょう。そして、その経験は、自分
の選択肢を拡げ、人生を豊かにしてくれるものであると私は考えます。
これが、シンポジストとしての私の Take-Home Message です。

シンポジウムでは、
JICA 海外協力隊としての活動内容や生活の様子、そして、この経験を通して私が学んだ事等、私の経験をお話させて
いただきたいと思います。

【JICA 海外協力隊の活動概要】
・派遣国（地域）
：パプアニューギニア（西ニューブリテン州）
・派遣期間：2018 年 10 月 ‐ 2020 年 10 月（コロナウィルス拡大の影響で 2020 年 3 月に帰国）
・所属先：West New Britain Provincial Hospital
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シンポジウム
た

だ

ゆういち

多田 雄一

最上町立最上病院

学 歴 および 職 歴
2010 年

仙台医療技術専門学校卒業・理学療法士免許取得

2010 年

最上町立最上病院 入職

2020 年

最上町立最上病院併設老人保健施設やすらぎへ出向

現在に至る

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
運動器認定理学療法士
日本障がい者スポーツ協会中級障がい者スポーツ指導員
日本障がい者スポーツ協会障がい者スポーツトレーナー
日本パラ陸上競技連盟クラス分け委員
日本車いすラグビー連盟公認クラシファイヤー

主な 論 文
第 8 胸髄梗塞発症後在宅で復職を目指した経験

山形理学療法学

第 16 巻，41-46，2019
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シンポジウム
～障がい者スポーツの立場から～
多田
最上町立最上病院

雄一

リハビリテーション室

職場から外に活動の場を広げると様々な経験を得ることができます。私は生活期の病院と老健を兼務しています。ス
ポーツと関わりのない私が、職場の外に行くことで、日常では経験できない疾患や病期、症状に出会うことができます。
職場とは違った刺激や気づきを得ることで、知識や技術を習得するためのモチベーションを維持することができました。
また人間関係が豊かになり、日本各地の熱い仲間と切磋琢磨できました。スポーツ現場での楽しい経験だけではなく、
症例検討や研究を行うこともできました。シンポジウムでは、以下に記載しました 4 点について、私の僅かな経験を皆
様と共有し、多元的な成長について考えていきたいと思います。
1．知識・技術の向上が得られた
2．
「できること」
「できないこと」
「難しいこと」が分かった
3．
「報告・連絡・相談」と「事前準備」が重要であると痛感した
4．
「人生」を知ることができた
障害受容という言葉はどのようにとらえられるのでしょうか。退院の先に続く「人生」について多くの事例を知るこ
とができました。

職場以外での活動は努力や労力が必要です。家庭や職場の理解、時間や費用の制約など様々な困難が立ちふさがりま
す。しかし職場以外での活動は、臨床での経験と相互に関与していきます。それは大きな相乗効果をもたらすと実感し
ています。どちらか一方では決して得られない、成長のための「気付き」がたくさん隠れておりました。
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シンポジウム
た

だ

た つ や

多田

竜也

山形 県 立中央 病 院

リハビリテーション室

学 歴 および 職 歴
2015 年

理学療法士免許取得

2015 年

山形県立中央病院リハビリテーション室

理学療法士 . 現在に至る .

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
・第 27 回山形県理学療法学術大会新人賞 ,
TBS SASUKE-Ninja Warrior・2018 第 36 回大会 3rd-Stage 進出 ,
・2019 第 37 回大会 Final-Stage 進出・国際大会 日本代表

主な 論 文
多職種連携をして廃用症候群の予防と減量のため理学療法を施行した慢性骨髄性白血病の症例．
山形理学療法学 15 巻 ,37-43,2018
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シンポジウム
SASUKE-Ninja Warrior- で奮闘する理学療法士
～仕事と趣味の両立～
多田 竜也
山形県立中央病院

リハビリテーション室

本大会のテーマは「理学療法士としての多元的な成長」である。厚生労働省は多様なワーク・ライフ・バランスの実
現に向けて、働く方一人ひとりがより良い将来像を持てるようにすることを目指すと示している。今回自分の体験より、
仕事と趣味の両立から得られた成長について考える。
自分は急性期病院に在籍する理学療法士である。主に血液内科のがん患者さんを担当領域としている。そして今回の
タイトルである TBS「SASUKE」の選手である。SASUKE とは 100 人の選手が全 4 ステージの障害物を攻略していく巨
大フィールドアスレチック競技であり、世界 165 ヶ国で放送されているテレビ番組である。私が 7 歳の頃、普段は社
会の歯車として働く普通の社会人が、壮大なスケールの世界観に全力で挑む姿に魅了された。初出場は 14 歳、1st ス
テージリタイアとなった。それから 10 年は出場権を得られず社会人になって 12 年越しに 1st ステージをクリアした。
2019 年大晦日、横浜赤レンガ倉庫のファイナルステージにたどり着いた。
7 歳で夢見てから 20 年間で、たくさんの方々に出逢った。そのおかげで物事をいろんな角度から考えること、目標
達成のために必要な過程を客観的に評価することの重要性を学んだ。さらに SASUKE に出ることで患者さんは「SASUKE
みたよ !」と大変な治療をしているにも関わらずますます頑張ってリハビリテーションに取り組んでくれる。地域の子
供たちが職場に会いに来てくれることもある。SASUKE での挑戦が「いつかの」
「誰かの」
「何かの」糧になっている。
それが普段の仕事をさらに頑張ろうという自分自身のきっかけにもなっている。
「夢目標」
を持つことは人生の原動力となる。夢に近づくには「継続すること」
「自らいろんな人・場所に足を運ぶこと」
が重要だと考えている。そうすることでたくさんの何かに出逢い、きっかけが生まれる。私は SASUKE を通して素晴ら
しい出逢いが人生を豊かにしてくれると確信している。それは患者さんと理学療法士の出逢いも同様である。理学療法
士は人の生涯に関わる職種である。だからこそ理学療法士自らも「生きがい」を持ち患者さんに寄り添うことが重要で
あると考えている。
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佐藤

房郎

東北大学病院リハビリテーション科 技師長
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さ と う

佐藤

ふ さ お

房郎

東 北 大 学 病 院リハビリテーション部

学 歴 および 職 歴
1983 年

国立仙台病院附属リハビリテーション学院卒業．理学療法士免許取得

1983 年

神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法士

2001 年

東北大学病院リハビリテーション部副技師長

2006 年

同技師長

2007 年

東北大学病院副診療技術部長、リハビリテーション部門長、現在に至る

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
1992 年

第 26 回日本理学療法士学会

学会奨励賞

2019 年

第 37 回日本理学療法士協会賞

主な 著 書
１．新人理学療法士のためのスキルアップガイド 疾患別理学療法からチーム医療・研究まで、医歯
薬出版、2020 年（編著者）
２．重複障害のリハビリテーション実践マニュアル 27 症例から学ぶ多臓器障害者のリハビリテー
ション、医歯薬出版、2020 年（共著）
３．リハビリテーション管理・運営実践ガイドブック、メディカルビュー社、2018 年（共著）
４．臨床動作分析 PT,OT の実践に役立つ理論と技術、三輪書店、2018 年（共著）
５．脳卒中に対する標準的理学療法介入（第 2 版）、文光堂、2017 年（共著）

主な 論 文
１．クオリティアシュアランス

その方策とは、理学療法ジャーナル V.54、451-455、2020

２．理学療法におけるジェネラリスト・スペシャリスト

1．理学療法の専門性確立とその育成、理学

療法ジャーナル V.52、703-709、2018
３．コアスタビリティトレーニングの再考 - 脳卒中片麻痺患者運動療法への応用の視点から -、理学療
法 V34、887-898、2017
４．脳卒中片麻痺患者の体幹・下肢機能障害と機能予後、理学療法 V34、292-300、2017
５．中枢神経領域患者の動作の見方、理学療法の歩み V27、8-16、2016
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セミナー 1

臨床実践能力を高める教育システムの整備に向けて
～理学療法士の質を高めるために私たちに出来ること～
佐藤房郎
東北大学病院リハビリテーション部
理学療法士作業療法士養成施設指定規則が約 20 年ぶりに改訂され今年度の入学生より適用されはじめた。総履修時
間数は増えたが、臨床実習時間数は削減された。また、指導法として診療参加型（クリニカルクラークシップ）が推奨
され、独力で理学療法を組み立て実践する経験のない学生が増えている。一方、臨床現場では、対象領域の拡大、ハイ
リスク患者の処方、入院期間の短縮などが進展する中で、理学療法士には一定の成果が求められている。さらに、チー
ム医療への参加、病院経営への貢献なども含めると、業務全般に亘りゆとりがなくなり、臨床実習生や新入職者に系統
だった教育を提供できない現状も見受けられる。こうした背景を踏まえ、理学療法の質を担保し専門職としての地位を
確立するために、理学療法士の生涯教育を見据えたキャリアラダーと教育システム整備が待たれるところである。
ところで、臨床実践能力を高めるためには、病態を適切に捉えることが欠かせない。しかし、短時間で病態をとらえ
ることは容易ではなく、
理学療法を実践しながらまとまっていくものと考えている。昨今、各種ガイドラインが整備され、
リハビリテーション領域でも EBM が定着して来たが、論理優先で方略ありきに陥っていないだろうか。介入した結果
を確認し、臨床推論しながら効果的な方略を選択し発展的な理学療法を展開しているだろうか。また、それらを患者や
学習者に明示できるだろうか。
こうした臨床推論と効果を提示しながら進める理学療法の確立は、臨床実習からのシームレスな教育と臨床実習指導
者の質向上がカギを握っていると思われる。そこで、職場単位で出来ることは何だろうか。演者は教育システムの構築
における課題を次のように捉えている。
①

誤ったクリニカルクラークシップからアクティブラーニングへの転換

②

理学療法プリセプターシップでの新人教育の確立

③

指導者の臨床推論と治療技術の向上

④

中堅職員とベテラン職員の指導能力を高める課題提供

⑤

理学療法クリニカルラダー（キャリアラダー）の提案

これらは、東北大学病院における診療システムの構築と成熟の過程で見えてきた課題でもある。当部門の診療体制は、
専門領域単位で 3 つの診療ユニットに分かれ、運動器・神経疾患患者、内部障害患者、小児領域・がん患者に特化した
理学療法を提供している。専門分化することで専門性向上と標準化が図られてきたが、教育システム構築については、
いまだ発展途上にある。経験したことのない領域（疾患）での診療を独立して実施できるまで、どのように導き、何を
学んでもらうかを明示することが目標である。また、一定期間で何を経験してもらうか、それらを数値化していくこと
も重要と考えている。本大会では、演者の経験と当院での取り組みを紹介し、問題提起してみたい。
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山口

智史

順天堂大学 先任准教授
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セミナー 2
やまぐち

ともふみ

山口 智史

順 天 堂 大 学 保 健 医 療 学 部 理 学 療 法学 科

学 歴 および 職 歴
2004 年
2004 年

山形県立保健医療大学 卒業．理学療法士免許取得
慶應義塾大学 月が瀬リハビリテーションセンター 理学療法士

2013 年
2013 年
2016 年
2017 年
2020 年

慶應義塾大学大学院 医学研究科 博士課程 修了（博士 医学）
慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室 特任助教
日本学術振興会 海外特別研究員（University of Copenhagen）
山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授
順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 先任准教授．現在に至る

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 など ）
2014 年：第 30 回国際臨床神経生理学会（ICCN2014）Cobb award（最優秀若手研究者賞）
2016 年：第 50 回日本理学療法学術大会 最優秀賞
2018 年：第 48 回日本臨床神経生理学会学術大会 最優秀演題賞

主な 著 書
１．物理療法学 第 5 版 ( 標準理学療法学 専門分野 )，医学書院，2020（共著）．
２．脳卒中 ‐ 基礎知識から最新リハビリテーションまで ‐ ，医歯薬出版，2019（共著）
３．痙縮治療ポケットマニュアル ボツリヌス療法・ITB 療法・リハビリテーション，医歯薬出版，2018（共
著）
．
４．神経科学の最前線とリハビリテーション，医歯薬出版，2015 年（共著）．
５．リハビリテーションのための臨床神経生理学，中外医学社，2015（共著）．

主な 論 文
1. Transcutaneous spinal direct current stimulation increases corticospinal transmission and
enhances voluntary motor output in humans. Physiological Reports, in press，2020.
2. Transcranial direct-current stimulation combined with attention increases cortical excitability and
improves motor learning in healthy volunteers. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation,
17(1), 23, 2020.
3. Priming with intermittent theta burst transcranial magnetic stimulation promotes spinal plasticity
induced by peripheral patterned electrical stimulation. Frontiers in Neuroscience, 12, 508, 2018.
4. Spasticity in adults with cerebral palsy and multiple sclerosis measured by objective clinically
applicable technique. Clinical Neurophysiology, 129 (9), 2010-2021, 2018.
5. The effects of anodal transcranial direct current stimulation and patterned electrical stimulation on
spinal inhibitory interneurons and motor function in patients with spinal cord injury. Experimental
Brain Research, 234 (6), 1469-1479, 2016.
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臨床神経生理学を臨床で活かす
山口智史
順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科
臨床神経生理学は、多くの理学療法士がその重要性を認識しながらも、知識や情報を得る機会がないこと、さらに難
しい印象があることで親しみが持てない分野かもしれない。本講演では、臨床において臨床神経生理学の知識がどのよ
うに理学療法に関わるのかについて、動作や病態から説明する。また、体表から神経活動を調節することを目的とした
ニューロモデュレーションの知見を紹介することで、臨床神経生理学に興味を持っていただけることを期待したい。
臨床神経生理学は、ヒトの中枢神経系・末梢神経系の機能を、さまざまな方法で診断、評価し、治療に役立てる学問
である。具体的な方法には、表面筋電図、誘発筋電図、経頭蓋磁気刺激、脳波などがある。これらの手法は、体表に貼
付した電極を通して、生体内における電気信号の伝導と伝達を測定することで、ヒトの運動に関わる神経活動を評価す
ることが可能である。
この神経活動から運動・感覚機能、自立神経機能、さらに高次脳機能などの重要な情報が得られるため、動作障害を
治療対象とする理学療法において非常に有益な情報となる。これは、理学療法評価の主体となっている観察や触ること
による評価や、
画像評価からでは得られない情報である。さらに、障害に伴う異常また正常な神経活動を評価することで、
特に機能障害の病態を客観的および定量的に評価することが可能である。これにより、予後予測や病態理解、治療方針
の決定、効果判定、さらに新しい治療法の開発などに活用できる。
ニューロモデュレーションは、神経に直接影響を与えるテクノロジーであり、目的とした部位に対して電気刺激もし
くは薬剤を用いて神経調節や神経活動を変調することができる。理学療法領域で使用されるニューロモデュレーション
には、末梢神経系や中枢神経系への電気刺激があり、臨床神経生理学からの情報を組み合わせることで、理学療法を促
進する 1 つの手段となる可能性がある。
今回、学会テーマでもある多次元的な成長を目標に、臨床神経生理学とニューロモデュレーションの知見に触れるこ
とで、新しい視点で理学療法を展開する機会になることを期待する。
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赤坂

清和

埼玉医科大学 教授
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セミナー 3
あかさか

赤坂

きよかず

清和

埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科

学 歴 および 職 歴
1990 年
1993 年

金沢大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業 米澤整形外科入職
米国ウィチタ州立大学卒業、辰口芳珠（たつのくちほうじゅ）記念病院

1995 年
2000 年
2003 年

東北大学大学院医学系研究科進学
東北大学大学院修了（障害科学博士）、埼玉医科大学総合医療センター入職
埼玉医科大学短期大学理学療法学科講師として異動、助教授を経て

2006 年
2007 年

埼玉医科大学短期大学理学療法学科教授
埼玉医科大学保健医療学部教授

2010 年

埼玉医科大学大学院医学研究科教授

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 ）
2014 年 日本運動器科学学会感謝状
2014 年 Diploma (2nd Korea-Japan Physical Therapy Joint Conference for an invited speaker)
2015 年 6 月 第 50 回日本理学療法学術大会 第 50 回理学療法学術大会感謝状

主な 著 書
2020 年 リハに役立つ論文の読み方・とらえ方（羊土社）
2019 年 ファッシャルリリーステクニック：筋膜を治療して身体構造のバランスを整える（医道の日
本社）
2019 年 骨盤と仙腸関節の機能解剖（医道の日本社）
2019 年 オステオパシーアトラス（医道の日本社）
2019 年 スポーツ理学療法学（メジカルビュー社）

主な 論 文
1. Hattori H, Akasaka K, et al.: Grip strength does not relate preventing an increase of medial elbow
joint-space gapping during repetitive pitching. JSES International 2020 年
2. Hasebe Y, Akasaka K, et al.: Effects of Nordic Hamstring Exercise on Hamstring Injuries in high
School Soccer Players: A Randomized Controlled Trial. International journal of Sports Medicine
41(3) 154 - 160 2020 年
3. Hattori H, Akasaka K, et al.: Changes in medial elbow elasticity and joint space gapping during
maximal gripping: reliability and validity in evaluation of the medial elbow joint using ultrasound
elastography. Journal of shoulder and elbow surgery 2020 年
4. Mizoguchi Y, Akasaka K, et al.: Factors associated with low back pain in elite high school volleyball
players. J Phys Ther Sci 31(8) 675 - 681 2019 年
5. Tamura A, Akasaka K, et al.: Lower-Extremity Energy Absorption During Side-Step Maneuvers in
Females with Knee Valgus Alignment. Journal of Sports Rehabilitation 10.1123/jsr.2018-0281
2019 年
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セミナー 3

運動器とスポーツに対する理学療法の現状と展望
赤坂清和
埼玉医科大学
akasaka-smc@umin.ac.jp
1966 年に日本において理学療法士が誕生して 54 年となる。理学療法士の養成は国立療養所病院附属リハビリテー
ション学院から 1979 年金沢大学医療技術短期大学部を始めとする国公私立大学医療技術短期大学、1992 年広島大学
医学部保健学科理学療法専攻が開設されるなど 4 年制大学教育へと発展してきた。1999 年には天皇陛下にご参列いた
だき、第 13 回世界理学療法連盟学会を横浜で開催するなど社会的にも認知を拡大してきた。一方、理学療法士が誕生
してからの日本におけるオリンピックに目を向けると、1972 年札幌大会と 1998 年長野大会が冬季オリンピックとし
て開催され、600 名以上の理学療法士が運営に携わる 2020 年東京大会が開催され、ここでさらに理学療法士という職
種が注目を集めるはずであった。しかし、新型コロナウィルス Covid-19 による感染症拡大が懸念され、残念ながら東
京大会の開催が 2021 年に見送られている。
日本における理学療法士は、整形外科の術後療法や物理療法、脳卒中や小児疾患の機能回復などを担い、病院やク
リニックなどで活躍してきている。また、理学療法士の活躍の場は、高齢者施設やスポーツ施設、自費リハなど年々拡
大してきている。その中で、従来の時間の概念外に長時間理学療法室で自主トレを行う患者やアスリートなども現れる
ようになり、病院施設の他にスポーツ施設を併設する医療機関なども増えてきている。運動器およびスポーツの理学療
法がカバーする領域は、従来の痛みや日常生活動作の改善や再獲得にとどまらず、高いパフォーマンスを促進し、発揮
するための運動分析や運動指導、外傷や障害を減少させるための競技前後の介入の開発など多岐にわたるようになって
きている。小生は大学で理学療法士の養成に携わり、入学試験などで受験生と面接を担当しているが、受験生が理学療
法士を目指した理由は、本人または家族が理学療法サービスを受け、その中で理学療法士に対する理解が深まり、目指
すようになったという志望動機を話すケースがとても多くなってきていると感じている。これらの状況を基盤として、
大学院に進学する理学療法士が徐々に増えてきている。さらに、理学療法ではガイドライン第 2 版の整備が進められて
いて、従来よりも理学療法に関する科学的根拠を説明しながら、理学療法サービスを提供する理学療法士が増えてきて
いると感じている。
本学会では、運動器およびスポーツに関連する理学療法における教育やサービスについて、世界理学療法連盟のサ
ブグループにおける水準化と方向性を踏まえながら現状および近い将来についてご説明し、共有することを目的に講演
したいと考えている。
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セミナー 4

吉良

健司

在宅りはびり研究所
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セミナー 4
き

ら

け ん じ

吉良

健司
在 宅りはびり研 究 所

学 歴 および 職 歴
1992 年

高知リハビリテーション学院・佛教大学社会学部卒業

2003 年

筑波大学大学院教育学科カウンセリング専攻ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｺｰｽ修士課程修了

1992 年

医療法人近森会

1999 年

医療法人財団新誠会

就職

2006 年

在宅りはびり研究所

設立

2007 年

株式会社らいさす

就職

近森リハビリテーション病院配属
たいとう診療所配属

設立

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 ）
訪問リハビリ入門，日本看護協会出版会，2001.（共著）
はじめての訪問リハビリテーション，医学書院，2007.（共著）
高齢者・障害者の生活を支える福祉機器Ⅱ，東京都高齢者研究・福祉振興財団，2007.（共著）
地域理学療法学 第 4 版，医学書院，2017.（共著）
訪問リハビリテーション完全マニュアル，株式会社 gene，2018（共著な 著 書

主な 論 文
訪問リハビリテーションが高齢障害者の日常生活活動に与える影響について．理学療法学 28(5), 225228, 2001.
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セミナー 4

活動・参加につなげるストレングスリハビリテーション
吉良健司
在宅りはびり研究所

代表

近年、国民の暮らしを支える急性期・回復期・生活期リハビリテーションにおいては、心身機能の回復だけでなく、
活動や参加につなげ、
すべての国民が社会に参画する一億総活躍社会の実現が求められています。具体的には高齢であっ
ても、認知機能の低下があっても、障害があっても、病気療養をしていても、その人の持っている能力を活かし、家族
や地域で役割を持ちながら、自分の存在価値を肯定できる暮らし作りが重要視されるようになりました。このような社
会を実現するリハビリテーション実践としては、旧来の医学モデルをベースとした心身機能に偏重したリハビリテー
ションのみではなく、対象者の心理・社会的視点も踏まえた新しいパラダイムへの転換が不可欠となってきました。
この課題を解決に結びつける糸口となるのが、対象者の弱みに焦点を当てる医学モデル ( ウイークネスモデル ) の対
極の方法論、対象者の強み（ストレングス）に焦点を当てて生活課題を解決するストレングスアプローチの応用です。
もともと、ストレングスモデルは精神障害者の地域統合のソーシャルワークの手法としてアメリカで体系化され実践さ
れてきました。チャールズ・A・ラップ１）によると、ストレングスは 4 つのカテゴリー、①人の性質・性格、②技能・
才能、③関心・願望、④環境に分類されます。この手法は、従来の医学モデル偏重に対するアンチテーゼとして社会福祉、
医療、
介護領域へ大きな広がりを見せています。この理論を応用したのが、私が提唱する「ストレングスリハビリテーショ
ン」になります。具体的には、①初期の段階において、従来の医学的弱みの評価だけでなく、
「あなたの強みチェックシー
ト」を用いてその人の強みを評価すること、②その強みの中から本人の行動意欲が引き出されるような生活目標やリハ
ビリテーション目標を本人と一緒に決めること、そして③リハビリテーションプログラムやプロセスにその人の強みを
からめていくことがアプローチの基本となります。例えば、
「孫が好き」、
「温泉が好き」という強みをもっている人に対し、
6 か月後に孫一家と温泉旅行に行く」という意欲が沸き上がる生活目標を立て、そこに向けて入院や訪問、通所でのリ
ハビリテーションの組み立てをお孫さんにも一部協力してもらい実践していくことです。
実は我々が経験する活動・参加につながった事例の成功の秘訣は、対象者自身の強みや対象者を取り巻く環境の強み
が原動力となり、より良い方向につながったといっても過言ではありません。もちろん障害や病気の重症度も影響しま
すが、最終的に人としての復権のリハビリテーションの達成には、強みの活用や本人の強みへの意識が極めて重要にな
ります。
本講演においては、これからの地域包括ケア時代に必要な急性期・回復期から始まる活動・参加につなげるストレン
グスリハビリテーションについてわかりやすくお伝えします。
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教育セミナー

今田

恒夫

山形大学大学院医学系研究科
公衆衛生学／衛生学 教授
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教育セミナー
こ ん た

今田
山形 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科

つ ね お

恒夫

公 衆 衛 生 学・衛 生 学 講 座

西 暦 学 歴 および 職 歴
1990 年

山形大学医学部医学科卒業

1990 年

山形市立病院済生館・研修医

1992 年

山形大学医学部附属病院・医員（第一内科）

1996 年

山形県立日本海病院（内科）

1999 年

英国ロンドン大学研究員（腎臓内科学）

2001 年

山形大学医学部附属病院・助手（第一内科）

2004 年

山形大学医学部附属病院・講師（第一内科）

2008 年

山形大学内科学第一（循環・呼吸・腎臓内科学）講座・准教授

2018 年

山形大学大学院医学系研究科公衆衛生学・衛生学講座・教授

現在に至る

その 他（ 受 賞 暦 ，講 演 に 関 する 研 究 経 過 ）
2005 年 第１回山形大学医学部最優秀教員賞
2008 年

第４回山形大学医学部最優秀教員賞

2010 年

第９回山形大学医学部学術賞特別賞（金賞）

おもな 著 書
シンプル腎・泌尿器学，南江堂，2019

( 冨田善彦，今田恒夫

編集 )

主な 論 文
1. Association between serum uric acid levels and mortality: a nationwide community-based cohort
study. Sci Rep 10, 6066, 2020.
2. Change in albuminuria and subsequent risk of end-stage kidney disease: an individual participantlevel consortium meta-analysis of observational studies. Lancet Diabetes Endocrinol 7, 115-127,
2019.
3. Genetic polymorphisms of paraoxonase-1 are associated with chronic kidney disease in Japanese
women. Kidney Int 76, 183-9, 2009.
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教育セミナー

新型コロナウイルス感染予防における
理学療法士としての役割と責任
今田恒夫
山形大学大学院医学系研究科

公 衆 衛 生 学 ・衛 生 学

コロナウイルスは、感冒の原因の 10 ～ 15％を占める比較的ありふれた病原体だが、2019 年末より中国で集団発生
が報告された新型コロナウイルス (COVID-19) 感染は、日本を含む全世界に急速に拡大し、感染者は 1000 万人以上となっ
ている。新型コロナウイルスがこれまでのウイルスと大きく異なる点は、曝露から発症まで数日かかる上に、無症状ま
たは発症早期から感染性が高いことであり、これが感染増加の原因の一つとなっている。また、感染初期の症状は、イ
ンフルエンザや感冒と同様の発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感などが中心であるため、これらの疾患の鑑別は困難である。
新型コロナウイルス感染の臨床経過としては、かぜ症状が 1 週間程度続き、80％で自然治癒するが、20％で入院治療
が必要になり、2-3％で致命的な状況になると報告されている。特に、高齢者や基礎疾患をもつ人の重症化リスクが高い。
新型コロナウイルス感染は、医療従事者にも発生しており、患者から医療従事者への感染のみならず，医療従事者か
ら患者や医療従事者同士に感染したと考えられる事例も起きている。新型コロナウイルスの伝播経路は、主に接触感染
と飛沫感染と考えられているため、医療現場においては、施設内の全員を対象として接触予防策と飛沫予防策をとる必
要がある。
新型コロナウイルス感染症対策により様々な制限がある現状において、理学療法士に求められる役割は以前よりも大
きくなっている。理学療法は、疾患罹患後の患者の QOL や ADL の改善はもちろん、移動や人との交流が制限され、全
身の様々な機能が低下している人の健康と生活を守るためにも重要である。虚弱体質、サルコペニア、認知機能低下、
うつ病をもつ人たちのリスクを減らすなど、幅広い効果が期待できる。
一方、理学療法では、対象者との距離が近く、接触感染や飛沫感染がおこりやすい状況で行われることが多いため、
その実施には十分な注意が必要である。感染防止の３つの基本は、１）身体的距離の確保、２）マスクの着用、３）こ
まめな手洗いであるが、さらに医療の場面では、県内の感染の状態に応じた注意・警戒レベルを設定し、各レベルに応
じて必要な対応策を追加する。具体的には、１）個人防護具（ゴーグルやフェイスシールド，マスク，手袋，長袖ガウ
ン，帽子などの）着用、２）換気、３）環境整備（共用物品・設備の消毒、ディスポ製品の利用、医療機器の個人専用
使用）
、４）COVID-19 陽性者（疑い例を含む）からの廃棄物を感染性廃棄物として扱う、５）職員の健康管理（体温測
定、体調変化時は速やかに感染管理担当者に報告する体制）などの対策をとる。また、感染のリスクを高める集団での
リハビリテーションは避けることが望ましく、可能であれば、遠隔でのリハビリテーションも検討する。
新型コロナウイルス感染症についてはまだ不明な点が多く、適切な対処法が今後変わっていく可能性もある。理学療
法士は、最新の情報を踏まえながら、人々の健康と生活を守るために理学療法を行っていただきたい。
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e- ポス タープログラム
《１日目
セッション・タイトル

10 月 17 日 ( 土 )》
掲示板受付開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

15 時 00 分～ 16 時 00 分

16 時 00 分～ 16 時 15 分

16 時 00 分～ 17 時 00 分

17 時 00 分～ 17 時 15 分

神経理学療法 1
e- ポスター①

運動器理学療法 1
内部障害理学療法 1
神経理学療法 2

e- ポスター②

運動器理学療法 2
教育・管理理学療法 1
神経理学療法 3

e- ポスター③

生活環境支援理学療法 1
内部障害理学療法 2

		
《2 日目
セッション・タイトル

10 月 18 日 ( 日 )》
掲示板受付開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

12 時 00 分～ 13 時 00 分

13 時 00 分～ 13 時 15 分

13 時 00 分～ 14 時 00 分

14 時 00 分～ 14 時 15 分

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

神経理学療法 4
e- ポスター④

運動器理学療法 3
内部障害理学療法 3
神経理学療法 5

e- ポスター⑤

生活環境支援理学療法 2
教育・管理理学療法 2
神経理学療法 6

e- ポスター⑥

基礎理学療法
基礎理学療法
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1 日目

1 0 月 17 日 ( 土 )

セッション・タイトル

日付
2020 年 10 月 17 日

掲示板確認・回答開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

e- ポスター①

神経理学療法 1

P01-1-1

脳卒中患者における長下肢装具から短下肢装具へのカットダウン移行期間に関わる因子の検討
医療法人社団

P01-1-2

新生会

南東北第二病院

広樹

丸山

元暉

脳卒中片麻痺患者における Phase angle による骨格筋の質的評価の検討
秋田県立循環器・脳脊髄センター

P01-1-3

岸

視床出血例での下肢運動麻痺と CT 所見との関係性について
秋田大学医学部附属病院

P01-1-4

皆方

伸

透析中の他動的な運動療法が脳卒中重度片麻痺患者の心身機能に及ぼす影響
医療生協わたり病院
2020 年 10 月 17 日

14 時 00 分～ 15 時 00 分

小林

翔汰

e- ポスター①

運動器理学療法 1

15 時 00 分～ 15 時 15 分

P01-2-1

当院における人工膝関節全置換術患者への Risk Assessment and Prediction Tool（RAPT）を用いたクリニカルパ
スバリアンスの予測について
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院

P01-2-2

P01-2-4

丹心会

吉岡病院

井上

山形済生病院

日塔

善之

中通総合病院

庄司

貴紀

人工膝関節全置換術が股関節可動域に与える影響と関連性

内部障害理学療法 1

P01-3-1

山形済生病院における CLTI に対する治療

2020 年 10 月 17 日

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

山形済生病院

太田

大森

市川

兼之

木村

有希

経カテーテル大動脈弁留置術後における 100 ｍ歩行達成には、術前因子の栄養状態が関連する。
山形県立中央病院

P01-3-5

允

緊急手術後の高齢大血管疾患患者における退院時の栄養状態
秋田大学医学部附属病院

P01-3-4

雄大

集学的治療と心臓リハビリテーション継続によって社会復帰に至った重症心不全の 1 例
山形大学医学部附属病院

P01-3-3

千絵美

人工膝関節全置換術術後 1 週時のクリニカルパスバリアンスの予測

e- ポスター①

P01-3-2

勇樹

大腿骨近位部骨折症例の予後予測に関与する因子の検討
医療法人社団

P01-2-3

藤田

CPX を活用した心臓リハビリテーション外来の一症例
山形済生病院

2020: The 38th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

森

46

史哉

第 38 回東北理学療法学術大会

セッション・タイトル

日付

e- ポスター②

神経理学療法 2

2020 年 10 月 17 日

P02-1-1

脊髄梗塞により後脊髄動脈症候群を呈した一症例

掲示板確認・回答開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

15 時 00 分～ 16 時 00 分

16 時 00 分～ 16 時 15 分

山形市立病院済生館
P02-1-2

P02-1-3

リハビリテーション室

中川

響子

奥州病院

小原

達也

川久保病院

田村

元

麻痺側下肢への荷重に不安を呈した症例に対する一考察

被殻出血を呈し、早期の KAFO が効果的ではなかった一症例
盛岡医療生活協同組合

P02-1-4

右中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞により重度運動麻痺を呈した症例への理学療法介入
盛岡医療生活協同組合

e- ポスター②

運動器理学療法 2

2020 年 10 月 17 日

15 時 00 分～ 16 時 00 分

P02-2-1

変形性膝関節症患者における床上起立の所要時間と身体機能との関連性

川久保病院

須田

智寛

佐藤

圭汰

さとう整形外科

山川

祥平

会津医療センター

庄司

亮平

成人脊柱変形患者に対する 3 ヵ月間の個別的運動療法は動的アライメント不良を改善させるか？
福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科

P02-2-3

P02-2-4

肩関節夜間痛における三角筋と三角筋下滑液包の滑走障害を呈した一症例

膝関節屈曲角度と大腿直筋筋硬度との関連性
福島県立医大

e- ポスター②

教育・管理理学療法 1

P02-3-1

当院リハビリテーション室における Business continuity planning

P02-3-2

P02-3-3

2020 年 10 月 17 日

15 時 00 分～ 16 時 00 分

16 時 00 分～ 16 時 15 分

山形県立中央病院

黒沼

大紀

東北文化学園大学 大学院

松坂

大毅

岩月

宏泰

常松

大起

理学療法士の技術特性に関する研究

理学療法専攻大学生におけるスマートフォン使用状況と友人関係との関連性
青森県立保健大学

P02-3-4

クリニカルクラークシップへの移行と臨床教育者アンケートから見えた現状と課題
太田綜合病院付属太田西ノ内病院

e- ポスター③

神経理学療法 3

P03-1-1

非骨傷性脊髄損傷不全麻痺で歩行器使用にて歩行獲得に至った一例

2020 年 10 月 17 日

16 時 00 分～ 17 時 00 分

17 時 00 分～ 17 時 15 分

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
P03-1-2

P03-1-4

村田

聡美

盛岡医療センター

志田

充啓

みゆき会病院

武田

瑞季

頚髄損傷により四肢麻痺を呈した高度肥満の症例に対し理学療法が難渋した症例報告
独立行政法人

P03-1-3

開

16 時 00 分～ 16 時 15 分

秋田大学医学部附属病院
P02-2-2

藤田

国立病院機構

不全頸髄損傷による膝ロッキングに対して運動療法と装具療法を併用した症例

受傷後 6 時間以内に椎弓切除術を施行し、積極的な運動療法を行った頚髄損傷患者 2 例の運動機能評価
岩手医科大学附属病院
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史晃

第 38 回東北理学療法学術大会

セッション・タイトル

日付

掲示板確認・回答開始～終了

16 時 00 分～ 17 時 00 分

17 時 00 分～ 17 時 15 分

e- ポスター③

生活環境支援理学療法 1

P03-2-1

宮城県における令和元年東日本台風被害に対する災害リハビリテーション支援活動報告

P03-2-2

P03-2-3

P03-2-4

2020 年 10 月 17 日

掲示板確認・回答開始～終了

自宅

坪田

朋子

株式会社未来企画

伊藤

宏一

山形県立中央病院

髙平

真澄

（一財） 総合南東北病院リハビリテーション科

舟見

敬成

令和元年東日本台風被害における災害リハビリテーション支援活動に参画して

DMAT 活動報告

台風 19 号災害における福島 JRAT の活動報告と今後の課題

e- ポスター③

内部障害理学療法 2

P03-3-1

超音波画像診断装置を用いた最大吸気位における横隔膜厚測定の検者内信頼性

P03-3-2

2020 年 10 月 17 日

16 時 00 分～ 17 時 00 分

P03-3-4

いわき市医療センター

鈴木

園恵

リハビリテーション科

遠藤

浩一

公益財団法人星総合病院

池田

珠美

姿勢の違いが最大呼気流速に与える影響
福島県立医科大学会津医療センター

P03-3-3

17 時 00 分～ 17 時 15 分

潰瘍性大腸炎患者に対する理学療法経験

骨髄抑制期に人工呼吸器管理に至ったものの自宅退院できた慢性活動性 EB ウイルス感染症の一例
秋田大学医学部附属病院

2020: The 38th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

48

菊池

耀

第 38 回東北理学療法学術大会

2 日目
セッション・タイトル

1 0 月 18 日 ( 日 )
日付
2020 年 10 月 18 日

掲示板確認・回答開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

12 時 00 分～ 13 時 00 分

13 時 00 分～ 13 時 15 分

e- ポスター④

神経理学療法 4

P04-1-1

退院支援を中心とした心疾患術後 18 トリソミー児への関わりを経験して
公立岩瀬病院

P04-1-2

P04-1-3

P04-1-4

添田

多発性神経炎を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に対する早期装具療法と合併症に留意した理学療法
山形済生病院

佐藤

公亮

公立岩瀬病院

前山

愛実

当院における NICU、GCU での理学療法士の役割と課題

皮膚筋炎・廃用症候群により著明な筋力低下が生じた症例
いわき湯本病院

P04-1-5

武田

はるか

頸部ジストニアによる首下がりを呈した症例へのプロテックの効果
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

e- ポスター④

運動器理学療法 3

P04-2-1

前庭機能の賦活により機能改善が認められた生活期の大腿骨近位部骨折の１例

2020 年 10 月 18 日

12 時 00 分～ 13 時 00 分

高橋

わたり病院

佐藤

P04-2-4

橘

諒輔

みゆき会病院

鈴木

映那

山形市立病院済生館

清野

大地

下腿三頭筋筋力低下を有する腰椎椎間板ヘルニア摘出術後症例への歩行推進力向上に向けた介入

両側大腿骨頸部骨折後、CPP による両側 BHA を施行し歩行能力改善を認めた症例

e- ポスター④

内部障害理学療法 3

P04-3-1

肺がんによる症状緩和及び QOL 向上のために在宅酸素療法を導入した症例

2020 年 10 月 18 日

12 時 00 分～ 13 時 00 分

13 時 00 分～ 13 時 15 分

一般財団法人 三友堂病院
P04-3-2

絢

右大腿切断術後に膝歩き義足を用いた一例
岩手県立二戸病院

P04-2-3

紗佳

13 時 00 分～ 13 時 15 分

福島医療生協
P04-2-2

航平

遠藤

彩加

リハビリテーション栄養ケアプロセスを用いたリハビリテーションと栄養管理により身体機能・ADL が改善し自
宅退院が可能となった末期肺癌患者の一症例
南東北福島病院

P04-3-3

安西

ゆう子

胃癌術前、術後 12 か月における体組成の経時的変化並びに術後 12 か月時での活動量による体組成変化程度の検
討
総合南東北病院

P04-3-4

早尾

啓志

急性腎不全患者の早期社会復帰を目指した理学療法士の関わり
公益財団法人

ときわ会

常磐病院
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紳太郎

第 38 回東北理学療法学術大会

セッション・タイトル

日付
2020 年 10 月 18 日

掲示板確認・回答開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

13 時 00 分～ 14 時 00 分

14 時 00 分～ 14 時 15 分

e- ポスター⑤

神経理学療法 5

P05-1-1

半側空間無視患者のリハビリテーションにおける胸椎部への経皮的末梢神経電気刺激の併用が及ぼす効果
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

P05-1-2

山形済生病院

小関

黎明郷

e- ポスター⑤

生活環境支援理学療法 2

P05-2-1

在宅脳卒中患者における自動車運転継続の動向について

2020 年 10 月 18 日

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

13 時 00 分～ 14 時 00 分

わたり病院

佐藤

努

地域リハビリテーションセンター

及川

真人

公立黒川病院

久家

直巳

公立高畠病

渡部

崇久

二次予防対象高齢者における転倒既往と転倒恐怖感に関連する移動能力の検討

教育・管理理学療法 2

P05-3-1

フィジー共和国における理学療法の現状報告

2020 年 10 月 18 日

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

東北医科薬科大学病院

P05-3-3

優作

ティルトテーブルとハンドヘルドダイナモメーターを用いた体幹伸展筋力測定の再現性と妥当性

e- ポスター⑤

P05-3-2

鎌田

脳卒中片麻痺者の生活空間の広狭における歩行自己効力感の違い
東八幡平病院

P05-2-4

梓

14 時 00 分～ 14 時 15 分

福島医療生協

P05-2-3

池田

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドⓇ使用前後での身体機能と歩行能力の変化について
一般財団法人

P05-2-2

忠樹

右片麻痺患者に対して機能的電気刺激を用いて歩容改善を目指した症例
三友堂リハビリテーションセンター

P05-1-4

隆太郎

近位筋に対する末梢神経磁気刺激を実施し歩行能力が改善した亜急性期脳卒中患者
済生会

P05-1-3

須藤

三田村

徳

日本への短期留学経験者と未経験者の比較：ケースコントロール研究
医療創生大学

齋門

良紀

医療創生大学

佐藤

惇史

本学科短期留学プログラムの評価：前後比較試験
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第 38 回東北理学療法学術大会

セッション・タイトル

日付
2020 年 10 月 18 日

掲示板確認・回答開始～終了

掲示板確認・回答開始～終了

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

e- ポスター⑥

神経理学療法 6

P06-1-1

回復期脳卒中片麻痺患者における歩行自立度別の歩行の特徴
医療法人社団新生会 南東北第二病院

P06-1-2

P06-1-3

P06-1-4

春山

大輝

南東北第二病院

内藤

大樹

医療法人芙蓉会村上病院

中田

農生

回復期病棟入院中の初発脳卒中患者と健常成人における歩行時の同時活動・筋活動の比較

当院回復期病棟脳卒中患者における歩行自立期間に与える予測因子の検討

下垂足を呈した脳卒中片麻痺患者に対して機能的電気刺激を使用した歩行練習を実施し歩行能力の改善を認めた
1 症例

P06-1-5

P06-1-6

済生会山形済生病院

安藤

琢郎

みゆき会病院

伊藤

大地

高橋

克典

橋梗塞の症例に対し、TSt 時の股関節伸展位を意識し介入した症例

重度意識障害患者に対する歩行トレーニングを中心とした積極的運動療法による意識レベルの変化
岩手医科大学附属病院

e- ポスター⑥

基礎理学療法

P06-2-1

自動車アクセルペダルおよびブレーキペダル踏み替え動作における運動制御

P06-2-2

P06-2-3

P06-2-4

P06-2-5

P06-2-6

2020 年 10 月 18 日

14 時 00 分～ 15 時 00 分

15 時 00 分～ 15 時 15 分

仙台リハビリテーション病院

川上

真吾

青森県立保健大学

羽場

俊広

東北福祉大学

田邊

素子

青森県立保健大学

木村

文佳

いわき湯本病院

武田

裕吾

外側楔状足底板の装着が片脚立位時の下肢機能軸に及ぼす影響

乳児の表情を認知した時の脳血流反応と性格因子との関連

立位での右上肢挙上に伴う予測的姿勢制御の性差に関する検討

スマートフォンアプリケーションを用いた関節可動域測定の検討

起立 - 歩行動作における動作スピードの違いが姿勢に与える影響
福島医療生協わたり病院
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弘

第 37 回東北理学療法学術大会
P01-1-1

【 e-ポスター① 神経理学療法 1 】

キーワード：脳卒中・装具療法・カットダウン

脳卒中患者における長下肢装具から短下肢装具への
カットダウン移行期間に関わる因子の検討
岸 広樹・渡辺 光司
医療法人社団 新生会 南東北第二病院
目的

FIM、認知FIMを独立変数とし強制投入法による多重ロ

脳卒中治療ガイドライン2015において、脳卒中患者

ジスティック回帰分析を行った。独立変数は全て当院

の歩行障害に対するリハビリテーションは発症後早期

入院時に調査した。また、関連が認められた項目に対

から、かつ装具を用いた積極的な立位、歩行練習が推

してROC曲線分析を行い、カットオフ値を算出した。

奨されている。また、重度の運動麻痺を有する場合に

統計ソフトはR ver 2.8.1を使用し、有意水準は5％とし

は、長下肢装具（以下、KAFO）を用いることが推奨

た。

されており、当院においても積極的な装具療法が行わ

結果

れている。一方、KAFOから短下肢装具（以下、AFO）

カットダウン移行期間の平均日数は69.1±29.0日、

へのカットダウンに要する期間やそれに関わる因子は

早期カットダウン群は22名、遅延カットダウン群は16

これまで明示されているものは少ない。カットダウン

名であった。多重ロジスティック回帰分析の結果、関

に要する期間やそれに関わる因子の予測が可能となれ

連を認めた項目は下肢FMA（オッズ比1.21、95％信頼

ば、AFOの作成時期や歩行獲得までの期間、退院時の

区間1.02-1.44、p<0.05）であった。ROC曲線より算出

移動形態などの予測が可能となり、臨床上有用な知見

した下肢FMAのカットオフ値は12点（感度72.7%、特

となると考えられる。

異度81.3%、曲線下面積0.80）であった。

本研究は、脳卒中患者を対象にKAFOからAFOへの
カットダウンに要する期間に関連する因子について検
討することを目的とした。

方法

考察
本研究の結果より、回復期脳卒中患者において入院
時の下肢FMAがKAFOからAFOへのカットダウン移行
期間に関連する独立因子として抽出された。歩行には

対象は2017年1月から2019年12月までに当院関連

随意的側面や自動的側面、情動的側面などが関与する

の急性期病院から当院回復期病棟へ入院した脳卒中患

とされており、脳卒中患者の多くが随意的側面の障害

者のうち、急性期病院からKAFOを使用した装具療法を

により歩行能力の低下を示す。下肢FMAはその随意的

開始し、当院にてAFOへカットダウンしたのち最終的

側面の障害を反映する指標であり、KAFOからAFOへ

な歩行能力が自立または監視レベルに至った38名（平

のカットダウン移行期間を考慮する上で、回復期入院

均年齢64.8±10.6歳、右片麻痺19名、左片麻痺19名）

時の下肢運動機能に着眼することの重要性が示唆され

とした。入院中に神経症状の増悪を認めたもの、両側

た。また、回復期入院時の下肢FMAが12点以上である

性に病巣が認められたもの、入院中何らかの理由で装

ものはKAFOを使用後、約2ヶ月程度でAFOへ移行する

具療法を中止・中断したものは除外とした。

ことが示唆された。回復期入院時に調査可能な評価項

本研究においてカットダウンに要した期間（以下、

目を用いておおよそのカットダウン移行期間を判断で

カットダウン移行期間）は急性期病院にてKAFOを初め

きることは、AFOの作成時期や歩行獲得までの期間を

て使用した日から当院にてAFOのみの歩行練習へ完全

セラピストが予測、決定する上で有益な情報となり得

に移行した日までとした。対象者をカットダウン移行

ると考えられた。

期間の平均値より早期カットダウン群と遅延カットダ
ウン群の2群に分類したのち従属変数とし、年齢、性
別、脳卒中既往の有無、Fugl-Meyer Assessment下肢
項目（以下、下肢FMA）、半側空間無視の有無、運動

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
する情報は記号化し配慮した。当院倫理審査委員会の
承認を得た（承認番号：73-B）。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-1-2

【 e-ポスター① 神経理学療法 1 】

キーワード：脳卒中・生体電気インピーダンス法・超音波画像解析

脳卒中片麻痺患者におけるPhase angleによる
骨格筋の質的評価の検討
丸山 元暉 1)・堀川 学 1)・皆方 伸 2)・伊藤 優也 1)・佐々木 正弘 1)
1)
秋田県立循環器・脳脊髄センター
2)
秋田大学医学部附属病院

目的

を算出した。骨格筋の量的評価には筋断面積を指標と

近年、リハビリテーション分野では筋の量的評価のみ

した。

ではなく、筋内脂肪などの質的評価も重要とされる。

PhAおよび超音波画像診断装置による評価は全ての患

代表的な質的評価には、超音波画像診断装置を用いた

者において同一時間帯に測定し、測定および画像解析

筋輝度の評価が挙げられるが、簡便性という点から実

は同一検者により行われた。

際の臨床場面で行われることは少ない。

統計解析は、PhAと筋輝度、筋断面積との関係を

一方、生体電気インピーダンス分析（BIA）法による身

Pearsonの積率相関係数、麻痺側と非麻痺則の筋輝度、

体組成の評価は簡便であり、実際の臨床場面で広く利

筋断面積の差は対応のないt検定を用いた。有意水準は

用されている。BIA法では、筋肉量の他にPhase angle

5%未満とした。

（PhA）の測定が可能である。PhAは脂質成分などの

結果

細胞内外の抵抗（レジスタンス）と細胞膜に特有の抵

PhAと麻痺側および非麻痺側の筋輝度との間に有意な

抗（リアクタンス）の比で表され、細胞の健康状態を

相関関係を認めた（麻痺側：r = -0.55, p = 0.018、非

反映している。PhAは、細胞内の脂肪の量に影響を受

麻痺側：r = -0.60,p = 0.008）。PhAと筋断面積との間

け、脂肪組織増加により低値を示すことが考えられ

には有意な相関関係は認めなかった。筋輝度および筋

る。そのため我々は、骨格筋における筋内脂肪をはじ

断面積に関して、麻痺側と非麻痺側の間に有意な差は

めとした非収縮性組織を簡便に評価できる可能性があ

認めなかった。

り、骨格筋の質的評価の指標となるのではないかと仮
説を立てた。
そこで、発症早期から筋の量的変化が生じると報告さ
れる脳卒中片麻痺患者を対象に、PhAと骨格筋の質的
変化との関連性を調査することを目的とした。

方法

考察
PhAは脂肪組織の増加により、生体組織の伝導性が低
下することで低値を示す値である。一方、筋輝度は骨
格筋の質的指標として筋内脂肪をはじめとした非収縮
性組織の蓄積を反映しており、筋内脂肪の蓄積により
高値を示す値である。そのため、筋内脂肪蓄積により

対象は、初発脳卒中片麻痺患者18名（発症からの日

生体組織における伝導性が低下したためにPhAも低値

数：21.3±1.8日、年齢：63.7±12.9歳、性別：男性

を示したと考えられる。また、PhAと筋断面積との間

10名、女性8名、BMI：23.3±4.1、脳梗塞：4名、脳

に関連を認めなかったことから、PhAは骨格筋の量的

出血：11名、くも膜下出血：3名）。

変化より質的変化を反映する指標と考えられた。本研

PhAはInBody S10（インボディジャパン）を用い、背

究の結果より、脳卒中片麻痺患者において、PhAは骨

臥位にて十分な安静時間を確保した後に手指および足

格筋内の非収縮性組織を簡便に評価できる可能性があ

部に電極を装着し測定した。

り、質的評価の一助となりうると考える。

骨格筋の質的評価は、麻痺側および非麻痺側の大腿直
筋の筋輝度を指標とした。筋輝度の測定は超音波画像
診断装置LOGIQ P5（GEヘルスケアジャパン）を用い、
Bモードで背臥位にて実施した。得られた画像をImage
Jの8-bit gray scaleにて解析し、関心領域内の平均輝度

説明と同意、および倫理
本研究ではヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対し、
本研究の趣旨と個人情報の守秘義務について説明し、
口頭かつ書面上にて参加の同意を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-1-3

【 e-ポスター① 神経理学療法 1 】

キーワード：視床出血・運動麻痺・CT画像

視床出血例での下肢運動麻痺とCT所見との関係性について
皆方 伸 1)・畠山 和利 1)・渡邉 基起 1)・高橋 裕介 1)・松永 俊樹 1)・堀川 学 2)
佐々木 正弘 2)
1)
秋田大学医学部附属病院
2)
秋田県立循環器・脳脊髄センター
目的

0に近いほど、その方向により進展していることを意

脳卒中の理学療法は、画像所見から神経脱落症状の発

味する。統計解析にはR3.6.1を使用し、下肢運動麻痺

現や機能予後の検討が有用である。脳梗塞では拡散テ

の程度と血腫量、血腫位置の検討にはKruskal-Wallis検

ンソル画像、fMRI画像を用いて機能予後などを検討し

定、多重比較にはSteel-Dwass検定、CT分類との検定に

た報告は増えているが、一般診療でこれらを撮像され

はχ2乗検定を行った。有意水準は5％未満とした。

ることは少ない。そのため、理学療法士が一般診療で

結果

取得した画像所見から簡便に利用できる手法を検討す

下肢運動麻痺は血腫量と関係し、麻痺なし群は中等度

ることは重要である。今回は視床出血例を対象に、下

群、軽度群よりも、軽度群は、重度群、中等度群より

肢の運動麻痺の程度とCT画像から得られる情報との関

も有意に血腫量が少なかった（いずれもP<0.05）。CT

係性を検討した。

分類との検討は、CT分類Ⅰで軽度群、麻痺なし群が有

方法

意に多かった（P<0.01）。血腫の位置との検討は、前

対象は、2016年1月から2019年12月までの期間に視

方と外側それぞれが中等度群、軽度群よりも麻痺なし

床出血の診断名でAセンターに入院した59例である。

群で有意にその比率が大きく、血種の進展が少なかっ

除外基準は、1）リハビリテーション依頼なし、2）脳

た（いずれもP<0.05）。

血管疾患の既往あり、3）診断日以外での入院例、4）

考察

入院前mRS≧3のADL介助例とし、該当しなかった37

視床出血例での下肢運動麻痺の程度は、従来から報告

例(70.3±10.8歳)を分析対象とした。取得したデータ

される血腫量やCT分類に加え、血腫が前方、外側に

は、急性期理学療法終了時点の下肢運動麻痺、入院時

位置することも関連した。これは、視床と皮質脊髄路

CT画像から血腫量とCT分類、松果体レベルの横断像か

の解剖学的位置関係が影響したと考える。そのため視

ら血腫進展比とした。下肢運動麻痺はBr.stageを基準

床出血例で下肢運動麻痺の回復を検討する際は、血腫

に、stageⅠ・Ⅱを重度群、Ⅲ・Ⅳを中等度群、Ⅴ・Ⅵ

量、CT分類に加え、血腫の前方、外側への進展の程度

を軽度群、麻痺なし群の4群に分類した。血腫量は、

を考慮する必要性が再確認された。

CT上で血腫の長径、短径、高さを計測して算出した。

説明と同意、および倫理

CT分類は、脳室穿破の有無は問わずにⅠ〜Ⅲに分類
した。血腫進展比は先行研究を参考に、前方比・後方
比・内側比・外側比をそれぞれ算出した。この比率が

研究にあたり、データ収集を行った施設の倫理委員会
の承認を得て実施した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-1-4

【 e-ポスター① 神経理学療法 1 】

キーワード：透析・運動療法・脳卒中

透析中の他動的な運動療法が脳卒中重度片麻痺患者の
心身機能に及ぼす影響
－シングルケーススタディでの効果検証－
小林 翔汰・佐藤 努・樽川 愛
医療生協わたり病院
目的
腎不全透析患者における運動療法の効果は、運動耐用
能の向上や左心室収縮能の亢進による身体機能等の改

時の評価と同様の項目をB期終了時に評価を実施、比較
検討を行った。

結果

善と言われており、透析実施中における運動療法の効

A期ではBrunnstrom Recovery Stage(以下、BRS)上肢

果においても数多く報告されている。しかし、リハビ

Ⅱ、手指Ⅰ、下肢Ⅱ。Stroke Impairment Assessment

リテーション専門職の直接的な介入ではなく、チュー

Set(以下SIAS)29点、SIAS-Motor2点(上肢1点、下

ブトレーニングや運動機器等を用いた自動運動が一般

肢1点)、SIAS-Trunk2点。Functional Independence

的である。また、脳卒中重度片麻痺患者における透析

Measure(以下、FIM)33点(運動項目18点、認知項目

中の運動療法の効果を報告した症例は少ない。そこで

15点)。基本動作能力(できるADL)は、起き上がり、端

今回、自動運動が困難な重度左片麻痺1症例に対し、透

座位、立位、移乗動作中等度介助レベル。歩行能力と

析実施中における運動療法の治療効果を明らかにする

しては、長下肢装具を装着し体幹保持および麻痺側下

ことを目的とする。

肢振り出しへの介助を要し、全介助レベルであった。

方法

B期では、BRS上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。SIAS38点。

対象は30歳代の男性、診断名は右被殻出血(脳室穿

SIAS-Motor8点(上肢3点、下肢5点)、SIAS-Trunk6点。

破)、左片麻痺。47病日後、リハビリテーション(以

FIM47点(運動項目25点、認知項目22点)。基本動作能

下、リハビリ)目的のため当院回復期病棟へ転棟となっ

力は起き上がり軽介助、端座位保持自立、立位(支持物

た。既往歴は、Ⅰ型糖尿病、慢性腎不全、両側糖尿病

使用)見守り、移乗動作軽介助。歩行能力は長下肢装具

性網膜症。研究デザインは、シングルケースデザイ

を装着し、麻痺側下肢の振り出し不十分さへの介助を

ンのABデザインとし、透析中の運動療法非実施期をA

要し、中等度介助レベルとなった。

期、(他動的)な運動療法実施期をB期とした。A期にお

考察

けるリハビリ内容は、透析非実施日においては理学療

透析実施中における運動療法により心身機能、基本動

法、作業療法、言語療法を各々1回介入し、透析実施

作能力に向上、改善を認めた。先行研究において、下

日は透析実施後に理学療法、作業療法、言語療法の中

肢からの振動刺激によって、加速度センサーが歩行と

から2項目を選択し実施した。B期においては、A期の

類似した波形を認めたとの報告や、全身振動刺激が体

リハビリ内容に加え、透析実施中における運動療法を

幹の筋活動にも寄与するとの報告があり、今回も同様

追加した。B期においては、リハビリ前後でのバイタル

の結果が得られた可能性が考えられる。透析実施中に

測定、介入中における緊急時の対応等を確認し、リス

おける運動療法において、自動運動以外の運動療法に

ク管理への配慮に努めた。また、具体的なリハビリ内

おいても一定の効果が得られる可能性が示唆された。

容としては、他動的な関節可動域運動や両足底部から

今後は症例数を増やし、効果の妥当性を明確にする必

の振動刺激を用いて体幹、両側下肢の促通を行った。

要性がある。

期間は、医師より透析中のリハビリ処方が追加される
までの47病日から94病日までの48日間(A期)を基準と
し、B期は同期間(95病日から142病日まで)でA期開始

説明と同意、および倫理
本症例を発表するにあたり、ヘルシンキ宣言に準じ本
人及び家族に説明し同意を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-2-1

【 e-ポスター① 運動器理学療法 1 】

キーワード：人工膝関節全置換術・バリアンス・予測

当院における人工膝関節全置換術患者へのRisk Assessment and
Prediction Tool（RAPT）を用いた
クリニカルパスバリアンスの予測について
藤田 勇樹・日塔 善之・三宅 郁絵・加藤 早織・尾関 智彦・遠藤 武秀
岩田 好子
済生会 山形済生病院 リハビリテーション部

目的

ては、低リスク群であれば有意にパス通り退院すると

近年、人工膝関節全置換術（以下、TKA）患者にお
いて、統一したクリニカルパス（以下、パス）を使用
するのではなく、患者の個別性に対応したパス導入の

いう結果となった。一方、高リスク・中リスク群にお
いては、有意差はなかった。

考察

重要性が高まってきている。術前からパスを細分化す

低リスク群においては、RAPTを使用することで術前

るためには、患者の身体的・社会的情報からバリア

情報を基にバリアンス予測を行える可能性が考えられ

ンスを予測することが必要である。長岡らは、バリ

た。また、高リスク・中リスク群においてバリアンス

アンスを予測する評価法であるRisk Assessment and

予測が難しいという結果になったのは、対象を次の3要

Prediction Tool （以下、RAPT）を用いて、TKA患者パ

因によって的確に分類することが出来なかったためで

スのバリアンスを検討している。しかし、在院日数と

あると考える。1つ目は、痛みが原因で「術前歩行可能

RAPTの得点には関連性はなく、その原因は在院日数が

距離」や「歩行補助具の有無」の点数が低下していた

欧米に比べて長いことや社会的要因にあると述べてい

対象が、高リスク・中リスク群に含まれていたことが

る。今回、先行研究よりも在院日数の短い当院のTKA

考えられる。手術により痛みが軽減することで、予測

パスに対して、RAPTを用いてバリアンスを予測するこ

よりもADLの改善が得られやすい傾向にあり、バリア

との可能性について検討した。なお、バリアンスとは

ンスにならなかったと考えられる。2つ目は、介護者と

パスで決められている在院日数よりも退院が延長した

同居しているが日中は独居であるため、介護力が得ら

ものとした。

れないという対象が含まれており、「介護者の有無」

方法

の判断基準が曖昧であったことが考えられる。3つ目

対象は2019年8月から2020年4月までに当院で片側
TKAを施行された40膝（男性10膝、女性30膝、年齢

は、退院時の身体機能に関わらず、本人や家族の都合
によりバリアンスとなった対象がいたことである。

75.4±12.7歳）とした。RAPTを用いて、術前情報であ

今後、より正確性のあるバリアンス予測を行っていく

る年齢（0-2点）、性別（1-2点）、術前歩行可能距離

ためには、「RAPTの術前情報6項目の詳細な内容まで

（0-2点）、歩行補助具の有無（0-2点）、社会サービ

考慮すること」や「本人・家族の都合によりバリアン

ス利用の有無（0-1点）、介護者の有無（0-3点） の6

スとなった対象を除いて検討を行うこと」が必要であ

項目を点数化し、対象を高（1-5点）・中（6-9点）・

ると考える。結果として、患者の個別性に対応したパ

低（10-12点）リスクの3群に分類した。それぞれの群

ス導入が可能となり、患者満足度の向上に繋がると考

2

とバリアンス結果についての統計学的解析は、χ 検定
を用いた。

結果

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て実施した。対象者

RAPTによる分類は、高リスク群7膝、中リスク群22

には、本研究の目的と内容、および考え得るリスクに

膝、低リスク群11膝となった。また、各群でバリアン

ついて十分に説明し、研究への参加は自由意志である

スとなったのは、高リスク群が7膝中4膝（57%）、中

ことを明示したうえで、参加への意志が得られた場合

リスク群が22膝中11膝（50%）、低リスク群が11膝

にのみ口頭および書面にて同意を得た。また、本研究

中1膝（9%）であった。各群とバリアンス結果におい

は山形済生病院倫理審査委員会の承認を得た。（承認
番号-425）
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-2-2

【 e-ポスター① 運動器理学療法 1 】

キーワード：大腿骨近位部骨折・歩行自立度・クリニカルパス

大腿骨近位部骨折症例の予後予測に関与する因子の検討
－術後４週の評価は有用な指針となるか－
井上 千絵美・早坂 恵美子・浅野目 泰子・大内 綾花・槙 光・熊澤 海大
医療法人社団 丹心会 吉岡病院 リハビリテーション部
目的

45例、平均年齢85.1±8.5歳）、人工骨頭置換術群23

当院は運動器疾患の患者を主な対象とし、急性期か

例（男性6例、女性17例、平均年齢81.8±9.2歳）で

ら回復期における理学療法を担っている。大腿骨近位

あった。退院先は自宅群55例、自宅外群23例であり、

部骨折(Hip Fracture;以下HF)は高齢者に好発する代表

術式別においては、骨接合術群は自宅群40例、自宅外

的なものの1つであり、当院でも大きな割合を占めてい

群15例、人工骨頭置換術群は自宅群15例、自宅外群8

る。『大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン』によ

例であり、いずれも自宅復帰率は約70％であった。

ると、高齢化に伴いHFの発生率が増加するとの予測が

歩行自立度を退院先別で比較したところ、自宅群は

あり、今後しばらくの間大きな社会問題であり続ける

中央値・最頻値いずれも5、自宅外群はいずれも9で

ことは間違いないとされている。

あった。術式別の比較においても同様の結果となり、

当院は山形県村山地区における地域連携パスに参加

有意差がみられた(p＜0.05)。また、平均年齢において

しており、退院に向けた詳細なプランニングやセラ

も自宅群は82.3±9.5歳、自宅外群は88.4±4.9歳であ

ピスト間での標準化した理学療法が必要であることか

り、有意差がみられた(p＜0.01)。退院までの平均日

ら、独自にクリニカルパスを作成している。退院目標

数においては、退院先別、術式別いずれも約10週であ

を術後8週とし、4週時に中間評価を実施している。

り、有意差はみられなかった。

そこで、今回はHF症例の予後を予測する上で、術後4
週の評価は関与しているのか、クリニカルパスは妥当
か、といった点を検討した。

方法

考察
歩行自立度における結果から、術後4週時に杖や歩
行器を用いての歩行が監視下でも獲得できていれば自
宅復帰できる傾向が高いということが示された。さら

対象は2018年1月から2020年4月までに術後理学療

に、この要因には年齢が関与しており、自宅外群は85

法を施行したHF症例78例（男性16名、女性62名、平

歳以上の超高齢者が多かった。超高齢者は高齢者より

均年齢84.1±8.9歳）とした。術後1週間以上免荷期間

も歩行能再獲得率が低いとされていることから、住み

が生じた症例、術後合併症や他疾患を発症した症例、

慣れた地域への復帰、すなわち自宅復帰を目指すため

術後4週以内に退院や転院した症例は除外した。

には早期からの歩行練習が重要であることも示唆され

調査項目は年齢、術式、術後4週時の歩行自立度、

た。術後の歩行能力には受傷前の歩行能力や筋力、認

手術から退院までの日数、退院先とした。歩行自立度

知症の程度等も影響するとされているため、今後これ

の中央値・最頻値、退院までの平均日数を退院先（自

らも含めて検討することで4週時の評価の有用性も高ま

宅群/自宅外群）、術式（骨接合術群/人工骨頭置換術

ると考えられる。

群）ごとに分け比較した。歩行自立度については9段階

退院までの平均日数については約10週となり、目標

とし、杖自立1、杖監視2、杖介助3、歩行器自立4、歩

としていた8週より約2週要していることが分かった。

行器監視5、歩行器介助6、車いす自立7、車いす監視

自宅退院のために必要な安定した歩行の獲得には2-3か

8、車いす介助9とした。統計学的分析には対応のないt

月の歩行練習が必要との報告もあることから、退院目

検定、Mann-Whitney U検定を用い、有意水準は5％未

標時期の設定を見直す必要がある。

満とした。

結果
対象の内訳は、骨接合術群55例（男性10例、女性

説明と同意、および倫理
本研究は、当院倫理委員会の承認を受け、ヘルシン
キ宣言に則り実施した。また、個人を特定するデータ
は記号化し配慮した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-2-3

【 e-ポスター① 運動器理学療法 1 】

キーワード：人工膝関節全置換術・クリニカルパス・バリアンス

人工膝関節全置換術術後1週時のクリニカルパスバリアンスの予測
日塔 善之・藤田 勇樹・三宅 郁絵・加藤 早織・尾関 智彦・遠藤 武秀
岩田 好子
山形済生病院
目的

改善が不良」であった。

当院では1999年より人工膝関節全置換術（TKA）に対

正のVA群と予測し的中した対象は1膝で、原因は「本

するクリニカルパス（パス）を導入し、在院日数の短

人の都合」であった。負のVA群と予測し的中した対象

縮や医療の質の向上を図っている。現在、全患者が同

は4膝で、原因は「認知症」、「術後合併症」、「既往

一のパス期間で施行されているが、患者の状態に合わ

歴による術前歩行機能・ADL低下」、「ROM不良」で

せてパスを細分化し、患者に適したパスに移行したい

あった。

と考えている。しかし、入院中のどの時期で予後予測

考察

を行い、パスを移行するかについては曖昧であった。
今回、術後1週時のVA予測と結果について調査した。

方法

VA予測の的中率は85.0％であり、正のVA群と負のVA
群の予測的中率は、パス通り群と比較しそれぞれ低い
傾向にあった。また予測より退院が遅延した対象は2

対象は2019年9月から2020年4月までに当院で片側

膝（5.0％）のみであった。VA予測が外れた6膝のう

TKAを施行された40膝（男性11膝、女性29膝、年齢

ち3膝は「本人の都合」や「医師の指示」が原因で、

76.5±6.8歳）とした。パスの入院期間は16日で、達

術後1週時以降の決定事項であるため、判断が困難で

成目標は膝関節屈曲角度120°、歩行、階段、入浴な

あったと考えられる。他3膝は、いずれも「ROM」の

ど日常生活動作（ADL）の獲得とした。対象が術後1週

経過予測が困難という要因であった。ROMの達成目

になった時点で、担当理学療法士14名にVA予測（正の

標は120°であるが、到達していない場合でも「術前

VA、パス通り、負のVA）とその理由を聴取した。調査

ROM」や「医師の指示」により退院許可となる場合が

項目は、VA予測状況、退院結果、VA率、予測的中率、

あるため、判断をより困難にしていると推察される。

予測の判断要因とした。

また「認知症」、「術後合併症」はADLを阻害し、容

結果
術後1週時のVA予測の内訳は、正のVA群2膝、パス通
り群31膝、負のVA群7膝となった。退院結果とVA率
は、正のVA群2膝（VA率5.0％）、パス通り群33膝、
負のVA群5膝（VA率12.5％）となった。VA予測の的中
率は、40膝中34膝で85.0％となった。各群の予測的中
率は正のVA群が2膝中1膝で50.0％、パス通り群が31
膝中29膝で93.5％、負のVA群が7膝中4膝で57.1％で
あり、正のVA群と負のVA群の予測的中率は、パス通り
群と比較し低い傾向にあった。
VA予測が外れた6膝のうち、4膝が予測よりも早期に
退院した。原因は「ROM不良と判断したが予測より改

易に退院を遅延させる要因であり、VA予測の的中率を
上げる重要な判断要因であるとも考えられる。
今回、VA予測において「ROMや歩行能力など身体
機能の経過」や「既往歴、合併症の有無」、「術前
ADL」、「本人の都合や医師の指示」という要因が重
要とされたが、「退院先の環境や社会的資源の利用、
介護力の有無」など、さらに多角的な判断が求められ
る。また各理学療法士の予測技量や判断基準に左右さ
れる要素が大きいため、今後は因子分析や関連性を調
査し、判断基準の統一やカットオフ値の規定を検討し
ていく必要があると考えられる。

説明と同意、および倫理

善」、「本人の都合」、「医師の指示でVA予定が、

対象者には、本研究の趣旨や倫理的配慮について事前

ADL改善によりパス通り」であった。また予測よりも

に口頭および書面にて十分に説明し、同意を得た。な

退院が遅延した対象は2膝で、原因は「早期の退院希望

お、本研究は山形済生病院倫理委員会の承認を得て、

が、本人の都合でパス通り」、「術後1週以降のROM

ヘルシンキ宣言に則して実施された。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-2-4

【 e-ポスター① 運動器理学療法 1 】

キーワード：人工膝関節全置換術・股関節・ROM

人工膝関節全置換術が股関節可動域に与える影響と関連性
庄司 貴紀・高橋 和成・成田 研・高橋 典子・石上 健太・山内 真
渡部 旭子・佐々木 香奈・成田 裕一郎
中通総合病院
目的

結果

人工膝関節全置換術（以下TKA）術後の良好な関節

ROMは膝関節屈曲（P=0.0367）膝関節伸展

可動域（以下ROM）獲得は、術後の目標である日常生

（P=0.0001）、股関節屈曲（P=0.0007）股関

活動作の向上に必須である。しかし、実際のROMに個

節伸展（P＝0.002）、内旋（P=0.0011）、外旋

体差が生じることは多く経験するところでもある。当

（P=0.0042）、内転（P=0.0005）において有意に改

院では膝関節ROM制限に対し、股関節機能の影響によ

善がみられたが、股関節外転（P=0.16）では有意な改

る因子も検討しながら介入している。古賀らは、変形

善はみられなかった。また、術前の股関節内旋ROM

性膝関節症（以下膝OA）の進行に伴い股関節内旋制限

と術後の膝関節伸展ROMに有意な相関が認められた

が生じ、それがFemuro-Tibial Angle(以下FTA)と関連

（r=0.38 、P=0.03）。その他、膝関節ROMと股関節

すると報告している。しかし、TKA術後患者の膝関節

ROMに有意な相関はみられなかった。

ROMと股関節ROMの関連性について検討した報告は
渉猟し得た範囲内では見あたらなかった。そこで、本
研究の目的は、TKAが股関節ROMに及ぼす影響を調査
し、術前後の膝関節ROMと股関節ROMの関連性を検討
することである。

方法
対象は2019年4月から2020年3月に当院でTKAを施

考察
膝OA患者では、FTAが大きい程、中殿筋と大殿筋
の筋萎縮が進行しやすい傾向にあるとの報告がある。
本研究の結果から、TKAによる膝アライメントの矯正
が、骨盤に起始をもつ二関節筋のアライメントも修復
させたことや殿筋群の筋活動を拡大させたことで股関
節ROMが改善した可能性が考えられる。

行した膝OA患者28名32膝（男性5膝、女性27膝、平

また、術前の股関節内旋ROMと術後の膝伸展ROMで

均年齢77.3±7.1歳）とした。評価項目は膝関節他動

有意な相関が認められた。術前から股関節内旋ROMに

ROM（屈曲、伸展）と股関節他動ROM（屈曲、伸展、

介入することで術後の膝伸展ROMが改善する可能性が

内旋、外旋、内転、外転）で、手術前日と術後4週に

示唆されたため、膝OA患者やTKA術後の運動機能向上

それぞれを測定した。統計解析はJSTAT統計解析ソフ

には、膝関節機能だけではなく、股関節の運動機能に

トを用い、術前後の各ROMをWilcoxonの符号付順位和

ついても早期に評価し、介入していく必要があると考

検定を用いて比較検討した。さらに、術前後の膝関節

える。

ROMと股関節ROMの相関分析にはSpearmanの順位相
関係数を用いた。統計学的有意水準は全て5％未満とし
た。

説明と同意、および倫理
対象患者には、研究の趣旨に関する説明と同意、個人
情報の保護等について説明し、同意を得て行った。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-3-1

【 e-ポスター① 内部障害理学療法 1 】

キーワード：末梢循環障害・チーム医療・創傷治癒

山形済生病院におけるCLTIに対する治療
下肢救済チームの立ち上げと創傷治癒に対する関り
太田 雄大
山形済生病院
はじめに

る。

糖尿病や長期透析患者の増加を背景に下肢末梢動脈疾

理学療法士は、慢性創傷を有する症例に医療用フェル

患に関連した重症虚血肢症例は増加の傾向をたどって

トを用いた創部免荷の工夫、さらには装具などのフッ

いる。感染や神経障害の関与により急速な悪化が惹起

トウェアの装着と管理を行い、各症例のADLの維持と

され、適切な治療が実施されない場合には大切断に至

改善に努めている。

る。これらの状況を踏まえ、包括的高度慢性下肢虚血

症例紹介

(Chronic limb threatening ischemia: CLTI) という概念

症例1：5〇歳、男性。リウマチ関連血管炎によるCLTI

が提唱された。

にて入院。自家静脈グラフトによる膝下膝窩動脈-足背

その治療においては、血行再建のみならず、適切な創

動脈バイパス術を施行。壊疽に対して中足骨離断を施

傷処置や栄養管理、運動療法など多職種による集学的

行後、陰圧閉鎖療法による創傷管理を継続し、血行再

治療が必要である。

建から4カ月後に遊離肩甲皮弁術を施行した。同術後、

特に虚血性疼痛や足壊疽による歩行障害は、QOLの低

1カ月後より下肢荷重を開始。創傷管理と並行して、

下のみならず生命予後の悪化に大きく関与しているこ

足部荷重面の確保と創部の免荷目的に下肢装具を作成

とが知られている。このことからCLTI治療では、リハ

し、歩行練習を継続した結果、創傷治癒と歩行獲得が

ビリテーションの早期介入が非常に重要であるとされ

得られ、杖歩行にて自宅退院となった。

るが、個々の症例によってその重症度は多様であり、

症例2：5〇歳、男性。糖尿病、慢性腎不全による血液

その具体的介入方法に関しては一定の見解が得られて

透析症例で、右CLTIに対する2-5趾中側骨離断後の創

いないのが現状である。当院では、各CLTI症例の重症

傷治癒遅延にて入院。血管形成術と自家静脈グラフト

度に応じて、ADL訓練からフットウェアの管理など、

による膝下膝窩動脈-足背動脈バイパス術を施行。陰圧

虚血肢を有する症例の歩行のサポートのために総合的

閉鎖療法と継続した創傷管理を継続しながら、医療用

なリハビリテーションを提供している。

フェルトを用いて創部の免荷管理の上で、現在も治療

当院における下肢救済チームの運用とCLTI症例に対す

を継続している。

る理学療法の関りについて報告する。

活動報告

まとめと今後の目標
基礎疾患の複雑化により重症化するCLTI症例に対し

CLTIに対する下肢救済療法を実施するに際して、適

て、集学的治療を提供するために下肢救済チームを立

切な診断と総合的治療を提供するために下肢救済チー

ち上げた。

ムの運用を開始した。チームは医師、看護師、理学療

下肢救済の意義として、救肢のみならずADLの維持が

法士、管理栄養士、社会福祉士、事務職員の多職種で

生命予後の改善に寄与することが知られており、下肢

構成される。活動の開始に際しては、①院内勉強会の

救済療法におけるリハビリ介入の有用性は非常に高い

開催による知識の共有、②下肢救済チーム運用マニュ

と考えられる。

アルの作成、③他施設見学による情報収集を先行し

今後も各症例に対する運動療法やフットウエアの提供

た。さらに、CLTIの周知と症例の集約のため、血管疾

について検討を行っていく必要があると考えられた。

患ホームページの開設と病院内外への広報活動を行っ
た。実際の活動は、1か月に1回開催するチームカン
ファレンスにおいて、各職種の専門分野における評価
と問題点の提起を行い、次回開催までに各職種が治療
や対策を実行し、退院まで継続した介入を行ってい

説明と同意、および倫理
本症例に関しては、個人情報を秘匿した上で、症例報
告をさせて頂く主旨を口頭で説明し、紙面上にて同意
を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-3-2

【 e-ポスター① 内部障害理学療法 1 】

キーワード：心不全・運動耐容能・心臓リハビリテーション

集学的治療と心臓リハビリテーション継続によって
社会復帰に至った重症心不全の1例

大森 允 1)・有本 貴範 2)・沓澤 大輔 2)・高窪 祐弥 3)・村川 美幸 1)・石川 雅樹 1)
佐々木 健 1)・荒川 忍 1)・渡辺 昌文 2)・髙木 理彰 3)
1)
山形大学医学部附属病院
2)
山形大学医学部 内科学第一講座
3)
山形大学医学部 整形外科学講座
はじめに

外科にて僧帽弁置換術、三尖弁形成術、左心耳切除術

持続性心房細動に伴う心拡大、僧帽弁閉鎖不全症が原

が施行された。心リハは術翌日から開始し、可及的早

因の重症心不全症例に対し、急性期から周術期、外来

期離床を図った。術後1週で有酸素運動（5W，5分）

の心臓リハビリテーション（心リハ）を継続し、運動

を開始したが、易疲労や息切れ、SpO2低下を認めた。

耐容能の著明な改善が得られ社会復帰に至った1例を経

その後心嚢液貯留がみつかり心嚢ドレナージを施行さ

験したため報告する。

れ、翌日には左胸水に対して胸腔ドレナージを施行さ

症例紹介
50代の女性で、衣料品の販売員をしていた。身長
161.7 cm、体重77 kgであった。20年前から持続性心
房細動で加療されており、徐々に心拡大が進行した。
1ヵ月前から体動困難になったが、前医ではこれ以上の
治療は不可能と診断された。健診異常で当院消化器内
科受診時に、予約外で循環器内科を受診し、心不全の
精査・加療目的に緊急入院した。翌日から心リハを開
始した。

経過
【入院時所見】倦怠感と食思不振、体動時の息切れ
が生じており、体幹および両下腿以遠の浮腫と両足
部の末梢冷感を認めた。心エコーでは左房・左室の
著明な拡大と僧帽弁逆流を認めた（LAD：79 mm，
LVDd / LVDs：78 / 60 mm，LVEF：41 %）。心胸郭
比（CTR）75%、BNP 319.4 pg/mLであった。
【臨床経過】β遮断薬と利尿剤内服、心リハで加療す
る方針となった。初期評価は、四肢ROMに著明な制
限を認めず、MMT 4、基本動作自立、ADLはBarthel
Index（BI）で80点であった。運動耐容能は20 m程度
の連続歩行で息切れが生じていた。介入当初は、ベッ
ドサイドでの四肢ストレッチ、自重トレーニング、息
切れが生じない範囲の歩行練習を反復した。第12病日
にエアロバイク（0W，5分）の有酸素運動を開始し、
その後10W，13分まで漸増した。内服治療によって

れた。息切れやSpO 2 低下が消失したため、有酸素運
動の漸増と心不全再発予防の患者教育を退院まで行っ
た。退院時（第93病日）は自覚症状および下腿浮腫、
末梢冷感は消失した。MMT 5，BIは100点であり、
500m以上の連続歩行で息切れは生じなかった。心機
能は改善（LAD：39 mm，LVDd / LVDs 56 / 41 mm，
LVEF 52 %）を認め、CTR 58%、BNP 21 pg/mLであっ
た。第110病日の心肺運動負荷試験後に、紹介先で3ヶ
月外来心リハを継続し、AT 8.0 → 9.4 ml/kg/min，
Peak VO2 11.7 → 13.2 ml/kg/minへと改善を認めた。
第192病日に復職を許可された。

考察
介入当初は両心不全を呈し重度に運動耐容能が低下し
ていたため、過負荷による循環破綻を回避すべく慎重
に運動療法を行った。内服治療による血行動態の安定
と、低強度の運動療法によって徐々に運動耐容能が増
加し、身辺動作は息切れなく可能となった。弁膜症手
術によって心機能が正常化された後は、早期離床と効
果的な運動強度の設定を意識し、在宅での運動療法を
中心とした患者教育を実施した。運動耐容能は心肺機
能と末梢効果で規定されるが、末梢効果は継続した運
動療法によって改善するとされ、本症例は心不全治療
期、周術期、外来と病期に応じて心リハを継続したこ
とが、運動耐容能の改善につながったと考えられた。

説明と同意、および倫理

うっ血の改善（体重-11kg）を認めたが、僧帽弁閉鎖

本発表に関して、本人に口頭で説明し同意を得た。ま

不全に対し外科的治療が考慮され、第63病日、心臓

た、山形大学医学部倫理審査委員会で承認を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-3-3

【 e-ポスター① 内部障害理学療法 1 】

キーワード：栄養状態・大血管疾患・高齢者

緊急手術後の高齢大血管疾患患者における退院時の栄養状態
市川 兼之 1)・畠山 和利 1)・皆方 伸 1)・渡邉 基起 1)・髙橋 裕介 1)・大倉 和貴 1)
須田 智寛 1)・菊池 耀 1)・坂本 理々子 1)・長谷川 翔 1)・宮本 大道 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
目的

手術を受けたのは48例のうち、急性増悪を繰り返し

大血管疾患の予定手術患者は、術前栄養状態が術後の

た7例、身長が欠落した3例は除外し、38例で解析を

リハビリテーション進行に影響を与える。低栄養状

行った。 65歳以上のものは23例であった。予定群は6

態で機能改善を目標とした過度なリハビリテーション

例(男性5例、年齢76.5±5.7歳、BMI23.2±3.1、在院

は、栄養状態悪化や筋力低下を引き起こす。高齢者の

日数32±20.5) 、緊急前期群9例(女性5例、年齢69.2±

栄養状態は身長や体重のみでなく、血液検査が重要

2.3歳、BMI21.2±3.7、在院日数29.8±18.6)、緊急後

で、高齢者の多い大血管疾患患者は、血清アルブミン

期群8例(男性4例、年齢80.4±4.1歳、BMI19.7±3.9、

値（以下、Alb値）と理想体重比から求める栄養スク

在院日数41.8±24.6)であった。退院時のGNRIは 予定

リーニングスケールのGeriatric Nutritional Risk Index

群119.8±14.3、緊急前期群108.2±13.4、緊急後期群

（以下、GNRI）が有用である。GNRIは、65歳以上の

91.8±18.5であり、緊急後期群が予定群に比べ有意に

高齢者で低値ほど死亡率が高く、さらに要介護者の

低かった（p=0.02）。

ADLスコアと負の相関を示すとの報告もみられる。

考察

これまで、大血管疾患患者に対する緊急手術や年齢に

本研究では緊急、予定手術および年齢と退院時の

よる栄養状態の違い、大血管術後の退院時における栄

栄養状態が関連しているかGNRIを用いて検討した。

養評価を行ったという報告は渉猟しうる限りない。そ

GNRIは重度リスク群 （GNRI ＜82）、中等度リスク

こで本研究では予定手術と緊急手術による違いに年齢

群（82≦GNRI＜92）、軽度リスク群（92≦GNRI＜

の違いを加えて、退院時の栄養状態を調査し、低栄養

98）、リスクなし群（98≦GNRI）の4群に分類するこ

の予測因子、退院後のリハビリテーション継続の判断

とができる。今回の研究結果より、急性後期群は退院

基準となるかを明らかにすることを目的とした。

時の栄養状態がGNRIの中等度リスク群に該当し、予定

方法

群より栄養状態が有意に低値を示していた。緊急手術

2019年3月から2019年10月までの間に、大血管疾

では術前の状態を把握することができず、低栄養への

患により手術を受け、術後の理学療法を実施した患者

対応が遅れることがある。本研究から75歳以上の緊急

を対象にカルテより後方視的に調査した。 65歳以上で

手術例ではあらかじめ低栄養を想定し、早期から低栄

予定手術を実施した予定群、緊急手術を実施した65歳

養に対する対応を行うべきであるということが示唆さ

以上75歳未満の緊急前期群、75歳以上の緊急後期群の

れた。また、退院後は活動量の変化による栄養状態の

3群に分けた。栄養指標としてGNRIを用い、退院時の

悪化やサルコペニアによるADLの低下が生じることが

身長、体重、Alb値から算出した。また、術後在院日数

あるため、外来でのリハビリテーション継続などより

を収集した。統計学的手法は1元配置分散分析を行い、

密なフォローアップが重要である。

事後検定としてGames-Howell検定を行った。測定値は

説明と同意、および倫理

mean±SDで表示し、有意水準は5％とした。

結果

本研究は当院の医学研究審査委員会の承認(承認番
号:2230)を得て行った。
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【 e-ポスター① 内部障害理学療法 1 】

キーワード：TAVI（Transcatheter Aortic Valve Implantation）・栄養状態・心臓リハビリテーション

経カテーテル大動脈弁留置術後における100ｍ歩行達成には、
術前因子の栄養状態が関連する。
木村 有希 1)・鈴木 栄三郎 2)・竹内 雅史 3)・岩井 章洋 1)
1)
山形県立中央病院
2)
公立大学法人山形県立保健医療大学
3)
国立大学法人東北大学病院

目的

結果

経カテーテル大動脈弁留置術（以下TAVI）は、重症

両群で年齢、併存疾患、術後の歩行開始日、せん妄

大動脈弁狭窄症に対する低侵襲治療であり、高齢で開

の有無、入院日数、術前BI、術前NYHA、術前BNP、

胸術困難と判断された患者に適応されている。当院で

LVEF、AVmax、PG、MRの重症度に有意差を認めな

はTAVIの心臓リハビリテーションプログラムを導入し

かった。一方で、達成群は、未達成群に比べて、術

ているが、退院時にADLおよび運動耐用能が回復しえ

前ALB、BMI、GNRI、AVA、退院時BIは有意に高値

ない患者群が問題となっており、その対応が急務であ

を示し、術後NYHAは低値を示した。更に、ROC曲

る。
そこで本研究の目的は、退院後の効果的なリハビリ
テーション戦略の立案やサービス提供に向けて、TAVI
後に100m歩行の達成に関わる因子を明らかにするこ

線で求められたカットオフ値は、術前ALB：3.5g/dL
（AUC:0.84）、BMI：19.5（AUC:0.68）、GNRI：95
（AUC:0.86）、AVA：0.4㎠（AUC:0.68）であった。

考察
本研究結果より、退院時100m歩行未達成群は達成

とである。

群と比較し、術前の栄養状態が不良であり、弁口面積

方法
本研究のデザインは、ケースコントロール研究とし
た。対象は2017年6月から2019年9月に当院でTAVIが
施行された患者53例とした。その内、術中・術後の合
併症により死亡または歩行不可だった患者3例を除外
した50例（男性15例、年齢85.9±4.3歳）を解析対象
とした。診療録より後方視的にデータを収集した。検

の狭小化を認めた。栄養状態については、筋肉におけ
る合成障害が想定され、弁口面積の狭小化により臓
器・筋肉の虚血を生じ、結果として筋量および筋出力
低下を引き起こし歩行能力の低下を生じた可能性があ
る。また、術前BIや術後の歩行開始日は両群で差がみ
られなかった。このことから、術前ADLや術後の全身
状態よりも術前の栄養状態が退院時の歩行能力に影響

討項目は、術前因子として、年齢、性別、BMI、併存

していると考えられる。術前のADLと栄養状態には解

疾患、NYHA重症度分類、Barthel

Index（以下BI）、

離があり、理学療法士はADLや歩行能力の評価だけで

血性アルブミン（以下ALB）、脳性ナトリウム利尿

なく、栄養状態を確認しNSTと連携していくことが必

ペプチド（以下BNP））、栄養指標であるGeriatric

要であると考える。TAVI患者は2週間前後で退院する

Nutritional

Index （以下GNRI）、左室駆出率

ため、入院リハビリテーションのみでは十分な回復は

（LVEF）、大動脈弁弁口面積（AVA）、大動脈弁最高

得られにくい。術前からスクリーニングを行い、栄養

血流速度（AVmax）、平均圧較差（PG）、僧帽弁閉鎖

管理や退院後の地域リハビリテーションへ円滑に繋げ

不全症（MR）の重症度とした。術後因子として、歩

ていくことが重要と考える。

Risk

行開始日、術後せん妄の有無、入院日数、退院時BI、
NYHA重症度分類を調査した。
検討方法は、退院時における100m歩行の達成の可
否によって2群（達成群および未達成群）に分類し、群
間で各因子を比較検討し、有意水準を5％とした。更
に、有意差がみられた因子を、ROC曲線にてカットオ
フ値を求めた。

本研究では、術前の歩行能力がBIのみであり十分と
は言えず、術前での歩行能力の差異が結果に影響して
いる可能性は考えられる。今後の課題として、術前と
術後の統一した歩行評価を用いて検討していくことが
必要と思われる。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言および人を対象とする医学系研究に関
する倫理指針に従い実施した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P01-3-5

【 e-ポスター① 内部障害理学療法 1 】

キーワード：CPX・心臓リハビリテーション・多職種介入

CPXを活用した心臓リハビリテーション外来の一症例
森 史哉・丸子 扶美枝・茂木 崇宏
山形済生病院
報告の焦点

や股関節症状により15分程度の実施に留まったが、外

心不全は増悪と寛解を繰り返し徐々に心身機能が低下

来開始1ヶ月後には20Wから30Wで20分、2ヶ月後に

していく疾患である。また、フレイルを合併すると生

は20Wから35Wで25分、3ヶ月後には30Wから45W

命予後が不良となる。心臓リハビリテーションは心不

で30分と向上しBorg指数は13であった。自宅でのセ

全の増悪予防と運動耐容能の向上や生活の質の改善に

ルフエクササイズはBorg指数と股関節の状態に合わせ

有効とされている。入院中は状態に合わせた運動療法

て、エルゴメーターの運動負荷を調整するよう指導し

や、多職種介入による生活指導を実施しているが、退

た。下肢筋力訓練と併用して週3回以上実施できるよう

院後のセルフエクササイズや生活の改善率は低いとの

になった。

報告がある。今回、外来リハビリテーションにて心肺

帰結評価

運動負荷試験（以下CPX）を用いた運動処方と多職種

X+163日に2回目のCPX結果は％AT VO2は60％、％

介入により、セルフエクササイズが定着し、職業復帰

Peak VO2は68％であった。股間周囲筋力はMMT5レベ

に至った症例を報告する。

ルと改善した。日常生活では疲労感軽減と股関節症状

対象者紹介・理学療法評価
60代女性。X日に心不全にてA病院に入院し、拡張
型心筋症と診断を受ける。投薬治療にて症状が改善

の軽減が得られ、外来開始3ヶ月頃から職業復帰に至っ
た。

考察

しX+21日に退院となり、Ｘ+41日に1回目のCPXを行

拡張型心筋症は慢性心不全症状を特徴とし急性増悪を

い、X+51日に当院外来リハビリテーションに紹介され

繰り返す予後不良・ 進行性の疾患であり、増悪予防に

た。CPX結果は％AT VO2は56％、％Peak VO2は64％

向けたセルフエクササイズの必要性が高いとされてい

であった。既往歴は不安症と変形性股関節症であり、

る。症例は外来リハビリテーションを多職種介入で継

主訴は動作時の疲労と股関節の疼痛と違和感であっ

続し、CPXを用いて適切な強度で運動を指導し改善を

た。職業はマッサージ師で休職していた。股関節に可

数値で示せた事で、セルフエクササイズが定着したと

動域制限はないが、股間周囲筋力がMMT3から4と低

考える。多職種介入は再入院率、心理的ケアの改善に

下していた。

有用とされており、特に看護師による生活指導は不安

介入方法と経過
X+51日より週1回の外来リハビリテーションを4ヶ月

症に対して有効に働いたと考える。今後も心臓リハビ
リテーション外来を継続し、退院後の心不全患者の生

計15回実施した。プログラムはウォーミングアップ、

活改善に取り組んでいきたい。

エルゴメーター、レジスタンストレーニングとして股

説明と同意、および倫理

関節周囲筋の筋力練習を実施した。運動負荷は本人疲

診療経過や診療録をプライバシー厳守のもとで医学教

労度、血圧、心拍数、心電図波形を管理し適時調整し

育や研究の資料として使用させて頂く場合がある事を

た。初回介入時はエルゴメーター10Wから20Wで実施

説明し同意を得た。

し15分でBorg指数は15を示し中断した。開始時は疲労
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-1-1

【 e-ポスター② 神経理学療法 2 】

キーワード：脊髄梗塞・歩行練習・トレッドミル

脊髄梗塞により後脊髄動脈症候群を呈した一症例
－急性期での積極的な歩行練習を実施して－
中川 響子 1)・今川 英俊 1)・佐久間 良 2)
1)
山形市立病院済生館 リハビリテーション室
2)
山形市立病院済生館 脳神経内科

報告の焦点

実施した。常時鏡にて前額面または矢状面から姿勢を

比較的稀な疾患である脊髄梗塞の中でも、特に脊髄後

捉え、歩容改善目的で免荷量や歩行速度を適宜調整し

索障害が生じる後脊髄動脈症候群を呈した症例に対す

た。第26病日からは、車輪付き歩行器歩行練習を両

る理学療法の報告は数少ない。脊髄梗塞症例の機能的

SHB装着し両前腕支持にて2名重介助で開始した。両下

予後予測に関するこれまでの報告では、脊髄後索障害

肢筋力の改善を認めたため、第40病日より歩行練習時

がある場合は予後不良とされている。一方、対麻痺患

は右SHBのみ装着した。最終時には右SHBを装着した

者に対する免荷式トレッドミル(以下BWSTT)が歩行能

車輪付き歩行器歩行が手掌支持にて1名軽介助で可能と

力向上に貢献するとの報告もある。今回脊髄梗塞によ

なり、第54病日に回復期病院へ転院した。

り後脊髄動脈症候群を呈した症例に対して、BWSTTを

帰結評価

用いた急性期での積極的な歩行練習を実施し、良好な

L4レベル以下の不全対麻痺(MMT両股関節屈筋群5、両

改善を得たので以下に報告する。

膝関節伸筋群5、足部から足趾筋群右1～2、左3～5)、

対象者紹介・理学療法評価

重度感覚障害(表在はL3以下鈍麻～脱失、深部は両側

病前は農家でADL自立していた50歳代男性。農作業中

下部体幹から両下肢で脱失)、膀胱直腸障害を認めた。

に両下肢の脱力と痺れが出現し歩行困難となったため

AISはD、改良Frankel分類はD1だった。基本動作は起

救急受診。不全対麻痺、重度感覚障害、膀胱直腸障害

居・端座位が自立、起立・立位は監視、ADLはBIで 50

を認め、脊髄MRIで脊髄梗塞(腰膨大部〜円錐部)と診

点(食事・整容・移乗・車いす駆動・排尿は自立、歩

断された。理学療法初回評価時、意識清明でコミュニ

行・更衣は一部介助、その他全介助)だった。帰結評価

ケーション良好、L1レベル以下の不全対麻痺（MMT両

時の車輪付き歩行器歩行による10m歩行テストは、快

股関節屈筋群4、両膝関節伸筋群3、足部から足趾筋群

適歩行速度で28.34秒、26歩だった。

右0、左1～3）、重度感覚障害(表在はL1以下鈍麻〜脱

考察

失、深部は両側下部体幹から両下肢で脱失)があり、膀

本症例の帰結評価ではAISと改良Frankel分類共に改善

胱直腸障害を認めた。AISIA impairment scale(以下AIS)

を認めた。その要因として、BWSTT を用いた左右対称

はC、改良Frankel分類はC2だった。基本動作は端座位

性のある前型歩行練習により中枢パターン発生器が活

が修正自立で他は一部介助、ADLはBarthel Index(以下

性化され両下肢の筋活動量が増加したこと、前皮質脊

BI)で20点(食事自立、移乗・整容は一部介助、その他

髄路などの脊髄前索神経路が保たれていたことで歩行

全介助)だった。

時の小脳による姿勢制御や運動学習が適切に促された

介入方法と経過

ことが考えられた。後脊髄動脈症候群を呈し機能的予

第3病日理学療法初回。起立・立位練習、車椅子移乗練

後不良とされた脊髄梗塞症例に対する積極的なBWSTT

習を開始した。体幹・両下肢に感覚性運動失調があり

の実施は、機能改善、歩行能力向上へ寄与する可能性

重介助を要した。第4病日から両側に長下肢装具を装着

が示唆された。

し平行棒内歩行練習を開始、第25病日より両側に短下

説明と同意、および倫理

肢装具(以下SHB)を装着しBWSTTを開始した。BWSTT

症例報告にあたりその趣旨を症例に対して説明し、口

の設定は、免荷量を体重の20%、快適歩行速度で5分

頭又は書面にて同意を得た。

間の連続歩行を2setとし、回復期病院転院まで17回
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-1-2

【 e-ポスター② 神経理学療法 2 】

キーワード：脳卒中・歩行・固有感覚

麻痺側下肢への荷重に不安を呈した症例に対する一考察
小原 達也
奥州病院
報告の焦点

上がりの誘導を行った。左側に支持物があることで、

四点杖での歩行が開始となったが、麻痺側下肢への体

立ち上がり時に非麻痺側体幹・下肢の伸展活動が促さ

重移動が円滑に行えない症例を担当した。本症例は、

れ、立位において麻痺側下肢が伸展しやすくなり、麻

立位や歩行時に麻痺側下肢への体重移動が円滑に行え

痺側下肢への体重移動が円滑に行いやすくなった。し

ず、歩行においては、麻痺側下肢に対しての不安感か

かし、ステップ動作になると麻痺側下肢屈曲位となる

ら足部に視線を向けながら歩行を行っていた。そのた

ことで麻痺側股関節伸展と足関節背屈が不十分となっ

め、麻痺側下肢への円滑な体重移動を獲得するため、

ていた。この原因として下腿三頭筋や足部内在筋の伸

非麻痺側体幹・下肢の伸展活動、麻痺側足部からの固

張性低下により麻痺側足底からの床反力情報が受け取

有感覚入力に着目した介入により、四点杖歩行自立に

りにくい状態であると考えた。そのため、立位にて右

て自宅退院となったため以下に報告する。

下肢後方ステップにより下腿三頭筋や足部内在筋の伸

対象者紹介・理学療法評価
70歳代男性。診断名は脳梗塞右片麻痺。既往歴に糖

張性改善を図り、床反力情報を受け取りやすくした。

帰結評価

尿病があったが、入院前ADLは自立されており、独歩

BRS上肢Ⅳ手指Ⅳ下肢Ⅳ

可能。ⅹ+7病日に当院へ転院し、同日からリハビリ

極軽度鈍麻

が開始された。本介入はⅹ+114病日からⅹ+141病日

FBS52点、麻痺側股関節伸展可動域15゜、足関節背

の期間である。x+114病日時点での理学療法評価は、

屈可動域10゜、FIM101点(運動項目69点/認知項目32

brunnstromrecovery stage(以下BRS) 上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢

点)。四点杖歩行自立。

Ⅳ、感覚は表在感覚・深部感覚軽度鈍麻。Timed up go
test(以下TUG)32秒

感覚は表在感覚・深部感覚

、TUG25.9秒、10m歩行(16.3秒26歩)、

考察

10M歩行テスト(22.8秒、28歩)、

本症例は、歩行時に麻痺側下肢への体重移動が円滑に

functional balancescale(以下FBS)46点、麻痺側股関節

行えず、麻痺側下肢への不安感を訴えていた。立位に

伸展可動域10゜、足関節背屈可動域0゜、FIM70点(運

おいて下肢への体重移動の際に、麻痺側下肢屈曲位と

動項目39点/認知項目31点)。四点杖歩行軽介助レベ

なり体幹左側屈の代償を強めていた。そのため、非麻

ル。

痺側体幹・下肢の伸展活動を促すための治療環境の提

介入方法と経過

供、麻痺側の下腿三頭筋や足部内在筋の伸張によって

歩行時に麻痺側下肢への体重移動が十分に行えていな

床反力情報が取り込みやすくなったことが、麻痺側下

かったため、立位にて麻痺側下肢への体重移動を促し

肢への不安感の改善につながったと考える。

たところ、骨盤が右後方回旋し下肢屈曲位となり、体

説明と同意、および倫理

幹左側屈の代償を強めていた。そのため、体幹左側屈

今回の報告にあたり、本人とご家族に説明と同意を得

の代償を軽減させる目的で左側に支持物を置き、立ち

た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-1-3

【 e-ポスター② 神経理学療法 2 】

キーワード：被殻出血・歩行練習・長下肢装具

被殻出血を呈し、早期のKAFOが効果的ではなかった一症例
歩行の獲得へ向けて介入
田村

元・高橋 由紀恵・荒川 博志・竹澤 隼・金子
上石 知佳
盛岡医療生活協同組合 川久保病院

報告の焦点

雅樹・高橋 理菜

周囲の筋活動の改善がみられSIAS運動項目で下肢1-0-0

重度脳卒中患者の理学療法プログラムの立案におい

となり中等度介助での歩行が可能。90病日では杖・短

て、早期離床、下肢運動練習の量を増やす目的で装具

下肢装具（以下AFO）を使用し軽介助での歩行が可能

が選択されることが多い。本症例においても早期より

となった。

長下肢装具（以下KAFO）の検討を行ったが、装着時の

帰結評価

静的立位アライメント評価では患肢への十分な荷重と

119病日の評価。SIASの運動項目は2-1-1と股関節の

いう観点から、効果を活かしきれないと判断し徒手的

随意運動がわずかに出現し、立位では股関節でのバラ

な介入を選択した。66病日以降ではKAFOの適応が得

ンス戦略が可能となり、足関節の機能をAFOで補うこ

られ、効果を示すと判断し併用して介入実施。本症例

ととにより立位保持、歩行が可能となった。感覚は中

に対しては早期のKAFO導入の効果が得られにくかっ

等度鈍麻と著変なし。FIMは運動項目29点、認知項目

た。以下に経過と考察を報告する。

17点と移乗動作の介助量の軽減が図られた。TISは10

対象者紹介・理学療法評価
本症例は50代女性。被殻出血（血腫量80ml）に伴い
脳室穿破あり開頭血種除去術を施行。脳卒中の外科研

点。10m歩行は杖・AFOを使用し46,81秒/54歩。連続
歩行距離120m。

考察

究会のCT分類でⅤaに値。第36病日に当院回復期リハ

脳卒中でKAFOが適応となる症例は重症例が多く、急性

ビリテーション病院に入院。入院時Stroke impairment

期～回復期の臨床場面で頻用されており、下肢-骨盤-

Assessment Seat（以下SIAS）運動項目は上肢0-0-

体幹-頭頚部のアライメントの確保と患肢への十分な荷

0、下肢0-0-0で、感覚は中等度鈍麻であった。Trunk

重が可能となることが目的とされる。入院時に症例は

Impairment Scale（TIS）は9点と静的座位バランスと

弛緩性の運動麻痺と感覚障害を呈していた。上下肢の

非麻痺側への動的バランスで加点されており、上下肢

運動麻痺と比較し、体幹機能が保たれていたため、介

の運動麻痺と比較し体幹機能が残存していた。立位姿

入時は下肢関節の自由度を制限する必要性が少なく、

勢分析ではKAFOの有無、支持物の有無の設定で行い、

裸足での荷重訓練を行うことが可能であった。また、

支持物を用いない裸足で徒手的介助が最も姿勢アライ

足底からの感覚入力に配慮した立位練習等では、本人

メントは良好。Functional

Balance scale（以下FBS）

の反応が得られやすく、主体的な運動の中で練習でき

は4点と端座位のみ可能。FIMは運動項目14点、認知項

た。本症例の経過から、早期KAFOの導入に関して、

目10点と全介助を要した。

弛緩性麻痺に加え、運動主体感が得られにくい身体状

介入方法と経過

況では、課題量を減らすという装具の使用目的と反し

こ介入当初は弛緩性の麻痺を呈し、36～66病日の介入

て、課題の難易度を高めてしまい、装具に対して持た

ではKAFO使用時は下肢の支持性が得られにくく、もた

れてしまう反応を招いていたと考える。その後、わず

れる反応がみられた。裸足で起立・着座練習を反復し

かな筋収縮が得られ、自身で運動の内観が得られた時

て実施。連続立位時間も3分から～10分へと段階的に

期には装具の適応を示したと考える。

延長。47病日で、わずかに殿筋の収縮を触知できるよ

説明と同意、および倫理

うになり、歩行動作の獲得目的にステッピング練習を

ヘルシンキ宣言に基づき発表に際して十分な説明を行

導入。66病日でKAFOの再評価を行い、姿勢アライメ

い、書面にて同意を得た。

ントの改善得られたため併用で介入。78病日で股関節
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-1-4

【 e-ポスター② 神経理学療法 2 】

キーワード：姿勢制御・長下肢装具・装具歩行

右中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞により
重度運動麻痺を呈した症例への理学療法介入
～Pusher現象に対し修正を図り杖無し歩行獲得に至った一症例～
藤田 開
盛岡医療生活協同組合
報告の焦点

川久保病院
帰結評価

本症例は重度の運動麻痺、感覚障害を呈しPusher現

SIAS-mは下肢2-2-1。表在感覚重度鈍麻は残存。

象により垂直での立位保持が困難であったため、長下

SIAS体幹項目は3-3、SCPは0。FIM運動項目92点。FBS

肢装具(以下KAFO)を用いた歩行練習、起立-着座練習、

は45点。10m歩行は25.48秒、32歩。歩行耐久性は

KAFOを用いない立位練習を行った。初期の治療介入か

150mとなり、足関節の機能をAFOで補うことで杖無し

ら一貫して支持物や杖を用いない治療を展開した。結

歩行獲得に至った

果、短下肢装具(以下AFO)を装着した杖無し歩行の獲得
に至ったため以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価

考察
症例は弛緩性の運動麻痺と重度の感覚障害を呈してお
り、非麻痺側への重心移動に対して抵抗が見られた。

本症例は70代男性。右中大脳動脈領域(M1)のアテ

支持物を使用した立位では非麻痺側の押しつけを強

ローム血栓性脳梗塞を呈し、DWIにて放線冠、島皮

め、傾きに対して修正が困難であった。加えて多弁傾

質、中心後回、上側頭回に高信号が認められた。そし

向で口頭指示に対して注意が持続せず、姿勢の修正に

て、第23病日に当院回復期リハビリテーション病棟に

理解が得られにくかった。姿勢鏡を使用した練習場面

入院。入院時Stroke Impairment Assessment Seat運動

では注意が持続し口頭指示に対して理解が得られやす

項目(以下SIAS-m)は上肢1-1A、下肢1-0-0。感覚は表在

く、無支持では押しつけが軽減し正中に近い立位が可

感覚が重度鈍麻であった。またSIAS体幹項目は2-2。

能であったため介入では一貫して無支持での動作を中

Scale for Contraversive Pushing(以下SCP)は座位0.75、

心に行った。

立位2.25、合計3.0。次にFBSは5点。FIM運動項目34

鏡を使用した視覚的フィードバックにより直立姿勢の

点、認知項目36点。起居動作は軽介助、移乗動作は中

認知的歪みを理解したことや身体と環境の関係を認

介助であった。歩行耐久性はKAFO介助歩行で20m。

知したことで直立姿勢の学習が図られたと考える。ま

MMSEは27点。多弁で注意散漫であった。体幹、非麻

た、積極的な立位、歩行練習を行い非麻痺側への荷重

痺側上下肢の筋力は保たれていたが常に非麻痺側優位

を促したことで荷重感覚が再学習されPusher現象が軽

の動作であった。静的立位保持はKAFO装着にて近位監

減されたと考える。

視下で可能であったが動作に伴いPusher現象が強まっ

KAFOを装着した練習により体幹筋力、麻痺側股関節の

た。

随意性が向上。Pusher現象は軽減されたが非麻痺側下

介入方法と経過
介入当初は弛緩性の運動麻痺を呈し、第37病日まで
姿勢鏡を用いながらKAFOを使用した立位、歩行練習を
実施。次に、第48病日でKAFOを用いた歩行練習と並
行して起立-着座練習、KAFOを用いない立位練習を実
施。また、KAFOなしでの静的立位保持において垂直で
の保持が可能となった。そして、第58病日からAFO(GS
デザイン)を使用し軽介助で歩行可能となった。それか
ら、第93病日に本人用のAFOを使用し近位監視で歩行
可能となった。

肢での押しつけが残存し、麻痺側膝関節の随意性も乏
しかったため起立-着座練習、KAFOを用いない立位練
習を並行して行った。支持物やKAFOを使用しない起立
-着座練習、立位練習により能動的な姿勢制御が得られ
たことで適正な重心コントロールが学習され立位バラ
ンスが改善されたと考える。結果として表在感覚重度
鈍麻は残存したがPusher現象に改善が見られたことで
AFOを用いた杖無し歩行の獲得に繋がったと考える。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき発表に際して十分な説明を行
い、書面にて同意を得た。
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【 e-ポスター② 運動器理学療法 2 】

キーワード：床上起立・身体機能・変形性膝関節症

変形性膝関節症患者における床上起立の所要時間と身体機能との関連性
須田 智寛 1)・畠山 和利 1)・渡邉 基起 1)・高橋 裕介 1)・大倉 和貴 1)・菊池 燿 1)
市川 兼之 1)・皆方 伸 1)・坂本 理々子 1)・長谷川 翔 1)・宮本 大道 1)・齊藤 英知 2)
斉藤 公男 2)・松永 俊樹 1)・島田 洋一 1,2)
1)
秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科・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
目的

結果

床からの立ち上がり動作（以下、床上起立）は姿勢や

床上起立の所要時間7.81 ± 6.39 秒、術側筋力0.36 ±

支持基底面、身体重心位置の変化を伴うことから身体

0.18 kgf/kg、非術側筋力0.41 ± 0.17 kgf/kg、SPPB

機能の総合的にとらえるために有用である。これまで

得点 10.1 ± 2.3 点であった。またSPPBの下位項目は

健常高齢者の床上起立の所要時間と身体機能、IADLと

バランス項目では4点が30人（85.7 %）、3点が11人

の関連性などが報告されている。しかし、変形性膝関

（11.4％）、4m歩行時間では4.46 ± 2.45 秒、椅子か

節症（以下、膝OA）を対象とした報告は少なく、床上

ら5回起立時間では15.10 ± 12.45秒であった。床上

起立の所要時間と身体機能の関連性についての報告は

起立の所要時間と術側筋力（r = -0.440、p < 0.01）、

渉猟しうる限りない。そのため、健常高齢者の先行研

SPPB（r = -0.629、p < 0.01）であり、SPPB下位項目

究と同様に膝OAでも床上起立の所要時間を計測するこ

の4m歩行時間（r = 0.443、p < 0.01）、椅子からの5

とで、膝OA患者の身体機能を簡便に評価できると推察

回起立時間r = 0.629、p < 0.01）には有意な相関を認

できる。本研究の目的を膝OA患者における床上起立の

めた。非術側筋力、SPPBのバランス項目との間には有

所要時間と身体機能との関連性を明らかにすることと

意な相関はなかった。

した。

考察

方法

床上起立の所要時間は術側筋力、SPPB得点、SPPB下

対象は片側手術を予定した膝OA患者35例（男性11

位項目では4m歩行時間、椅子からの5回立ち上がり時

例、女性24例、平均±標準偏差：年齢66.7±7.9歳、

間で関連を認めた。先行研究では膝痛の有無で比較さ

2

BMI 26.1±4.5 kg/m ）とし、測定はすべて術前日に

れており、膝痛のあるものは大腿四頭筋筋力が低下し

行った。床上起立は先行研究に従い、背臥位から立位

ている。また大腿四頭筋筋力の向上が床上起立の所要

までとし、所要時間をストップウォッチで計測した。

時間の短縮につながったという報告もある。本研究で

方法の指示は行わず、自由に行わせた。身体機能の評

は床上起立の所要時間と術側筋力が関連し、術前から

価には等尺性膝伸展筋力とShort Physical Performance

筋力を維持することが重要である。床上起立の所要時

Battery（SPPB）を用いた。術側と非術側の等尺性膝

間は場所を選ばず、短時間で計測が可能という特徴が

伸展筋力の測定にはハンドヘルドダイナモメーター

ある。4mの歩行路を確保できない状況などにおいても

（モービィ、酒井医療株式会社）を用い、得られた値

簡便におおよその身体機能を測ることができると考え

を体重で除した。床上起立の所要時間と身体機能との

られるため、膝OA患者においても利用可能なツールと

関連性を検討するため、年齢を制御因子とした偏相関

なりうる。

係数を算出した。SPPBの得点および下位項目には順
位偏相関係数を用い、膝伸展筋力は線形偏相関係数を
行った。解析ソフトはSPSS statistics 24（IBM社製）
を用い、有意水準は5％とした。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に則り、対象者には事前に本研究の趣
旨と個人情報保護を遵守することを文書及び口頭で説
明し、同意を得た上で実施した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-2-2

【 e-ポスター② 運動器理学療法 2 】

キーワード：成人脊柱変形・運動療法・動的アライメント

成人脊柱変形患者に対する3ヵ月間の個別的運動療法は
動的アライメント不良を改善させるか？

佐藤 圭汰 1,2)・伊藤 俊一 1,3)・小俣 純一 1,4)・三浦 拓也 1,2)・遠藤 達矢 1,2)・岩渕 真澄 2)
白土 修 1,2)
1)
福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科
2)
福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座
3)
北海道千歳リハビリテーション大学
4)
福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室
はじめに

は三次元動作解析装置を使用し、歩行時における体幹

成人脊柱変形（以下ASD）患者は、脊柱矢状面アライ

前傾角・骨盤前傾角を測定した。個別的運動療法の内

メント不良による様々な身体機能の低下を呈し、その

容は、体幹・下肢の筋力、柔軟性向上を目的としたプ

結果Quality of life（以下QOL）の低下をきたす。ASD

ログラムを実施した。統計解析は対応のあるt検定、

患者に対する治療の第1選択は保存療法であり、理学療

Wilcoxonの検定を用いて運動療法開始時と3ヵ月後の

法士が行う運動療法は重要性が高い。ASD患者に対す

各項目を比較した。有意水準はすべて5％とした。

る運動療法の効果は、立位姿勢（静的アライメント）

結果

やQOLの改善をもたらすと報告されている。近年、

脊柱傾斜角・胸椎後弯角、体幹伸展筋力、胸椎・腰

ASD患者は静的アライメント不良のみならず、歩行時

椎・股関節伸展可動域は、3ヵ月後に有意な改善を認め

姿勢不良（動的アライメント不良）が報告されてお

た(p<0.05)。腰椎前弯角、動的アライメント、股関節

り、QOLや歩行能力への影響も静的アライメント不良

伸展筋力は、有意な改善を認めなかった(p>0.05)。

よりも大きいといった報告もある。しかし、ASD患者
の動的アライメント不良に対する運動療法の効果につ
いての報告はない。本研究の目的は、3ヵ月間の個別的
運動療法がASD患者の動的アライメント不良の改善を
もたらすか検討することである。

対象と方法

考察
ASD患者に対する運動療法は、体幹機能の改善や静的
アライメントを改善させる効果を持つことが報告され
ており、本研究においても同様の結果が得られてい
た。しかし、本研究ではASD患者に対する3ヵ月間の運
動療法は動的アライメントを改善させなかった。我々

対象はSchwabの分類を用いて診断された女性ASD患

は自験例において、ASD患者の動的アライメント不良

者で、3ヵ月の個別的運動療法を実施した13名（73.2

には股関節伸展筋力が影響することを報告している。

±6.6歳、149.4±6.6cm、53.8±8.4kg）とした。脊

本研究における動的アライメント不良の残存は、股関

椎や下肢関節に手術の既往を持つもの、重篤な合併症

節伸展筋力の改善を認めなかったことが原因と考え

を有するもの、独歩困難なものは除外した。検討項目

る。今後は、より股関節伸展筋力にも着目した動的ア

は静的・動的アライメント、体幹・股関節伸展筋力、

ライメント改善のためのプログラムの立案が必要と考

胸椎・腰椎・股関節伸展可動域、QOLとして運動療

える。

法開始時と3ヵ月後で測定した。静的アライメントは
Spinal mouseを使用し、立位における脊柱傾斜角、胸
椎後弯角、腰椎前弯角を測定した。動的アライメント

説明と同意、および倫理
本研究は所属機関の倫理委員会の承認、対象者の同意
を得て行った。

2019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

70

第 37 回東北理学療法学術大会
P02-2-3

【 e-ポスター② 運動器理学療法 2 】

キーワード：夜間痛

・超音波画像装置・滑走不全

肩関節夜間痛における三角筋と三角筋下滑液包の滑走障害を呈した
一症例
エコーを用いた動態評価
山川

祥平・小瀬 勝也・棚瀬 泰宏・吉井 太希・赤羽根 良和
さとう整形外科

目的

40°、内転10°下垂位外旋45°、結帯動作L2レベル

肩関節疾患に合併するの臨床症状の一つに夜間痛があ

であった。エコー評価では、SDBに対し三角筋の滑走

る。我々理学療法士が肩関節疾患を担当する上で悩ま

は十分に得られていた。

しい病態の一つである。夜間痛は発症要因が確立化さ

考察

れつつある一方で、理学療法に関する報告は少ない。

滑液包は、摩擦刺激を受けやすい筋や腱などの組織間

今回、夜間痛の改善に難渋した症例に対し超音波画像

に介在する。滑液包が癒着・瘢痕化し、滑走性が低

装置(以下エコー)を用いたところ、SDBと三角筋との

下する場合や、接触する組織自体の柔軟性が低下する

滑走障害が確認された。SDBと三角筋に対して滑走性

と組織間での摩擦が増強し、可動域制限や疼痛の原因

を改善させたところ順調な回復が得られたので報告す

となる。肩関節に合併する夜間痛は、SABと腱板との

る。

滑走障害による肩峰下圧が主たる要因であると指摘さ

方法

れている。しかし、本症例はSABと腱板の滑走性の改

症例は左肩関節周囲炎と診断され、夜間痛を合併した

善を目的とした理学療法を行ったものの可動域は改善

70代の男性である。初回介入時、夜間痛は林分類Type

はしたが夜間痛は改善しなかった。SABと腱板の滑走

Ⅳであった。肩関節可動域は伸展5°、内転-10°、下

障害に対し、鏡視下授動術や肩峰下除圧術が有効であ

垂位外旋35°、結帯動作臀部レベルであった。SABと

り、肩峰下圧の癒着剥離がSABからSDBにまで及んでい

腱板の滑走を改善させる目的で、大結節引き出し操作

ると報告がある。このことからSDBと三角筋に対しエ

などを行った結果、肩関節可動域は伸展30°、内転

コー評価を行った。その結果、SDBと三角筋の滑走性

0°、下垂外旋40°、結帯動作L4レベルとなった。し

の低下を認めていた。また、本症例は三角筋に圧痛が

かし、三角筋は大結節から上腕骨頚部にかけてNRS7と

残存していた。SDBと接触する三角筋の柔軟性の低下

残存し、夜間痛の改善は認めなかった。そのため、エ

や、SDBと三角筋の滑走障害がSDBの圧を上昇させ、夜

コーを用い動態評価を行った。プローブの位置は、大

間痛を惹起していると推測した。理学療法は、SDBと

結節から上腕骨頚部に対して長軸とした。仰臥位で肩

三角筋の滑走性の獲得、三角筋の柔軟性の獲得を目的

関節伸展10°に設定し、そこから内転動作を加えた。

に理学療法を実施した。SDBは、楕円形の形をしてお

動態評価では、SABに対する腱板の滑走性は十分に得

り大結節を覆っている。そのためSDBの解剖学的位置

られていた。一方、SDBに対しては、三角筋の遠位滑

関係を考慮し、治療部位を大結節から三角筋にかけて

走は健側と比較し低下していた。SDBに対して三角筋

ダイレクトストレッチと、SDBと三角筋の滑走性を改

の滑走の改善を目的に、三角筋のダイレクトストレッ

善させたところ夜間痛は改善した。エコー評価でSDB

チと三角筋を把持し内転、伸展操作を追加した。理学

と三角筋の滑走障害を認める症例には、SDBと三角筋

療法は週に3回の頻度で実施した。効果判定として、理

の滑走の改善と三角筋自体の柔軟性の獲得を目的とし

学療法開始から1週毎ごとにエコー評価を行った。

た理学療法が難渋する夜間痛の改善に有効である可能

結果
SDBと三角筋に対する滑走改善を目的に理学療法を

性が示唆された。

説明と同意、および倫理

行った結果、夜間痛の改善が得られ、消失までの期間

本症例には、報告に関して書面にて説明と同意を得

は4週間であった。この時点での肩関節可動域は、伸展

た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P02-2-4

【 e-ポスター② 運動器理学療法 2 】

キーワード：超音波エラストグラフィー・筋硬度・大腿直筋

膝関節屈曲角度と大腿直筋筋硬度との関連性
超音波エラストグラフィーによる観察

庄司 亮平 1)・三浦 拓也 1,2)・佐藤 圭汰 1,2)・小俣 純一 3)・遠藤 達矢 1,2)・遠藤 浩一 1)
阿部 彩夏 1)・岩渕 真澄 2)・白土 修 2)・伊藤 俊一 1,4)
1)
福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科
2)
福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座
3)
福島県立医科大学新医療系学部設置準備室
4)
北海道千歳リハビリテーション大学
目的

比較を行った。股関節伸展0°条件において、膝関節屈

骨格筋の量および質的評価は、リハビリテーションに

曲0°、30°、60°、90°に比べて120°において有

おいて障害評価と治療効果の判定の両面で重要であ

意に大腿直筋筋硬度の増加が認められた（それぞれ、

る。近年、組織の硬さを測定する新たな技術として超

p=0.0006、p=0.0007、p=0.0007、p=0.0007）。同様

音波エラストグラフィーが登場し注目を集めている。

に、膝関節屈曲0°、30°に比して90°（p=0.0011、

関節角度の変化における組織の硬度変化に関する先行

p=0.0094）で、さらに0、30°に比して60°

研究には腓腹筋や上腕二頭筋、膝蓋腱を対象としたも

（p=0.0272，p=0.0204）で有意な大腿直筋の筋硬度

のはあるが、立ち上がりや歩行といったADLに直結す

の増加が認められた。股関節屈曲90°条件において

る動作に大きく関与する大腿直筋の筋硬度変化に関す

は、膝関節屈曲角度の違いによる有意差は認められな

る研究は見当たらない。本研究の目的は、超音波エラ

かった。また、膝関節屈曲90°（p=0.0263）、120°

ストグラフィーを使用して健常成人男性における大腿

（p=0.0007）において、股関節屈曲90°に比して股

直筋筋硬度と膝関節角度との関連性を検討することで

関節伸展0°で有意に大腿直筋の筋硬度は高かった。

ある。

方法

考察
関節角度の変化に伴う筋硬度変化に関する先行研究で

対象は健常成人男性10名（平均年齢33.9±6.9歳）と

は、膝蓋腱を対象としたEbihara et al。や腓腹筋とア

した。なお過去に下肢、体幹に整形外科学的疾患や神

キレス腱を対象にしたLiu et al。の研究があり、両者

経学的疾患の既往がある者、下肢に手術歴がある者は

とも組織の伸張性が増すごとに筋硬度の有意な増加が

除外した。超音波診断装置（Super Sonic Imaging社

みられたと報告している。本研究においても股関節伸

製）のせん断波エラストグラフィー機能を用い、利き

展位で大腿直筋が強く伸張されるような条件下では、

足の大腿直筋筋硬度(kPa)を測定した。測定条件は2つ

膝関節の屈曲角度の増加に伴い筋硬度が有意に増加し

設定し、一つは股関節角度条件（0°、90°）、もう

た。これは、大腿直筋が二関節筋であるためと考えら

一つは膝関節角度条件（0°、30°、60°、90°、

れる。また、Terry et al。は筋硬度と他動的張力に強い

120°）とした。プローブ位置は先行研究を参考に

比例関係があると報告している。このことから、股関

し、上前腸骨棘から膝蓋上縁を結んだ中点とし、長軸

節角度条件間において膝関節屈曲90°と120°でのみ

方向にて計測した。モニター中央に大腿直筋を明瞭に

筋硬度に有意差が生じたのは、60°以下では大腿直筋

抽出し、円形の関心領域を3点置いて平均の筋硬度を算

が長さ-張力曲線における臨界長にならず、十分な他動

出した。統計解析は、まず二元配置分散分析を用いて

的張力が発生しなかったためと考える。本研究の結果

交互作用を検討し、交互作用が認められた場合、各条

から、これまでのセラピストの主観的、経験的、感覚

件を独立した群として多重比較を行うこととした。有

的な「組織の硬さ」に対して客観的なデータが示され

意水準は5%とした。

た。

結果

説明と同意、および倫理

二元配置分散分析の結果、股関節角度条件と膝関節角

本研究に関して被験者に対して十分に説明し、同意を

度条件間に交互作用が認められたため、Shafferの多重

得た。

2019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

72

第 37 回東北理学療法学術大会
P02-3-1

【 e-ポスター② 教育・管理理学療法 1 】

キーワード：事業継続計画・管理運営・災害支援

当院リハビリテーション室におけるBusiness continuity planning
黒沼 大紀・髙平 真澄
山形県立中央病院
はじめに

ており、3時間30%、12時間60%、24時間60%、3日

当院は、基幹災害拠点病院であり、災害による重篤患

98%、1か月99%、3か月100%としている。それに伴

者に対する救命医療等の高度な診療機能を有し、被災

い、平日日中の内容に加え、発災3時間以内にて可能な

地からの患者受け入れや、広域医療搬送に係る対応等

限り登院可否の確認を行っていく。

の果たすべき役割を十分発揮できることを目的として

BCP 策定時の検討内容

いる。リハビリテーション（以下：リハビリ）室にお

①電話の使用可否を考慮して、リハビリスタッフ間で

いても早期の事業継続を行う必要があり、今回作成し

の連絡方法の確認。④リハビリ室からの患者の搬送方

たBusiness continuity planning（以下：BCP）を報告

法及び待機方法の確認。⑥患者搬送班に派遣する9名の

する。

リハビリスタッフの選定と交代要員の検討。⑦他部門

災害想定

の情報収集方法と発信方法の確認。⑧リハビリ対象患

山形盆地断層帯を震源とするマグニチュード7.8、震度

者の選定と安静度の確認。コストの請求方法の確認。

6強の地震が発生したことを想定とする。また、発災

⑩JRATへの協力方法の確認。

日時は平日日中と休日・夜間の場合に分け、BCPを策

今後の展望と課題

定した。加えて、発災から3時間、12時間、24時間、

リハビリ室でのBCPを策定するに当たり、リハビリ業

3日、1週間、1か月、3か月の時間経過に則り作成して

務以外にも他部門への協力や院内業務に従事するこ

いる。

とが想定され、発災からの時間経過とともに院内での

リハビリ室平日日中の BCP

リハビリ室の役割や各スタッフ間の役割が変化してく

発災3時間：①リハビリスタッフの安全確認、②担当患

ることが考えられる。そのため、平時よりBCPを作成

者の安全確認、③リハビリ室の被災状況の確認、④患

し、災害を想定し準備していることが重要である。今

者搬送方法の確認、⑤患者の病棟への搬送、⑥リハビ

後は、地震以外の災害にも想定し、多岐にわたるBCP

リスタッフ9名を患者搬送班に派遣。12時間：⑦他部

の策定も必要になってくると考える。現在、当院にお

門への協力。24時間～3日：⑦他部門への協力、⑧可

いても風水害に対応したBCPを作成中である。検討内

能な範囲でベッドサイドでのリハビリ再開。1週間：⑨

容にあげたように、リハビリ室内のみでは解決できな

ベッドサイドでの対象全患者へのリハビリ開始、⑩大

い事案もあり、細かな調整は継続して必要である。基

規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（以

幹災害拠点病院として早期に機能改善し、患者対応に

下：JRAT）への協力開始。1か月～：⑪通常のリハビ

当たれるようBCPの策定を進めていくことが必要であ

リ再開。

ると考える。

リハビリ室夜間・休日の BCP
夜間・休日の場合、平日日中とは別に参集率を設け

説明と同意、および倫理
当院リハビリ室BCPの学会への提出に当たり、災害委
員会の承認を得た。
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【 e-ポスター② 教育・管理理学療法 1 】

キーワード：理学療法士・治療技術・ストレッチング

理学療法士の技術特性に関する研究
ストレッチング・エクササイズに着目して

松坂 大毅 1)・鈴木 博人 2)・我妻 昂樹 1,3)・村上 賢一 2)・鈴木 誠 1)・藤澤 宏幸 1)
1)
東北文化学園大学 大学院 健康社会システム研究科
2)
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
3)
仙台リハビリテーション病院
目的

最大徒手抵抗量をSS、BS共通して算出した。また、

近年、理学療法場面には様々な医療機器が導入されて

BSデータについて、その特徴である反復運動の平均角

いる。しかし、ストレッチング・エクササイズ（SE）

度変化量と所要時間を求めた。解析には、演算ソフト

は理学療法士（PT）が徒手で対象者の体節を操作し、

MATLABによるオリジナルプログラムを使用した。統

繊細に力を調節しながら治療を進めることを要する技

計解析には、正規性および等分散性を確認した後、対

術である。SEの種類にはスタティックストレッチング

応のないt検定またはMannWhitneyのU検定を用いた。

（SS）や、バリスティックストレッチング（BS）な

有意水準はα=0.05とした。

どがある。先行研究を見ると、その治療効果に関する

結果

報告は多くあるが、治療技術に関する報告は少ない。

SSにおいては、すべてのパラメータで群間に有意差は

しかし、理学療法技術の標準的な教育手法の構築には

認められなかった。一方、BSにおいては、肘関節マー

「技術の定量化」が重要であると考える。先行研究と

カー移動量、平均角度変化量、所要時間において、2群

して、脳卒中片麻痺患者を対象に足関節背屈方向へ

間に有意差が認められ、PT群が低値を示した。

のSE技術に関する報告がある（山田ら 2016）。しか
し、人体への介入実験であったため、SEの効果により
抵抗感や関節可動域の変化が測定値に影響した可能性
が懸念された。そこで、本研究ではオリジナルの肩関
節外旋制限モデル（モデル）を用い、PTのSEの技術特
性の定量化を目的に実験を行った。

方法

考察
本研究の結果より、PTはBS時に上腕部を適切に固定
し、わずかな角度を短い時間で反復させていることが
確認できた。まず上腕部の固定については、前腕部に
対する下方への徒手抵抗に対して、上腕部を下方から
支えることで反力を作り、伸張ストレスを組織へ適切
に伝達するためであったと推量した。次に、角度変化

対象者は、経験年数10年前後のPT10名（以下、PT

と所要時間について、BSは伸張反射を利用しており、

群）と運動指導習慣のない者10名（以下、対照群）

5°/s以上でないと伸張反射を誘発できない（Gajdosik

とした。モデルについて、その前腕遠位部内外側、肘

RL、 et al.1996）。よって、適切な効果を引き出すた

頭部、肩関節部、体幹部に赤外線反射マーカーを貼付

めの操作であったと考えた。一方、SSでは群間の差が

し、さらに前腕遠位部に力センサーを取り付けた。測

認められなかったことについて、体節操作自体はシン

定手順について、対象者に対して実験概要と測定上の

プルで単純なものであったことと、疾患や症状の設定

注意点に関する映像を測定前に視聴させた。その後、

が不足していたことが影響したためと考えた。今後、

肩関節外旋方向へのSSとBSをモデルに対して5試行ず

モデルの設定に疾患や症状などの条件を加えて実験を

つ実施させ、モデルの動きを三次元動作解析装置にて

行う必要がある。

前腕遠位部への徒手抵抗量を力センサーにて計測し
た。また、三次元動作解析装置の同期信号、力セン
サーおよび音刺激提示装置をA/D変換器に接続しPCに
取り込んだ。なお、SSとBSの実施順序はランダムに決
定した。データ解析として、最大外旋角度、最大外旋
角速度、肘関節マーカー移動量（上腕固定の指標）、

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ものであり、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18-23号）。なお、対象者には紙面
および口頭にて研究の趣旨を説明し、同意を得た。
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【 e-ポスター② 教育・管理理学療法 1 】

キーワード：理学療法専攻大学生・スマートフォン・友人関係

理学療法専攻大学生におけるスマートフォン使用状況と
友人関係との関連性
岩月 宏泰・羽場 俊広
青森県立保健大学
目的

数により内的整合性が認められた。各因子間の相関で

現代の若者は自己表現が不得手な反面、インター

は、「時間浪費」と「気遣い」、「形式的」で有意な

ネットを用いたコミュニケーションには積極的である

正の相関を認めた。また、「依存性」と「形式的」間

ことが指摘されている。また、インターネットに依存

で有意な正の相関を認めた。

した生活が長く続くと他者との関係性を築くスキルが
失われ、理学療法士に求められる利用者との信頼関係

考察

の構築が困難となる。今回、大学生のスマートフォン

回答者のスマホの使用目的はSNSが最も多いことか

（以下、スマホ）使用状況と友人との関係性を明らか

ら、インターネットを介した仮想的人間関係に依存す

にすることで、社会技能を学修させる指導について検

る状態が確認された。また、動画視聴、音楽鑑賞やダ

討することを目的とした。

ウンロードも多かったことから、現実逃避や個人的嗜

方法

好を容易に満たしてくれる便利な道具として日常生活

A大学で理学療法を専攻する1～4年生のうち質問紙

で生じるストレスを解消していた。一方、スマホの使

調査に回答した119名を対象とした。調査は自記式留

用時間で後悔する「時間浪費」と友人とは互いに傷つ

置法で2020年3月～4月に実施し、回収率は93％で

けないように関わる「気遣い」や互いのプライバシー

あった。調査票は基本属性、（松島2017）を参考に

まで立ち入らないように関わる「形式的」と正の相関

作成した「スマホに対する意識と使用状況尺度」22項

を認めた。これは、インターネット上の仮想的関係で

目、「友人関係尺度」（岡田1995）の一部抜粋17項

は「優越感」を高め得たが、現実の友人関係では劣等

目、「孤独感尺度」（諸井1991）の20項目で構成さ

感に陥り、人間関係を表面的に留めようとする心理状

れ、今回「孤独感尺度」を除いた2尺度について解析し

態も推測された。また、スマホ依存傾向が高い「依存

た。統計学検討はSPSS VER.25.0Jを使用し、両尺度と

性」と「形式的」間で正の相関がみられたことは、ス

も探索的因子分析（Promax回転）を行い、因子負荷量

マホ依存傾向が高い者は友人との係わりで自己同一性

0.50以上、固有値1以上、共通性0.20以上を項目決定

の確立を促す、悩みの解決を図る等を求めず、傷つけ

因子とした。また、各因子得点間でPearsonの積率相関

あわずに居心地の良い関係を続けることを期待してい

係数を算出した。

ると考えられる。本研究の結果、大学生の教育に当

結果
回答した119名の性別は男性61名、女性58名であ
り、スマホ所有台数は1台が87.4％、2台が12.6%であ
り、一日の平均使用時間は4.0±2.1時間であった。ま
た、スマホの使用目的はSNS、動画視聴、音楽鑑賞・

たっては、スマホ依存傾向による身体的、精神的不健
康に陥らないよう配慮しながら、他者と共感できる豊
かな人間性を培うための機会を設けることが重要と考
えられた。

説明と同意、および倫理

ダウンロードの順で高かった。探索的因子分析結果、

質問紙の冒頭には研究への参加は自由意思によるこ

スマホに対する意識と使用状況尺度では、「時間浪

と、得られたデータは統計的に処理されるために個人

費」「依存性」「自己同一性」の3因子が抽出され、友

が特定されないことが明記されており、質問紙の回答

人関係尺度では、「気遣い」「形式的」「群れ」の3因

により対象者が承諾したものとみなした。

子が抽出された。6つの下位尺度はクロンバックα係
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【 e-ポスター② 教育・管理理学療法 1 】

キーワード：クリニカルクラークシップ・臨床教育・臨床実習

クリニカルクラークシップへの移行と臨床教育者アンケートから見えた
現状と課題
当院の臨床実習体制について
常松 大起・高田 圭一・笹本 雄一朗・柳沼 隆之・佐久間 達也
太田綜合病院付属太田西ノ内病院
目的

の回答数を集計し1点と2点を「そう思わない」、3点

当院では急性期病院としての特性を活かした臨床実

を「どちらでもない」、4点と5点を「そう思う」とし

習体制を構築することを目的にクリニカルクラーク

て項目ごとに割合を算出、自由記載はKJ法を用いて集

シップ（clinical clerkship :CCS）を基本とした学生指

計を行った。

導の導入を進めている。担当領域が異なる7~8名の臨

結果

床教育者（clinical educator :CE）でユニットを構成

教育用語の認識について、①そう思う8％：どちらで

し指導を行い、実習生が様々な領域の症例を経験する

もない5％：そう思わない87％、②8：8：84、③24：

ことを期待した。また、「従来のスーパーバイザー

8：68、④16：11：73、指導体制の実行度について

（supervisor :SV）に一任された指導」から「CCSを

⑤63：27：10、⑥50：30：20、⑦50：33：17、

基本とした教育方法論に基づいた複数担当制の指導」

⑧87：23：0、⑨40：23：37、⑩50：40：10、自

への転換を行うべく、スタッフ全体へ指導方法につい

由記載は「レジュメ、レポート作成の指導に時間を

ての研修会を年に2回実施し、さらにCEは実習開始前

要する」、「チェックシートの内容を検討してほし

に再度講習を受講した。実習期間中には統括者として

い」、「SVとコーディネーター間の情報共有ができる

コーディネーターを配置しスケジュール管理、指導の

とよい」、「様々なスタッフがSVを経験したほうがよ

補助を行った。今回、当院スタッフに対し、新規体制

い」、「指導方法について定期的な研修を行ってもら

導入後の教育方法論に関する理解や指導体制の実行度

いたい」という意見が得られた。

を把握することを目的にアンケート調査を行った。調
査結果より見えた現状と課題について報告する。

方法

考察
結果より指導体制の実行に関しては「そう思う」が概
ね半数以上であったが教育用語の認識については7割程

本調査研究に同意の得られた当院理学療法士37名

度が「そう思わない」であり、教育方法論の定着には

（臨床経験年数10.0±4.75年：平均±標準偏差）に

至っていないことが明らかになった。今後、教育用語

対しアンケート調査を実施。教育用語の認識について

の本質や目的の理解をさらに強化する必要がある。ま

は①「認知的徒弟制」、②「正統的周辺参加」、③

た、スタッフ（教育者）間での各役割の中で情報共有

「OJT」、④「CCS」について説明できるかどうかを調

や問題点の把握がより一層可能となるように指導体制

査した。指導体制の実行度については⑤見学、模倣、

や方法を見直し、定期的な研修を実施していく必要が

実施を意識して指導を行った、⑥積極的に診療に参加

ある。

させることができた、⑦指導者の間で学生の情報共
有が図れた、⑧業務時間内（SVは業務終了後1時間以
内）に指導を行うことができた、⑨チェックシートを
利用できた、⑩現体制に満足しているかどうかを調査
した。また、指導体制に対する意見聴取のため⑪自由
記載を設けた。各設問に対し5段階評価（5点：そう思
う～1点：そう思わない）を行い、分析方法は各選択肢

説明と同意、および倫理
本研究は、ヘルシンキ宣言（2013年フォルタレザ修
正）及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針」（2014年12月22日）に従って実施する。説明と
同意については、アンケート書面および口頭にて説明
し同意を得た。
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【 e-ポスター③ 神経理学療法 3 】

キーワード：頚髄不全麻痺・免荷歩行・モチベーション

非骨傷性脊髄損傷不全麻痺で歩行器使用にて歩行獲得に至った一例
村田 聡美・山本 賢雅・鎌田 優作・馬場 佳子・佐々木 都子・岩田 学
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
報告の焦点

に後方への動揺あり。101病日に車輪付きピックアッ

回復期転入当初のPTとしての予後予測は年齢・筋力低

プウォーカーに変更し、体幹動揺なく方向転換も安全

下・関節痛から、車椅子でのADL自立が最終ゴールと

に可能。58病日日中のみ歩行器使用で歩行自立。173

考えた。しかし患者の歩行自立の希望は強く、ゴール

病日昼夜ともに歩行自立となった。

設定に難渋した。本症例は免荷歩行を経て歩行器での

帰結評価

歩行自立に至ることが出来たため、介入の過程を報告

183病日評価MMT：四肢・体幹4～5、握力：両側9

する。

㎏、改良Frankel分類：D1、筋緊張：両股関節内転筋

対象者紹介・理学療法評価

群MAS1、下腿三頭筋MAS1/0、疼痛：サポーター使

78歳女性。現病歴：ATMの機械に前頭部を強打、自力

用し膝・手関節の荷重時痛なし、FIM97点（運動62点

で起き上がれずA病院外科に搬送された。CTで明らか

/認知35点）、BBS：30点、基本動作：全て自立、歩

な骨折なくMRIでC3-6椎対前方に血腫の疑いあり非骨

行：車輪付きピックアップウォーカーを使用して自立

傷性脊髄損傷の診断で入院、保存的治療となった。リ

考察

ハビリ継続のため29病日に当院転院。HOPE：歩きた

本症例は高齢で筋力低下が著しく、疼痛の訴えもあっ

い、NEEDS：車椅子自立、ASIA：motor47点/sensory

た。転倒リスクを考えると、当初は車椅子生活が妥

痛覚・触覚ともに112点、MMT：肩関節屈曲・外2/3

当と予測した。脊髄不全麻痺患者は歩行獲得の希望が

～4、他上肢3～4、両側手指1、両膝関節伸筋群で4、

強く、理学療法士とのゴールのズレによってQOLが低

他両下肢・体幹2～3、改良Frankel分類：C1、筋緊

下する傾向にあるとの先行研究と同様に、本症例も転

張：両股関節内転筋群MAS1、下腿三頭筋MAS1/2、疼

棟時から強い歩行獲得の希望が聞かれていた。改良

痛：立位荷重時に右膝関節痛、左手関節尺側に荷重時

Frankel分類C1、2の症例は歩行獲得に長期間を要する

痛あり、FIM：55点（運動20点/認知35点）、BBS：0

ため、モチベーション維持に初期から歩行練習を継続

点、HDS-R：30点、基本動作：全介助、歩行：免荷式

して行う必要があった。POPOの使用は下肢支持性向

歩行リフトPOPO（以下POPO）使用し全介助、両下肢

上のためのトレーニングと並行して歩行の難易度と負

振り出しは可能。

荷量調整を容易にし、モチベーションを損なうことな

介入方法と経過

く歩行自立に至ったと考える。さらに上肢機能向上に

39病日に回復期病棟転棟。歩行評価では体幹動揺と両

よりピックアップウォーカーが使用可能となり、側方

下肢の膝折れ、両足部内反・股関節内転接地がみられ

動揺を抑えた歩行が行えるようになった。不全麻痺患

た。頸椎カラーを装着、短下肢装具にて足部内反を抑

者の歩行再獲得には身体機能の他にFIM認知機能も関

制しながらPOPOでの免荷(30kg)歩行練習、上下肢筋力

わっていると言われている。本症例は初期から認知機

トレーニング、臥位での下肢筋緊張調整、立位練習を

能が十分であったことも歩行獲得に至った一因ではな

実施。疼痛にはサポーターを使用し対応。徐々に免荷

いかと考えられる。

量を減らし74病日から前腕支持型歩行器使用し歩行練

説明と同意、および倫理

習開始。股関節内転接地、両足部内反は軽減し短下肢

発表に際し、ヘルシンキ宣言に則り本症例へ書面を用

装具不使用となる。体幹の動揺残存し左右方向転換時

いて説明の上、書面にて同意を得た。
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【 e-ポスター③ 神経理学療法 3 】

キーワード：脊髄損傷・肥満・糖尿病

頚髄損傷により四肢麻痺を呈した高度肥満の症例に対し
理学療法が難渋した症例報告
志田 充啓・丸山 祐司
独立行政法人 国立病院機構 盛岡医療センター
報告の焦点

Therapyにてエクササイズ、歩行練習、トイレ動作等

臨床の中で肥満を呈し食事療法と並行し運動療法を実

の練習を積極的に実施した。本症例は立位時、動作時

施するも、減量が不十分、理学療法が円滑に進行し

に左膝関節が過伸展となり、疼痛が増強した。膝窩部

ない事を経験する。今回、高度肥満を有し、頚髄損傷

疼痛の軽減、変形予防を目的に第67病日に膝装具を

による四肢麻痺を呈し、様々な既往歴がある症例を介

作製した。歩行はPick Up Walkerが痺れ、疼痛の増強

入する機会を得た。減量、機能改善、運動の習慣化を

が最小限であったので選択した。車椅子自走は可能で

目標に負担軽減を考慮して理学療法を実施したが、痺

あった。運動機能の改善により立位、歩行は可能と

れ、疼痛のため長時間の実施が困難であった。退院後

なったが、長時間では痺れ、疼痛の増強があり動作は

の運動量確保のため移動を歩行とし、歩行補助具を使

短時間に限定された。第86病日に自宅退院となった。

用し可能となったが、退院後は車椅子自走となった。

帰結評価

本症例に対する介入方法が妥当であったか、他に何か

退院時にはBMI39となり、MMTにて右上下肢4、左上

方法があったのではないかと考える機会を得たので、

下肢3となった。感覚は変化なく、痺れと疼痛は肢位

以下に報告する

に関係なく短時間では軽減したものの、長時間では変

対象者紹介・理学療法評価

化がなかった。バランスはFunctional Balance Scaleに

本症例は60歳代の無職の男性、頚髄損傷の他に、頚椎

て46点となった。歩行はPick Up Walkerを使用し、膝

後縦靭帯骨化症、腰部脊柱管狭窄症、糖尿病、陳旧性

装具装着にて病棟内自立となったが長時間では痺れ、

心筋梗塞、変形性膝関節症などの既往歴があった。運

疼痛の増強があり短時間、距離は30m程度に限定され

動習慣はなくBody Mass Index(以下、BMI)44の高度肥

た。退院後は運動機会の増加、全身運動のために歩行

満であった。入院前は独居、キーパーソンの兄は外国

としたが、装具装着の煩雑さ、痺れ、疼痛の影響があ

に居住していた。入院前から間欠性跛行が出現してい

り、本症例からの要望により車椅子自走となりFIM111

た。転倒により急性期病院を受診し、当院にリハビリ

点で自宅退院となった。退院後は介護保険サービスを

目的にて入院となった。

利用する事となった

フランケル分類C、四肢麻痺は左上下肢優位であり、筋

考察

力はManual Muscle Test(以下、MMT)にて右上下肢3、

本症例に対して痺れ、疼痛に留意した運動肢位、全身

左上下肢2であった。感覚検査では下肢が重度鈍麻、

運動、装具療法等を実施するも長時間の運動が困難、

痺れは左上下肢、左手指に強くあり、疼痛はNumeric

運動量が十分に確保できずに機能改善が十分であった

Rating Scale(以下、NRS)にて安静時両側下肢5、荷重時

かは疑問である。退院後の生活を想定して運動の習慣

に左下肢7であった。関節可動域は左膝関節伸展20°

化を図るも十分ではなかったと考える。今回の理学

であった。離床困難、基本動作は2人介助であった。歩

療法において運動方法、強度、肢位、Tool、装具の選

行は不能、Functional Independence Measure(以下、

択等が妥当であったか、また他に有効な方法やToolが

FIM)は合計55点であった。

あったのではないかと検討する機会と考え、今後の臨

介入方法と経過
第4病日に作業療法、第9病日に理学療法が開始となっ

床に活用できる報告にしたいと考える。

説明と同意、および倫理

た。屋内自立を目標に作業療法と連携し離床から開

症例に対して、書面と口頭にて説明し、同意を得た事

始した。痺れ、疼痛を考慮し臥位でのSling Exercise

をここに報告する。
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【 e-ポスター③ 神経理学療法 3 】

キーワード：膝ロッキング・短下肢装具・荷重連鎖

不全頸髄損傷による膝ロッキングに対して
運動療法と装具療法を併用した症例
〜CPG賦活を目指して〜
武田 瑞季・古内 秀樹・黒田 昌宏
みゆき会病院
報告の焦点

介入方法と経過

脊髄損傷患者の実用歩行の獲得は、ADL向上の面から

介入方法は装具下での歩行訓練を中心に行った。その

重要といわれている。本症例は、頚髄損傷により左上

準備段階として、ストレッチや筋力増強訓練を行っ

下肢優位の不全四肢麻痺を呈し、膝ロッキングによる

た。加えて、視覚や体性感覚でのフィードバックを用

跛行が認められた。歩行能力低下に対するアプローチ

いながら動作訓練を行った。歩行訓練では、左GS装着

として、装具装着での課題設定を行い、残存機能を高

下で歩行補助具はなしとした。その際CPGの賦活化を

めるアプローチを行ったので以下に理学療法経過につ

図るため、体幹を介助しながら立脚中期の股関節伸展

いて報告する。

を促した。介入中期以降には膝ロッキング、動作時筋

対象者紹介・理学療法評価
症例は、Ⅽ6以下の不全四肢麻痺を呈した72歳男性で

緊張の軽減がみられ、歩行速度の向上が図れてきた。

帰結評価

ある。現病歴は、X日に土手を歩行中にわらびを取ろ

退院時の筋力はMMT3～4レベルで、筋緊張亢進は残

うとして前方へ転落し受傷した。X＋4日にC3-6椎弓形

存するも、軽減を認めた。ADLはFIMで118点へ改善し

成術を施行し、リハビリ継続目的で当院へ転院となっ

た。 10m歩行速度はT字杖使用し快適12.5秒、最大9.2

た。X＋47日目に初期評価を実施した。 筋力はⅭ6以

秒となった。歩行時の膝ロッキングは消失し、屋外実

下でMMT2～3レベルで、特に体幹や股関節周囲の低

用歩行の獲得に至った。X＋147日目に自宅退院となっ

下を認めた。上肢は補助手レベルであった。筋緊張は

た。

左ハムストリングス、腓腹筋、内転筋に軽度亢進を認
め、ROMは股関節、足関節に制限を認めた。 ADLは
FIMで104点であった。10m歩行速度はT字杖使用し
快適17.5秒、最大14.9秒であった。歩行は近位監視を
要し、分回し歩行となり努力的であった。また、左荷
重応答期から立脚中期にかけ膝ロッキングし、骨盤後
退が生じていた。定型化された歩行パターンが異常筋
緊張を引き起こし、悪循環が生じていた。膝ロッキン
グが生じている主な要因として、ハムストリングス、
腓腹筋の過緊張により左初期接地から立脚中期におけ
る下腿の前方回転不足と考えた。 ゴールは、屋内独歩
および屋外杖歩行の自立とした。ゴール達成にむけ、
短下肢装具を使用し立脚期の安定化を図り、central
pattern generator(以下CPG)賦活を目指した。装具は
ロッカー機能に優れ、立脚期の荷重の受け継ぎを促す
ことができるGait Solution(以下GS)を選択した。

考察
本症例は、装具を用いて下肢の荷重連鎖が得られや
すいように環境を整え、積極的な歩行訓練を実施し
た。 荷重連鎖、股関節の伸展を意識した介入を行った
結果、左膝のロッキングが消失し歩行能力改善に至っ
た。本症例のような不全脊髄損傷では、脊髄より上位
の中枢神経と脊髄間の連絡がわずかであっても残存し
ている。そのため、歩行の基本的リズム発現を担う
CPGの賦活が必要とされている。CPGの賦活には、脚
全体に加わる荷重情報と、股関節伸展に関わる感覚情
報が重要といわれている。運動療法に加え、装具療法
併用した介入を行ったことで、二つの求心性感覚情報
が促通されCPGの賦活を図ることができたと考える。

説明と同意、および倫理
本症例には症例報告の趣旨を十分に説明し口頭にて同
意を得た
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第 37 回東北理学療法学術大会
P03-1-4

【 e-ポスター③ 神経理学療法 3 】

キーワード：脊髄損傷・超急性期・早期運動療法

受傷後6時間以内に椎弓切除術を施行し、積極的な運動療法を行った
頚髄損傷患者2例の運動機能評価
山口 史晃 1)・坪井 宏幸 1)・高橋 克典 1)・近藤 貴人 1)・鈴木 南巳 1)・米沢 勇悦 1)
佐藤 丈才 1)・西村 行秀 2)
1)
岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部
2)
岩手医科大学 リハビリテーション医学科

目的

例2は多発頚椎骨折に伴うC5損傷と診断された60歳代

頚髄損傷（頚損）に対して手術療法やリハビリテー

男性である。搬送時のAISはBで、受傷から手術までの

ション治療は肝要であり、これらの治療によって多く

時間は3時間32分であり、PTは同日に処方された。PT

の不全四肢麻痺患者の運動機能は改善する（Marino et

開始時の理学所見はMMTが上肢は両側共に上腕二頭

al。 Arch Phys Med Rehabil 1999）。また、頚損は受

筋が2、C6-Th1の神経支配筋は0、下肢はL2-L3の神経

傷直後から脊髄浮腫が生じるため、可及的速やかに除

支配筋が0、L4以下は1-2であった。感覚は正常であっ

圧することが麻痺の改善に有効であると考えられてお

た。AISはCで、AMSは14点であった。歩行は両側LLB

り、Nagataらは頚損受傷後、遅くとも6時間以内に椎

装着下で全介助レベルであった。

弓切除術を施行した方が機能改善を図ることができる

結果

ことを報告した（Eur Spine J 2017）。さらに、受傷

症例1は受傷47日目に転院し、転院時のAISはCで、

後6時間以内に椎弓切除術をした患者に対して術後早期

AMSは45点であった。歩行は両側LLB装着下で中等度

から積極的な運動療法を行うことで、運動機能はさら

介助レベルとなり、下肢の振り出しが可能となった。

に改善する可能性がある。本調査の目的は受傷後6時間

症例2は受傷35日目に転院し、転院時のAISはDで、

以内に当院で椎弓切除術を施行し、早期から積極的な

AMSは56点であった。歩行は両側金属支柱付き短下肢

運動療法を実施した2症例の成果と過去に報告された標

装具装着下で軽介助レベルとなった。

準的治療の成果を比較・検討することである。

方法

考察
本調査の2症例は両者ともPT開始時と比べて転院時

対象は受傷後6時間以内に椎弓切除術を施行し、

にAISとAMSが改善した。須堯らはFrankel B患者の

術後早期から理学療法（PT）を実施した頚損患者2

AMSは受傷後72時間で平均12.0点から受傷後42日間

症例とした。測定項目はPT開始時と転院時のASIA

で平均25.7点改善したと報告しており（日職災医誌

Impairment Scale（AIS）とASIA Motor Score（AMS）

2009）、この改善の程度を基準にすると本調査の2症

とした。主な運動療法は下肢装具装着下での歩行ト

例のAMSの改善は良好であったと言える。従って、本

レーニングや介助下でのスクワット、四肢の筋力強化

調査の結果は受傷後6時間以内の椎弓切除術に加え、術

トレーニング、上下肢ペダリング運動などを適宜、負

後早期から積極的な運動療法を行うことで運動機能は

荷量調整を行いながら、1日約3時間以上実施した。

さらに改善することを示唆する。さらに、運動療法を

症例1は非骨傷性C5損傷と診断された40歳代男性であ

行う上で、術後早期から麻痺筋の随意収縮を繰り返す

る。搬送時のAISはBで、受傷から手術までの時間は5

運動を可能な限り高負荷・高頻度で行うことが麻痺筋

時間55分であり、PTは術翌日に処方された。PT開始

の残存している機能を最大限に改善させるために重要

時の理学所見はMMTが両側共に上腕二頭筋は3、C6以

であると考える。

下の神経支配筋は0であった。感覚はC4領域以上が正
常であったが、C5領域以下は鈍麻していた。AISはB
で、 AMSは6点であった。歩行は両側金属支柱付き長
下肢装具（LLB）装着下で全介助レベルであった。症

説明と同意、および倫理
倫理的配慮として、ヘルシンキ宣言に則し患者及び家
族に対して本発表の旨を書面と口頭で説明し、同意を
得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P03-2-1

【 e-ポスター③ 生活環境支援理学療法 1 】

キーワード：令和元年東日本台風・災害リハビリテーション・地域リハビリテーション

宮城県における令和元年東日本台風被害に対する
災害リハビリテーション支援活動報告
－2団体における災害対策本部運営の経験から－
坪田 朋子
自宅
目的

べ人員は医師2名、理学療法士（以下、PT）29名、作

近年我が国では災害が頻発しており、その種類や規

業療法士3名、言語聴覚士7名であった。県士会の活動

模、活動団体等によって災害リハビリテーション（以

はリハビリテーション支援ニーズの減少に伴い期間中

下、災害リハ）支援活動の展開はさまざまである。災

週3日実働6日とし、延べ16名のPTが参加した。それ

害リハ支援はどのような災害においても発災直後から

ぞれの本部運営は活動人員のうち1日1～3名が担当し

復興期までシームレスな活動が不可欠となるが、過去

た。JRAT宮城の活動は災害救助法による費用支弁がな

の災害では活動が中断されることもあった。今回筆者

され、県士会の活動はボランティア派遣として県士会

は令和元年東日本台風（以下、東日本台風）において

が活動経費を支弁した。

発災直後から活動した宮城県大規模災害リハビリテー

考察

ション支援関連団体協議会（以下、JRAT宮城）とそ

今回JRAT宮城から県士会、県士会から被災前の地域リ

の活動を引き継いだ宮城県理学療法士会（以下、県士

ハビリテーション資源への引き継ぎは円滑に行われ、

会）と2つの団体の一員として災害リハ支援活動に参画

特に要配慮者においては避難所から応急仮設住宅入居

し、活動の中断や引き継ぎ等の災害対策本部対応を経

後までシームレスな支援がなされた。これはそれぞれ

験したため報告する。

の担当者が平時の地域リハビリテーション関連事業や

方法

東日本大震災等を通じて顔の見える関係であったこと

JRAT宮城による災害リハ支援活動は被害が大きかっ

が奏功したと思われる。一方で被災混乱期から応急修

た丸森町において令和元年10月17日および10月24

復期における初動の遅れや活動の中断は大きな課題で

日から31日まで日本医師会災害医療チーム（以下、

あった。JRATの活動は災害救助法に基づきJMAT帯同

JMAT）傘下として展開された。筆者はJRAT宮城本部

での活動を原則としているが、今回のような局所災害

要員として人員や物品の差配および他団体との協働や

では医療支援ニーズは早期に収束する傾向にあり、リ

引き継ぎの調整を担当し、11月1日に県士会へ引き継

ハビリテーション支援ニーズと乖離しやすいためJMAT

いだ後は、県士会本部要員としてJRAT宮城本部と同様

帯同での活動が困難となることが想定される。他県に

の調整業務を継続して行った。県士会の活動は被災前

おいてJRATによる災害リハ支援活動が災害救助法の適

の地域リハビリテーション関係機関および施設へ引き

用となるよう自治体と協定を締結しているところもあ

継ぎを行い、11月15日に終了した。

るため、今後JRAT宮城としての対応を県や関連団体

結果
JRAT宮城の活動は、災害救助法に基づくJMATの医療
活動が10月17日のみで終了となったため同日に一旦終
了となったが、宮城県災害対策本部との調整により10
月24日から31日までJMATによる包括指示という形で
再開した。JRAT宮城および県士会は丸森町の5避難所
において活動し、環境整備7件、福祉用具貸与14件、
要配慮者支援15件、生活不活発病予防を目的とした集
団体操支援4件を対応した。JRAT宮城による活動の延

と協議する必要がある。また、県士会としてはボラン
ティアではなく業務として災害リハ支援活動に参加で
きる体制を整備することが急務である。初動から復興
期までシームレスな活動を行うためには、災害リハ支
援活動を市町村の総合事業の一環とみなし、災害時の
派遣体制を市町村と職能団体とで構築しておくことが
重要である。

説明と同意、および倫理
報告は倫理的配慮に注意し、個人のプライバシーや個
人が特定できる内容は記載していない。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P03-2-2

【 e-ポスター③ 生活環境支援理学療法 1 】

キーワード：令和元年東日本台風・災害リハビリテーション・シミュレーション教育

令和元年東日本台風被害における災害リハビリテーション支援活動に
参画して
災害リハビリテーションにおけるシミュレーション教育の必要性
伊藤 宏一
株式会社未来企画
目的

11月15日で活動が終了し、筆者は双方の活動に4日間

近年、様々な災害が頻発しているが、災害リハビリ

参画した。

テーション（以下、災害リハ）支援活動に参画する理

結果

学療法士（以下、PT）等のリハビリテーション専門職

今回の災害リハ支援活動参加者はリハ専門職30名、

（以下、リハ専門職）は少ない。東日本大震災以降、

その内、養成研修修了者を含むREHUG経験者は8名

各職能団体や大規模災害リハビリテーション支援関連

（26.7%）であった。また支援者の15名（50%）は、

団体協議会(Japan Disaster Rehabilitation Assistance

REHUG未受講かつ災害リハ支援活動未経験であった。

Team；以下、JRAT)の地域JRAT等において人材育成

筆者は避難所における環境整備や要配慮者支援、生活

を目的とした研修会が開催され、最近では（公社）熊

不活発病予防に対する運動指導と災害対策本部におけ

本県理学療法士協会が平成28年熊本地震の教訓をもと

る活動人員の差配や活動の記録および報告を担当し

に開発した「大規模災害リハビリテーション支援チー

た。

ム本部運営ゲーム（以下、REHUG）」等を活用したシ
ミュレーション教育が実施されている。（一社）宮城
県理学療法士会（以下、県士会）および宮城県大規模
災害リハビリテーション支援関連団体協議会（以下、
JRAT MIYAGI）においても、REHUGを使用した研修会
を令和元年東日本台風（以下、東日本台風）の発災前
に2回開催されている。筆者は東日本台風による被害が
甚大であった丸森町における災害リハ支援活動に初め
て参画し、シミュレーション教育の重要性を再認識し
たため報告する。

方法

考察
筆者は、JRAT MIYAGIおよび県士会からの要請により
初めて災害リハ支援活動に参画した。筆者以外にも初
めて災害リハ支援活動を経験する者も多く、REHUG未
受講かつ災害リハ支援活動未経験者からは「何を行え
ば良いのかわからない」という不安の声も聞かれた。
しかし筆者を含むREHUG受講者は、災害リハ支援活動
未経験であったが、シミュレーション教育によって活
動のイメージができていたため精神的負担は未受講者
より少なく、災害時の限られた資源での環境整備や各
職能団体との連携等において臨機応変な活動が可能で

REHUGはゲームをする際に必ずファシリテーターを配

あったと感じている。災害リハは特別な活動というイ

置しなければならないため、ファシリテーター養成研

メージをもつリハ専門職は多く、今回の活動において

修（以下、養成研修）を4時間受講する必要がある。筆

も人員不足は課題であった。今回、平時のREHUG等の

者は新潟大学医学部災害医療教育センター主催の災害

研修によって活動に対する精神的な負担が軽減される

リハ研修会において、養成研修を受講した。その後、

ことを経験し、災害に対応できる人材を広く育成する

宮城県における同様の研修会によって医師およびリハ

ためにはシミュレーション教育が重要であることを再

専門職12名のファシリテーターが養成された。筆者は

認識した。災害への備えとして、JRAT MIYAGIおよび

東日本台風発災前に開催された2回のREHUG研修会に

県士会におけるシミュレーション教育を活用した災害

ファシリテーターとして参加し、医師、リハ専門職等

リハ研修を通じて、より充実した人材育成と組織体制

延べ43名の受講者とともに災害リハ支援活動の実際を

整備が必要である。

学んでいた。丸森町における災害リハ支援活動はJRAT
MIYAGIにより令和元年10月17日および24日から31日
まで展開され、11月1日からは県士会に引き継がれ、

説明と同意、および倫理
活動報告は倫理的配慮に注意し、個人のプライバシー
や個人が特定できる内容は記載していない。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P03-2-3

【 e-ポスター③ 生活環境支援理学療法 1 】

キーワード：災害支援・DMAT・避難所評価

DMAT活動報告
避難所評価から考える理学療法士の役割と課題
髙平 真澄・岩井 章洋
山形県立中央病院
目的

結果であった。要配慮者は持参薬がない、環境の変化

2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震、及び

により持病が悪化した、整形外科疾患の手術の既往に

2019年10月12日に日本へ上陸した台風19号におい

より床上動作に介助を要するといった内容であった。

て、当院DMAT(Disaster Medical Assistance Team)の業

医療的要配慮者に対しては、近医受診の促しや薬局へ

務調整員として活動した。DMATは発災直後から活動

の連絡・誘導を行った。福祉的要配慮者に対しては、

が開始できる医療チームである。今回は、2つの災害支

福祉避難所への移動検討について避難所の施設職員や

援活動を通して主に避難所評価に関わった。その中で

保健師へ情報提供するのみにとどまり、具体的な評価

理学療法士が災害時、特に発災直後から求められる役

や介入については後続の活動機関に一任した。

割や課題について検討したため、報告する。

方法

考察
避難所評価について、DMATの活動目的の1つである医

①北海道胆振東部地震では、最大震度6強を観測した北

療ニーズを把握し医療活動をすること、つまり医療的

海道勇払郡むかわ町を中心に、9月6日～9日に活動し

要配慮者の評価・介入は可能であった。しかし、福祉

た。

的要配慮者に対しては医師・看護師が普段専門としな

②台風19号では10月14～17日の活動日のうち2日間参

い領域である身体機能・ADL評価が必要となるため、

加し、宮城県角田市内を中心に活動した。

一部対応が難しい場面もみられた。現状として、発災

結果
①北海道胆振東部地震における活動では、むかわ町内
にある病院内に立ち上げられたDMAT支援指揮所内に
て、避難所に関する評価表の取りまとめを中心に行っ
た。被災地内の災害対策本部が配布した評価表を用
いて、道内外のDMATや保健所、道内のJRAT(Japan
Rehabilitation Assistance Team)といった様々な職種
が評価し記載する方法であった。全体的に医療的要配
慮者に関する情報は概ね記載されていた。しかし、避
難所の具体的な環境や福祉的要配慮者に関する記載に
ついてはばらつきがあり、今後介入の必要性を検討し
ていく上では評価が不足している避難所も一部みられ
た。
②台風19号における活動では角田市内の避難所評価を
中心に行った。避難所の評価には本部から配布された
評価表をもとに情報収集し、避難所状況応急評価シス
テム「RASECC－GM」に入力する方法であった。実際
に評価したある避難所は総避難者112名、そのうち在
室していた20名とそれぞれ面談を行い、要配慮者5名
(うち医療的要配慮者2名、福祉的要配慮者3名)という

直後の避難所評価にはDMAT以外にも様々な職種・機
関が関わることが多いため、様々な視点での評価が可
能となっている。一方で、職種によっては避難所の環
境や避難者のADLに関する評価が不足しやすく、情報
の引継ぎも不十分となるため、実際に有効な介入を行
うまでには時間を要する可能性も高いと思われた。理
学療法士の専門性として、リスク管理を行えることか
ら医療ニーズの必要性も大まかに把握できること、
個々の身体機能・ADLや環境面に関する具体的な評価
が可能であることが挙げられる。これらより、理学療
法士が発災直後から避難所や避難者の評価を積極的に
行うことで、医療的・福祉的要配慮者の両者の評価が
可能となり、長期にわたる避難所生活に向けて適切か
つ迅速な介入に繋げられると考える。そのためには、
医療従事者として理学療法士自身が災害医療や支援活
動に関心を持つこと、DMATのような全国共通の研修
や訓練が少ない中でどのように経験を積み災害に備え
ていくのかが課題であると考える。

説明と同意、および倫理
倫理的配慮に注意し、個人が特定できる内容は記載し
ていない。

2019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

83

第 37 回東北理学療法学術大会
P03-2-4

【 e-ポスター③ 生活環境支援理学療法 1 】

キーワード：災害リハビリテーション・大規模災害リバビリテーション支援関連団体協議会・地域リハビリテーション

台風19号災害における福島JRATの活動報告と今後の課題
舟見 敬成 1)・齊藤 隆 1)・野村 潤 1)・鴫原 智彦 1)・半谷 智辰 2)・志和 智美 3)
大井 直往 4)
1)
（一社）福島県理学療法士会 災害対策委員会
2)
（一社）福島県作業療法士会 災害対策委員会
3)
（一社）福島県言語聴覚士会
4)
福島県リハビリテーション医会
はじめに

活動日数は本部活動が47日、避難所活動が35日であっ

災害活動は、各地域特性や構成組織団体により活動内

た。伊達市と本宮市は11月29日に、いわき市は12月

容な特色が出る。今回は、福島JRATが台風19号災害に

5日にJRAT終了となった。他地域JRATからの協力も新

て他県士会やJRAT本部からのご協力を得て、初めて活

潟、静岡、山形JRATの方々には現地における避難所

動した。今後の活動への課題を含めて、下記に報告す

活動を、JRAT東京本部、岩手JRAT、石川JRAT、熊本

る。

JRATの方々には、本部機能を支えていただいた。ま

福島 JRAT 発足の経緯と台風 19 号における
福島 JRAT の支援活動
福島JRATは平成29年9月1日に福島県立医科大学が中
心となり、福島県および全国の災害発生時の被災者の

た、他団体として、福島県立医大DMAT、日赤DMAT、
いわき市JMAT、福島県災害派遣福祉チームと連携を図
りながらの活動を行った。

成果と今後の課題

救済および、疾病予防、健康増進の活動をすることを

成果としては、福島県の各行政機関に対して福島JRAT

目的とし、福島県リハビリテーション医会、福島県理

の活動を広く周知できたことや、県内のPT、OT、ST

学療法士会、福島県作業療法士会、福島県言語聴覚士

に災害リハを啓蒙できたこと、JRAT本部や他県JRAT

会の4つの団体で協議会が発足した。また、令和元年

との連携構築が整えられたことが成果として挙げられ

9月30日に福島県と協定を締結された。令和元年10月

る。JRAT介入期間は、一般的に、活動開始後2週間程

12日の台風19号被害により、10月22日に福島JRAT災

度の活動と言われているが、今回の災害においては、1

害対策本部を立ち上げ、23日に支援要請のあった本宮

か月半の活動となった。その理由として、地域リハへ

市、伊達市、いわき市で活動開始となった。福島JRAT

の移行するための広域支援センターとの連携が平時か

の災害支援活動としては、今回の台風19号災害にお

ら行われていなかった事や、災害地域の地域包括支援

ける活動が最初の活動であった。そのため、本部体制

センター自体が被災されてしまい避難所における支援

がまだまだ脆弱であったため、JRAT東京本部、岩手

の引継ぎに時間を要してしまったことが挙げられる。

JRAT、熊本 JRATの支援を頂きながら、また、避難所

今後の課題として、福島JRATの協力施設がまだ限られ

活動も初めてであったため、山形JRAT、新潟JRAT、静

ており、一部のリハ職に過重負荷になってしまったこ

岡JRATの支援を頂きながら活動を行った。

とや、県民に対する周知がまだ十分、要介護者の新規

実際の活動内容と活動実績
JRAT本部と避難所での活動部隊の大きな二本柱で成り
立つ。本部機能としては、市町村などの行政や関係機
関との調整、活動部隊の行動把握、クロノロジー作成

発生の可能性があったことが挙げられる。県民や各病
院、施設への福島JRATの周知をしながら、有事の際の
協力病院の増加が望まれる。

説明と同意、および倫理

などである。活動部隊は、現地にて生活不活発病予防

今回の演題においては活動報告であり、個人情報など

や避難所での参加の場の構築、避難所の環境調整、介

も取り扱っておりません。

入者情報の共有、地域活動への移行などである。実際

筆頭演者における所属団体より報告に際しての承諾を

の活動実績については、避難所活動者は延べ149名、

得ております。
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【 e-ポスター③ 内部障害理学療法 2 】

キーワード：横隔膜・超音波画像診断・検者内信頼性

超音波画像診断装置を用いた最大吸気位における横隔膜厚測定の
検者内信頼性
鈴木 園恵 1,2)・古川 勉寛 2,3)・小林 大介 3)
1)
いわき市医療センター
2)
医療創生大学 理工学研究科
3)
医療創生大学 健康医療科学部 理学療法学科

はじめに、目的
横隔膜が関与する呼吸運動の測定には、経横隔膜圧

（以下、ICC）を算出した。

結果

法や最大口腔内圧法、表面筋電図や超音波画像（以

Preの横隔膜厚は、1回目0.23±0.04cm、2回目0.23±

下、超音波エコー）などが挙げられる。代表的に使用

0.05cm、3回目0.23±0.04cmとなりICC（1、3） 0.92

される経横隔膜圧法は侵襲性が高く、被験者の不快感

（0.78≦95％CI≦0.98）、ICC（1、1）0.80（0.55

が強い測定であり、理学療法士が実施できない。一

≦95％CI≦0.93）であった。Insの横隔膜厚は、1回

方、超音波エコーを用いた横隔膜厚測定は侵襲性が低

目0.45±0.06cm、2回目0.45±0.05cm、3回目0.44

く、横隔膜の動きを観察できる。ただし、正確な測定

±0.04cmとなりICC（1、3） 0.73（0.24≦95％CI≦

にはプローブの選択と当て方および固定、判読等の習

0.93）、ICC（1、1）0.49（0.09≦95％CI≦0.80）

得が必要になる。そこで本研究では、安静時と最大吸

であった。横隔膜厚の変化を捉えたIns-Preでは、1回

気時における横隔膜厚を測定し、検者内信頼性を確認

目0.21±0.05cm、2回目0.22±0.07cm、3回目0.21

することを目的とした。

±0.06cmとなりICC（1、3） 0.88（0.67≦95％CI≦

方法

0.96）、ICC（1、1）0.71（0.40≦95％CI≦0.91）で

対象は健常成人10名（男女比1：1、年齢38.9±9.7

あった。

歳、身長164.6±7.1cm、体重60.5±9.8kg）とした。

考察

なお、除外基準は呼吸器疾患の既往歴があるものとし

Pre、Ins、Ins-Pre のICC（1、3）において適度以上

た。横隔膜厚（cm）の測定は、超音波画像診断装置

の検査者内信頼性が確認された。ただし、Insにおけ

（VENUE50、GE Healthcare）を周波数13MHzに設定

るICC（1、1）の95％信頼区間を観察すると下限値が

し、リニアプローブを使用して安静時と最大吸気時に

低いことがわかった。これは、研究前の測定学修で課

実施した。測定部位は、先行研究から右中腋窩線上第

題になった呼吸運動によって可動する胸郭に対してプ

9肋間上で最も筋厚が明瞭に見える箇所を探索し、プ

ローブを固定しつつ超音波エコーを操作することに技

ローブを垂直に当て固定した。被験者には、測定前に

術が必要になることが影響要因として考えた。この検

3秒吸気、1秒最大吸気位保持、3秒呼気、1秒呼気位

査者については、3回反復測定した結果を使用すること

保持とした腹式呼吸の練習をした。その後、同一の検

にし、複数の検査者やシミュレーション教育等を検討

査者1名が安静時の測定（以下、Pre）と吸気時の測定

したい。

（以下、Ins）を3回実施した。なお、検査者1名は、
呼吸循環器系の臨床で働く経験年数11年の理学療法士
であり、臨床で超音波画像診断装置を使わない状況で
あった。本研究の前に約2ヶ月の期間で測定を学修した
状況であった。統計処理ソフト（SPSS ver23、IBM）
を使用して、PreとInsおよびIns-Preの級内相関係数

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に研究の主旨
と方法を説明し書面にて承諾を得た。また、医療創生
大学の倫理審査委員会（受付番号19-11）の承認後、
実施した。
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【 e-ポスター③ 内部障害理学療法 2 】

キーワード：最大呼気流速・ピークフローメーター・咳嗽力

姿勢の違いが最大呼気流速に与える影響
胸郭可動性との関係

遠藤 浩一 1)・三浦 拓也 1)・遠藤 達矢 1)・佐藤 圭汰 1)・庄司 亮平 1)・波多野 麻里子 1)
阿部 彩夏 1)・伊藤 俊一 1,3)・白土 修 1,2)
1)
福島県立医科大学会津医療センター リハビリテーション科
2)
福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座
3)
北海道千歳リハビリテーション大学
目的

位で約20.1mm、背臥位で約26.1mm、端座位と比較

咳嗽力の低下は痰による気道の閉塞や肺炎・無気肺

し背臥位で約19.9mm、剣状突起部では立位と比較し

を起こすリスクを高める。咳嗽力を反映する客観的な

側臥位で約21.4mm、背臥位で約27.2mm、端座位と

指標として最大呼気流速（Peak Expiratory Flow：以

比較し背臥位で約19.6mm拡張差が有意に制限された

下PEF）が様々な病態や年齢層の患者に活用されてい

（p<0.05）。PEFについては立位と比較し背臥位では

る。ピークフローメーターは安価かつ簡便にPEFを測

約100L/min、端座位と比較し背臥位では約79L/min流

定可能な機器であり広く使用されている。姿勢の違い

速が有意に減少した（p<0.05）。胸郭拡張差とPEFの

がPEFに与える影響については、臥位では横隔膜の動

相関係数は腋窩部で弱い相関（r=0.38）、剣状突起部

きが制限されるため低下するとの報告があるが立位や

で中等度の相関（r=0.73）を認めた。

端座位・ギャッジアップ座位での評価や胸郭の可動性

考察

との関連を評価した報告は少ない。そこで姿勢の違い

立位及び端座位と比較し背臥位・側臥位では有意に

が胸郭の可動性及びPEFに与える影響を調査すること

胸郭拡張差が制限され背臥位では有意にPEFが低下し

を目的とした。

た。また胸郭拡張差とPEFに相関が認められ胸郭の可

方法

動性が制限されるほどPEFが低下する事が示された。

対象は健常成人20名（男性10名、女性10名、年

先行研究によりPEFと咳嗽力には強い相関があること

齢：29.9±7.0歳、身長：164.7±8.3cm、体重：57.9

が示されており窒息や呼吸不全を予防するためには

±10.9kg、％肺活量：99.7±17.4％、1秒率：88.8

270L/minのPEFが必要であり、PEFが160L/min以下に

±6.3％）とした。測定姿位は背臥位、側臥位、ベッ

なると痰の自力喀出が困難となるとの報告もある。咳

ドアップ（45°・90°）、端座位、立位とし、各姿

嗽力の向上、痰の喀出を目的とした呼吸リハビリテー

位におけるPEF、最大吸-呼気時の胸郭拡張差（腋窩

ションの実施に際しては、胸郭の可動性及びPEFを考

部、剣状突起部）を測定した。PEFはフィリップス社

慮した立位や端座位でのエクササイズを検討する必要

製ピークフローメーター（HS755）、胸郭拡張差は

性があると考えられる。また、今回の調査では姿勢及

テープメジャーを使用し測定した。測定姿位の順番は

び胸郭拡張差以外の因子についてはその影響について

ランダムとし各測定姿位ごとの計測結果を多重比較法

検討することができなかったため、今後はその他の因

（tukey法）にて統計解析しPEFと胸郭拡張差の相関を

子についても検討課題としたい。

Spearmanの順位相関係数を用いて算出した。有意水準
はすべて5％とした。

結果
胸郭拡張差について腋窩部では立位と比較し側臥

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象者には本研究
の趣旨と方法に関して十分な説明を行い、承諾を得た
後測定を行った。
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【 e-ポスター③ 内部障害理学療法 2 】

キーワード：潰瘍性大腸炎・行動変容・自律神経

潰瘍性大腸炎患者に対する理学療法経験
セルフコンディショニング獲得を目指して

池田 珠美 1)・平野 裕子 1)・二瓶 健司 1)・遊佐 奈津美 2)・石野 淳 3)
1)
公益財団法人星総合病院医療技術部リハビリテーション科
2)
公益財団法人星総合病院医療技術部栄養科
3)
公益財団法人星総合病院診療部消化器内科
報告の焦点

ではリラクセーション・セルフストレッチ・リズミカ

潰瘍性大腸炎(以下UC)は指定難病の1つであり、主とし

ルな手足の運動・自重での筋力トレーニングを体調に

て粘膜を侵し大腸にびらんや潰瘍を形成する原因不明

合わせて実施し、食事開始後はウォーキングを取り入

のびまん性非特異性炎症とされる。我が国の患者数は

れた。指導内容はUC患者に対する基本的な生活指導と

増加傾向にあるが多くは軽症～中等症である。重症例

した。食事指導は患者自身が最も気にしていた点であ

になると外科的介入が必要になるが、軽症～中等症例

り、調理の工夫や食事の摂り方について栄養士による

の内科的療法中心の患者層において理学療法の先行報

指導を依頼した。患者からは「今までの入院とは安心

告はきわめて少ない。今回、入退院を繰り返していた

感が違う」と前向きな言動が聞かれるようになった。

UC患者に良好な経過が認められたため報告する。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価
41病日に退院。[評価]BMI18.1kg/㎡。SMI4.7kg/㎡。

[基本情報]39歳女性。疾患名:UC(全大腸型)。通院

握力右24.2kg左23.7kg。BarthelIndex100点。安静臥

歴:201X年、下血を契機に受診し診断される。現病

位時呼吸数12/min。運動後の爽快感と体の軽さを感

歴:UCに対する投薬治療を主体とするが、症状増悪毎

じるようになり、手足の冷えが軽減し睡眠状況にも改

に入退院を繰り返しており、201X+2年7月下血にて

善がみられ、ロゼレムとベルソムラの内服が終了とな

入院。白血球除去療法入。職業:介護施設職員、事務作

る。心理面では「症状が出ても何とかなる、入院した

業中心へ配置転換済み。[評価]BMI18.5kg/㎡、四肢骨

らゆっくりすれば良い」と言動から落ち着いた様子が

格筋量(以下SMI)5.0kg/㎡。握力右22.1kg左20.7kg。

伺えた。その後1度の入院を経たが、それ以降は1年以

BarthelIndex85点。関節可動域、筋力はADLに支障な

上再入院なく経過し外来でのUCに対する投薬治療のみ

し。呼吸様式は胸腹部運動が乏しく安静臥位時呼吸数

で生活している。半年後・1年後の外来受診時の聞き取

18/min。腹部・背部・四肢筋腹の触診では反発が強く

りでは運動や指導内容を実践出来ていることを確認。

硬い。四肢末梢冷感軽度。[主訴]倦怠感、頭痛、手足

考察

の重だるさ。入院中は中途覚醒が多く不眠。[心理面]

UCは難治性の疾患であり患者が受ける身体的・精神的

普段からUC症状再燃を恐れ生活や外出への不安を抱え

ダメージは医療者が想像するより大きい。長期に及ぶ

る。入院で子供と過ごせる時間が少ないことや仕事を

ストレス増加はUC再燃の危険因子とされているため、

休むことなどに心理的ストレスを抱える。抑うつスク

本症例を通じ、慢性疾患を有する患者での長期的な症

リーニングの二質問法は陰性だが気持ちの落ち込みは

状管理のために能動的な行動変容は重要であることが

普段より強いとの発言が聞かれた。[HOPE]普通の生活

示唆できる。また理学療法士はその過程において、他

がしたい。[問題点]セルフコンディショニングの知識

者からの承認という点で患者の変化に寄与し、促進さ

が乏しく、症状コントロールが不良。

せる効果があるのではないかと考える。今後は同様の

介入方法と経過
7病日より理学療法開始。週3-4回、1回30-40分程度
の介入。本症例においてはProchaskaらが提唱した行

症例により早期からの対応ができるよう、数値化や客
観的な評価を行い効果的な介入方法を検討したい。

説明と同意、および倫理

動変容のステージモデルに合わせた働きかけとしてカ

本症例報告に際し患者に対して、今回の症例報告の意

ウンセリング・運動療法・指導を実施した。運動療法

義と目的を十分に説明し同意を得た。
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P03-3-4

【 e-ポスター③ 内部障害理学療法 2 】

キーワード：慢性活動性EBウイルス感染症・同種骨髄移植・運動療法

骨髄抑制期に人工呼吸器管理に至ったものの自宅退院できた
慢性活動性EBウイルス感染症の一例
菊池 耀 1)・畠山 和利 1)・渡邉 基起 1)・皆方 伸 1)・髙橋 裕介 1)・大倉 和貴 1)
須田 智寛 1)・市川 兼之 1)・坂本 理々子 1)・長谷川 翔 1)・宮本 大道 1)・斉藤 公男 1)
松永 俊樹 1)・島田 洋一 2)
1)
秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部
2)
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

はじめに

の低下、倦怠感、腹部痛、吐き気の訴えが強く、先行

慢性活動性EBウイルス感染症は、ヒトに感染する唯一

研究を参考に理学療法プログラムを適宜調整した。

の腫瘍ウイルスで、EBウイルスに感染したTリンパ球

移植39日後で準無菌管理となり、膝伸展筋力はMMT

やNK細胞が増殖し、重篤な合併症羅患率が高い疾患で

で F、SPPBは5点、片脚立位時間（右/左）は32秒/26

ある。治療法は未だに確立されていないが、同種骨髄

秒、歩行は点滴台支持し近位見守りで可能な状態、

移植が有効と報告されている。同種骨髄移植前後は、

10m歩行時間は15.1秒、Barthel Index（BI）は80点

無菌室・準無菌室での管理と限られた環境となるが、

だった。準無菌管理となったため主治医の許可の下、

先行研究では運動療法クリニカルパスを考案し、その

理学療法室で立位歩行練習やバランス練習、重錘を用

安全性や効果が報告されている。

いた下肢筋力増強運動や自転車エルゴメーターを実施

症例
30代女性(身長167.0cm、体重51.6kg、BMI 18.5kg/
2

m )の会社員で、慢性活動性EBウイルス感染症の診断
で当院入院となった。移植16日前の骨髄抑制期に、急
激に呼吸状態が悪化し肺水腫や胸水貯留、Ⅰ型呼吸不

した。移植58日後で自宅退院となり、膝伸展筋力は
MMTでG、SPPBは9点、片脚立位時間は左右ともに60
秒、歩行は歩行補助具なしで可能な状態、10m歩行時
間は11.4秒、BIは95点だった。

考察

全を合併したためICU入室し、人工呼吸器管理となっ

化学療法、造血幹細胞移植後早期は非常に身体的、精

た。ICU入室中は、ICU早期離床チームによる廃用予防

神的に負担がかかる。本症例は移植前より全身状態が

や早期離床のもと、7日で呼吸状態が安定したため抜管

重篤化していた。移植後は、さらなる身体機能・ADL

された。以降は血液内科病棟の無菌室へ移動となり、

の低下が予想され移植前より理学療法を開始したが、

ICU退室9日後に臍帯血細胞移植を控えていた。しか

体調不良や身体機能の低下によりクリニカルパスに

し、身体機能は入院時と比べICU退出時は、より一層

沿った運動療法は困難だった。しかし、同種骨髄移植

の低下がみられ移植後の筋力やADL低下が懸念された

患者の移植後入院期間は中央値で70-110日とされてい

ため、移植6日前から理学療法を開始した。

る中で、移植58日後に自宅退院可能なADLを獲得でき

経過
移植前の身体機能は、基本動作自立、立位や点滴台支
持で自室トイレまで歩行可能だが、易疲労性が強く短
時間の運動で疲労感がみられた。膝伸展筋力はManual
Muscle Test(MMT)でF、Short Physical Performance

た。感染管理を徹底した上で、早期から理学療法を開
始し体調に留意しながら運動負荷を調節したことが、
身体機能の向上とADLの維持・改善に繋がったと考え
る。

説明と同意、および倫理

Battery (SPPB)は0点であった。無菌室内での理学療法

本報告を行うに当たり、本症例に対して症例報告の趣

は、ストレッチングや自重下での下肢筋力増強運動、

旨を十分に説明し、理学療法評価、および経過につい

立位練習を実施した。移植後、易疲労性や運動耐応能

て公表することの説明を行い、同意を得た。
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P04-1-1

【 e-ポスター④ 神経理学療法 4 】

キーワード：NICU・特定疾患・家族指導

退院支援を中心とした心疾患術後18トリソミー児への
関わりを経験して
添田 航平・前山 愛実・鈴木 一良
公立岩瀬病院リハビリテーション科
報告の焦点

では椅子に加えバウンサーとベビーベッドを使用する

18トリソミーは様々な心・消化器合併症と中枢性無呼

ため、実際に使用するバウンサーでポジショニング方

吸発作、重度精神運動発達遅滞を伴い、1年生存率は

法を検討、指導した。当初、母は不安を多く抱えてい

10％前後とされる。本症例においても自宅で過ごす家

たが指導を進める中で前向きな表情や発言が見られる

族との貴重な時間をいかに充実したものにできるかは

ようになった。退院に際しては母の精神的な負担軽減

重要な要素であると考えられた。今回、心疾患術後18

のため、病院スタッフ・在宅にて関わる保健師、訪問

トリソミー児に対し約2週間で退院支援を行ったので報

看護師でのカンファレンスを実施、指導内容を共有し

告する。

た。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価

症例は、在胎38週6日、体重2038g、Apgar score5/8

本症例に対する理学療法は退院と同時に終了した。自

にて出生した女児である。出生時、動脈管開存症・心

宅退院後は定期受診に加え訪問看護を利用されてお

房中隔欠損症を認め、手術目的でA病院へ転院、日齢

り、受診時の母からは大きな不安は感じられず在宅に

12に動脈管結紮術・肺動脈絞扼術施行。その後血液検

て関わるスタッフとの間において都度不安なことなど

査にて18トリソミーと診断。日齢24に理学療法開始、

は問題解決されているようであった。

当初、筋緊張異常（上肢屈筋・下肢伸筋の筋緊張亢

考察

進、啼泣時の反り返り等）や股関節開排制限が確認さ

短期間での介入であり、家族との関係構築には困難感

れた。日齢66に自宅退院に向けたトレーニングを行う

を覚えたが、経過の中で母の受容も進みプラスの心情

ため当院NICUへ転院、理学療法継続となった。

変化がうかがえた。介入に際しては、前院からの情報

介入方法と経過

を活用し目的が絞られていたためスムーズな支援が行

約2週間という限られた期間での介入となった。目標

えた。また筋緊張コントロールの視点において、下肢

は、児の状態を前院からの情報と実際の評価により把

伸筋緊張が高い児は股関節屈曲角度を90度以上に保持

握し、機能維持のための自宅での関り方を検討・指

することで全身筋緊張が低下する場合が多いとされて

導、また適正な知覚運動経験やストレス軽減のための

いる。本症例も、スポンジを使用した椅子により座位

ポジショニング、有効な鎮静方法獲得とした。介入初

時間を確保したことで、下肢筋緊張が良好となりケア

期は、転院時のストレスもあり感覚過敏であったが、

時の負担軽減や運動発達の一助になったと考えた。加

良好な視覚反応などポジティブな要素も確認された。

えて、安定した姿勢保持機会を獲得したことで、予後

出生後より筋緊張異常があり、啼泣時の四肢のばたつ

不良である本症例にとって家族との貴重な時間がより

き、体幹の反り返りが顕著であり、下肢柔軟性は低下

有意義なものになることを期待したい。当院新生児治

していた。啼泣時の鎮静にはおくるみを使用するこ

療施設の特徴として重症児が少なく短期間で自宅退院

と、また下肢柔軟性低下はおむつ交換や運動発達に悪

を目指すことが多い。限られた期間でいかに介入する

影響を及ぼすことが考えられ、愛護的ストレッチをビ

か、また退院後のフォローアップに関してシステム構

デオ撮影や実践にて指導した。また下肢伸筋の筋緊張

築を検討していく必要があると考える。

亢進に対しては座位姿勢が有効であり椅子（背もたれ

説明と同意、および倫理

角度35度・接地面積拡大のため隙間に柔らかいスポ

ご家族には、本症例報告の趣旨と個人情報保護につい

ンジを挿入）を使用し、座位時間を確保した。自宅

て十分説明し、書面にて同意を得た。
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【 e-ポスター④ 神経理学療法 4 】

キーワード：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症・多発性神経炎・装具療法

多発性神経炎を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に対する
早期装具療法と合併症に留意した理学療法
佐藤 公亮
山形済生病院
報告の焦点

節過伸展、遊脚期には下垂足を認め、安定性に欠ける

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(Eosinophilic

歩容であった。そこで歩容改善と活動性維持目的に早

granulomatosis with polyangiitis：EGPA)は好酸球増多

期装具処方を行った。初期は評価用装具を使用し、下

を伴う全身性の壊死性血管炎である。多発性神経炎に

肢の浮腫やしびれ、疼痛軽減にあわせて退院前にオル

よる末梢神経障害は軸索変性をきたし、回復が長期化

トップLHを作成した。SMはステロイド投与開始時や

するとの報告があり、歩行とADL維持のためにも早期

増量後1ヶ月以内に発症することが多く、また筋代謝異

装具療法が有効とされている。EGPAの治療にステロイ

常により四肢近位筋優位で左右対称性の筋力低下が生

ドが長期投与されることは稀ではなく、ステロイドミ

じるとされている。そのためPLS量の変動把握、定期

オパチー(steroid myopathy：SM)の発症に留意が必要

的な四肢近位筋の筋力評価を実施した。理学療法は足

とされている。今回、下肢末梢神経障害を呈したEGPA

部自動介助運動やストレッチ、下肢筋力増強練習、バ

患者に対し早期装具療法を施行、またステロイド長期

ランス練習、歩行練習を実施した。

投与による合併症に留意しつつ介入を行い、IADLが自
立に至った経過と理学療法の関わりを報告する。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価
44病日⇒133病日(Rt/Lt)：MMT足関節背屈2/5⇒3/5
底屈2-/2+⇒2-/2+母趾伸展3/4⇒3/5屈曲3/4⇒3/4、

60歳代女性。診断2ヶ月前に既往の喘息症状悪化。診

NRS(足部)3⇒1、BBS50⇒51点、初期の歩行時の跛行

断1ヶ月前に下肢痛、しびれが出現。20XX年X月某日

は装具装着で44病日には改善。44病日と比較し133病

下肢麻痺、しびれ増悪し当院入院。EGPAと診断され、

日で大幅な歩容変化は認められなかったが症状軽減に

3病日よりリハビリ開始。初期評価(Rt/Lt)：MMT足関

伴い、より歩行のダイナミックさが増し、10m最大歩

節背屈1/4底屈2-/2+母趾伸展2/4屈曲2/4、NRS10/10

行時間12.34秒⇒8.43秒と歩行速度改善を認めた。

両大腿以遠に激烈な灼熱痛としびれ、BBS47点、下肢
痛のため車椅子使用。

介入方法と経過

考察
EGPAのような慢性炎症性疾患による末梢神経障害で
は、症状が遷延し後遺症の残存が避けられない場合も

2~4病日ステロイドパルス療法。5病日プレドニゾロン

あるため、残存する機能障害に対して早期から装具を

(prednisolone：PSL)30mg/dayから開始。6病日評価用

活用し、歩行とADL維持を図った。初期と比較し大幅

装具処方、歩行器歩行開始。13病日独歩可能となる。

な筋力の改善は認められなかったが、装具の特性を考

19病日~PSL25mg、26病日~20mg、33病日~15mgへ

慮し活用することで、歩行機能改善に繋がったと考え

と漸減。しかし両足部に灼熱痛、しびれ残存(NRS8)

る。本症例はステロイド長期投与による合併症の発症

しており、33~37病日免疫グロブリン大量静注療法実

はなく、PSL投与量を漸減できた経過から積極的な介

施。実施後灼熱痛消失。両足尖にのみしびれ残存して

入が可能であった。ただし、EGPAでは血管炎診断時に

いたが徐々に症状軽快。44病日オルトップLH処方。

検出できない潜在した臓器病変が治療開始後に顕在化

45病日自宅退院。退院後は月1~2回の外来リハビリ

し、重症化することもあるとされており、包括的な介

へ移行。退院後も症状増悪なく経過。61病日時点で

入が長期にわたり必要であると考える。

IADL自立。78病日までPSL7.5mgまで漸減。歩行開始
当初、右立脚期でrecurvatum knee patternによる膝関

説明と同意、および倫理
書面で説明し同意を得た。
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【 e-ポスター④ 神経理学療法 4 】

キーワード：NICU・小児・地域連携

当院におけるNICU、GCUでの理学療法士の役割と課題
前山 愛実・添田 航平・鈴木 一良
公立岩瀬病院リハビリテーション科
目的

めの理学療法の役割は、①呼吸循環器系の安定②スト

当院は、周産期医療協力施設として2017年4月より

レスからの保護③発達の促進（必要な刺激の入力、家

産科婦人科病棟を開設、新生児集中治療室（NICU）3

族の育児力を高める支援）などと言われている。当院

床、新生児治療回復室（GCU）6床を併設し運用を開

でのNICU、GCUでは超・極低出生体重児の割合は少

始した。2019年1月からは発達ケアを目的にリハビリ

なく、また他院にて出生し転院となった比較的状態の

テーションを開始している。現在リハビリテーション

安定した児への介入が多い傾向がある。また介入目的

科は理学療法士8名、作業療法士5名、言語聴覚士2名

の調査でも、自宅退院支援目的の児が30.6％であり、

体制であり、NICU、GCUには一般病棟兼務で理学療

理学療法の役割としては③の発達の促進、家族の育児

法士2名が介入している。地域の中核病院として当院

力を高める支援を目的とした介入が主となる傾向があ

NICU、GCUにおける理学療法士の役割と今後の課題に

る。介入日数には症例による差が大きく、特に他院に

ついて検討したので報告する。

て出生し転院してきた児は、自宅退院へ向けて両親の

方法
対象は、2019年1月から2020年3月までに当院NICU、
GCUにて理学療法介入となった全患児36名（男児20
名、女児16名）とした。診断名、理学療法介入期間、
出生場所、介入目的、転帰についてカルテより後方視
的に調査し検討した。

結果
診断名は、低出生体重児44.4％、極低出生体重児
8.3%、超低出生体重児2.8%、新生児仮死5.6％、胎便
吸引症候群5.6％、染色体異常5.6%、新生児一過性多
呼吸11.1％、その他16.6%であった。理学療法介入期
間は24.8±16.5日であった。出生場所は当院69.4%、
他医療機関で出生し当院へ転院となった症例が30.6%
であった。理学療法介入目的は、早期産児の発達ケア
30.6％、満期産児評価27.8％、自宅退院支援30.6％、
哺乳評価、指導5.5％、呼吸リハ5.5％であった。転帰
としては全例が自宅退院されており、外来通院時に介
入した例が33.3%であった。その後継続的なリハビリ
テーションが必要と判断し他院紹介となった例が5.5％
であった。

考察
近年日本の救命医療の進歩により、新生児の生存率は
飛躍的に改善しており、成長、発達におけるハイリス
ク児が増加傾向にある。児の健全な発達を支援するた

育児手技獲得やホームエクササイズ指導、自宅環境調
整を必要とした例であり、1週間程度で退院となること
も多い。短期間で児の状態や自宅環境把握、両親との
関係構築には難渋することもある。介入が2ヶ月以上長
期間に渡った児は3例であった。そのうち2例は両親が
若年であり手技の獲得と愛着形成、退院後の支援や自
宅環境調整に時間を要した。1例は確定診断がつかず長
期化した。そうした児に対しても医師、看護師、退院
後に関わる保健師等、他職種と密に連携し早期に必要
な支援が出来る体制づくりが必要である。当院退院後
の外来リハビリテーション介入率は33.3％に留まり、
ハイリスク児の外来、訪問リハビリテーションでの継
続した支援は当院の体制が出来ておらず、十分に行え
ていないのが現状である。加えて、退院時点で外来リ
ハビリテーション等継続的な介入の必要が無いと判断
した児でも、発達段階に応じた適切な時期に評価出来
るシステム作りも必要となると考える。今後は「安心
して子どもを産み育てることのできる地域づくり」と
いう考えのもと、当院での人員確保や地域でのネット
ワーク構築により、切れ目のない支援が行えるよう検
討していく必要がある。

説明と同意、および倫理
本調査は後方視的調査であり、個人情報の取り扱いに
十分配慮し、ヘルシンキ宣言に沿って行った。
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P04-1-4

【 e-ポスター④ 神経理学療法 4 】

キーワード：筋力測定・廃用症候群・ADL

皮膚筋炎・廃用症候群により著明な筋力低下が生じた症例
慢性期皮膚筋炎患者の筋力の推移とADL機能の回復過程
武田 はるか・武田 裕吾・菅 伸太郎
いわき湯本病院
報告の焦点

設定を行った)・ピックアップ歩行自立まで改善。しか

本症例は、皮膚筋炎と廃用症候群にて、全身的な筋

し、股関節周囲・体幹筋群に関してはMMT2からの向

力・機能低下が生じていた。急性期～亜急性期におけ

上に時間を要した。負荷量を上げ、有酸素運動を積極

る皮膚筋炎患者に対する理学療法の文献が散見される

的に取り入れた。介入4か月程度で股関節屈曲・体幹

が、重篤な合併症により廃用症候群を呈し、ADL能力

MMT3となり、45cmから起立可能、杖歩行見守りで可

が著しく低下した症例の文献は少ない。今回、本症

能。

例の筋力の推移とADL機能の回復過程について報告す
る。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価
退院時(介入6ヵ月程度)独歩で100m歩行自立、40cm
程度から起立可能。FIM113点。10m歩行（T字杖）

60歳代女性、身長154cm、体重56.5kg。発症から約

は13.62秒/22歩、TUGは15.58秒。大腿周径（膝蓋

1年経過している慢性期皮膚炎患者である。急性期病

骨上縁15cm）46.0cm、上腕最大周径27.0cm。握力

院にて治療開始後直後に重度の間質性肺炎や大腸憩室

右14.0kg/左13.0kg。FBS44点、MMTは上肢5、体幹

炎、感染の併発を引き起こし安静臥床期間を約4か月程

3、股関節周囲3、他4まで改善。HHD(単位：kgf/kg)

度要した。回復期病院へ転院後、約6か月リハビリを

では、頸部屈曲0.11、股関節屈曲左右0.38、キッキン

実施。全身の筋力低下が著しくADL全介助。その後、

グ右0.39、左0.34、股関節伸展右0.34、左0.32まで向

リハビリ目的で当院へ転院、理学療法を12回/週実

上。座位での膝伸展は右0.10、左0.19、股関節屈曲左

施。起居動作一部介助、移乗動作全介助。FIM59点。

右0.07となった。

大腿周径（膝蓋骨上縁15cm）40.0cm、上腕最大周径

考察

25.3cm。握力右4.5kg/左5.5kg。MMT上肢3、下肢・

本症例は皮膚筋炎・廃用症候群を呈し全身的な筋力低

体幹はMMT2。ハンドヘルドダイナモメーター(HHD)

下とADL機能低下がみられていた。急性期～亜急性期

での筋力測定(単位：kgf/kg)では、抗重力位での自動

での皮膚筋炎患者にはRPEの設定として、ややきつい

運動が困難な為、背臥位にて実施。頸部屈曲0.03、股

～きつい程度の負荷量で症状の増悪なく身体機能の改

関節屈曲右0.05、左0.08、キッキング左右0.12、股関

善がみられると報告されている。介入当初は低負荷高

節伸展右0.08、左0.10であった。問題点は筋力低下、

頻度の理学療法を実施、徐々に負荷量を上げ筋力強

目標はトイレ動作自立とした。

化・ADL機能の回復を図った。また、理学療法場面以

介入方法と経過

外での歩行量を確認しながら自主練習の内容を設定し

背臥位で筋力強化と基本動作練習での全身運動を行っ

た。さらに、積極的な筋力強化および有酸素トレーニ

た。RPEはややきつい～きついに負荷量を設定。ティ

ングは全身持久力や筋の酸素利用能の改善、筋力の向

ルトベッド(角度60～80°)で立位練習およびスクワッ

上に有用であると報告されている。持久力・筋力向上

ト動作を取り入れ、2人介助での平行棒内歩行練習を

伴い、RPEを把握して負荷量の調整・有酸素トレーニ

実施。CK値の増悪はみられなかった為、介入1か月で

ングを行った結果、当初の目標を大きく上回るADL機

膝伸展がMMT3となった段階で、座位での下肢・体幹

能の回復が獲得できたと考える。

の筋力強化を実施。病棟ADL向上の為、早期に2人介助

説明と同意、および倫理

でのトイレ使用を開始。介入2か月で起立が50cmから

ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に紙面にて説明し同

可能となり、トイレ動作自立(補高やL字柵などの環境

意を得た。
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P04-1-5

【 e-ポスター④ 神経理学療法 4 】

キーワード：首下がり・頸部ジストニア・プロテック

頸部ジストニアによる首下がりを呈した症例へのプロテックの効果
高橋 紗佳・須藤 恵理子・横山 絵里子
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
報告の焦点

介入方法と経過

今回、多系統萎縮症の疑いで入院され、頸部ジスト

初期評価後の2週間、頸部・体幹のストレッチング

ニアによる首下がりの悪化を認めた症例に対して、椅

や伸展運動、動作練習（寝返り・起立・歩行）等の通

子型浮腰式の腰椎治療器（以下、プロテック）にて腰

常練習を実施したが、首下がりの改善が不十分だっ

椎牽引したところ、効果が得られたため報告する。

た。そこで通常練習に加え、体幹の筋緊張軽減を目的

対象者紹介・理学療法評価
50歳代女性。X-5年A病院にてパーキンソン症候群
と診断され、X-1年10月頃から左上肢の不随意運動や
声量低下、転倒の増加を認め、11月下旬から首下がり
が悪化した。X年1月多系統萎縮症の疑いにて精査加

にプロテックを2週間（計10回）、7分間実施した。プ
ロテック中は骨盤回旋・前後傾（他動運動）、骨盤回
旋・股関節外転（自動運動）を促した。この期間、薬
剤変更はなかった。

帰結評価

療目的で当センターに入院となった。主訴は首下がり

通常練習前→通常練習後→プロテック後の変化を

による後頸部の疼痛、歩行能力低下で、入院前ADLは

示す。頸部伸展ROM（°）は自動：-20→-15→0、

入浴以外概ね自立し、伝い歩きや独歩にて移動されて

他動：-20→-10→5とプロテック施行後に拡大を認め

いた。家事動作や歯科技工士の作業に時間を要し、困

た。立位アライメントは、プロテック後により頸部屈

難なことが多くなってきていた。入院時、無動や姿勢

曲や胸椎後彎、骨盤後傾が減少し、前方注視が可能と

反射障害、固縮（頸部・体幹・四肢）などパーキンソ

なった。歩行動作ではすり足や小刻み歩行が軽減し

ン症状を認めた（MDS-UPDRS PartⅢ 合計：51点、固

た。固縮や後頸部の疼痛、筋力は不変だった。

縮：頸部3/上下肢2）。抗重力肢位では僧帽筋・肩甲
挙筋等の後頸部筋、脊柱起立筋の過緊張を認め、後頸
部に疼痛を認めた（NRS：4/10）。一方、同姿勢で他
動的に頸部伸展すると前頸部筋の抵抗感が強かった。
MRI上、頸椎後弯とC5-6椎体変形があった。他動ROM
は頸部屈曲60°、頸部伸展-20°、MMTは頸部：屈曲
5/伸展3、体幹：3、下肢：右4～5/左4だった。立位ア
ライメントは頸部屈曲、胸椎後彎、骨盤後傾、軽度膝
屈曲位を呈し、重心は後方偏位していた。歩行はすり
足や小刻み歩行、方向転換時の軽度すくみ足を呈し、
首下がりで前方注視するのに難渋していた。院内の移
動は歩行器歩行にて自立していたが、耐久性80m程度
で息切れ、全身の疲労感を認めていた。BBSは47点、
FIMは95点（運動60/認知35）だった。以上のことか
ら、筋緊張亢進および頸部ジストニアによるアライメ
ント不良、筋力・体力低下、それらによる歩行能力低
下を主要な問題点とし、歩行能力向上と首下がりの改
善を目標にPT介入した。

考察
上半身の重量を取り除いた状態で行う腰椎の自重牽
引であるプロテックは、筋緊張緩和、血流促進、可
動域拡大などを図ることができる。頸部ジストニアを
契機に出現した首下がりの増悪により、代償的な腰背
部筋の過緊張、骨盤の可動性低下を呈していた本症例
において、プロテックは体幹・骨盤の筋緊張軽減を図
る手段として、徒手的介入よりも有効的だったと考え
る。骨盤・腰椎からのアプローチにより脊柱アライメ
ントが修正され、首下がりの改善に起因したことか
ら、一つのツールとして有効であることが示唆され
た。今後はプロテック中断時の持続的効果の有無、定
量的な評価指標の活用など更なる検証・検討が必要で
ある。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には本発表に関する
説明を文書および口頭にて行い、同意を得た。
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【 e-ポスター④ 運動器理学療法 3 】

キーワード：大腿骨近位部骨折・前庭機能・自主練習

前庭機能の賦活により機能改善が認められた生活期の
大腿骨近位部骨折の１例
佐藤 絢・佐藤 努
福島医療生協 わたり病院
報告の焦点

テストはscore2/1、迷路抽出テストscore1/1、振動感

転倒を起因として引き起こされる大腿骨近位部骨折に
おいて、Kristinsdottirらは、前庭機能における非対称

覚は、胸骨10.82秒、内果8.46秒/6.72秒。

介入方法と経過

性が転倒要因のひとつであると述べている。大腿骨近

65病日より週1回の外来理学療法を計6回、介入期間

位部骨折患者における継続的なリハビリテーション

は2カ月間とした。介入内容は、通常の理学療法に加

は、心身機能の向上および活動の維持、拡大において

え、前庭システムプログラムを追加した。自主練習の

効果的であるが、前庭機能に着目した運動処方は多い

内容は、頸部、体幹、下肢の加速度（矢状面上、前額

とは言えない。そこで今回、退院後の大腿骨近位部骨

面上）を用いた振動運動を端坐位および立位にて行っ

折患者1例に対し、前庭機能を中心とした運動を処方し

た。各運動の振動数は2Hz程度と設定し、1日に1回各

改善が得られたため報告する。

5分程度の運動を基本プログラムとした。また、自主

対象者紹介・理学療法評価

練習に当たっては、運動の内容や意図等を十分に説明

80代、男性。自宅内で転倒し、左大腿骨頚部骨折の診

し、運動指導を行った。自主練習の実施回数や頻度を

断にて骨頭置換術を施行。21病日目に当院回復期病棟

記載し、外来通院時に確認を行った。

へ転院となり、60病日目に自宅退院となる。既往歴は

帰結評価

高血圧、右脳出血開頭除去術（麻痺等なし）、貧血、

最終評価において、ROM、MMTは変化なく、疼痛は

腰椎椎間板ヘルニア。術前ADLは独歩にて自立。主訴

股関節伸展時の伸張時、歩行時は初期同様であり、痛

は左股関節の痛みであり、Hopeとして屋外歩行の安

みの程度はNRS1点であった。下肢荷重率94%/89%、

定であった。退院時におけるFunctional Independence

TUGは11.98秒、SS-5は15.19秒、FRTは33㎝。10m最

Measure(以下、FIM)は94点（運動66点、認知28

大歩行速度1.04秒/ⅿ。握力25㎏/26㎏、並進バランス

点）。Mini-Mental State Examination（以下、MMSE）

3/3、迷路抽出テスト2/2、振動感覚は胸骨14.41秒、

29点。Range of motion-test（以下、ROM-T）は、股関

内果12.69秒/左内果11.75秒。

節屈曲（右°/左°）95/90、伸展10/0

、内旋0/0、

外旋35/35、内転15/10、外転20/20、膝伸展0/-5。
Manual Muscle Test（以下、MMT）は、股関節屈曲
（右/左）4/4、外転4/4、内転4/4、外旋4/3、内旋4/
測定不能、膝関節伸展5/5、足関節背屈5/5。疼痛は、
収縮時および伸張時に左内転筋群周囲、腸腰筋部に認
めた。また、T字杖歩行時に立脚中期より後期にかけて
同様の部位に疼痛を認めた。痛みの程度は、Numerical
Rating Scale（以下、NRS）4点であった。下肢荷重率
は94%/88%、Timed Up&Go test（以下、TUG）14.09
秒、Sit to Stand-5（以下、SS-5）16.13秒、Functional
Reach test （以下、FRT）28㎝であった。10m最大歩
行速度は0.92秒/ⅿ。握力は22㎏/22㎏、並進バランス

考察
前庭機能とは、各感覚器からの情報を統合し、姿勢反
射を誘発して平衡バランスを保つ働きがある。加速度
を用いた振動運動により、前庭器官を中心とした前庭
機能が賦活し、TUG、FRT、迷路抽出テストなどバラ
ンス機能の改善に寄与したと考えられる。また、動作
中における姿勢制御にも大きく関与することから、歩
行動作における空間に対しての頭部、体幹の定位や抗
重力筋群における適切なタイミングによる筋出力を促
し、歩行速度の改善に影響を及ぼしたと考える。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、本人へ口頭および書面にて
説明し同意を得ている。
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キーワード：大腿切断・膝歩き用義足・膝立ち位

右大腿切断術後に膝歩き義足を用いた一例
橘 諒輔 1)・坂本 菜那 1)・及川 哲 2)
1)
岩手県立二戸病院
2)
岩手県立中央病院
報告の焦点
大腿切断における義足歩行は膝継手の膝折れを防止
するため、大殿筋による膝継手の随意的制御を学習
し膝伸展運動を習熟する必要がある。今回、大腿義足

き・膝立ちステップ練習を実施した。並行して歩行練
習を進め、117病日より両松葉使用し膝継手フリーで
病棟内歩行自立となった。

帰結評価

歩行時の膝折れにより自立歩行の獲得に難渋した症例

退院時、関節可動域及び筋力は右股関節自動伸展

に対し、大殿筋の機能改善を目的に、ソケットと足部

10°／MMT4へ改善し、日常生活上は支障のない状態

を直接つないだ膝歩き用義足を用いて膝立ち位での練

となった。歩行は、立脚中期～後期の右股関節伸展保

習を導入した結果、歩容に改善がみられたため報告す

持が可能となり、立脚時間が延長。また、膝折れもみ

る。

られなくなった。膝継手フリーの状態にて両松葉杖歩

対象者紹介・理学療法評価
60歳代男性。身長178.0cm、体重80.0kg。入院前
ADLは自立。職業は農業資材関係。糖尿病性ガス壊疽

行が屋内外連続200m以上可能となり、階段昇降は膝
継手ロックの状態にて連続15段以上が可能となった。

考察

により入院し、同日右大腿切断術を施行。断端長は右

一般的に大腿義足歩行は、前方への推進力を発生さ

37.0cm（中断端）。術後3病日より理学療法開始。断

せることと立脚期の膝継手の制御能力が重要と言われ

端周囲に強い疼痛と、幻肢痛が1週間ほど聞かれた。

ている。しかし本症例は股関節伸展筋の働きが弱く、

術後早期は右股関節自動伸展0°／MMT2と可動域制

これらの力を得られなかった。そこで大殿筋の機能改

限及び筋力低下を認めた。61病日よりターンテーブル

善を目的に膝立ち位での練習を導入することとした。

付き多軸油圧膝継手を使用した義足歩行練習を開始。

膝立ちや膝歩きは、選択的な股関節伸展を促通するた

74病日に両松葉杖を使用し膝継手フリーでの見守り歩

めに有益な姿勢である。本症例は膝歩き用義足を装着

行が可能となった。しかし、右股関節伸展の可動域制

したことで膝立ち位のプログラムの導入が可能となっ

限、筋力低下による坐骨荷重不足から、立脚中期～後

た。その結果、股関節伸展筋の筋力に改善を認め、膝

期の右股関節伸展保持が不十分となり、立脚期短縮と

継手の随意的制御が可能となることで膝折れが防止で

膝折れが生じていた。転倒リスクがあることから病棟

きた。合わせて、坐骨荷重の感覚促通にも効果を発揮

での義足歩行を許可するレベルに至らなかった。

したことで歩行の安定性向上につながったと考えられ

介入方法と経過
大腿切断者に対して一般的なプログラムである関節
可動域運動や筋力増強運動、バランス練習、全身持久

る。また、今回使用した膝歩き用義足は本人所有の義
足を療法士が調整したものであるため、対象者に新た
な金銭的負担は生じなかった。

力の維持・向上を目的とした理学療法に加え、大殿筋

本報告は単一症例かつ評価項目が不足していたた

の機能改善を目的に膝立ち位での練習を導入すること

め、他症例に対して膝歩き用義足によってどの程度の

とした。導入にあたり義肢装具士と相談し、102病日

治療効果が得られるか判らない。今後は症例数を増や

に義足の膝継手と支柱部分を取り除き、ソケットと足

しての検証が必要と考える。

部を直接つないだ膝歩き用義足を作成。股関節伸展可

説明と同意、および倫理

動域の改善に伴って、足部を反対向きに取り付ける工

本報告はヘルシンキ宣言に則り、対象者に趣旨を十分

夫をしながら、膝歩き用義足装着下での膝立ち・膝歩

に説明し、口頭と書面にて同意を得たものである。
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キーワード：腰椎疾患・歩行速度・立脚後期

下腿三頭筋筋力低下を有する腰椎椎間板ヘルニア摘出術後症例への
歩行推進力向上に向けた介入
鈴木 映那・工藤 大輔
みゆき会病院
報告の焦点

介入方法と経過

快適歩行の推進力には、立脚後期における下肢角度と

トレーニング肢位は、20㎝台上の楽なステップ位で、

足関節底屈モーメントが寄与する(Hao YH et al., Hum

後方下肢の踵上げを行った。運動中は、腰椎過前弯

Mov Sci. 2015)。今回、下腿三頭筋の筋力低下を有す

位、股関節屈曲位とならないよう配慮した。その他

る腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の症例に対して、歩行

に、腰部深層筋に対するセルフエクササイズ指導や、

中に股関節伸展位で下腿三頭筋を発揮するため、立脚

中腰を避けた生活指導を行った。下肢筋力と歩行速度

後期を模擬した肢位での踵上げトレーニングを実施し

を経時的に評価し、向上がみられていたため介入を継

た。その結果、下肢筋力向上および歩幅の増大に伴う

続した。最終的に、術後3日目から術後14日目までの

快適歩行速度の向上が得られたため報告する。

計9日間行った。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価

本症例は、腰椎椎間板ヘルニア(L5/S1)を呈した51歳

筋力は、左大殿筋がMMT3＋(HHD：103 Nm)、左下腿

女性(身長：158 cm、体重：52 ㎏)で、病前生活は独歩

三頭筋がMMT2(HHD：153 Nm)であった。10m歩行速

にて自立していた。受傷機転は、くしゃみをした際に

度は、快適が7.5秒(15歩)、最大が5.8秒(15歩)で、歩

電気が走るような痛みが左下肢に出現し、左足の踵上

幅は、快適および最大ともに0.67m/歩であった。歩容

げが困難となる。2ヶ月間、内服薬治療を行うも症状が

は、左立脚後期の踵離地が術後3日目よりも改善した

改善せず、手術目的にて当院入院となる。入院翌日に

が、股関節屈曲による代償動作は残存した。

腰椎椎間板ヘルニア摘出術を施行し、術後3日目より理
学療法開始となる。筋力は、左大殿筋がMMT3(HHD：
96 Nm)、左下腿三頭筋がMMT2(HHD：135 Nm)、そ
の他の大腿四頭筋をはじめする下肢筋力はMMT5レベ
ルで、著明な関節可動域制限はみられなかった。10m
歩行速度は、快適が8.7秒(17歩)、最大が6.0秒(15歩)
で、歩幅は、快適が0.59m/歩、最大が0.67m/歩で
あった。歩容は、左立脚後期の踵離地が右側よりも不
十分であり、代償動作として股関節屈曲がみられた。
主訴は「普段歩いている速度を早く歩きたい」であっ
た。このことから、左下腿三頭筋の筋力低下により左
立脚後期の踵離地が不十分であり、代償動作として股
関節屈曲位となっていることが歩行推進力の低下に繋
がっていると考えた。したがって、下腿三頭筋の筋力
を増強し、さらに股関節伸展位で発揮することができ
れば、本人の主訴である「普段歩いている速度」が改
善すると考えた。そこで、立脚後期を模擬した股関節
伸展位での踵上げトレーニングを実施し、下肢筋力お
よび歩行速度の向上を図った。

考察
介入の結果、左大殿筋と左下腿三頭筋の筋力増強およ
び快適速度における歩幅の増大がみられた。大殿筋
は、立脚初期における股関節屈曲の制動と骨盤の安
定に働き(大畑光司，三輪書店．2017)、快適歩行の
推進力には、立脚後期における下肢角度と足関節底
屈モーメントが寄与する(Hao YH et al., Hum Mov Sci.
2015)。そのため、快適速度の立脚後期において、術
後3日目よりも下腿三頭筋の筋力が増強し、股関節伸展
位で発揮できたことが、歩幅および速度の増大に寄与
したと考える。一方、最大歩行の歩幅に変化がなかっ
た。遊脚初期は大腿四頭筋による下肢の振り出しが歩
行推進力に寄与する(小澤ら，ヘルスプロモーション理
療研．2016)。そのため、本症例も術後早期から大腿
四頭筋による十分な代償が可能であり、天井効果が生
じていたと考える。

説明と同意、および倫理
本症例に趣旨を十分に説明し、本人の自由意思により
同意を得た。
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キーワード：大腿骨頸部骨折・人工骨頭置換術・短外旋筋共同腱温存法

両側大腿骨頸部骨折後、CPPによる両側BHAを施行し
歩行能力改善を認めた症例
清野 大地・加藤 直也
山形市立病院済生館
報告の焦点

歩行練習を実施した。術翌日ながら歩行器歩行軽介助

転位型大腿骨頸部骨折では、後方侵入による人工骨

で可能であった。その後、段階的に歩行練習進め、階

頭置換術(以下、BHA)が適応されることが一般的であ

段昇降練習を実施した。術後7日目、14日目、転院前

る。しかし、後方軟部組織を切開するため術後脱臼の

日にあたる術後20日目に、基本動作能力・歩行動作能

リスクが伴い、脱臼予防として、一定期間の外転枕

力を評価した。術後21日目に回復期病院へ転院した。

の使用や脱臼肢位指導を行なわなければならず、動

帰結評価

作制限となる。当院では、BHA施行時、切開範囲が小

術後7日目で基本動作は自立し、歩行器歩行見守り、

さく後方軟部組織を温存する短外旋筋共同腱温存法

T字杖歩行接触介助にて可能となった。10m歩行は最

（Conjoined tendon Preserved Posteriorアプローチ、

大14.22秒/24歩、TUGは20.59秒であった（T字杖使

以下CPP）を施行している。術後のリハビリテーショ

用）。術後14日目で独歩接触介助にて可能となり、

ンでは、痛みの訴えが少なく、脱臼予防が必要ではな

10m歩行は最大11.31秒/24歩、TUGは13.51秒であっ

くなり、外転枕を撤廃し、脱臼肢位指導を行わず、動

た（独歩）。術後20日目（最終評価）時、ROM股関

作制限がないメリットがある。今回、両側大腿骨頸部

節屈曲(110/110)、外転(25/20)、MMT Ilio(5/4)、

骨折を呈しCPPにて両側BHAを施行した患者を担当す

G-med(4/3)、SLR(4/3)、独歩、階段昇降動作ともに見

る機会を得た。術前から理学療法を実施し、術翌日に

守りで可能となった。10m歩行は最大10.69秒/22歩、

は歩行器歩行練習まで可能であり、術後3週で独歩見守

TUGは12.50秒まで改善した。

りに至った。CPP施行により、動作制限なく早期離床
が可能となったことで、歩行能力改善に繋がったと考
えられる。

対象者紹介・理学療法評価

考察
両側大腿骨近位部骨折後、歩行能力は著しく低下する
報告があり、本症例も80歳台女性で、手術まで待機期
間があったため予後不良が予測された。しかし術翌日

80代前半女性、受傷前はADL自立し独歩可能で、認

には歩行器歩行練習が可能であり、日を追うごとに歩

知症は無かった。既往歴は小脳梗塞、高血圧、糖尿病

行能力の改善を認めた。また、身体的虚弱(高齢者)理

を有していた。受傷機転は、屋外に出たところ滑って

学療法診療ガイドラインでは、TUGにおける転倒リス

転倒。右股関節痛が出現するも歩行可能であった。翌

クのカットオフ値は13.5秒と報告しているが、本症例

日、自宅段差で躓いて転倒。歩行困難となり救急要請

は、14日目で同等の結果、術後20日目において転倒

となった。両側大腿骨頸部骨折、Garden分類右stage

リスクが低いレベルに至った。短期間で歩行能力改善

Ⅲ、左stageⅣと診断された。手術までの待機期間、

を認めた要因として、CPP施行により、疼痛が少なく

ROMexや抗重力筋運動を中心とした術前理学療法を

なったことと、動作制限がなくなることで、早期離床

実施し、受傷後の14日後に両側BHAをCPPにて施行し

を進められたと考えらえる。また、歩行安定性に影響

た。術翌日、ROM股関節屈曲(90/65)、外転(10/10)、

を与えたのは、関節包・外旋筋を含め後方軟部組織を

MMT Ilio(3/2)、G-med(3/2)、SLR(3/2)、寝返り起き

温存し、外転筋が機能することで動揺抑制に寄与した

上がり全介助、端座位監視、支持物使用し軽介助で起

と考えられる。

立動作可能であった。

介入方法と経過
術翌日より、動作制限無く理学療法を開始し、疼痛が

説明と同意、および倫理
症例報告にあたりその趣旨を説明し、口頭にて同意を
得た。

少なく離床を進め、起立動作練習、移乗・立位練習、
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キーワード：緩和ケア・せん妄・在宅酸素療法

肺がんによる症状緩和及びQOL向上のために
在宅酸素療法を導入した症例
遠藤 彩加
一般財団法人 三友堂病院
報告の焦点

思われたため、目標を本人のhopeであったトイレ歩行

肺がんによる症状悪化のために緩和ケア病棟へ入院さ

へ再度修正した。退院前に当院、かかり付け医、家族

れた症例に対し、理学療法評価・治療介入することで

を含めた合同カンファレンスで情報共有を行い、入院

在宅酸素療法（以下HOT）を導入することが決定され

+15日目に自宅退院となった。

た。主症状であった息切れとせん妄は改善し、自宅退
院までの経過を考察を交えて以下に報告する。

対象者紹介・理学療法評価

帰結評価
全体像は覚醒、口頭でのコミュニケーションともに良
好、活気あり。HDS-R23点へ改善。FIM84点、起居～

症例は右下葉肺がん（T3N0M0 Ⅱb）と診断された90

移乗は軽介助～見守り。トイレまでT杖歩行軽介助、

歳代女性である。上記診断を受けたが、高齢であり抗

トイレ動作見守り。SpO2（room air）は安静時94-

癌治療適応なしと判断された。長男夫婦と同居してお

95％、労作時88-89％。労作時に軽度呼吸苦を認めた

り、屋内T杖歩行、認知機能は歳相応であった。全体像

（borg：3）。呼吸パターンは胸式優位（僅かに左＞

は口頭にて会話可能も、辻褄合わず落ち着かない場面

右）。呼吸補助筋の過緊張はさほどみられなかった。

あり。リハビリ中も幻覚が見えていることがあった。

考察

筋力はMMT3程度、連続歩行距離はT杖歩行軽介助で

癌患者の70％はせん妄に陥るとされており、一般病

30m。HDS-R10点と認知機能低下を認めた。FIM60

棟入院患者におけるせん妄有病率は10-30％、それに

点、起居～移乗は軽介助、病棟トイレまで軽介助歩行

対し緩和ケア病棟では42％とされている。症例は症

またはポータブルトイレを使用。SpO2（room air）は

状緩和目的の薬剤の多剤併用による薬剤性せん妄と低

安静時、労作時ともに70後半～80台。労作時に呼吸苦

活動のために二次的なせん妄が助長されていた。投薬

を認めた（borg：5）。症例のhopeは歩いてトイレに

の変更とリハビリでの刺激付けがせん妄離脱に繋がっ

行きたい、家族のhopeはポータブルトイレを使用し軽

た。また、肺がんでは呼吸困難を認める場合が多数あ

介助でのトイレ動作獲得。

り、がん患者の呼吸困難に対しては投薬での症状コン

介入方法と経過

トロールが一般的である。症例には投薬に加えて、評

せん妄に対してPT介入時間を固定し、離床時間を確保

価結果・治療介入に基づきPT主導でのHOT導入により

した。歩行練習での呼吸苦が強く、ご家族の希望も踏

呼吸苦が軽減した。緩和ケア病棟は看取りの場ではな

まえてポータブルトイレでの排泄を目標とした。呼吸

く、患者・家族の思いを尊重しながら退院支援をして

苦軽減に伴い可動域練習、筋力トレーニングを行い筋

いく病棟である。入院時、症例の予後は1-2ヵ月と推測

力低下予防に努めた。入院+6日目には基本動作見守り

されており、短期間の介入で症状を改善させる必要が

レベル。投薬も影響しせん妄の改善がみられ、コミュ

あった。緩和ケア病棟は基本的に短期間の入院となる

ニケーション良好。入院＋8日目に投薬変更となり再

ため、早期から目標設定を行い症状改善に向けた介入

度せん妄が出現。動作時酸素療法開始となり、酸素流

を行うことが重要と考える。

量の評価も含めポータブル酸素を使用し歩行練習を実

説明と同意、および倫理

施。入院+11日目にせん妄離脱し認知面良好。全身状

発表にあたり、せん妄離脱後に口頭で説明し書面にて

態が改善し、トイレまで介助歩行を目指せるレベルと

同意を得た。
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P04-3-2

【 e-ポスター④ 内部障害理学療法 3 】

キーワード：末期癌・栄養管理・リハビリテーション

リハビリテーション栄養ケアプロセスを用いたリハビリテーションと
栄養管理により身体機能・ADLが改善し自宅退院が可能となった
末期肺癌患者の一症例
安西 ゆう子・宍戸 拓海
南東北福島病院
報告の焦点

摂取エネルギー量は約700kcalであった。

リハビリテーションをうける癌患者のほとんどが栄

リハ栄養診断:ガイドライン・診断基準から前悪液

養障害やサルコペニアを呈しているとの報告がある。

質、低栄養・重症度判定stage2、サルコペニアの可能

質の高いリハビリテーション栄養(リハ栄養)ケアを行

性に該当した。

うための体系的な問題解決手法としてリハ栄養ケアプ

リハ栄養ゴール設定は、TEEの充足により低栄養を

ロセスが提唱されている。リハ栄養ケアプロセスを用

改善し、摂取エネルギー状況に合わせリハ強度を調整

いた介入はADLの改善や在宅復帰に寄与する報告があ

し身体機能やADLの改善を図るとした。

るが、末期癌患者に関しての報告はない。

短期目標:TEEの充足:1305kcal/日(af:1.3)摂取可能、

今回、リハ栄養ケアプロセスを用いて、身体機能や

屋内身辺動作の自立・介助下で外出が可能とした。長

ADLが改善し自宅退院可能となった末期肺癌患者の症

期目標:1600kal/日(TEE+蓄積量100kcal)摂取可能、自

例を経験したので報告する。

宅退院可能とした。

対象者紹介・理学療法評価
症例は右下葉肺腺癌、多発転移性脳腫瘍の60代女
性である。右下葉切除後に再発し多発脳転移あり、分

介入方法と経過
リハからみた栄養管理:リハ強度に応じてafを調整し
た。栄養管理からみたリハ:摂取状況を確認し提供量を
漸増しリハ強度を調整した。

子標的薬や放射線療法を受けていたが全身状態が悪化

経過:副作用の軽減により食思改善、必要摂取量が充

し、夫と本人の希望でBest Supportive Care(BSC)方針

足し運動量増加が図れ、独歩にて屋内動可能となり、

となり当院紹介となった。

倦怠感の軽減や身体機能・ADLが向上した。

理学療法評価:Performance Status(PS) :3、Cancer

考察

Fatigue Scale（CFS）:30点、握力(R/L):9/8㎏、筋力:上

BSC方針の末期肺癌患者に対してリハ栄養ケアプロ

下肢MMT3～4、介助歩行で約10m移動可能。FIM:74

セスを実施し、個別対応を行うことは身体機能やADL

点だった。

の維持・向上に有効である可能性があると考えられ

栄養評価:MNA-SF:5点、体重40.5㎏、BMI17.8㎏/
m²、生化学検査:Alb3.3g/dl、Hb10g/dl、CRP0.11mg/
dl、下腿周径(R/L)25/24㎝だった。
Basal energy expenditure(BEE):1004kcal/日、Total
energy expenditure(TEE):1305kcal/日(af1.3、sf1.0)、

た。

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意
し、本発表を行うにあたりご本人(ご家族)に説明し同
意を得ている。
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【 e-ポスター④ 内部障害理学療法 3 】

キーワード：胃癌・骨格筋量・骨密度

胃癌術前、術後12か月における体組成の経時的変化並びに術後12か月
時での活動量による体組成変化程度の検討
早尾 啓志 1,2)・髙野 稔 1)・松澤 宏樹 1)・細山 裕貴 1)・小林 拓史 3,4)・藁谷 暢 3,4)
本多 通孝 3,4)
1)
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科
2)
新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
3)
（一財）総合南東北病院 外科
4)
福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学講座

目的

結果

胃癌術後では骨格筋量の減少、骨代謝障害が認めら

術前と術後12か月の経時的変化については体重、腰

れ、身体活動量の減少に繋がる可能性が考えられる。

椎及び大腿骨のBMD、%YAM値において術後12か月

リハビリテーション分野では、運動処方により骨格筋

で有意に低値を示し (P < 0.05)、SMI低下率では有意な

萎縮及び骨代謝障害の進行程度の予防することが課題

差は認められなかった (P = 0.079)。術後12か月にお

となり得る。本研究では胃癌患者を対象に術前及び

けるLow群とHigh群では活動量計の装着日数及び装

術後12か月での体組成の変化並びに術後12か月時点

着時間に有意な差は認められなかった。SMI低下率で

での低活動群と高活動群での骨格筋量、骨密度 (Bone

はHigh群と比較してLow群で低下の傾向を示した (P =

mineral density; BMD)の検討を行った。

0.057)。大腿骨、腰椎におけるBMD、%YAMではLow

方法
2017年7月- 2020年2月に胃癌に対して手術が予定さ

群とHigh群の間に有意な差は認められなかった。

考察

れ本研究に同意が得られた対象者を前向きに登録し

本研究では術前と比較して術後12か月でBMD、%YAM

た。今回、四肢骨格筋量 (Skeletal muscle index; SMI)、

の有意な低下が認められ、骨格筋においては有意な差

BMD、身体活動量が術前及び術後12か月で計測された

は認められなかった。術後12か月時のHigh群と比較し

14名 (男性5名、女性9名、平均年齢72.6±8.6)を対象

てLow群でSMIが低下傾向を示し、BMD、%YAMでは

とした。SMI及びBMDは二重エネルギーX線吸収測定

低下程度に差は認められなかった。これまでに骨萎縮

法で測定した。SMIでは術前と術後12か月の変化率を

や筋萎縮の予防には運動やメカニカルストレスが有用

算出した。骨では腰椎及び大腿骨のBMDに加え、若年

であることが報告されている。本研究のHigh群の活動

成人平均値(Young adult mean; YAM)との比較 (%YAM)

量(歩数)では骨密度低下予防には不十分であることが

を計測した。術後12か月での活動量計測により得られ

示唆された一方で、筋萎縮に関してはLow群で低下傾

た歩数の中央値 (3467.7歩/日)から低活動群 (Low群、

向を示したことより、骨代謝障害予防の運動強度と筋

n=7)、高活動群 (High群、 n=7)の2群に分けSMIの変

萎縮予防の運動強度は異なる可能性が示唆された。今

化率、腰椎、大腿骨におけるBMD及び%YAMの比較を

回、活動量の中央値により2群を設けたため、今後はサ

行った。活動量は活動量計(HJA-350IT; OMRON)を用

ンプルサイズの増加による検討を行っていく。

いて対象者に10-14日間の装着を依頼し、1日10時間
以上及び3日以上の装着を採用基準とした。本研究で
は正規性の検定を行い、正規性を認めた際にはパラメ
トリック検定を適応し、少なくとも一つの標本で正規
性が認められなければノンパラメトリック検定を適応
し、すべての解析において有意水準は5％未満とした。

説明と同意、および倫理
本研究は当院倫理委員検討会の承認(承認番号242)を得
て実施された。事前に研究目的・趣旨を説明し同意を
得た者を対象とし、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的配
慮を遵守した。
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【 e-ポスター④ 内部障害理学療法 3 】

キーワード：腎不全・多職種連携・復職

急性腎不全患者の早期社会復帰を目指した理学療法士の関わり
復職へ繋げることができた一例
楠 紳太郎
公益財団法人 ときわ会
報告の焦点

常磐病院

事の摂取量の向上・②病棟ADLの自立・③歩行距離の

腎臓リハビリテーションガイドラインでは、腎臓リハ

増加とバランス能力の向上・④在宅でのセルフチェッ

ビリテーションとは「単なる運動療法を目的にするの

ク項目の獲得と①から④のように段階的に負荷量の調

ではなくすべての腎疾患患者の円滑な社会復帰を支え

整・生活域の拡大を図った。運動処方に際しては、

るためにあらゆる治療、サポートを行うこと」と述べ

Frequency、Intensity、Time、Typeから構成するFITT

られている。今回、他院より急性腎不全(ARF)の精査目

より、(F) 6日/週・(I )Borg13～14・(T)5分×4または

的に転院してきた(腎生検の結果：急性尿細管壊死)患

10分×2・(T)物理療法（EMS)・レジスタンス運動・有

者への円滑な社会復帰を支えるために、早期からの多

酸素運動・バランス運動等を設定し、積極的に介入し

職種連携（以下IPW）にて早期自宅退院・復職を達成

た。

することができた為、以下に報告する。

経過：X年Y月Z日に入院し、リハビリテーションは

対象者紹介・理学療法評価
対象者紹介：対象者は、建築会社代表取締役を務める
56歳の男性である。主な仕事内容は、デスクワーク・
現場視察である。既往歴に、高血圧・高尿酸血症・尋
常性乾癬・痛風がある。入院前ADL・IADLは自立。入
院前の生活習慣は、運動習慣なし・昼食と夕食は外食
が多く、毎晩、会食や自宅でアルコールを摂取してい
た。

Z+2日より開始。腎機能は、eGFR7.8から23.9ml/min
へ増加、運動療法介入後の尿タンパクの増加は認めな
かった。乾癬性関節炎による下肢優位の関節痛も最終
評価では改善され、NRS0~1で経過、関節拘縮等は認
めなかった。ADLは、介入初期はBI 0点・中間評価時
（Z+14日）70点・最終評価時（Z+31日）100点に改
善された。腎生検結果後、Z+34日で自宅退院された。

帰結評価

理学療法評価：介入初期は、JCSⅡ-10～Ⅰ-2、腎機能

中間評価時点では、全身状態と食事の摂取量が共に安

低下による全身性浮腫・胸水貯留により酸素化能が低

定し、BIは 70点に改善。安静時・労作時の呼吸苦・関

下し、O₂ 5L酸素マスクにて管理。呼吸動態は不安定で

節痛も自制内であった。最終評価時点では、BIは 100

あった。また、安静時から乾癬性関節炎による下肢優

点へ改善しセルフトレーニングの内容も理解され、在

位の関節痛(NRS8)を訴えていた。BIは0点で、食事の

宅復帰・復職へ向けて更にモチベーションが向上して

摂取量は0～2割程度、右踵部にNPUAP分類stageⅢの

いった。

褥瘡を合併しており、他院と当院での臥床時間は計15

考察

日間に及んだ。

介入方法と経過

腎機能への負荷を考慮した治療プログラムの立案、早
期から対象者・キーパーソンと目標の統一化を図り、

介入方法：介入初期より、対象者・キーパーソン・主

在宅生活を見据えた上でのIPWが早期退院・復職に繋

治医・看護師・栄養士・OT・STと「腎生検結果後の

げる可能性が考えられた。

早期自宅退院・復職」という共通の目標を統一。対象

説明と同意、および倫理

者・キーパーソンへ早期からの運動療法と食事療法の

ヘルシンキ宣言に則り、対象者には本報告に関する内

重要性について説明し、①ベッドサイド身辺動作と食

容を十分に説明し、口頭にて同意を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-1-1

【 e-ポスター⑤ 神経理学療法 5 】

キーワード：半側空間無視・胸椎部・経皮的末梢神経電気刺激

半側空間無視患者のリハビリテーションにおける胸椎部への経皮的末梢
神経電気刺激の併用が及ぼす効果
－シングルケーススタディによる検証－
須藤 隆太郎・齋藤 頼亮・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
目的

たCeleration Line(以下CL)と比較したB期の上位数を二

近年の半側空間無視（Unilateral Spatial Neglect：以

項分布により検定し、有意水準は5%とした。BITとCBS

下USN）患者に対するリハビリテーションアプロー

の結果は測定毎に各々比較した。

チの傾向として、治療を組み合わせた併用介入が行

結果

われており、その一つに経皮的末梢神経電気刺激

抹消課題結果はA期のCLと比較してB期で有意に高値

（Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation：以下

であった（p<0.01）。BIT通常検査（A1、A10、B10

TENS）の併用が挙げられる。頚部や手へのTENSは効

順）は122、115、136（/146点）、CBS観察評価（同

果が認められているが、胸椎部へのTENSを用いて実際

上順）は10、9、6（/30点）と、B期終了時に改善傾

にUSN患者に対する治療の有効性を検証した報告はな

向を示した。特にCBSは、聴覚性注意、衝突、空間の

い。また報告の多くは机上課題による評価指標が用い

方向定位の下位項目において改善を示した。

られており、日常生活動作（Activity of Daily Living：
以下ADL）への汎化は十分に確認されていない。本研
究の目的は、右USN症例1例に対して右胸椎部にTENS
を併用のもと視覚走査訓練を実施し、机上課題及び
ADLでのUSN改善への有効性を検証することである。

方法

考察
今回、B期において抹消課題結果が有意に改善、また
BITの結果も改善傾向を示した。先行研究では、左後
頚部や左手へのTENSが右大脳半球を賦活し外部空間に
対する自己中心座標系を調整する（Valler et al 1995）
とされる。本研究でも同様に、右胸椎部へのTENSによ

対象は脳梗塞を発症し左後大脳動脈領域に広範な病巣

る体性感覚刺激により左大脳半球全体の活動が賦活さ

を認めた左利きの50歳代女性。第53病日の身体機能

れ、無視空間への方向性注意を高めるとともに自己中

は、右Brunnstrom Recovery Stage：all Ⅵ、感覚：正

心座標系を変化させたと考えられる。また、CBS観察

常、移動：独歩自立。研究はA-B型シングルケースデザ

評価もB期終了時に改善傾向を認めた。USNの空間座標

インを用いてA期をbaselineとし通常の視覚走査訓練と

系における分類で、自己中心の無視の一つに、身体か

歩行練習、階段昇降練習、B期は視覚走査訓練中に右

ら遠い手の届かない範囲（以下遠位空間）の無視があ

胸椎部（Th1-Th5間の脊柱の右側）へ約30分間持続的

る。ADLでは机上課題に比べ意識的な視覚探索による

にTENSを併用し、各期2週ずつ計4週間介入した。視

代償が起こりにくく、より受動的な注意制御が重要だ

覚走査訓練は主に、机上や病棟廊下での探索課題、提

が、これは遠位空間で特に必要とされる。今回、CBS

示した視覚刺激に反応させる課題を実施した。TENSは

の遠位空間における下位項目で改善を認めたことか

®

ESPURGE （伊藤超短波社製）を使用し、出力は症例

ら、受動的注意機能が向上したと解釈できる。以上の

の感覚閾値である12mA、周波数は100Hz、パルス幅

ことから、TENSと視覚走査訓練の併用により、自己中

は100µsecで介入した。効果判定は、机上課題として

心座標系の変化が机上課題のみならず、ADLにおいて

抹消課題（Weintraub et al 1987）と行動性無視検査

も生じる可能性が示唆された。

（Behavioural Inattention Test：以下BIT）を、ADLで

説明と同意、および倫理

の指標としてCatherine Bergego Scale（以下CBS）を
評価した。抹消課題はA期、B期ともに毎日介入前に、
BITとCBSはA1、A10、B10に評価した。解析として、
抹消課題結果は、中央分割法にてA期から求め延長し

本研究は、南東北第二病院倫理審査委員会の承認（承
認番号：72-B）と対象者の同意を得た上で、ヘルシン
キ宣言に準拠して行った。
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キーワード：末梢神経磁気刺激・亜急性期脳卒中患者・歩行効率

近位筋に対する末梢神経磁気刺激を実施し歩行能力が改善した
亜急性期脳卒中患者
小関 忠樹 1,3)・小野 修 1)・齋藤 佑規 2)・竹村 直 2)
1)
済生会 山形済生病院 リハビリテーション部
2)
済生会 山形済生病院 脳神経外科
3)
山形県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科

報告の焦点
脳卒中後の運動障害や歩行障害に対する理学療法
介入として物理療法がある。近年、物理療法の1つと
して反復的末梢神経磁気刺激（repetitive peripheral
magnetic stimulation：rPMS）が注目されている。
rPMSは慢性期脳卒中患者の下肢運動機能を改善する
と報告されている（Beaulieuら、2015）。rPMSは末
梢神経電気刺激と比較し、疼痛なく近位筋など体積の
大きな筋を収縮させることができる特徴を有する。そ
こで、亜急性期脳卒中患者に対して、下肢近位筋への
rPMSを適応し下肢機能および歩行能力を改善した症例
について報告する。

対象者紹介・理学療法評価
本症例は、右被殻・放線冠梗塞により左片麻痺を呈し
た60歳代女性であった。左右中大脳動脈領域の動脈
瘤に対するClipping術を施行し、術翌日より左上下肢
に運動麻痺の出現を認め右被殻・放線冠梗塞の診断と
なった。術翌日より理学療法介入を開始し、術後35
日に当院回復期リハビリテーション病棟（回復期病
棟）へ入棟となった。発症時の運動麻痺はBrunnstrom
StageⅢレベルであったが、その後回復を認め、回復期
病棟入棟時には棟内歩行自立であった。回復期病棟入
棟時（術後35日）の理学療法評価を以下に示す。
Fugl-Mayer Assessment 下肢項目（FMA-LE）：31
麻痺側Manual muscle test（MMT）：股関節伸展筋
-3、膝関節伸展筋-5、足関節底屈筋-4
Functional ambulation classification（FAC）：4
10m最速歩行時間（10m MWT）：7.9 s
6分間歩行距離（6WMD）（歩行前後の脈拍変化
量）：441 m（35 beats）
Physical cost index（PCI）：0.48 beats/m
以上より、本症例の問題点は、運動麻痺による麻痺側
股関節伸展筋の筋出力低下であると考えた。歩行中に
は、麻痺側立脚期において麻痺側骨盤帯の後方回旋が
観察され、重心の前上方への移動が阻害されているこ
とが予測された。したがって、股関節伸展筋の筋出力
低下が前方推進力の減少、歩行効率の低下の要因であ

することで退院後の活動性増加へ繋がることが予測さ
れた。そこで本症例の介入目標を、麻痺側股関節周囲
筋群筋出力および歩行能力の改善とした。

介入方法と経過
本症例において、麻痺側股関節伸展筋の筋出力向上を
目的にrPMSを使用した。rPMSは安楽な側臥位にて実
施した。刺激はコイルを左大殿筋筋腹上に設置し、
刺激と休止を2秒ずつ繰り返した。刺激設定は、周波
数25Hz、刺激強度は運動閾値、刺激時間は15分とし
た。理学療法介入は1回60分とし、週5日、4週間実施
した。理学療法介入内容は筋力増強練習、日常生活動
作練習、歩行練習（10分間）を行った。rPMSは歩行
練習の直前に実施した。
介入2週後（術後50日）時点において、股関節伸展
筋MMTは4、6MWDは473mへと改善を認めた。観察
上、歩行時における麻痺側骨盤の後方回旋も改善を認
めた。

帰結評価
介入4週後（術後65日）時点の評価を以下に示す。
FMA-LE：32
麻痺側MMT：股関節伸展筋-5、膝関節伸展筋-5、足関
節底屈筋-5
10m MWT：7.5 s
FAC：5
6WMD（歩行前後の脈拍変化量）：490 m（16
beats）
PCI：0.20 beats/m
麻痺側股関節伸展筋力および歩行距離、歩行効率の改
善を認めた。

考察
本症例の経過から、亜急性期脳卒中患者に対するrPMS
は、刺激筋の筋出力を改善することが示唆された。ま
た、麻痺側股関節伸展筋出力が改善したことで、麻痺
側立脚期における重心移動が円滑になり、歩行時の前
方推進力が増加したと考える。その結果、歩行効率の
向上へ至ったと考える。

説明と同意、および倫理

ると考えた。

本報告はヘルシンキ宣言に従い実施した。また、患者

日常生活上の歩行は自立していたが、歩行効率を改善

本人へ報告の目的、方法を十分に説明し同意を得た。
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キーワード：機能的電気刺激・片麻痺・歩行

右片麻痺患者に対して機能的電気刺激を用いて歩容改善を目指した症例
池田 梓
三友堂リハビリテーションセンター
報告の焦点

帰結評価

今回、左被殻出血により右片麻痺を呈した患者様に対

WAを併用した治療介入として31日間実施した。右足

して、右前脛骨筋の筋緊張低下と右下腿三頭筋の筋緊

関節背屈角度は+10°の改善がみられた。装具を使用

張亢進により尖足がみられていたため機能的電気刺激

した10m歩行の歩行速度は-1’75秒の減少、装具なしで

として歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド（Walk

の5m歩行は変化がみられなかった。装具なしの歩容

Aide：以下WA）を用いて歩容改善を目的とした介入を

は右立脚期のロッキングが改善し、体幹伸展による代

行った。WAを用いた介入を行ったところ歩容の改善が

償動作も軽減したが右遊脚期の尖足の改善はみられな

認められたため通常の介入に加えてWAを用いた歩行練

かった。一方で装具を使用した歩容は立脚終期での右

習を1ヶ月継続した結果をまとめ報告する。

下腿の前傾がみられ、体幹伸展による代償動作も軽減

対象者紹介・理学療法評価
50代男性。X年Y月、左被殻出血により右片麻痺、失語

したことで歩幅が増大し歩行速度が速くなった。

考察

症を呈した。発症60日目にリハビリ目的で当院に入院

今回、WAを使用して右前脛骨筋の促通や遊脚期の足

となった。WAを使用した治療開始時点（発症175日）

関節背屈練習を行ったことで、相反抑制による右下腿

で足関節背屈（膝伸展位）角度、プラスチック型タマ

三頭筋の筋緊張亢進の改善が得られ、右下肢の床クリ

ラック足継手付き短下肢装具（以下タマラック装具）

アランスが増加した状態で歩行を繰り返し行うことが

とT字杖を使用しての10m歩行、装具なしでT字杖を使

できた。これにより右股関節外旋筋群や右股関節外転

用した5m歩行を測定し、歩行分析を行った。

筋群優位での股関節屈曲が軽減し、ぶん回し様の歩行

介入方法と経過
発症150日時点でのBrunnstrom StageはⅡで、右前脛
骨筋の筋緊張低下と右下腿三頭筋の筋緊張亢進により
尖足がみられていたためタマラック装具を作製した。
同時期に介助なしでT字杖を使用した歩行が可能とな
り、連続歩行距離も延長したことからWAを使用しての
介入を行った。WAはストレッチや筋力トレーニング
を目的に行うエクササイズモードとハンドスイッチや
傾斜センサーを用いて行う歩行練習の2通りの使用方法
がある。今回は歩容の改善を目的としてT字杖を使用し
た裸足歩行の右立脚終期に徒手的に電気刺激を入れて
右足関節背屈を促すハンドスイッチモードでの介入を
行った。歩行距離は10mから開始し歩容の改善に合わ
せて30mの連続歩行まで行った。介入当初は右立脚期
に膝のロッキングがみられたため右殿部から感覚入力

が改善したと考えられる。代償動作が改善したことで
右殿筋群の促通、右膝のコントロールがしやすくなり
支持性が向上し、腹筋群の収縮も促通されたと考えら
れる。右下肢の支持性、体幹の安定性が向上したこと
でタマラック装具での歩容が改善し、病棟内での歩行
はタマラック装具とT字杖を使用して自立に至った。ま
た、階段昇降はWA介入当初は昇降困難であったがス
テップが出やすくなりタマラック装具とT字杖を使用し
て見守りにて昇降できるようになった。
今後の課題として本症例は自宅退院で自立度の高い生
活を目指しているため階段昇降や床上動作、不整地歩
行、長距離歩行が必要となる。そのため体幹の安定性
向上、長距離での安定した歩容の獲得を目指した介入
を進めていく必要がある。

説明と同意、および倫理

を行い右膝のコントロールを促した。その他のプログ

本研究は本人とご家族様へ事前に十分な説明を行い、

ラムとして階段昇降、床上動作練習を取り入れ応用動

同意を得た。

作の獲得を目指した。
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キーワード：機能的電気刺激・脳卒中・歩行練習

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドⓇ使用前後での身体機能と
歩行能力の変化について
鎌田 優作・山本 賢雅・佐藤 翔・佐藤 大地・須藤 真史・村田 聡美
岩田 学・佐々木 都子
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

目的
脳卒中片麻痺患者に対して機能的電気刺激

用し、有意水準は5%とした。

結果

（Functional Electrical Stimulation）を用いた治療

WA使用前と4週経過後の各指標の比較を行った結果、

は、脳卒中治療ガイドライン2015にて推奨グレード

10m歩行の歩数・歩行時間の平均値はそれぞれ29.9

B、理学療法診療ガイドライン第1版にて推奨グレー

歩・32.7秒から26.4歩・17.4秒となり有意な差が認

ドBと有用性が示されている。機能的電気刺激機器の

められた。Br.stage、上田グレード、足関節位置覚、

一つである歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドⓇ

MAS、ROMでは有意な差が認められなかった。

（WalkAide：帝人ファーマ社、以下、WA）は中枢神
経障害による下垂足・尖足患者の腓骨神経を電気刺激
して、歩行遊脚期に足関節を背屈させ歩行を改善し、
また、筋再教育、関節可動域の維持又は増加する効果
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を対象にWA
を使用した歩行練習を行い、WA使用前後での身体機
能と歩行能力の変化について検討することを目的とし
た。

方法

考察
本研究の結果より、WAを使用した歩行練習は身体機能
には著明な改善は認められなかったが、歩行能力の改
善には有効であることが示唆された。WAを使用する
ことにより、電気刺激で足関節を背屈させることによ
る視覚への刺激、電気刺激時の効果音による聴覚への
刺激、電気刺激による体性感覚への刺激と歩行時に複
数の感覚への刺激を与えることが出来る。そして、理
学療法士がハンドスイッチを用いて歩行時に下肢の振
り出す適切なタイミングで電気刺激することにより、

当院回復期リハビリテーション病棟で2018年6月から

運動学習の効果が高まったことが歩行能力の改善に繋

2020年1月までにWAを使用し歩行練習を行った脳卒

がった要因ではないかと考えられる。また、WA使用

中片麻痺患者のうち、電気刺激療法の禁忌事項に該当

後は歩行時間が短縮し、患者からは「前よりも楽に歩

せず、WAを使用した歩行練習に同意が得られ、連続4

けるようになった」「ふらつかずに安定してきた」と

週間以上実施した8例（男性4名、女性4名、平均年齢

いった感想が聞かれており、患者本人が歩行能力の改

58.9±13.7歳）を対象とした。

善を実感したことにより、歩行に対するモチベーショ

WAを使用した歩行練習は、通常の理学療法に加え1日

ンを向上させ、運動学習の効果を一層引き上げたので

20分、週5回以上実施した。

はないかと考えられる。

評価項目は片麻痺機能検査として下肢Brunnstrom

今後の課題として、今回は症例数が少なく明確な改善

recovery stage（以下、Br.stage）、上田式12段階片

は認められなかったが、Br.stageやMASは重度な症例

麻痺機能検査（以下、上田グレード）、足関節位置

では改善していたため、WAを使用した歩行練習を急性

覚の検査としてFugl-Meyer assessment、下腿三頭

期・回復期問わず、どの程度の時間や頻度、期間で実

筋の筋緊張検査としてmodified Ashworth scale（以

施すれば、歩行能力だけでなく身体機能の改善にも繋

下、MAS）、足関節背屈のRange of Motion（以下、

がるのかを検証していくことが重要であると考える。

ROM）、10m歩行（歩数・歩行時間）とした。各指標
の値を算出し、WA使用前と4週経過後の2時点で差の
検定を用いて比較した。統計ソフトは「R-2.8.1」を使

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に書面にて本報告の
趣旨を説明し同意を得た。
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キーワード：脳卒中・自動車運転・アンケート調査

在宅脳卒中患者における自動車運転継続の動向について
～追跡アンケート調査より～
佐藤 努・佐藤 絢・坂田 真也・鈴木 宏幸・小林 翔汰・野地 陽南子
伊藤 千夏
福島医療生協 わたり病院

目的

であった。退院時FIMは、継続者117.09±4.26、中

障がい者の自動車運転を取り巻く環境は、さまざま要

止者118.5±5.5であった。退院時運動FIMは、継続者

因によりスムースな運転開始へ繋がっていないのが現

84.27±4.24、中止者84.5±5.5であった。退院時認知

状である。当院では、独自に考案した自動車運転評価

FIMは、継続者32.81±1.61、中止者34±0であった。

を基に、自動車運転再開へ向けた取り組みを行ってい

退院時TMT-Aは、継続者72.60±18.03、中止者68.5

る。著者らの先行研究において、退院後における自動

±17.5であった。退院時TMT-Bは、継続者123.05±

車運転の可否は明らかとなった。今回、自宅退院後の

28.1852、中止者159±0であった。退院時FABは、継

継続的な運転の可否等に関して、追跡調査を実施し永

続者16.11±1.45、中止者13±1であった。運転継続者

続的な自動車運転における現状と課題を把握すること

における運転頻度に関しては、毎日運転6名、週の半分

を目的とする。

5名であった。運転理由においては、仕事3名、買い物

方法
2016年度に行ったアンケート調査より、自宅退院後

10名、移動手段9名、用事8名、趣味6名であった。

考察

に自動車運転を実施していた21名（男性16名、女性

今回の結果より、「遂行機能」、「注意機能」の指標

5名）を対象とした。アンケート調査として、郵送

であるTMT-BやFABにおいて、退院時に大きな差が認

にて自動車運転を実施の可否や運転継続の理由など

められたことから、退院時の前頭葉機能におけるワー

12項目について質問形式にて実施した。回収期間は

キングメモリや注意機能の分配性注意が、運転継続

2020年1月から3月末までの2ヶ月間とした。また、

において重要な要因であることが明らかとなった。し

年齢、性別、麻痺、退院時のFunctional Independence

かし、退院時FIM、運動FIMには大きな差は認められ

Measure(以下、FIM)、運動FIM、認知FIM、Mini-

なかったことから、運転操作や乗降動作等の運転技術

Mental State Examination（以下、MMSE）、Trail

が運転継続の決定因子とは、言い難いと思われる。ま

Making Test -A（以下、TMT-A）、Tail Making Test –

た、運転継続者の運転理由においては、買い物や移動

B（以下、TMT-B）、Frontal Assessment Battery（以

手段、用事等の理由が多く、運転頻度も週の半分以上

下、FAB）における比較検討を行った。

を占めており、日常的な運転機会が危険回避能力や運

結果
回答率は21件中、15件（男性11名、女性4名）で
71.42%であった。運転継続者は11名、運転中止者は
2名、死亡者2名であった。基本的情報においては、運
転継続者において右片麻痺4名、左片麻痺7名、男性8
名、女性3名、平均年齢は、56.72±12.97であった。
中止者は右片麻痺1名、左片麻痺1名、男性1名、女性

転技術等の維持および向上を図り、運転継続における
ひとつの要因であると思われる。今後は、継時的な心
身機能や注意機能、社会生活等を把握することによ
り、自動車運転継続における要因を明確化し、安全な
運転継続へ向けて取り組んでいく必要性が示唆され
た。

説明と同意、および倫理

1名、平均年齢は、63.5±24.5であった。継続者の平

ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対して研究におけ

均退院時MMSEは、28.45±1.61、中止者は26.0±0

る内容等を書面にて十分に説明し同意を得ている。ま
た、当院の倫理委員会の承認を得ている。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-2-2

【 e-ポスター⑤ 生活環境支援理学療法 2 】

キーワード：脳卒中片麻痺・生活空間・自己効力感

脳卒中片麻痺者の生活空間の広狭における歩行自己効力感の違い
及川 真人 1)・野口 隆太郎 2)
1)
東八幡平病院 地域リハビリテーションセンター
2)
初台リハビリテーション病院
【目的】

た。狭群と広群のmGES合計点は狭群52.1±12.4点 広

脳卒中片麻痺者における屋外歩行練習の目標設定を行

群75.2±14.7点であり、有意差を認めた(p<0.05)。ま

う際、歩行パフォーマンスを評価しつつ、環境への

た、mGESの10項目については、床板上歩行：狭群7.3

適応度や歩行自己効力感を評価することは重要と考え

±2.0点 広群9.1±1.1点、芝生上歩行：狭群4.8±1.7

る。歩行自己効力感は、移動可能な生活空間に関係す

点 広群7.5±1.7点、障害物回避：狭群5.0±2.6点 広

ると考えられ、生活空間分類における自己効力感の違

群7.8±1.7点、縁石降り：狭群5.4±1.9点 広群7.6±

いを知ることは臨床上有益と考える。本研究では、

1.6点、縁石昇り：狭群5.8±1.9点 広群8.0±1.5点、

Life-space Assessment(LSA)を用いて生活空間の広狭を

手すり階段降り：狭群7.3±2.1点 広群8.7±1.6点、手

分類し、日本語版-改訂Gait Efficacy Scale(mGES)の合計

すり階段昇り：狭群6.8±2.3点 広群8.3±1.7点、階段

点及び各項目(床板上歩行、芝生上歩行、障害物回避、

降り：狭群2.1±1.6点 広群4.7±2.6点、階段昇り：狭

縁石降り、縁石昇り、手すり階段降り、手すり階段昇

群2.5±1.9点 広群5.4±2.8点、800m歩行：狭群5.2±

り、階段降り、階段昇り、800m歩行)の違いについて

2.9点 広群8.9±1.5点であり、全項目の群間に有意差

検討したので報告する。

を認めた(p<0.05)。ROC解析の結果、広狭を分類する
カットオフ値は68.0点(感度0.74、特異度0.96)であっ

【方法】
対象は、前所属外来に通院している脳卒中片麻痺者
で、屋外歩行自立者62名とした(男性40名 女性22名 年

た(p<0.05)。

【考察】

発症から経過日数1258.1±1083.1

本研究の結果から、生活空間の広狭によって、歩行自

日)。生活空間分類は、LSA最大自立範囲から検討し、

己効力感に違いがあることが明らかとなった。よっ

最大自立範囲が居近隣・近隣の者を狭範囲活動群(狭群

て、屋外を歩ける見込み感は移動可能な生活空間に

24名)、町内・町外の者を広範囲活動群(広群 38名)と

よって異なることが考えられた。一方、今回、mGES

定義した。統計学的手法は、広狭群におけるmGES(10

各項目全てにおいて有意差が見られた事から、どの項

項目10点合計100点満点)合計点及び各項目につい

目が生活空間の広狭に影響しているか傾向を把握する

てMann-WhitneyのU検定を用いて群間比較を行った

ことが出来なかった。一方、歩行自己効力感を高める

(p<0.05)。また、Receiver Operating Characteristic(以

アプローチを行う事で、生活空間に広がりをもたらす

下ROC曲線)を用い、mGESのカットオフ値を算出し

可能性があると考えると、今回算出したカットオフ値

た。

は、臨床における屋外移動の目標設定に活用できるの

齢61.6±11.1歳

【結果】
各群の動作能力は、狭群(10m歩行22.4±14.1秒

ではないかと考える。

説明と同意、および倫理

BBS43.1±5.8点 FIM112.5±9.9点)、広群(10m歩行

本研究は前所属である初台リハビリテーション病院倫

9.6±2.5秒 BBS48.4±5.7点 FIM116.8±8.7点)であっ

理委員会の承認(承認番号：初H28-11)を得て実施し
た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-2-3

【 e-ポスター⑤ 生活環境支援理学療法 2 】

キーワード：体幹筋力・ティルトテーブル・ハンドヘルドダイナモメーター

ティルトテーブルとハンドヘルドダイナモメーターを用いた
体幹伸展筋力測定の再現性と妥当性
久家 直巳・山崎 晃平・加藤 拓也
公立黒川病院
目的

れぞれ25.3±6.3kgf、23.3±7.6kgfであった。70度傾

背筋の筋力測定では測定肢位や固定方法の影響を受

斜と腹臥位との間には有意差はなく、有意な正の相関

けやすい。これまで座位、立位、腹臥位など種々の姿

が認められた（r=0.842、p<0.001）。また、同一検

勢での筋力測定方法が提唱されてきた。腹臥位につい

者が日をおいて2回測定した時のICCは、70度傾斜が

ては、既に再現性の検討や健診受診者を対象とした年

0.916、腹臥位が0.887であった。 Bland-Altman plotで

代別の平均値などについて報告されている。一方で、

は、biasが1.0、precision 6.6であり、95％LOAは-12.0

腹臥位では重力に抗して体幹伸展を行うことが困難な

～14.0であった。相対誤差が±20％以内であった割合

ケースがみられる。そこで、除重力位で、かつ骨盤下

は75％であった。

肢の影響を最小限にしたいと考え、ティルトテーブ

考察

ルを用いて測定する方法を考案した。今回、ティル

同一検査者の再現性は、信頼性係数の基準より、良好

トテーブル（TT）とハンドヘルドダイナモメーター

であると考えられた。結果より、70度傾斜と腹臥位で

（HHD)を用いた体幹伸展筋力測定法の再現性、及び腹

のBland-Altman plotでは、概ね2つの測定法による相

臥位との比較による妥当性を検討した。

違はないものと考えられた。一方、平均値では有意差

方法

はないものの70度傾斜で高く、biasも1.0であったこと

対象は、腰背部痛を有しない成人男性20名（43.6±

から腹臥位よりも70度傾斜の方が高値になる傾向がみ

10.9歳）であった。TTに110×50×8cmの硬質クッ

られた。これは、測定値に占める重力の割合が一定程

ションを置き、対象者はテーブル上に腹臥位になり、

度あるためと考えられた。70度傾斜では、頸部体幹の

仙骨部と大腿遠位部をベルトで固定した。70度傾斜、

重量に抗した筋力に満たなくても測定が可能であり、

及び腹臥位にて、HHDを用いて最大体幹伸展等尺性筋

かつ下肢が足底板とテーブル上に固定されるため、骨

力を測定した。2回の練習の後、2回ずつ測定を行い最

盤下肢の代償運動を最小にするのに適していると考え

大値を採用した。2つの条件はランダムに行い、1分間

る。一方、この方法では、後弯や側弯の変形が著しい

の休憩を入れた。また、同一検者による測定を1日以上

場合には測定が難しい。著しい拘縮や変形はないもの

あけて2回実施した。統計には級内相関係数（ICC）、

の、筋力低下がみられ、筋力レベル、および背筋ト

異なる肢位間に対応のあるT検定とピアソンの相関係

レーニングの効果判定に用いるのに適した方法である

数、Bland-Altman plotを行った。有意水準を5％未満

ことが示唆された。

とした。

結果
70度傾斜、および腹臥位における体幹伸展筋力はそ

説明と同意、および倫理
本研究は公立黒川病院倫理委員会で承認され、対象者
には研究の説明と書面による同意を得た上で実施し
た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-2-4

【 e-ポスター⑤ 生活環境支援理学療法 2 】

キーワード：転倒既往・転倒恐怖感・二次予防対象高齢者

二次予防対象高齢者における転倒既往と転倒恐怖感に関連する
移動能力の検討
渡部 崇久 1)・鈴木 崇広 1)・難波 樹央 2)・荒木 訓 1)・髙橋 寿和 1)・笹原 知美 1)
板垣 光子 1)・佐々木 恵子 1)・相澤 裕矢 1)・江森 由香 1)・渡部 美聡 1)・長橋 育恵 1)
宮坂 美和子 1)・新藤 柾 1)・星 真行 1)
1)
公立高畠病院
2)
日本海総合病院

目的

で、転倒恐怖感なし群(140点)、転倒恐怖感弱群(139-

要介護状態に至る主要な原因として転倒が挙げられ

129点)、転倒恐怖感強群(128点以下)の3群に分類し、

る。多くの市町村で介護予防事業が実施され、身体

一元配置分散分析にて検討を行った。有意水準は5%と

機能向上および転倒予防効果が認められてきた。しか

した。

し、転倒予防に関する研究が進められる中、転倒その

結果

ものだけでなく転倒への恐怖心や不安感が大きな問題

転倒既往の有無により層別化した2群間比較におい

であると指摘されている。介護予防事業の効果検証

て、群間および介入前後ではTUG、最大歩行速度にお

の方法は様々であり、身体機能評価のみならず、質

いて有意な主効果を認めたが、交互作用は認められな

問紙を用いた評価方法も多く存在することが知られ

かった。転倒恐怖感別に層別化した3群間比較におい

ている。質問紙の一つに、転倒恐怖感の指標となる

て、平均値で比較すると、TUGでは、転倒恐怖感なし

Modified Falls Efficacy Scale（以下、MFES）がある。

群が7.4±1.3秒、転倒恐怖感弱群が7.5±1.7秒、転倒

筆者らの先行研究では、MFESの点数と移動能力やバラ

恐怖感強群が10.3±4.1秒であった。最大歩行速度で

ンス能力が関連していることを報告している。しかし

は、転倒恐怖感なし群が100.9±18.5 m/分、転倒恐怖

ながら、二次予防対象者において、転倒既往の有無と

感弱群が101.5±17.6m/分、転倒恐怖感強群が81.2±

転倒恐怖感、移動能力などとの関連を検討した報告は

22.3 m/分であった。一元配置分散分析の結果、TUGお

見受けられない。そこで本研究の目的は、二次予防対

よび最大歩行速度において、転倒恐怖感強群は、転倒

象者において移動能力評価を実施し、転倒既往の有無

恐怖感なし群および転倒恐怖感弱群と比較して、有意

による介入効果を検証すること、および転倒恐怖感が

な低下が認められた。

移動能力に与える影響を検討することである。

方法

考察
本研究より、転倒既往の有無に関わらず、介護予防

対象は、当地域在住の二次予防対象高齢者174名

事業によって移動能力の向上が認められた。また、本

（男性34名、女性140名）である。週2回（全21回）

研究の対象者のうち転倒経験があり、転倒に対して恐

のプログラム介入を行い、介入前後で移動能力評価 [

怖感を強く持つ対象者は、転倒恐怖感により移動能力

最大歩行速度、Timed Up & Go test（以下、TUG）] を

が低下している可能性が明らかになった。先行研究に

実施した。プログラム内容は、はじめの30分は全員で

おいて、MFES得点に歩行能力が関連していることは以

ストレッチや軽運動、バランストレーニングを行い、

前より報告されている。今回の結果から実際の転倒経

その後、50分間マシントレーニングや個別トレーニン

験だけでなく、転倒に対する恐怖心や不安感といった

グを実施した。マシントレーニングは10回3セットを

心因的な影響が、動作に反映する事が示唆された。転

基本とした。転倒既往の有無については、介入前に質

倒予防に寄与する要因として、身体機能向上のみなら

問紙にて調査し、MFESを評価した。統計解析は、介入

ず運動習慣の定着や社会参加を通して、自己効力感を

前後に身体機能評価を実施し、転倒既往「あり」「な

高めるアプローチも効果的だと考えられる。

し」の2群に分け、介入効果の検証を目的に、転倒既
往の群および介入前後を条件とした二元配置分散分析
法にて算出した。また、転倒既往のある対象者におい
てMFESの得点による移動能力との関連を検討する目的

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、口頭および
書面で十分に説明した後、書面にて同意を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-3-1

【 e-ポスター⑤ 教育・管理理学療法 2 】

キーワード：国際協力・JICA・フィジー共和国

フィジー共和国における理学療法の現状報告
JICA海外協力隊の経験
三田村 徳
東北医科薬科大学病院
目的

理学療法士免許を更新する制度である。配属された

独立行政法人国際協力機構（以下JICA :Japan

NRMHの現状としては医師が3名、看護師15名、理学

International Cooperation Agency）におけるJICA海外

療法士が1名のみであった。理学療法士が受け持つ患者

協力隊として国際協力活動をフィジー共和国にて2年間

は1日平均当たり外来患者約7名、入院患者約10名のリ

活動してきた。フィジーの理学療法へ関わる方へイン

ハビリを行う必要があり治療時間は患者一人当たり15

タビューや論文調査を行い、フィジー共和国の理学療

分/日程度となり、十分な理学療法を受けられない状態

法の現状を踏まえ、今後の国際理学療法の展望の参考

であった。作業療法士と言語聴覚士は養成校がないた

となることを目的として報告する。

め、他国からのボランティアのみであった。理学療法

方法
JICA海外協力隊として2017年6月〜2019年6月の期
間、フィジー共和国国立リハビリテーション病院(以下
NRMH: National Rehabilitation Medicine Hospital)へと

士の他にCommunity Rehabilitation Assistantという職
種があり、理学療法士の補助やレクリエーション、巡
回での援助を行っていた。

考察

2年間派遣された。派遣期間中、理学療法へ関わって

発展途上国における理学療法士数は少なく、JICA海

いるフィジー理学療法協会会長、フィジー国立リハビ

外協力隊はマンパワーの活動となりやすい。フィジー

リテーション病院院長、フィジー国立大学理学療法教

ではさらに研究方法や臨床推論なども含め確立されて

員、他理学療法士へのインタビューや論文調査を行っ

いないため、エビデンスのあるレポートは少なく保健

た。

省から理学療法の重要性が理解されていなかった。そ

結果
フィジー共和国は南太平洋に位置し面積18,274㎢、人
口90.5万人からなる。フィジー共和国理学療法士協会
（以下FPTA: Fiji Physiotherapy Association）への加入
数は74名(2019年6月現在)となっている。人口1万人
あたりの理学療法士数において、日本は7.9名に対し、
フィジーでは0.7名であり極めて少ない状況である。
養成校はフィジー国立大学（以下FNU: Fiji National
University）理学療法学科4年制のみであり、年間約25
名の卒業生が輩出されるが、就職先の枠がないのが現
状である。そのため実質的に働いている理学療法士数
はさらに少ない。近隣大洋州諸国のキリバスやバヌア
ツなどからもFNUにて資格取得することが多く、学生
の約3割が他国籍である。卒後は理学療法士の質を向上
するため、2018年8月より理学療法士更新制度を設け

のためJICA海外協力隊の活動は臨床や技術移転、勉強
会や人材育成、健康増進戦略や政策提言など多岐に渡
る支援が必要であった。また、海外で経験を積むこと
は相互理解や深く人間や文化を考えるきっかけともな
り、臨床家としての成長につながる。
今後の国際理学療法の展望としてJICAによる理学療法
士の要請案件は増加しており、世界から日本の質の高
い理学療法のニーズが高まってきている（2020年4
月現在は新型コロナの影響によりJICA海外協力隊の応
募は中止となっている）。そしてアジア健康構想や保
険医療2035としてもグローバルな貢献が期待されて
いる。さらに国内での在日外国人数は近年増加してお
り、外国人に対するリハビリテーションのニーズや外
国人労働者として共に働く機会が高まってきている。

説明と同意、および倫理

られた。FPTAに認められた勉強会や研修会へ参加し、

ヘルシンキ宣言に則り、本人たちからの同意を得た。

年間20ポイント（1時間受講で1ポイント）を取得し、

また、東北医科薬科大学病院倫理委員会の承認を得
た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-3-2

【 e-ポスター⑤ 教育・管理理学療法 2 】

キーワード：教育・教育プログラム・国際交流

日本への短期留学経験者と未経験者の比較：ケースコントロール研究
齋門 良紀・佐藤 惇史・古川 勉寛・小林 大介・Goh Ah-Cheng
医療創生大学
目的

ンの場を設け抽象的概念化を図った。経験者に対して

本研究の目的は、マレーシアのMahsa大学理学療法学

は、2週間の短期留学プログラム前後に質問紙への回

科学生を対象に、専門的側面（理学療法および日本の

答を求めた。また、未経験者に対しては、2020年2

理学療法に関する内容）、文化的側面（日本および福

月に質問紙への回答を求めた。経験者の留学前と未経

島の文化や生活環境、医療や福祉に関する内容）、

験者、経験者の留学後と未経験者の調査結果をMann-

情報・放射線リテラシーに関して質問紙を用いて調査

WhitneyのU検定を用いて分析した。有意水準は5％未

し、医療創生大学（以下、本学）への短期留学経験者

満とした。

の留学前および留学後と未経験者を比較することとす

結果

る。短期留学経験者の留学前と未経験者の調査結果を

すべての対象者から回答を得た。また、体調不良によ

比較し、短期留学生の持つ特性を明らかにする。ま

り医療・福祉施設の見学を経験できなかった1名を除い

た、短期留学経験者の留学後と未経験者の調査結果を

て経験者は全てのプログラムに参加した。経験者の留

比較し、現在実施している短期留学プログラムの教育

学前は未経験者と比較し、情報・放射線リテラシーが

効果を明らかにする。これらの結果は短期留学プログ

有意に高い（2項目）ことを示す結果を得た。また、経

ラムを確立するための一助になると考える。

験者の留学後は未経験者と比較し、3つのカテゴリー全

方法
対象は、2019年11月から12月におけるMahsa大学理
学療法学科の本学への短期留学生（以下、経験者）8名

て（21項目）において有意に理解が深まっていること
を示す結果を得た。

考察

（男性3名、女性5名、平均年齢21.4歳）と短期留学を

短期留学生の特性として情報・放射線リテラシーが高

経験していないMahsa大学理学療法学科学生（以下、

いこと、短期留学プログラムに一定の教育効果がある

未経験者）8名（男性2名、女性6名、平均年齢22.1

ことを示す結果を得た。本研究の結果より、学生に短

歳）とした。質問紙は、専門的側面、文化的側面、情

期留学等の教育機会を与えるためには情報リテラシー

報・放射線リテラシーの3カテゴリに分類される50項

に関する教育が必要であると考える。今回は、留学先

目からなり、3もしくは5段階のリッカート尺度で回答

が福島県であることにより放射線リテラシーも短期留

するものとした。短期留学プログラムは、経験学習モ

学への参加に影響していた可能性がある。また、今回

デルに基づき様々な専門的および文化的な経験をする

実施した短期留学プログラムは経験学習モデルに基づ

機会を与え、その後に内省を促し、抽象的概念化に至

いており、適切な教育モデルを採用したことが教育効

るよう設計した。具体的には、短期留学生に対し、講

果を得た要因と考える。今回の結果を受け入れ先の大

義の聴講、日本理学療法士協会の生涯学習制度や日本

学とも共有し、国際交流を活発にするために必要な学

の保険制度および介護予防事業についての講義、テク

内での教育や効果的な短期留学プログラム作成を進め

ノロジーを利用した評価機器（超音波画像診断装置、

る。

三次元動作解析装置、等速性筋力測定器、呼気ガス分
析装置等）を使用した実習、医療・福祉施設の見学、
本学学生との交流、福島県内の観光を経験する機会を
与え、グループでのディスカッションにて内省を促
し、教員に対する学修成果に関するプレゼンテーショ

説明と同意、および倫理
ヘルシンキ宣言に則り、対象者に研究の概要を説明し
同意を得た。医療創生大学倫理委員会の承認（承認番
号19-10）を受けて実施した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P05-3-3

【 e-ポスター⑤ 教育・管理理学療法 2 】

キーワード：教育プログラム・理学療法教育・短期留学

本学科短期留学プログラムの評価：前後比較試験
佐藤 惇史・齋門 良紀・古川 勉寛・小林 大介・Goh Ah-Cheng
医療創生大学
目的

サポートを行った。統計学的検討は、短期留学実施前

高等教育機関における外国人留学生の受け入れ推進に

後のアンケート結果の変化を、Wilcoxon符号順位検定

関する有識者会議において、大学の学部における受

を用いて分析した。有意水準は5％とした。

け入れ、短期プログラムなどを利用した戦略的受け入

結果

れ等に積極的に取り組むことが推奨されている。その

短期留学の開始時は、日本の理学療法について「知ら

ため、令和元年度に新設された本学科では、短期留学

ない」と回答した学生が多かった。テクノロジーを利

プログラムを実行するための、国際交流協定の締結、

用した評価に関する授業はほとんど行われていなかっ

短期留学プログラムの設計と実施を進めた。今回は、

た。文化的側面に関しては、マレーシアと比べて生活

我々が設計した短期留学プログラムによってどのよう

環境や食事面などで肯定的なイメージを持っているも

な能力が修得できるのか評価を行い、今後の短期留学

のの、日本および福島県に対し否定的なイメージを

プログラム再設計の一助として活用する目的で調査し

持っていた学生や学内の放射線量に対しても安全と思

た。

わない学生もいた。短期留学の修了時では、専門的側

方法

面に関する項目で18項目中11項目が有意な変化を認め

対象は、2019年11月から12月に、マレーシアの

た。文化的側面に関する項目では14項目中3項目が有

Mahsa大学から2週間の短期留学プログラムに参加した

意な変化を認めた。放射線リテラシーに関しては3項目

3年生5名と2年生3名とした。調査項目は、文化的側面

中全ての項目で有意な変化を認めなかった。

（日本および福島の文化や生活環境、医療や福祉など

考察

に関する内容）、専門的側面（日本の理学療法教育、

短期留学プログラムの中で21項目では変化が見られな

医療・保険制度、施設などに関する内容）、放射線リ

かった。そのうち11項目はプログラム実施前に中立も

テラシーに関する計35項目とし、短期留学の開始時と

しくは否定的な回答であり、プログラム実施後に十分

修了時にアンケート調査（3もしくは5段階のリッカー

な変化は得られなかった。その理由として、中立的も

ト尺度）を行った。教育的介入としては、経験学習モ

しくは否定的に感じている項目に対して短期留学プロ

デルに基づき専門的および文化的な経験をする機会を

グラムにおける該当項目の量的・質的課題が混在して

提供した。日本および福島の文化や生活環境、学生・

いるものと予測する。今後はより効果的な短期留学プ

教員との交流を深めるとともに、日本の理学療法教育

ログラムになるよう、プログラム再設計を取り掛かる

システムや医療・保険制度などに関する講義、テクノ

予定である。

ロジーを利用した評価機器を使用した演習、医療・福
祉施設、地域の施設の見学などを経験した上で、それ
らの内容を振り返り内省を促した。留学期間中にグ
ループワークなどを行い、その後プレゼンテーション
の場を設け、能動的にアウトプットできるよう介入し
た。生活支援としては、体調管理や住居、食事などの

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象者に研究の目
的、検査内容、個人情報の保護について口頭と書面に
て十分に説明した上で同意を得た。医療創生大学倫理
委員会の承認を受けて実施した。（承認番号19-10）
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-1-1

【 e-ポスター⑥ 神経理学療法 6 】

キーワード：脳卒中・歩行自立度・歩行分析

回復期脳卒中片麻痺患者における歩行自立度別の歩行の特徴
-運動学・筋電図的パラメータによる分析春山 大輝・渡辺 光司・齋藤 頼亮・三瓶 あずさ・内藤 大樹・須藤 隆太郎
医療法人社団新生会 南東北第二病院
目的

結果

脳卒中片麻痺者の歩行再建に向けた治療戦略に課題特

1)自立群は介助群と比べ歩行速度、歩幅、歩行率が

異的練習がある。また、片麻痺者の歩行は筋活動タ

有意に高値であった(p<0.01)。2)自立群は介助群と比

イミング、パターンの異常が報告されており、障害の

べ、RF(LR・SS)、BF(LR・SS)、TA(SW)、SOL(SS)の

重症度に応じて課題特異的練習の展開は異なる。しか

%RMSが有意に高値だが(p<0.01)、RF・BF・SOL(Psw)

し、重症度別の歩行の特徴は明らかでは無い。そこで

(p<0.01)、RF・BF(SW)は低値であった(p<0.05)。3)自

本研究の目的は、回復期脳卒中片麻痺者を歩行自立度

立群はRF；LR>SS・LR>Psw(p<0.05)、BF；LR>Psw・

で分類し、運動学、筋電図的パラメータを分析する事

S S > P s w ( p < 0 . 0 1 ) 、 TA ； L R > S S ( p < 0 . 0 1 ) 、 S O L ；

で、歩行の特徴を明らかにする事である。

LR>Psw・SS>Psw(p<0.01)の各相で有意差を認めた

方法
対象は当院回復期病棟の片麻痺者で、除外基準である

が、介助群は有意差を認めなかった。

考察

再発者、両下肢麻痺、感覚脱失、テント下病変、高次

自立群の立脚期筋活動量は高値であり、RF・TAはLR、

脳機能障害により測定が困難な者を除いた17名とした

BF・SOLはLR、SSのタイミングで高い筋活動を認め

(年齢71±11 歳。出血11名、梗塞6名)。対象を歩行自

た。自立群は、Heel Rockerでの初速形成と衝撃吸収、

立度の評価としてFunctional Ambulation Categoryを用

Ankle Rockerでの支持性確保に伴い、倒立振子が形成

い、4以上を自立群(11名、下肢Brunnstrom Recovery

可能と考える。また、歩幅、歩行率も高値であった事

Stage(以下BRS)Ⅳ:3名、Ⅴ:1名、Ⅵ:7名)、3以下を介助

から、倒立振子による効率的な重心移動と推進力の生

群(6名、BRS Ⅲ:3名、Ⅳ:3名)とし2群に分けた。計測

成に伴い、遊脚振子も機能したと考える。一方介助群

は至適速度で2動作10m歩行を行い、運動学的指標と

は、LRのTAの筋活動量に差を認めなかった事から、

して歩行速度、歩幅、歩行率を算出した。また、歩行

制動力と初速の形成は自立群と同等と考える。しか

中の麻痺側大腿直筋(以下RF)、大腿二頭筋(以下BF)、

し、筋活動タイミングにon-offが無く、他の筋のLR、

前脛骨筋(以下TA)、ひらめ筋(以下SOL)の筋電図波形を

SSの筋活動量が低値であった。結果、Heel Rockerから

Nolaxon社製Telemyo G2を用い測定した。波形は20〜

Ankle Rockerのタイミングで筋活動を高められず、衝

500HzのBand-pass filterで処理後、フットスイッチか

撃吸収や支持性確保が困難と考える。さらに、歩幅、

ら得た荷重応答期(以下LR)、単脚支持期(以下SS)、前遊

歩行率が低値であった事から、倒立振子を成立させる

脚期(以下Psw)、遊脚期(以下SW)の波形を採用した。

ために歩幅を小さくする事で、力学的エネルギー変換

解析は50msecのRMS波形に変換後、8歩行周期の平均

を最小限に留めていたと考える。それに伴い、推進力

波形を算出し、各筋の1歩行周期のRMS平均値で正規

を用いた遊脚振子が機能せず、振出しに必要な力学的

化した(以下%RMS)。尚、装具の有無は問わなかった。

仕事量が増加した事で、Psw、SWにかけて筋活動量が

得られた値から、1)2群間の歩行速度、歩幅、歩行率の

高くなったと考える。

比較、2)2群間のLR、SS、Psw、SWの%RMSの比較、
3)2群毎のLR、SS、Pswの%RMSの比較を行う為、1)、
2)は2標本t検定、3)は反復測定分散分析後、Shaffer法
にて多重比較を行い検討した。統計処理はR2.8.1を用
い、有意水準は5%とした。

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言に従い、当院倫理審査委員
会の承認(承認番号：71-B)及び、対象者の同意を得て
行なった。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-1-2

【 e-ポスター⑥ 神経理学療法 6 】

キーワード：脳卒中・歩行・表面筋電図

回復期病棟入院中の初発脳卒中患者と健常成人における歩行時の
同時活動・筋活動の比較
内藤 大樹・渡辺 光司・齋藤 頼亮・三瓶 あずさ・春山 大輝
医療法人社団新生会 南東北第二病院
目的

規化したデータをFalconerらが推奨するco-contraction

歩行は、下肢の複数の筋が協調的に活動することで

index(以下CI)を足関節(TA、sol)、膝関節(RF、BF)につ

可能となると言われているが脳卒中患者は随意性の

いて算出し同時活動の値とし、筋活動は歩行相の各筋

低下、筋の痙縮という疾患の特性上、動作中の主動作

について正規化後の平均筋活動の値を求めた。得られ

筋・拮抗筋の切り替えが阻害されることで、円滑な動

た各結果はR2.8.1を用いて歩行相ごとにCVA群、健常

作に影響を与えることが明らかになっている。そこで

群の2群の差の検定(Mann-Whitney検定、2標本t検定)

今回は回復期病棟入院中の初発脳卒中患者と健常成人

を行った。なお有意水準は5%未満とした。

の歩行時の主動作筋・拮抗筋の同時活動、筋活動を歩
行時の各相に分け比較し、脳卒中患者の同時活動、筋
活動を明らかにすることを目的とした。

方法

結果
CIは足関節のDS1(p＜0.01)、膝関節のDS1(p＜
0.05)、SS(p＜0.01)にて有意にCVA群が高い結果となっ
た。

対象は当院回復期病棟入院中の初発脳卒中患者で、

平均筋活動はDS1のsol(p<0.05)、SSのRF(p<0.01)で

自力で歩行が困難な者、意思疎通が困難な者、評価

CVA群が有意に高く、DS2のRF(p<0.05)でCVA群が有意

を阻害する高次脳機能障害を有す者、既往で運動器疾

に低い結果となった。

患を有す者を除外した11名(男性:7名、女性:4名、年

考察

齢:63.28±9.63歳、以下CVA群)、既往に運動器疾患を

CIはCVA群においてDS1で足関節、膝関節共に有意

有さない健常成人男性11名(24.36±1.92歳、以下健常

に高い値となった。DS1の平均筋活動の結果をみると

群)の合計22名とした。なおCVA群において歩行時に下

solで有意に高い値となっている。これはヒラメ筋早

肢装具を使用している者については使用を認めた。

発性活動による影響であり、足関節でのCIが高くなっ

計測は至適速度での10m歩行を行い筋活動計測には

た要因と考えられる。そのため前方への重心移動が十

Myo Research XP Master Edition(NORAXON社製)を使

分に行えず膝関節屈曲に対する抵抗のためDS1の膝関

用し、導出側をCVA群は麻痺側、健常群は右側とし、

節でCIが高い値となり、固定性を代償していると考え

導出筋を大腿直筋(以下RF)、大腿二頭筋(以下BF)、前脛

られる。SSにおいては膝関節のCI、RFの平均筋活動が

骨筋(以下TA)、ヒラメ筋(以下sol)とした。電極貼付位

有意に高い値となっている。DS1にて十分に歩行の初

置はSENIAM推奨位置に従い貼付した。歩行時の相分

速を得ることができなかったためSSにおいても十分に

けは両側の靴にフットセンサーを挿入し荷重応答期(以

倒立振子での重心上昇を得られず、結果としてRFの活

下DS1)、単脚支持期(以下SS)、前遊脚期(以下DS2)、遊

動を中心にCIを高め推進力を代償していたと考えられ

脚期(以下SW)を算出した。全ての記録のサンプリング

る。DS1〜SSにかけて重心移動が不十分であったため

周波数は1500Hzとした。

推進力が得られず、DS2での重心の落下に伴う筋活動

得られた筋電図データは、10〜500Hzのバンドパス
フィルタ処理をし、全波整流後に50msで平滑処理を
行った。その後、フットセンサーより同定した5歩行周
期を加算平均し1歩行周期に時間正規化し、歩行周期中
の立脚期・遊脚期の平均筋活動量を算出し立脚期、遊
脚期ごとに歩行中の平均筋活動の値で正規化した。正

が不十分となり、結果としてDS2でのRFの活動が有意
に低い値になったと考えられる。

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:70-B)
を受けたうえでヘルシンキ宣言に準拠して行い、対象
者が特定されないよう十分配慮した。

2019: The 37th Annual Tohoku Physical Therapy Congress

114

第 37 回東北理学療法学術大会
P06-1-3
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キーワード：予測因子・歩行自立度・脳卒中

当院回復期病棟脳卒中患者における歩行自立期間に与える
予測因子の検討
中田 農生 1)・石田 康成 1)・安原 教子 1)・石川 玲 2)
1)
医療法人芙蓉会村上病院
2)
弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻

目的

自立、重度群自立/重度群非自立の順に年齢71.1±

脳卒中患者における予後予測の重要性はガイドライン

11.5/78.4±12.4、55.3±11.3/75.6±10.2、FIM運動

にも示されており、当院でも先行研究にてFunctional

62.5±18.3/30.5±15.5、35.7±14.7/16.0±5.1、FIM

Independence Measure(以下FIM)や入院期間の予後予

認知30.7±6.8/21.1±10.0、29.5±7.8/12.2±8.6、日

測を行ってきたが、歩行自立者を対象とした詳細な分

数37.0±10.6/38.2±10.4、35.0±13.3/45.4±10.3で

析はさらなる検証が必要と考える。今回、当院回復期

あった。また歩行自立期間は重度群で147.7±29.8、

病棟を退院した歩行自立者を対象に歩行自立期間予

軽度群で48.3±26.4であった。

測、自立に影響を与える予測因子の検証と、麻痺が重

結果

度と軽度の群にて自立可否でどのような差がでるか比

重回帰分析はステップワイズ変数増減法にて統計処

較し当院の傾向を調査したので以下に報告する。

理を行った結果、FIM認知が棄却され、得られた回帰

方法

式は216.63+ FIM運動×(-1.00)+下肢BRS×(-17.35)
2

平成28年4月1日から令和2年3月31日までに当院回復

＋日数×0.90+年齢×(-0.64)で（自由度調整済みR ＝

期病棟を退院した脳梗塞、脳出血患者のうち、病前の

0.74、p<0.001）、各変数の標準化偏回帰係数は年齢

日常生活動作が自立していない、または入院中に状態

(-0.19)、FIM運動(-0.49)、下肢BRS(-0.43)、日数(0.24)

悪化した症例、高次脳機能障害が主症状の症例を除く

であった。重症度別でみた自立群と非自立群の比較で

236名(男性135名、女性101名)を対象とした。その内

は軽度群の日数のみ有意差が認められなかった。

退院時に歩行が自立した137名(男性85名、女性52名)

考察

について説明変数を年齢、下肢Brunnstrom recovery

歩行自立期間を予測する上でFIM運動、BRSなど運動機

stage（以下下肢BRS）、入棟時FIM運動項目(以下FIM

能が重要である点は散見される先行研究と同様の結果

運動）、入棟時FIM認知項目(以下FIM認知)、発症から

であった。年齢については、歩行自立となった重度群

回復期病棟入棟までの日数(以下日数)とし、目的変数

において歩行自立期間が長く年齢が若い傾向があった

を発症日から歩行自立までの期間(以下歩行自立期間)

ため、年齢が低いほど自立期間が長くなるという結果

とした重回帰分析を行った。また236名のうち下肢BRS

になったと思われる。日数については発症から早期に

Ⅰ、Ⅱ(歩行自立6名、非自立43名)を重度群、下肢BRS

介入するほど歩行自立期間を短縮できる可能性が示さ

Ⅴ、Ⅵ(歩行自立111名、非自立22名)を軽度群とし、

れ、軽度群の歩行自立・非自立間での比較で日数のみ

それぞれを歩行自立群、歩行非自立群に分け年齢、

有意差が得られなかった点からも、麻痺が重度の症例

FIM運動、FIM認知、日数の差をMann-Whitney Utest

においてはより早期から積極的な介入が歩行自立に重

を用いて比較した。統計処理はR2.8.1を用いた。

要であることが示唆された。研究限界としては重度群

対象者の属性は236名/自立者137名の順に年齢72.9±

の症例数が少なく重症度別での詳細な傾向を検証でき

11.8/69.8±11.6、FIM運動42.9±24.7/58.7±19.3、

ない点が挙げられ、今後の課題と考える。

FIM認知24.7±10.8/30.7±6.6、日数39.4±10.9/37.1
±10.6、下肢BRS4.2±1.5/4.9±1.0であった。
比較における対象者の属性は軽度群自立/軽度群非

説明と同意、および倫理
本研究は芙蓉会村上病院倫理委員会の承諾を得たうえ
でヘルシンキ宣言に準じ研究を開始した。
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キーワード：機能的電気刺激・下垂足・脳卒中

下垂足を呈した脳卒中片麻痺患者に対して機能的電気刺激を使用した
歩行練習を実施し歩行能力の改善を認めた1症例
安藤 琢郎・安倍 恭子・小野 修・齋藤 佑規・竹村 直
済生会山形済生病院
報告の焦点

償するために努力的に下肢を持ち上げるよう振り出し

脳卒中治療ガイドライン2015において、脳卒中患者

ていた。踵接地(HC)は観察されず全足底接地となり、

の下垂足に対する機能的電気刺激(以下FES)が勧められ

立脚中期でExtension Thrust Pattern(ETP)を呈してい

ているが、その持続効果は短いとされている(グレー

た。

ドB)。また、慢性期脳卒中患者に対してFESを使用し

介入方法と経過

た歩行練習を長期間実施した報告は少ない。今回、脳

理学療法は1日60分、内容はIVES STを使用しての装

出血により左片麻痺が残存し下垂足を呈した症例に対

具なし歩行練習を10分間、GSD装着下での屋外歩行練

し、Integrated Volitional control Electrical Stimulation

習、下肢ストレッチ、ステップ練習、下肢筋力トレー

sensor trigger mode(IVES ST)を使用した歩行練習を8

ニングを中心に行った。IVES STでは歩行センサーが

週間行い、歩行能力の改善を認めたため以下に報告す

Heel Offを検出して電気刺激が出力され、HCで出力が

る。

停止される。また、立ち上げ/立ち下げ時間を設定で

対象者紹介・理学療法評価

き、本症例では0.1〜0.4秒/0.7〜0.9秒とし歩容に応じ

症例は20歳代男性、診断名は脳動静脈奇形による左

て調整しながら練習を行った。介入後2週で下肢を持ち

後頭葉皮質下出血。脳ヘルニアにより右大脳脚がテン

上げるような努力的な振り出しは軽減され、HCが観察

ト切痕で障害されるカーノハン切痕を認め左片麻痺

されるようになった。6週で足部の引っかかりは見られ

が残存した。23病日リハビリテーション目的で当院

なくなり、立脚中期のETPも軽減した。8週で装具なし

へ転院。転院時下肢運動麻痺は、Stroke Impairment

での病棟内歩行が自立となった。

Assessment Set下肢運動項目(SIAS-M)にて3-2-0であっ

帰結評価

た。長下肢装具を使用した歩行練習を中心に行い、段

介入後8週 SIAS-M 5-5-4、ROM 0°、MAS 1+、

階的に短下肢装具へのカットダウンを進め、112病日

10mWT 7.8秒、TUG 9.0秒、6MWD(足部引っかかり回

にはGait Solution Design(GSD)装着下で病棟内歩行自立

数) 468m(0回)。

となった。しかし、装具なし歩行は下垂足を呈してい
たため、その改善に向け120病日よりIVES STを使用し
た歩行練習を開始した。介入開始時の評価は、SIAS-M
4-4-2、膝伸展位での足関節背屈可動域(ROM)0°、
Modified Ashworth Scale(MAS)足関節背屈1+、快適速
度での10m歩行時間(10mWT)14.6秒、Timed Up and
Go test (TUG)10.3秒、6分間歩行距離(6MWD)332mで
あった。また、6MWDでは歩行距離に加え足部の引っ
かかり回数も計測し6回であった。歩行評価は全て装具
なしで実施した。歩容は、麻痺側遊脚期で下垂足を代

考察
IVES STにより、足関節随意性の改善だけでなく、歩行
時の適切なタイミングでの筋活動が学習されたと考え
られる。それによりHCが生じヒールロッカーが機能し
やすくなることで、前方への推進力が得られ歩行能力
の改善が見られたと考えられる。

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、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。
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キーワード：橋梗塞・網様体脊髄路・股関節伸展位

橋梗塞の症例に対し、TSt時の股関節伸展位を意識し介入した症例
～2動作前型歩行獲得を目指して～
伊藤 大地・宇野 田実恵・寺崎 聡
みゆき会病院
報告の焦点

まで獲得に至った。介助方法としてはMst～Tst時の殿

今回はアテローム血栓性脳梗塞（橋底部）により右片

筋活動を坐骨を支持するようにしてアシストし実施し

麻痺を呈した症例を担当する機会を得た。高草木は

た。また、麻痺側下肢への荷重とTSt時の股関節伸展活

網様体脊髄路は歩行における全身の筋緊張レベルの調

動を促すようにした。

帰結評価

節、体幹・上下肢のアライメントの調節に関わるとし
ている。回復期リハビリ病棟入棟早期から段階的に装

最終評価時にはSIAS44点、BRSⅤ-Ⅴ-Ⅴ、MASハムス

具を活用した介助歩行にてTSt時の股関節伸展活位を促

トリングス1、mRS4，AFO装着歩行は4点杖、1本杖と

すなどし、２動作前型歩行の獲得を目指した。実際に

も2動作前型歩行でIC～Tstにおいて、膝折れの改善を

介入をした結果AFO装着下にて2動作前型でのT−cane

認めた。

歩行近位見守り歩行まで獲得に至った。

対象者紹介・理学療法評価

考察
梗塞部位が橋（毛様体）だったことから、網様体路障

70歳代女性。アテローム血栓性脳梗塞BAD Typeにて急

害における主に股関節伸筋群、体幹筋群の活動性低下

性期病院へ搬送され入院となる。X+28病日にリハビリ

により膝折れが生じたと考えた。そんため今回介入と

継続目的にて当院へ転院となる。転院時SIAS：38点、

してTSt時の股関節伸展活動を意識した介入を行った。

BRSⅡ-Ⅱ-Ⅱ、MASハムストリングス0、mRS5、最大

松山らは網様体脊髄路は姿勢の適応が逐次要求される

歩行能力はAFO装着にて4点杖歩行3動作揃え型介助歩

運動の際に筋緊張を適切なレベルに設定するために柔

行でIC～Mstにおいて、股関節屈曲、体幹屈曲を伴う

軟な制御作用を示す系であるとした。今回、歩行開始

膝折れを認めた。Mst～Tstにかけて膝折れの増強、麻

にあたって段階的な介入を行った。また徐々に歩行練

痺側体幹からの墜落を認めた。

習時の介助方法で股関節伸展活動を促したことで、先

介入方法と経過

行性姿勢制御が再学習された結果、網様体脊髄路が賦

転院直後は、静的立位姿勢において右膝折れを認めた

活され、特に右立脚期での股関節伸筋群の筋出力が改

ため歩行練習時にはAFOと膝装具を装着し、平行棒内

善したことが介助量軽減に繋がったと考える。

での3動作揃え方歩行から開始した。発症8週目にて膝

網様体脊髄路はCPGを駆動し歩行を誘発させる働き

折れが軽減が認められたため、AFO作成を依頼。平行

もあるため、今回の介入により、筋出力調整に加え

棒内では2動作前型での近位見守り歩行が可能となっ

CPGへの働きかけが歩行能力改善に影響したと考え

た。発症10週目にご本人様のAFOでの歩行練習を導

た。

説明と同意、および倫理

入。その際には4点杖使用にて2動作前型歩行を介助で
実施できるレベルとなった。また一本杖歩行練習は継

ご本人様並びにご家族様より書面にて説明と同意を得

続し、後方介助での独歩練習も導入した。最終的には

た

AFO装着下にて2動作前型でのT−cane歩行近位見守り
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キーワード：意識障害・感覚刺激・運動療法

重度意識障害患者に対する歩行トレーニングを中心とした
積極的運動療法による意識レベルの変化
高橋 克典 1)・坪井 宏幸 1)・小野 有里 2)・山口 史晃 1)・近藤 貴人 1)・鈴木 南巳 1)
米沢 勇悦 1)・佐藤 丈才 1)・西村 行秀 3)
1)
岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部
2)
岩手医科大学附属病院 看護部
3)
岩手医科大学 リハビリテーション医学科

目的

関節可動域運動など様々な刺激を与えた。検証期間は

意識障害患者に対してリハビリテーション（リハ）治

WT開始時からJCSが3になるまでとし、その期間のJCS

療は有効である。意識障害患者に対するリハ治療に関

と毎回のWT中の開眼時間を計測し、日々の開眼時間の

して、脳卒中治療ガイドライン2015では脳卒中患者

相関性はPearsonの相関係数を用いて分析した。

に対してリハ治療を可及的早期に開始することが強く

結果

勧められているが、座位や立位を行うにはJapan Coma

WT開始から18日目に安静時のJCSは3になった。WT

Scale（JCS）が1桁であることを条件づけている。こ

開始から17日間におけるWT中の日々の開眼時間は

のような条件は、JCS2桁以上の脳卒中患者や脳卒中以

WT開始日の開眼時間が131秒であったが、WT開始か

外の意識障害患者に座位や立位といったリハ治療を行

ら17日目の開眼時間は1965秒まで延長した。日々の

うことを困難とさせる。一方、重度意識障害患者の意

WT中の開眼時間は右肩上がりの有意な延長を示した

識レベルは端座位や立位をとることで改善することが

（r=0.78、p<0.001）。この期間、明らかな神経学的

報告されており（Moriki et al。 Open J Ther Rehabil

所見の増悪はなかった。

2013、Krewer et al。 PLoS One 2015）、以前より
我々は医学的に可能である患者に対しては全例、リハ
科医の診察を含む適切な医学的管理の下、医学的知
識を持ち、技術的に習熟した療法士による早期から
の高負荷・高頻度の積極的リハ治療（Physiatrist and
Registered therapist Operating Rehabilitation：PROr）
を実践している。しかし、我々の知る限り、重度意識
障害患者に対する積極的リハ治療の有効性や安全性を
検証した報告は見当たらない。そこで本発表の目的は
重度意識障害患者1症例に対する積極的なリハ治療によ
る意識レベルの変化を検証することである。

方法

考察
本症例の意識レベルはJCS200から17日間のWTを中心
とした積極的な運動療法によりJCS3まで改善し、日々
のWT時の開眼時間が経時的に延長した。開眼時間は理
学療法開始前の8日間に変化が見られなかったものの、
WTを中心とした積極的な運動療法を開始以降、大きく
改善を認めた。この結果は、経過だけでなくWTを中心
とした積極的な運動療法の効果と考える。リハ医療に
おける安全管理・推進のためのガイドライン第2版で
は意識障害の原因が明確であり、全身状態が安定して
いる場合はトレーニングを実施することを提案してい
る。一方、Krewerらは重度意識障害患者に対する起立

本症例は左前頭葉転移性脳腫瘍に対して開頭腫瘍摘出

の有効性を明らかにしたと同時に起立性低血圧が頻発

術が施行された40歳代女性である。術翌日の意識レベ

することも報告している。従って、重度意識障害患者

ルはJCS200であり、術後9日目から理学療法が開始と

の意識レベルを改善させるためには、PROrが有効な治

なったが、その時の意識レベルは術翌日と変化がない

療手段といえる。

状態であった。理学療法の内容はバイタルサインが安
定していること、神経学的所見の増悪がないことを確
認しながら端座位、立位、両側金属支柱付き長下肢装
具を用いた歩行トレーニング（WT）とすすめていき、
その他に、電動アシスト付き上下肢ペダリング運動や

説明と同意、および倫理
倫理的配慮として、ヘルシンキ宣言に則し患者及び家
族に対して本発表の旨を書面と口頭で説明し、同意を
得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-2-1

【 e-ポスター⑥ 基礎理学療法 】

キーワード：自動車運転・ペダル踏み換え動作・下腿回旋運動

自動車アクセルペダルおよびブレーキペダル踏み替え動作における
運動制御
～水平面における運動解析～
川上 真吾 1)・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 大学院

目的

ブレーキペダルを踏み込んで（以下、場面3）の停車

回復期リハビリテーション病棟の入院患者におい

（以下、場面4）である。一連の課題を対象者の上後方

て、自動車運転の再開を希望する症例は少なくない。

からビデオカメラ（CASIO、EXILIM）を用いて撮影し

生活水準や地域特性による影響を受けるが、社会へ復

た。ビデオデータはパーソナルコンピューターに取り

帰するうえで自動車を自ら運転できる意義は大きいの

込み、場面1から4を静止画像として切り出した。その

である。自動車運転については、ドライバーによる適

後、大腿軸および足部軸上において各々2点の座標を計

切な認知・予測・判断・操作を行う高次脳機能と、下

測し、各場面における大腿部の変位角および大腿軸と

肢によるアクセル・ブレーキペダル踏み替え動作およ

足部軸のなす角（下腿外旋角）を算出した。

び上肢によるハンドル等操作による複合的な運動機能

結果

により構成されている。今日の高齢者や有疾患者によ

踵を床面に接地した状態でペダル操作を行った者は

る運転事故に関しては、心疾患発症や睡眠時無呼吸症

7名（接地群）、非接地で行った者は2名であった。接

候群、薬物による居眠りのみならず、ペダルの踏み替

地群での大腿の変位角は場面1から4において0.1±0.0

え誤動作に伴う事故も多い。しかしながら、免許更新

度、3.5±1.5度、0.8±1.2度、0.9±0.5度であった。

や自動車運転再開に向けた公安委員会における評価で

下腿外旋角は1.1±2.6度、25.9±7.9度、0.7±3.5度、

は、運転操作に関する下肢機能を反映した評価項目が

0.9±2.2度であった。非接地群では大腿の変位角は場

少ないのが現状である。なかでも、ペダル踏み替え動

面1から4において0.0±0.0度、4.9±0.6度、0.2±0.2

作（以下、ペダル動作）では下腿回旋運動を中心とし

度、0.5±0.5度であった。下腿外旋角は0.0±0.0度、

たピボット制御が選択されていると推測しており、制

5.4±5.4度、3.6±3.6度、0.0±0.0度であった。

御の乱れがペダル誤操作の一要因となりうると考えて
いる。
以上より、本研究の目的はペダル動作における下腿
回旋運動を含めた水平面での下肢運動制御を明らかに
することである。

方法

考察
踵を床面に接地したピボット制御を行っていた者は
78％で大きな範囲の下腿回旋運動をともなっていたこ
とから、AT車におけるペダル操作において下腿回旋運
動制御が重要であることが明らかとなった。したがっ
て、下腿回旋運動機能が拘束条件となる場合には、ペ

対象は健常成人9名とした。水平面の運動制御を運動

ダル踏み替え誤動作を引き起こす可能性を考慮し、異

学的に分析するため、大腿軸（ASISと膝蓋骨中央を結

なるペダル踏み替え戦略への変更を検討する必要性が

んだ線）および足部軸（第2趾長軸）とし、各軸上には

ある。

テープを貼付した。課題は、病院敷地内での15mの自
動車運転（TOYOTA,Corolla filder：AT車）とした。す
なわち、ブレーキペダル（以下、場面1）からアクセル
ペダルに踏み替え（以下、場面2）、直進した後に再び

説明と同意、および倫理
本研究の内容については、対象者に対し書面を用いて
説明を行った後、同意をとって実施した。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-2-2

【 e-ポスター⑥ 基礎理学療法 】

キーワード：下肢機能軸・外側楔状足底板・バイオメカニクス

外側楔状足底板の装着が片脚立位時の下肢機能軸に及ぼす影響
羽場 俊広・岩月 宏泰
青森県立保健大学
目的
下肢機能軸（Mechanical Axis：以下MA）は股関節
中心と足関節中心を結ぶ線として定義される。MAは膝
OAにおける術前計画や機能的予後に利用されるが、片

定（対応あり）による条件間の比較、下肢荷重角と各
項目間でPearsonの積率相関係数を算出し、有意水準
5%未満を差ありとみなした。

結果

脚立位、歩行などの動作時に着目した報告や体幹との

級内相関係数ICC（1,1）は対照群0.92、楔群0.93で

関連性を述べた報告は少ない。本研究ではMAと姿勢制

あった。下肢荷重角は対照群6.33±0.93°、楔群6.26

御の関連性を明確にすることを目的に、①健常青年を

±1.17°であり差を認めなかった。体幹の角度、足角

対象に片脚立位時のMAが垂線と成す角度（以下、下肢

では骨盤回旋のみ差を認め、対照群-1.82±4.20°、楔

荷重角）の評価、②外側楔足底板の有無が片脚立位時

群-3.01±3.78°であった。外側楔状足底板による角

の下肢荷重角および体幹の角度に与える影響を調査し

度偏差は膝関節で0.55°外反（P=0.054）、足関節で

た。

1.23°外反（P=0.56）であった。下肢荷重角と骨盤傾

方法
対象は健常青年男性11名とした。通常の片脚立位
（対照群）と外側楔状足底板を使用した片脚立位（楔

斜との間には対照群-0.78、楔群-0.82と強い負の相関
を認めた。

考察

群）を各5回実施し、各施行で下肢荷重角、体幹の角

膝OA術後患者の下肢荷重角は、Krackow KA

度（体幹側屈、骨盤傾斜、骨盤回旋、骨盤前後傾）お

（1983）により約3°と報告されている。本研究で

よび足角を計測した。外側楔状足底板（12mm）はソ

は、約6.3°の被験者固有の値を示したため、個人の荷

フラウルファーOA（竹虎）を使用し、その効果を把

重機能の把握が可能であると推測された。また、骨盤

握するために膝関節および足関節の外反角（両群の角

傾斜と強い負の相関を認めたことはMAが姿勢制御に関

度偏差）を求めた。各関節角度は標点位置計測装置

連することを示唆しており、下肢荷重角の減少は支持

VICON MT（VICON社）を使用し、被験者の身体10か

側下肢の骨盤側方移動の制限に対する身体の代償運動

所（C7、左右のASISおよびPSIS、膝関節外側、足関節

（骨盤側屈）の結果として生じたと考える。また、下

内外果、踵骨、第2中足骨頭）の座標データをもとに算

肢荷重角に変化がみられなかった理由は足部の変化に

出した。サンプリング周波数100Hzはとし、股関節中

対する身体の姿勢制御（骨盤の回旋）により、下肢荷

心はHarrington（2007）の予測法により求め、足関節

重角が維持されたためと考える。一方で、足部の生体

中心は内外果の中点とした。片脚立位は両上肢を胸の

力学的変化が弱かった可能性も否定できず、MAと姿勢

前で組み、体幹と骨盤はできる限り正中を保つよう約5

制御の関連性を明確にするためには、更なる検討を要

秒間の保持を行った。片脚立位の開始と終了は床反力

する。

計OR-2000（AMTI社）を使用し、20Nを下限値として
判断した。片脚立位開始後1秒間は準備期とし、その後
の3秒間の平均値を代表値とした。
統計処理はIBM SPSS Statistics 26を使用し、正規性
の確認後、下肢荷重角の級内相関係数ICC（1,1）、t検

説明と同意、および倫理
全被験者に対して、文書及び口頭で本研究の趣旨を
説明し、文書で同意を得た。また、本研究は青森県
立保健大学倫理委員会の承認を得ている（承認番号：
19045）。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-2-3

【 e-ポスター⑥ 基礎理学療法 】

キーワード：脳血流反応・性格因子・乳児

乳児の表情を認知した時の脳血流反応と性格因子との関連
田邊 素子 1)・庭野 賀津子 2)
1)
東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科
2)
東北福祉大学教育学部教育学科
目的

外向性107.3、開放性106.6、調和性112.8、誠実性

少子化や家族構成の変遷により青年期に乳幼児と接す

100.7であった。性格因子の各得点と有意な相関が

る機会が、近年減少している。言語獲得以前の乳幼児

あった部位は、cry条件で、開放性と有意な負の相関

をリハ対象とする場合、外見等の表情から状態を瞬時

が、背外側前頭前野（DLPFC）と前頭極（FP）に該当

に判断することが求められる。乳児の表情の認知につ

する3箇所で認められた(Ch.29:ρ=-0.572、 Ch.35:ρ

いて、育児中の母親にて多く検討されているものの、

=-0.572、 Ch.38: ρ=-0.572；p<0.05)。non-cry条件で

青年期成人の乳児の表情認知については神経学的背景

は、調和性が前頭眼窩皮質（OFC）に該当する1箇所で

と心理学的特性を併せた検討は少ない。個人の性格特

負の相関が認められた（Ch.50: ρ=-0.586、 p<0.05)。

性を、神経症傾向、外向性、開放性、調和性、固執性

考察

の5つの因子で捉えるビッグ・ファイブ理論が、現在広

乳児の2種類の表情を課題とし青年期成人について脳

く使用されている。本研究では、乳児の表情認知時の

血流反応と性格因子の関連を検討した。乳児の啼泣場

大学生の脳血流反応について、性格因子との関連につ

面で、開放性と負の相関がみられた部位はDLPFCとFP

いて検討することを目的とした。

領域であり、ネガティブな情動に対し脳血流反応が低

方法

かった。DLPFCは扁桃体や帯状回など情動に関わる領

対象は、理学療法学専攻に所属する大学生16名で平均

域と線維連絡がある。FPは比較的高次な認知コント

年齢は21.2歳である。利き手は全員右利きである。脳

ロールを担っている。乳児の啼泣場面という負の感情

血流反応は、fNIRS（ETG-4000、 日立メディコ）を

に対し、開放性の高いものは、これらの領域で抑制的

使用し、課題提示時の前頭前皮質（PFC）領域の19箇

な脳反応を示したと考える。また、乳児の機嫌の良い

所のチャンネルを計測した。課題は、乳児の啼泣場面

場面では、調和性とOFCで負の相関があった。OFCは

（cry）、機嫌の良い場面（non-cry）の2条件について

報酬系の一部であり、報酬となる刺激では反応が高ま

20秒間のビデオクリップを提示した。fNIRS計測によ

る部位で知られている。機嫌が良い表情に対し、周囲

る脳血流反応指標を、OxyHb(mm/m)とし、各条件で3

との協調を求める調和性の高いものは、機嫌の良い表

回の値について加算平均を行い、課題時間中、最初の5

情について単純に報酬として反応せず抑制的であった

秒を除いた15秒間の平均値を算出し個人の代表値とし

可能性が考えられる。今回、乳児の2種類の表情につい

た。性格因子は、主要5因子性格検査（NEO-PI-R）を

て青年期成人では、DLPFC，FP，OFCの各領域では特

使用し、神経症傾向、調和性、外向性、開放性、固執

定の性格因子と関連して脳の反応性を低くする傾向が

性の5因子の得点を求めた。性格因子との関連を確認す

あることが示唆された。今後、経年的な変化や青年期

るため、cry、 non-cryそれぞれについて、PFC領域の

以外の対象での検討が必要と考える。

19個のチャンネルのOxyHb値と5つの性格因子得点の

【謝辞】本研究は、JSPS科研費（課題番

Speamanの相関分析を行った。いずれも有意水準5％

号:18K03072）の研究助成を受けたものです。

未満を統計学的有意とした。統計解析のソフトはIBM
SPSS Statistics 24.0(IBM Co。)を用いた

結果
NEO-PI-Rの各因子の平均点は、神経症傾向109.1、

説明と同意、および倫理
研究対象者には研究内容および研究参加の任意性につ
いて、十分に説明を行い書面にて参加の同意を得た。
本研究は東北福祉大学研究倫理委員会において審査さ
れ承認を得た。
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第 37 回東北理学療法学術大会
P06-2-4

【 e-ポスター⑥ 基礎理学療法 】

キーワード：立位・予測的姿勢制御・性差

立位での右上肢挙上に伴う予測的姿勢制御の性差に関する検討
木村 文佳
青森県立保健大学
目的

女間でAPA出現頻度に効果を認めなかった。先行時間

健常者が立位で上肢を挙上する際、上肢挙上によって

は、RtBFにおいて性別で有意な差を認めたが、LtES

生じる身体動揺を軽減するため、運動に先んじて抗

においては有意な差を認めなかった。単純反応条件で

重力筋の筋活動を高める機構がある。これは姿勢制

は、RtBFならびにLtESにおいて男女間でのAPA出現頻

御機構の一部であり、予測的姿勢制御（Anticipatory

度に効果を認め、RtBFでのAPA出現頻度は男性で高く

Postural Adjustments:以下APA）とみなされる。本研究

LtESでのAPA出現頻度は女性で高かった。先行時間は

はこのAPAに性差があるかを検討することを目的とし

自己ペース条件と同様の傾向を示し、RtBFにおいて女

た。

性よりも男性で先行時間が長かった。

考察

方法
被験者は、右利きの男性12名、女性11名の計23名で

立位での上肢挙上運動中の股関節角度や、発揮される

あった。上肢を体側におろし直立位をとらせた被験者

力によってRtBFの先行時間が変わり出現頻度が変化す

に右上肢を急速に90度前方挙上させ、到達後静止し

ることが報告されている。本研究において、RtBFの

復位するという運動課題を与えた。この運動課題を自

先行時間は男性で長く、単純反応条件でのRtBFのAPA

己ペース下と、8秒毎の聴覚信号に応じて行う単純反

出現頻度は女性よりも男性で多かった。したがって、

応条件下の2条件で各20回実施した。運動課題遂行時

本研究対象者において、立位での一側上肢挙上の際は

には、諸家の報告をもとに主動作筋である右三角筋

男女で異なる運動方略を選択していることが示唆され

（RtDA）と抗重力筋の右大腿二頭筋(RtBF)ならびに左

た。とりわけ、単純反応条件下では男性において股関

脊柱起立筋(LtES)を筋導出部位として表面筋電図を記

節伸展傾向が、女性においては脊椎伸展傾向が強くな

録した。主動作筋に先行して抗重力筋の筋活動が生じ

り、そのことが先行時間やAPA出現頻度に影響を与え

ていた場合をAPA出現と判定し、その活動時間を先行

ていると推察する。

時間として算出した。統計解析にはExcel統計2012を
2

説明と同意、および倫理

用い、APA出現頻度の性差についてはχ 検定、先行時

本研究は青森県立保健大学研究倫理委員会の承認（承

間の性差については対応のないT検定を実施した。

認番号：1815）を得、被験者には研究の主旨と内容を

結果
自己ペース条件では、RtBFならびにLtESにおいて男

説明した上で本人の自由意志による文書同意を得てか
ら実施した。
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キーワード：関節可動域測定・スマートフォンアプリケーション・信頼性

スマートフォンアプリケーションを用いた関節可動域測定の検討
武田 裕吾 1)・古川 勉寛 2)
1)
いわき湯本病院
2)
医療創生大学 健康医療科学部
目的
近年スマートフォン(以下、スマホ)の普及が進み、
数多くのアプリケーション(以下、アプリ)が開発され

t検定を行った。統計解析ソフトは(R-2.8.1)を用い有意
水準は5％とした。

結果

ている。その中には、傾斜角度を測定することができ

各関節における検者内信頼性は、東大式関節角度

るアプリが存在する。そこで今回、スマホアプリとし

計でICC(1,1)＝0.88～0.99、スマホアプリ角度計で

て組み込まれた傾斜角度計(以下、スマホアプリ角度

ICC(1,1)=0.70～0.98であった。検者間信頼性は、東大

計)に着目し、従来から使用されている東大式関節角度

式関節角度計でICC(2,1)＝0.88～0.98、スマホアプリ

計との比較検討を行い、その信頼性と測定時間につい

角度計でICC(2,1)＝0.74～0.98であった。測定時間は

て明らかにすることを目的とした。

東大式関節角度計で、伸展：16.4秒、外旋：19.6秒、

方法
対象者は検者A（臨床経験7年目の女性理学療法
士）、検者B（臨床経験6年目の男性理学療法士）、
検者C（臨床経験4年目の女性作業療法士）の3名と測

内旋19.3秒、スマホアプリ角度計で伸展：13.7秒、外
旋：14.9秒、内旋：15.1秒であった。各測定時間にお
いて有意な差を認めた(p＜0.01)。

考察

定される被検者8名である。被検者8名は、四肢・体

本研究において、従来からスタンダードとして使用

幹の筋骨格系および神経系に機能障害がない健常成人

されている東大式関節角度計と比較してもスマホア

（男性5名、女性3名）であり、平均年齢28.0±4.8歳

プリ角度計は遜色のない結果を示した。測定時間にお

であった。測定機器として角度計(東大式関節角度計：

いては、スマホアプリ角度計がわずかながらではある

直径60㎝酒井社製)、スマホアプリ角度計(スマホ：

が、早い測定をすることが可能であると明らかになっ

iPhoneⅩS Apple社製、アプリ：peAfe GbR開発iphone

た。東大式関節角度計は、片手で保持し、もう一方の

App、PROtractor)を使用した。スマホアプリ角度計

手で角度計のアームを基本軸と移動軸に合わせ調節を

の測定方法は測定したい面(基本軸上)にスマホを当て

行うが、スマホアプリ角度計は、基本軸の直線上の面

て、画面を一度タップするとゼロ設定が完了する。次

にスマホアプリ角度計を合わせることで起点の傾斜が

に、測定したいもう1つの面(移動軸上)にスマホを当て

測る。その後は、スマホを持ったまま他動的な関節の

て、再度画面をタップすると測定が終了し、画面上に

移動や固定を行う必要はなく、基本軸と移動軸からな

数値が表示される。測定部位は股関節内旋、外旋、伸

る支点に合わせることもなく、最終可動域での関節固

展とし、測定軸の設定は日本整形外科学会および日本

定後にもう一度スマホアプリ角度計を移動軸の直線上

リハビリテーション医学会による「関節可動域表示な

の面に合わせ画面上をタップするだけで測定が行える

らびに測定法」に準じて行った。各関節を東大式関節

ため、早い測定ができたと考えられる。スマホは携帯

角度計とスマホアプリ角度計を用いてそれぞれ3回、

性に優れ、さまざまなセンサーが搭載されているた

1°単位で角度を読み取り、測定機器と測定部位は無作

め、アプリを使用することで簡易的に測定が可能なた

為に選択して測定を行った。スタートの合図から角度

め、臨床現場での応用が期待できると考える。

を読み取るまでの時間を記録した。統計処理は、級内
相関係数(ICC)を用いて検者内信頼性(1,1)、検者間信頼
性(2,1)を求めた。両機器の測定時間を比較するために

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。
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キーワード：起立-歩行動作・動作スピード・流動性

起立-歩行動作における動作スピードの違いが姿勢に与える影響
加賀谷 弘・佐藤 努
福島医療生協わたり病院
目的

4,2°であり、膝関節屈曲角度では最大条件で79,6±

理学療法の中では基本動作における起立動作や歩行

8,5°、快適条件で65,1±12,5°、停止条件で50,6±

動作を評価および治療対象とすることが多く、これ

6,6°となった。両屈曲角度において、最大条件および

ら各々の動作の運動特性やバイオメカニクスは多く報

快適条件は停止条件と比べて有意に大きく、快適条件

告されている。一方、日常生活での合目的的活動にお

は停止条件と比較し有意に大きい結果となった。ICで

いては起立動作と歩行動作が単独に遂行される場面は

の股関節屈曲角度は最大条件で53,4±8,5°、快適条件

少なく、両者が連続的な動作として頻繁に行われてい

で42,4±7,3°、停止条件で35,9±5,2°となり、最大

る。先行研究では起立-歩行動作の運動パターンに関し

条件では快適条件および停止条件と比較して有意に屈

ての報告は散見される程度である。そこで今回は、比

曲角度が大きく、快適条件は停止条件と比べ有意に大

較的簡便に実施可能なビデオカメラを用いて、動作ス

きい結果であった。膝関節屈曲角度は最大条件で29,9

ピードの違いが起立-歩行動作における姿勢変化に及ぼ

±8,8°、快適条件で24,1±6,9°、停止条件で24,3±

す影響を明らかにすることを目的とした。

5,9°であり、最大条件は快適条件よりも有意に大きい

方法
対象は健常成人10名とした。動作課題としては、両
上肢を胸の前で組み膝関節屈曲90°の座位姿勢とし、

結果となった。足関節に関しては条件間で有意差はみ
られなかった。

考察

合図に従い、裸足で3m前方に歩行する課題とした。

起立-歩行動作の動作スピード変動においては、動作

動作速度は普段通りの速度で行う条件（以下、快適条

スピードが増すことにより、TOおよびICの股関節、膝

件）、最大速度で行う条件（以下、最大条件）、起立

関節の屈曲角度も同様に拡大する傾向を示した。これ

最終域において停止後に歩行を開始する条件（以下、

は、直立位に身体が達しない状態のまま、TOやICへ移

停止条件）の3条件とした。各条件ともに動作が円滑に

行し起立動作の途中から歩行動作へ転機されたため、

行えるよう練習したのちに測定した。測定方法は、対

股関節、膝関節の屈曲角度が増した状態より各位相の

象者の両側の肩峰、大転子、大腿外側上顆、外果、第5

関節運動が引き起こされたと思われる。また、先行研

中足骨頭部にマーカーを貼付し、矢状面からビデオカ

究において速い起立-歩行動作での重心移動に際し、滑

メラを用いて撮影し、画像解析ソフトImageJ（NIH）

らかな前方・上方移動を認めたと報告されており、本

を使用して、1歩目振り出し下肢の足趾離地（以下、

研究においても、動作スピードの変化によって流動的

TO）および1歩目振り出し下肢の踵接地（以下、IC）

な姿勢変化が示されたと考えられる。今後は対象者を

の股関節、膝関節、足関節の関節角度を算出した。統

増やすとともに高齢者との比較を行い運動パターンの

計学的解析は各条件の解析データを分散分析後、多重

特徴を検討する必要がある。

比較検定を行った。なお有意水準は5％未満とした。

結果
TOにおける股関節屈曲角度は最大条件で84,4±
13,6°、快適条件で66,0±13,6°、停止条件で24,0±

説明と同意、および倫理
本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、対象者に文書を
用いて口頭で説明を行い、同意が得られた方のみを対
象とした。
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学術機関誌投稿要領
投

1.

稿

規

定

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（日本理学療法士協会東北ブロック協議会）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．
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学術機関誌

執筆規定

〈投稿様式〉
下図のフローチャートに従って作業が進行します．

修正後再投稿
査読
依頼

投稿
著

編
集
部

者

投稿用
原 稿

投稿用原稿

１）

査読
編
集
部

査
読
者

書き直し修正依頼
または
採用決定通知

著

編
集
部

者

審査済
原 稿

審査済
原 稿

掲載用原稿

２）

電子
ジャーナル

校正

入稿
印
刷
所

印
刷
所

著
者

掲載用原稿

校正紙

W
e
b
登
載

会
員
機関誌

３）

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 33 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あます．
２．原稿を作成する際は文書作成ソフト(Microsoft Word)を使用し，1 枚につき 20 字×20 行のフォーマットで
A4 判用紙（原稿用紙を使用する必要はありません）で作成してください．下記の規定の原稿枚数(図・表・
写真の換算方法は後述します）を守ってください．
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．
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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．
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）
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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．
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．
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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．
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〈原稿送付時の注意〉
１．投稿原稿
E-mail の件名を「第 33 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 33 号の原稿締め切り日〉
投稿用原稿の締め切りは，令和 2 年 11 月 20（金）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 33 号の応募先・問い合わせ先〉
第 33 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 33 号担当 荻原久佳
TEL：0246-68-6203
FAX：0246-29-5105
E-mail：kikanshifukushima@gmail.com
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後援御芳名
山形県
山形市
山形県医師会
山形市医師会
一般社団法人山形県歯科医師会
一般社団法人山形県薬剤師会
公益社団法人山形県看護協会
一般社団法人山形県介護福祉士会
一般社団法人山形県社会福祉士会
一般社団法人山形県歯科衛生士会
公益社団法人山形県栄養士会
一般社団法人山形県作業療法士会
一般社団法人山形県言語聴覚士会
公立大学法人山形県立保健医療大学
学校法人諏訪学園山形医療技術専門学校

（順不同・敬称略）
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第 39 回東北理学療法学術大会のご案内

第３９回

大会テーマ

「社会的身体から理学療法を再考する」
～ハゥトゥ聞いても臨床変わらねっちゃや～

２０２１年
会

場

学術大会長

9 月11日 ・12 日
土

日

トークネットホール仙台
藤澤 宏幸（東北文化学園大学大学院）

主催：
（公社）日本理学療法士協会東北ブロック協議会

担当：
（一社）宮城県理学療法士会
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実行委員・協力委員
実行委員・協力委員
大

会

長  遠 藤  武 秀

副 大 会 長  丹 野  克 子
準 備 委 員 長  石 川  雅 樹
副準備委員長  福 田  守
事 務 局 長  中 野渡達 哉   財務部長   永 瀬外希 子  
総務部長   鈴 木栄三 郎 
経理部長   高 平  真 澄
広 報 局 長  鈴 木  健 太   広報部長   梅 津  幸 子
学 術 局 長  黒 田  昌 宏   演題部長   長 橋

明 誉

運 営 局 長  有 路  哲 也   編集部長   中 川 悠 介

【協力会員】
荒井 正志、荒川 悠太、加藤 直也、須藤 命、山口 純  
（五十音順・敬称略）
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東北ブロック協議会学術局
教育研修部主催研修会のお知らせ
【開催（Web 公開）日】2020 年 10 月 17 日～ 25 日
【開催場所】学会システム（Web）
【質問受付時間】2020 年 10 月 18 日			

11：30 ～ 12：00

【質問確認・回答時間】2020 年 10 月 18 日		

12：00 ～ 12：15

【テーマ】 「論文査読者の視点を学ぶ」
【講師】 伊橋光二

氏

福島県立医科大学 教授
伊橋光二先生 ご略歴
		

学歴（学位）

		

1976 年 (S51) 3 月 国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院卒業

		

1981 年 (S56) 3 月 法政大学卒業

		

1995 年 (H 7) 3 月 医学博士（東北大学

		

職歴

		

1976 年 (S51) 4 月 国立療養所村山病院

		

1979 年 (S54) 4 月 三愛会伊藤病院

		

1983 年 (S58) 4 月 信州大学医療技術短期大学部

		

1993 年 (H 5) 4 月 東北大学医学部

		

2000 年 (H12) 4 月 山形県立保健医療大学

		

2017 年 (H29) 4 月 福島県立医科大学

		

その他

		

2007 年 (H19) 6 月～ 2013 年 (H25)5 月 日本理学療法士協会学術誌部長・編集委員長

医 第 2734 号）
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東北ブロック協議会学術局教育研修部主催研修会
論文査読者の視点を学ぶ
福島県立医科大学

伊橋光二

福島県立医科大学 教授
私は第 33 回東北理学療法学術大会（2015 年）教育研修部研修会で「学術論文・学会発表演題の査読」というテー
マでお話しさせていただいています。今回「論文査読者の視点を学ぶ」というテーマをいただき、前回の内容を踏
まえながら、改めて学術論文の査読について考えたいと思います。
本研修会の参加者は機関誌「東北理学療法学」の査読や審査に携わっていただいている会員諸氏が中心と思いま
す。論文の査読依頼が届くと何が頭をよぎるでしょうか。「他人の論文の査読なんて時間を取られて面倒くさいだ
けだ」
、「これは自分の専門分野でないから引き受けられないな」あるいは「査読についてきちんと教わったことが
ないのに自分でよいのだろうか」などでしょうか。
査読 peer review 制度はロンドン王立協会（学会）Royal Society of London が刊行する最古の自然科学の学術誌
scientific journal である Philosophical Transactions がその最初とされています。創刊時（1665 年）の Secretary であっ
た Henry Oldenburg が Editor を務めて以来、Secretary が論文の採否を決定していたところ、投稿論文の専門範囲
の拡大と数の増加から困難となり、5 名で構成される編集委員会が、該当する専門分野の会員 peer に査読 review
を依頼する制度に 1752 年に変更したことが始まりとされています。つまり査読は専門学術誌への投稿論文の採否
を判断できるのは、同じ専門分野の会員であり、その査読をもとに判断することで専門性を高めていくことが重要
だとする考え方です。したがって、所属する学会から査読依頼があった場合は会員の責務と思って引き受ける姿勢
が必要と言えます。
一方、科学編集者評議会 Council of Science Editors の White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal
Publications (2018) では査読者の倫理的責任として、守秘義務 confidentiality、建設的批判 constructive critique、
適格性 competence、公平性・誠実性 impartiality and integrity、利益相反の開示 disclosure of conflict of interest、
および迅速な対応 timelines and responsiveness をあげています。したがって、査読依頼された論文が自身の専門
分野ではなく適切な判断が難しい場合（適格性）や重要な利益相反がある場合は辞退することも選択肢となります。
多くの養成施設、特に大学においては研究法に関する授業や卒業研究が行われています。研究方法論に関する書
籍も多く出版されています。しかし、査読については卒前教育では取り上げられることは無いと思われます。また、
査読の方法論について体系的に記述された教科書も少ないようです。一方、前述の科学編集者評議会などの編集者
団体や学会などの学術団体、出版社のウェブサイトなどに査読に関する情報が掲載されており参考になると思いま
す。また、学術誌に掲載された査読に関する解説論文も参考になります。例えば水島（2020）は査読で評価すべ
き項目として、正当性（正しい方法で実験され、解釈されているか）、論理性（主要な結論が論理的にサポートさ
れているか）
、新規性（主要な結論が新しいものであるか）、重要性（インパクトや興味深さ）、普遍性、倫理性を
あげて解説しています。
本研修会ではこれらを参考に、拙い経験も交えて私見を述べさせていただき、ご批判をいただければと考えてお
ります。
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プログラム・抄録集
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編集責任者：大会長 遠藤 武秀（済生会山形済生病院）
編集担当者：編集部長 中川 悠介（天童市民病院）
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