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　平成 27 年 8 月吉日

施設長  殿

       公益社団法人 日本理学療法士協会
       東北ブロック協議会
       会　長　　　渡　邉　好　孝
       第 33 回東北理学療法学術大会
       大会長 　　 三　浦　幸　一

第 33 回東北理学療法学術大会出張許可のお願いについて

謹啓　ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。

さて、この度下記により第 33 回東北理学療法学術大会を開催する運びとなりまし

た。

　つきましては、貴職員で 理学療法士　　　　　　 氏の学術大会出張に

つきまして、格段のご配慮を頂きますよう謹んでお願い申し上げます。　　　　　　　　　　

謹白

記

  会　期：平成 27 年 11 月 28 日 ( 土 ) ～ 11 月 29 日 ( 日 )

  会　場：仙台市民会館

    〒 980-0823 仙台市青葉区桜ヶ岡公園 4 番 1 号

    TEL 022-262-4721　　FAX 022-215-3950

  テーマ：「人を育み、つなぐ未来へ」

          以　上

      大会関連・連絡先 

      〒 983-0821 仙台市宮城野区岩切 1 丁目 12 番 1 号

      仙台東脳神経外科病院

       TEL：022-255-7117　 FAX：022-255-7760

        事務局長　　櫻 井　健 太 郎

　　　　　　　　　　　　    URL：http://congress.pt-tohoku-block.org/
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第33回東北理学療法学術大会
趣 意 書

テーマ「人を育み、つなぐ未来へ」
日本の理学療法士の数は世界でもトップクラスとなり、東北六県の会員数も 6 千人を越える勢いです。30 歳代まで

が占める割合は 8 割強という状況の中、理学療法士の世界には管理職も含めて、若いエネルギーが満ち溢れています。

このエネルギーのベクトルを「国民が安心して暮らせる社会」に求められる臨床能力や研究開発・問題解決能力の向

上に向けていくことが、理学療法士の将来の発展に大きく影響するといっても過言ではありません。

社会や国民からのニーズは時代により変化していきます。それらを敏感に感じ取り、実際に行動に移せる人材が国民

に信頼できる存在として認知されていくのではないでしょうか。そのためには多様化・高度化するニーズに対応する

ための専門的な知識・技術の習得やキャリアアップを如何に系統的に進め、質を高めていくことが重要となります。

そこから理学療法士の職域や対象となる疾患への新たなアプローチの可能性の拡大へとつなげていくことが理学療法

士の未来を育むことになると考えます。

また学問的な事柄に限らず、一人の人間として、社会人として、医療人としての理学療法士の心構えや円滑なコミュ

ニケーション能力の向上等、社会人として仕事をしていく上で必要な、ソーシャルスキルを身につけていくことも「社

会の中の理学療法士」の存在の基盤として必要な事です。

人を育む場は数多くありますが、いわゆる学術大会はその集大成といえます。もっと学びたい、向上したいという思

いは新人、中堅、ベテランを問わず誰もが持っている専門職としての資質の根幹を成すものです。今まで先人が積み

重ねてきた知識・技術、思いを次の世代へつなげ、さらに新しい展開へ結び付けていくことが、理学療法士の成長の

糧になると確信しています。

様々な形で「国民が安心して暮らせる社会」作りへ参加し、積極的に社会へ貢献し、国民の皆様と共に歩み、ともに

成長する理学療法士になりたいと考えています。

そこで本学術大会では国民が理学療法士を身近な存在として、信頼できる人材を育むことの必要性、重要性をテーマ

にした企画を準備いたしました。より専門性を高める手がかりとなるようなシンポジウム。様々な立場のシンポジス

トから研究に関する講演をいただき、研究を身近に感じて頂き、研究を始めるきっかけの場としたいと考えています。

また初めての試みとして「人を育む」というテーマに沿った演題発表形式として、企画段階から指導者のもと一緒に

進める「サポート演題」制度を設け共に育み、育まれる学術大会としたいと思います。また、前回仙台での学術大会

開催時には偶然にも災害をテーマにしたシンポジウムを開催いたしました。その当時の予測をはるかに超える東日本

大震災から5年を経て、我々の活動を振り返り、災害時における理学療法士の役割について考察していく場を設けます。

また、新たな分野への挑戦や理学療法のエビデンスを高めることなど、若きエネルギーが向かうべき未来へのヒント

となるような企画を用意し、参加してよかったと思えるような学術大会にしていきます。

市民公開講座として高血圧や糖尿病と並んで国民の多くが通院治療している腰痛症をテーマに取り上げました。正し

い体の使い方や予防法など最近の知識を解りやすく解説し、一般市民の皆様への社会貢献の一環として役立てればと

考えています。

　これから冬を迎える仙台の街は光のページェントで輝いていきます。今学会を機に木々に煌めく１つ１つのライト

の灯りのように東北の理学療法士達が輝き、未来へつなぐ大きな光のトンネルとなれば幸いです。

宮城県理学療法士会会員一同、心より皆様のご参加をお待ちしています。
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ご 挨 拶
第 33 回東北理学療法学術大会

大会長　三浦　幸一
　

　この度、第 33 回東北理学療法学術大会を平成 27 年 11 月 28 日（土）・29 日（日）、宮城県仙台市民会館

において開催する運びとなりました。開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。

　本学術大会のテーマは「人を育み、つなぐ未来へ」といたしました。

日本の理学療法士の数は世界でもトップクラスとなり、理学療法士の世界には若いエネルギーが満ち溢れて

います。このエネルギーのベクトルを「国民が安心して暮らせる社会」に求められる臨床能力や研究開発・

問題解決能力の向上に向けていくことが、理学療法士の将来の発展に大きく影響するといっても過言ではあ

りません。

　社会や国民からのニーズを敏感に感じ取り、対応できる人材が国民に信頼できる存在として認知されてい

くのではないでしょうか。そのためには多様化・高度化するニーズに対応するための専門的な知識・技術の

習得やキャリアアップを如何に系統的に進め、質を高めていくことが重要となります。そこから理学療法士

の職域や対象となる疾患への新たなアプローチの可能性の拡大へと繋げていくことが理学療法士の未来を育

むことになると考えます。

　人を育む場は数多くありますが、いわゆる学術大会はその集大成といえます。もっと学びたい、向上した

いという思いは新人、中堅、ベテランを問わず誰もが持っている専門職としての資質の根幹を成すものです。

今まで先人が積み重ねてきた知識・技術、思いを次の世代へつなげ、さらに新しい展開へ結び付けていくこ

とが、理学療法士の成長につながることと確信しています。

　本学会では若きエネルギーが向かうべき未来へのヒントとなるような企画を用意し、参加してよかったと

思えるような学術大会にしていきます。

宮城県理学療法士会会員一同、心より皆様のご参加をお待ちしています。
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諸会議のご案内
【　平成 27 年 11 月 27 日 ( 金 )　】

 ＊東北ブロック協議会　理事会
  仙台市民会館 2 階　第 3 会議室　13：00 ～ 16：00

 ＊東北ブロック協議会　学術局会議
  仙台市民会館 2 階　第 4 会議室　10：00 ～ 12：00

 ＊東北ブロック協議会　事務局中間会計監査
  仙台市民会館 2 階　第 3 会議室　10：00 ～ 11：00

 ＊東北ブロック協議会　生涯学習担当者会議
  仙台市民会館 2 階　第 4 会議室　13：00 ～ 16：00
　　
 ＊第 32 回東北理学療法学術大会会計監査
  仙台市民会館 2 階　第 3 会議室　11：00 ～ 12：00

【　平成 27 年 11 月 28 日 ( 土 )　】
 ＊東北ブロック協議会　東北理学療法学拡大編集会議
  仙台市民会館地下　視聴覚室　12：00 ～ 13：00
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大会日程（１日目）

18:40

18:50

19:00

17:30

セミナーⅢ（内部障害）

体と生活に変化を与える呼吸理学療法

講師：高橋仁美

司会：齋木しゅう子

セミナーⅣ（コミュニケーション）

理学療法士のアサーティブコミュニケーション

講師：福田裕子

司会：大場みゆき

17:40

17:50

18:00

18:10

18:20

18:30

16:20

セミナーⅠ（神経）

根拠に基づいた脳卒中理学療法

講師：阿部浩明

司会：村上賢一

セミナーⅡ（地域）

老化とフレイル

～早期発見と効果的介入をデータから考える～

講師：牧迫飛雄馬

司会：高橋一揮

16:30

16:40

16:50

17:00

17:10

17:20

口述発表Ⅳ

内部障害　座長：蛯名葉月

物療・教育　座長：横塚美恵子

ポスター発表Ⅱ

運動器Ⅰ　座長：鈴木博人

運動器Ⅱ　座長：石田水里

基礎Ⅰ　座長：川上真吾

生活環境支援Ⅰ　座長：相馬正之

生活環境支援Ⅱ　座長：赤塚清矢

14:50

15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

ポスター展示

15:50

14:00

14:10

14:20
表彰式

次期大会長挨拶
14:30

14:40

口述発表Ⅲ

生活支援　座長：荻原久佳

神経　座長：中江秀幸

16:00

16:10

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

11:40

11:50

ポスター展示

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

特別講演

これからの理学療法士像

～人間学を基礎とする教育の必要性～

講師：藤澤宏幸

司会：遠藤伸也

ポスター展示10:40

10:50

口述発表Ⅰ（運動器)

座長：鈴木誠

口述発表Ⅱ（基礎Ⅰ）

座長：小林武

ポスター発表Ⅰ

神経Ⅰ　座長：安倍恭子

神経Ⅱ　座長：高島悠次

神経Ⅲ　座長：添田健仁

内部障害Ⅰ　座長：竹内雅史

教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ　座長：田中結貴

11:00

11:10

11:20

11:30

9:30

9:40

9:50

10:00
開会式

10:10
大会長基調講演

人を育み、つなぐ未来へ

大会長：三浦幸一    司会：藤野隆喜

10:20

10:30

8:30

受付（8：30～）
8:40

8:50

9:00

モーニングセミナーⅠ（運動器）

運動器・スポーツ分野の介入理論

講師：鈴木智

司会：千葉渉 ポスター受付・貼付

機器展示

9:10

9:20

学術大会日程　第１日目

A会場 B会場 C会場

大ホール 小ホール 展示ホール
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大会日程（２日目）

8:30

受付（8：30～）
8:40

8:50

9:00

17:50

16:50

17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

16:00

16:10

16:20

16:30
閉会式

16:40

機器撤去

14:40

14:50

15:00

市民公開講座

腰痛のセルフケア

講師：伊藤俊一

司会：渡邉好孝

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

ポスター撤去

12:30

12:40

12:50

13:00

シンポジウムⅠ

脳卒中片麻痺者の歩行理学療法

～さまざまな介入視点から～

シンポジスト：関口雄介

シンポジスト：大鹿糠徹

シンポジスト：蔵品利江

コーディネーター：芝崎淳

シンポジウムⅡ

理学療法研究の「い・ろ・は」Part2

シンポジスト：伊橋光二

シンポジスト：関公輔

シンポジスト：平野雄三

コーディネーター：対馬栄輝

13:10

13:20

13:30

13:45

11:20
セミナーⅤ（運動器）

理学療法士だからできる

運動器リハビリテーション

～肩関節を中心に～

講師：村木孝行

司会：高村元章

セミナーⅥ（生活支援）

高齢者の理学療法

～転倒を予防する～

講師：山田実

司会：中江秀幸

ポスター展示

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

10:10

口述発表Ⅴ（動画）

座長：藤田俊文

口述発表Ⅵ（基礎Ⅱ）

座長：村上三四郎

ポスター発表Ⅲ

東日本大震災　座長：坪田朋子

県士会推薦　座長：中野渡達哉

10:20

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

モーニングセミナーⅡ（物理療法）

疼痛に対する物理療法

～適切な介入をするために

理学療法士が把握すべきエビデンス～

講師：庄本康治

司会：横塚美恵子

ポスター展示

機器展示

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

10:00

学術大会日程　第2日目

A会場 B会場 C会場

大ホール 小ホール 展示ホール
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会場への交通案内
	

  会場：仙台市民会館
	 	 	 〒 980-0823		宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園 4番 1号

	 	 	 TEL		022（262）4721　　FAX		022（215）3950

	 	 	 RL		http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/index1.html

	 ●	 地下鉄：勾当台公園駅下車	公園 2出口から徒歩 15 分

	 ●	 バ　ス：JR 仙台駅前 29 番乗り場から約 15 分

　　　　　		 	 定禅寺通経由交通局・大学病院前行き	仙台市民会館前下車

	 ●	 タクシー：JR 仙台駅より約 10 分

	 ●	 車：東北自動車道	仙台宮城 IC から約 10 分

●	 駐車場：台数に限りがございますので、公共交通	機関をご利用くださいますよう、お	

願いいたします
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会場案内図
仙台市民会館　 2F

総
合
受
付	

試
写
室	

Ａ 会場	  
（大ホール）	

クローク	

仙台市民会館　1F
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Ｂ 会場	  
（小ホール）	Ｃ 会場	  

（ポスター会場・機器展示）	

仙台市民会館 　B1
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参加者へのお知らせ
参加者へのお知らせ

 

会員は日本理学療法士協会会員証による会員証名・参加受付・ポイント管理を導入してお

ります。当日は会員証を忘れずにお持ちください。 

 

≪参加登録について≫ 

登録受付は事前登録と当日登録がございます。 

会員の皆様には事前参加登録を推奨しております。 

ネームカード（参加費領収証を兼ねた大会参加証）は参加当日、該当する受付にてお渡し

いたします。 

〇参加登録費 

日本理学療法士協会会員：

＜事前登録＞5,000円 

＜当日受付＞6,000円 

非会員： 

7,000円 

学生： 

1,000円 

１）当日参加登録は、現金支払いのみの取り扱いとなります。 

２）学生（理学療法士有資格者は除く）の方は学生証をご持参ください。受付にてご提示

がない場合は非会員の参加費をいただきますので、ご注意ください。 

３）市民公開講座のみの参加は無料となります。 

 

〇事前参加登録について（会員のみ） 

締切日：平成 27年 11月 6日（金） 

１）インターネットでのオンライン登録になります。詳細については当大会のホームペー

ジ（http://congress.pt-tohoku-block.org/）をご参照ください。 

２）参加当日、事前参加登録専用の受付窓口にて会員証とホームページの参加申込書を提

示し、受付をお済ませください。 

 

〇当日参加登録について 

１）会員の方は、登録参加登録専用の受付窓口にて会員証を提示し、参加費の支払い（現

金支払いのみ）及び受付をお済ませください。 

２）会員外・学生の方は、該当する受付にて参加費の支払い（現金支払いのみ）及び受付

をお済ませください。 

 

≪参加受付について≫ 

[受付場所]  1階	 エントランスホール 

[受付時間]  11月 28日（土）8：30 ～ 17：30 

  11月 29日（日） 8：30 ～ 13：00 
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	 会員は会員証による会員証明・参加受付・ポイント管理を導入しております。当日は会

員証を忘れずにお持ちください。 

	 受付の際、参加申込書に会員番号・氏名・所属を記入して提出していただきます。受付

を済ませた方にはネームプレート（参加費領収書を兼ねた大会参加証）とネームホルダー

をお渡しします。混雑が予想されますので、早めの受付をお願いいたします。 

 

≪履修ポイント≫ 

	 受付で会員証をかざすことにより、履修ポイントが自動管理されます。マイページへの

反映は大会終了後となります。新人教育プログラム履修中の方は、ポイント認定対象セミ

ナー会場入口にポイント登録用受付を設置致します。ポイント認定をご希望の方は、必ず

会員カードにて登録を行って下さい。 

	 認定は 1日 1単位のみ可能です（セミナーⅡ：新プロ C-5、セミナーⅥ：新プロ C-4）。 

	 受講当日中に登録を行わなかった場合、無効となる場合がございますのでご注意くださ

い。 

 

≪その他≫ 

クローク 

[場	 	 	 	 所]  2階 

[お預かり時間]  11月 28日（土）	 8：30 ～ 19：00 

               11月 29日（日）	 8：30 ～ 17：00 

参加受付後にご利用ください。 

貴重品やパソコン等の機器類はお預かりできませんのでご了承ください。 

 

≪会場内での留意事項≫ 

	 会場内では、必ずネームカードの入ったホルダーを首から下げ、確認できるようにして

ください。ネームカードが確認できない方の入場はお断りさせていただく場合がございま

す。 

会場内でのお尋ねやお呼び出しは受付にてお受けいたします。緊急性・公共性がある内容

のお呼び出しは、会場内のプロジェクターにてお知らせいたします。 

携帯電話やスマートホンは会場内では電源をお切りになるか、マナーモードに設定してく

ださい。通話はご遠慮ください。会場内での録音、カメラ、ビデオ撮影等はお断りいたし

ます。 
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演題発表要領

 

≪口述発表について≫ 

 

〇座長へのお願い 

１．座長は当該セッション開始時刻の 20分前までに１階エントランスホールの「受付」に

設置した「座長受付」で受付を済ませてください。また、10 分前までに「次座長席」にお

つきください。 

２．担当セッションの進行に関してはすべて座長に一任いたします。必ず予定時間内に終

了するようにご留意ください。口述発表は 1演題につき 10分（発表 7分・質疑 3分）の時

間を設定しています。 

 

〇演者へのお願い 

１．演者は、当該セッション開始時刻の 20分前までに 1階エントランスホールに設置した

「スライド受付」で受付を済ませてください。また、10 分前までには「次演者席」にお着

きください。 

２．スライドはMicrosoft Power Point 2003-2010を準備しております。当日、スライドは

USBメモリーでお待ちください。 

３．持ち込むデータは必ず事前にウイルススキャンを行ってください。 

４．データを作成した PC以外で、正常に動作するか、事前にご確認ください。 

５．口述発表の時間は、1演題 7分以内です。時間の合図として 1分前にベルを 1回、7分

経過しましたら 2回鳴らします。時間厳守にご協力ください。 

６．パソコンの操作は演者自身が行ってください。不都合な場合は係が行いますので、お

申し出ください。 

 

≪ポスター発表について≫ 

 

	 発表形式は演者による発表時間を設けず、自由討論（フリーディスカッション）としま

す。演者は指定された時間（60 分間）にポスターの前に待機し、フロアで質疑応答を行っ

てください。座長を設け、コーディネーションしていただきます。 

〇座長へのお願い 

１．座長は当該セッション開始時刻の 20分前までに１階エントランスホールの「受付」に

設置した「座長受付」で受付を済ませてください。また、10 分前までにポスター会場へお

越しください。 

２．座長はセッション終了予定時間に演者へ終了を促してください。 

 

演題発表要領
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〇演者へのお願い 

１．演者は必ず「総合受付」にて参加受付を済ませ、下記の時間帯にポスターの貼付け、

撤去を各自行ってください。 

・ポスター貼付け	 	 11月 28日（土）	  9：00 ～ 10：30 

・ポスター撤去	 	 	 11月 29日（日）	 14：30 ～ 15：30 

なお、時間内に撤去されないものについては、廃棄させていただきますのでご了承くださ

い。 

２．演者は、当該セッション開始時刻の 20分前までにポスター会場において自分のパネル

にポスターの掲示を終了し、10 分前には各自のポスターの前で待機してください、座長が

演者確認を行います。 

３．ポスター掲示には、ポスターパネルを用意いたします。掲示は、パネル横 90cm×縦

180cm の範囲とします。パネル左上に演題番号を大会側で用意いたします。その右側に横

70cm×縦 20cmのサイズで、演題タイトル・演者名・所属を表記してください。 

４．ポスターはあらかじめ指定された時間内に、指定された場所（ご自身の演題番号のパ

ネル）に貼付し、発表後も指定された時間内に撤去して必ず各自でお持ち帰りください。 
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学術機関誌への投稿にあたって
学術機関誌への投稿にあたって

〈投稿要綱〉 

	 東北理学療法学では第 18 号より査読回数が 2 回から 3 回に変更となりました．発刊までの過程は，下

図のようなフローチャートに従って作業が進行します．	 

	 

	 
	 

1)	 投稿用原稿１）について（上図フローチャート参照）	 

投稿しようとする場合は，以下に示す執筆方法に注意しながら，「投稿用原稿」を作成して下さい．投

稿用原稿送付時には原稿のデータを E-mail で送信して下さい．E-mail で送信できない場合は，印字さ

れた原稿と共に原稿のデータが保存されているコンパクトディスク（CD）等を郵送してください．	 

投稿された論文は編集部を通じて 2 名の査読者に送付され，4 週間程度で第 1 回目の査読が行われま

す．査読を受けた原稿（審査済原稿）２）は，編集部にて採用，一部修正，修正，不採用を決定します．

修正が必要な場合は一旦著者に返送され，書き直し修正の依頼が行われます（3 週間程度）．その後，第

2 回目の査読（１週間程度）が行われ，必要な場合は著者に再修正の依頼を行います（1 週間程度）．第

3 回目の査読（１週間程度）を経た結果をもとに，編集部にて最終的な採用，不採用を決定します．	 

2)	 掲載用原稿３）について（上図フローチャート参照）	 

	 採用の決まった著者は，編集部宛に「掲載用原稿」を原稿のデータを E-mail で提出して下さい．必要

に応じて，印字された原稿と共に CD 等をあわせて送付するよう依頼する場合がございます． 

 

〈執筆規定〉	 

１.	 	 記事の種類は，研究論文，症例研究，短報，その他の編集区分を表紙の左上に明記して下さい．	 

1)研究論文：新規性および独創性があり、明確な結論を示した論文.	 

2)症例研究：症例の臨床的問題や治療効果について科学的に研究を行い、考察を行った論文.	 

3)短	 	 報：研究速報・略報として簡潔に記載された短い研究論文.	 

4)そ	 の	 他：総説、症例報告、実践報告など編集委員会で掲載が適切と判断された論文および記事

（なお、症例報告とは症例の治療および経過などに論理的に提示し、考察を行ったもの。実践報告	 	 	 

とは、理学療法研究、・教育・臨床等の実践の中で、新たな工夫や介入、結果等について具体的か	 

つ客観的に情報提示し、その内容が有益と判断されたもの）	 

また編集部から区分変更のお願いをする場合もありあます．	 

２．原稿を作成する際はワープロを使用し，1 枚につき 20 字×20 行のフォーマットで A4 版用紙（原稿

用紙を使用する必要はありません）で作成して下さい．	 

原稿の規定枚数に関し、電子ジャーナル化に伴い、東北理学療法学第 28 号より原稿の規定文字

分量を増やす方向で調整しております。詳しくは、第 33 回東北理学療法学術大会終了後（平成 27

年度第 2 回東北ブロック協議会理事会終了後）、東北ブロック協議会ホームページ、ならびに学会

会期中に文書にて周知いたします．	 

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	 

ないで下さい．本文余白（上下左右 20～30mm 程度）には必ずページ番号を振って下さい．	 

３．原稿は印刷の薄れやカスレのないように注意し，はっきりと明瞭なものを提出して下さい．	 
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４．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 字程度に記載して下さい．本文とは別に，A4 版用紙 1 枚に作成して下さい．本文との書

式は統一する必要はありません．	 

５．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下さい．	 

2）キーワードはなるべく和語で５個以内を厳守して下さい．各キーワード間はセミコロン（；）で区

切って下さい．	 

	 	 	 	 （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下さい．	 

６．表紙には，最初に和文による論文名及び著者名を記載して下さい．その次に，和文による著者の所

属と職名，英文による著者名・職名・所属の順で記載して下さい．	 

	 	 また，表紙の末尾には，表紙枚数，要旨及び Key	 words の枚数，本文枚数，図の枚数，表の枚数，

さらに，写真を使用する際は写真の枚数を記載して下さい．	 

７．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下さい． 

 

〈図・表・写真について〉	 

１．図表及び写真は，「原図使用」あるいは「原表使用」の指定がない場合は原則としてトレース作図あ

るいは作成し直すことになります．「原図使用」あるいは「原表使用」の指定がある場合はそのま

ま製版しますので，縮小しても線があまり細くならないように配慮して，鮮明にかつ適切にトリミ

ングして下さい．	 

２．図表及び写真の大きさは，原則として以下の 3 種類とします．	 

2 段組で書かれた本文中に割り付ける際に，どのサイズを希望するか，余白または裏に鉛筆書き等

で割り付け希望サイズ（1 頁大，1/2 頁大，1/4 頁大）を明記して下さい．本文とあわせて総ページ

数を超えないように注意して下さい．	 

1）1 頁大：文字数換算で 1,600 字程度（400 字詰め原稿用紙 4 枚相当）	 

	 	 	 刷り上がりで 1 頁分のスペースを要するサイズ	 

2）1/2 頁大：文字数換算で 800 字程度（400 字詰め原稿用紙 2 枚相当）	 

	 	 	 刷り上がりで 1 頁の上半分のスペースを要するサイズ，または，横幅が 1 頁の横半分（左右どちら

かの 1 段分）のスペースを要するサイズ	 

3）1/4 頁大：文字数換算で 400 字程度（400 字詰め原稿用紙 1 枚相当）	 

	 	 	 刷り上がりで 1/2 頁大のさらに半分のスペースを要するサイズで，横幅が 1 頁の左右のどちらか横

半分以内のもの	 

３．A4 版用紙に 1 枚ずつ図、表を作成して下さい．E-mail で送信する場合は、図、表を 1 枚ずつ添付フ

ァイルにせず、Word や Excel にまとめ、図、表のタイトルを記載してください．郵送で原稿を提出

する場合，糊付けは乾燥後の歪み・反りを防ぐため，必ずスプレー糊やスティック糊を用いて下さ

い．写真は，製版時に剥がせるように両面テープ等で仮止めして下さい．写真について，トリミン

グが必要な場合には，あらかじめ適切な大きさにカットしておくか，貼りつけた用紙の上からトレ

ーシングペーパーをかぶせ，トリミングラインを記載して下さい．折れやすいものには厚紙等を使

用し，台紙を添えるなど保護に努めるよう心がけて下さい．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」と朱書きして下さい．	 

４．図表及び写真には図 1，図 2，あるいは表 1，表 2，のようにそれぞれ番号を付けて，必ず見出し(表

題)を付け，説明文が必要な場合は図表の下に添付して下さい．図の見出しは図下に，表の見出しは

表上に付けて下さい．おのおの欄外あるいは裏に掲載時の希望のサイズを明記し，本文と別にして

一括して原稿の末尾に添えて下さい．	 

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）のように記述して下さい．	 

６．なお，写真はモノクロ・キャビネ版の鮮明なものが最適ですが，カラー写真のままでも結構です．

また画像は、画質のサイズ変更せず、最適な画質のものを用いて図の作成をして下さい．WordやExcel



192015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

〈その他の留意事項〉	 

１．提出原稿及び CD 等は，採否に関わらず原則として返却致しません．提出論文のコピーを必ず手元に

保存しておいて下さい．	 

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下さい．校正の途中で，文章や図・表・

写真を変更することは認められません．	 

３．校正の途中で表題や共著者名等，目次に関わりのある部分を変更することは避けて下さい．やむを

得ず変更する場合は編集部内の各号の担当者へお知らせ願います．	 

４．本誌に掲載された論文の著作権は，日本理学療法士協会東北ブロック協議会に属することをご了承

下さい．	 

 

〈原稿送付時の注意〉	 

１．投稿原稿	 

1）E-mail で提出する場合，タイトルを「第 28 号投稿用原稿在中」として下さい．作成したソフト名，

ファイル名を記載してください．編集部でファイルを開くことが出来ないときは，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．また複数枚、数種類の原稿を送付する場合がありますが、

できるだけ集約し、必要最小限のファイル数で送信して下さい．	 

2)郵送で原稿を送付する場合，原稿 3 部（うち 2 部は著者名，所属を空欄にしてコピー）と CD 等を，

封筒に「第 28 号投稿用原稿在中」と朱記し，「簡易書留」にてお送り下さい．可能なら表紙，要旨，

キーワード，本文をテキスト形式に落としたものも保存し，ラベルに著者名，タイトル，使用した

ソフト名，ファイル名を明記して下さい．封筒には，投稿者の所属，連絡先住所，氏名，電話番号，

FAX 番号，メールアドレスを必ず明記して下さい．何らかの理由で連絡を取り合う場合，原則，メ

ールにて連絡しますので，メールアドレスは必ず記載して下さい（携帯メール不可）．	 

3）郵送の場合は，査読済原稿を投稿者に返送するため，宛名を書いた返信用封筒（角形 2 号）に，通

常料金（250 円）と簡易書留料金（310 円）分，合計 560 円分の切手を貼って必ず同封して下さい．

電子メールの場合，切手等は必要ありません．	 

２．修正済み原稿	 

上記の投稿原稿と同様の方法で送付願います．（原則、E メールでの送付として下さい）	 

原稿を修正した場合は，査読者へのコメント文書と修正した点や修正しない場合はその理由を箇条

書きにした文書を添付（同封）して下さい．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下さい．	 

３．掲載原稿（原則、E メールでの送付として下さい）	 

郵送の場合，掲載原稿 2 部（1 部はコピー可）と CD 等を簡易書留にて送付下さい．  

 

〈第 28 号の原稿締め切り日〉	 

	 	 投稿用原稿の締め切りは，平成 27 年 12 月 29 日（火）（郵送の場合は消印有効）とします．締め切

りを過ぎた原稿は受け付けられませんのでご了承願います．	 

 

〈第 28 号の応募先・問い合わせ先〉	 

第 28 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下さい．	 

	 

〒990-9585	 山形県山形市飯田西 2-2-2	 	 	 	 	 

山形大学医学部附属病院	 リハビリテーション部	 

（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 28 号担当	 石川	 雅樹	 

TEL：023-628-5718	 	 	 	 	 	 	 	 
FAX：023-628-5719	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

E-mail：touhokupt@gmail.com	 
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大会企画プログラム

大会長基調講演
テーマ：人を育み、つなぐ未来へ
	 講師：		三浦幸一		 国立病院機構宮城病院

	 司会：		藤野隆喜		 東北労災病院

特別講演
テーマ： これからの理学療法士像 
  - 人間学を基礎とする教育の必要性 -
	 講師：		藤澤宏幸		 東北文化学園大学

	 司会：		遠藤伸也		 齋藤病院

セミナーⅠ：神経
テーマ： 根拠に基づいた脳卒中理学療法
	 講師：		阿部浩明		 広南病院

	 司会：		村上賢一		 東北文化学園大学

セミナーⅡ：地域（フレイル）
テーマ： 老化とフレイル
   - 早期発見と効果的介入をデータから考える -
	 講師：		牧迫飛雄馬		 国立長寿医療研究センター

	 司会：		高橋一揮		 東北文化学園大学
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セミナーⅢ：内部障害
テーマ： 体と生活に変化を与える呼吸理学療法
	 講師：		高橋仁美		 市立秋田病院

	 司会：		斉木しゅう子		 東北福祉大学

セミナーⅣ：コミュニケーション
テーマ： 理学療法士のアサーティブコミュニケーション
	 講師：		福田裕子		 エンパワーメントスクールソレイユ

	 司会：		大場みゆき		 中通総合病院

セミナーⅤ：運動器
テーマ： 理学療法士だからできる運動器リハビリテーション 
  - 肩関節を中心に -
	 講師：		村木孝行		 東北大学病院

	 司会：		高村元章		 東北福祉大学

セミナーⅥ：生活支援
テーマ：  高齢者理学療法 - 転倒を予防する -
	 講師：		山田実	 	 筑波大学

	 司会：		中江秀幸		 東北福祉大学

モーニングセミナーⅠ：運動器・スポーツ
テーマ：  運動器・スポーツ分野の介入理論
	 講師：		鈴木智	 	 船橋整形外科

	 司会：		千葉渉			 松田病院
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モーニングセミナーⅡ：物理療法
テーマ：  疼痛に対する物理療法
　- 適切な介入をするために 理学療法士が把握すべきエビデンス -
	 講師：		庄本康治		 畿央大学

	 司会：		横塚美恵子		 東北文化学園大学

シンポジウムⅠ：理学療法介入（脳卒中）
テーマ：  脳卒中片麻痺者の歩行理学療法 
  - さまざまな介入視点から -
	 シンポジスト：		 関口雄介		 東北大学病院

	 シンポジスト：		 大鹿糠徹		 広南病院

	 シンポジスト：		 蔵品利江		 一般財団法人脳神経疾患研究所	総合南東北病院

	 コーディネーター：		 芝崎淳	 	 社会医療法人将道会総合南東北病院

シンポジウムⅡ：理学療法研究
テーマ：  理学療法研究の「い・ろ・は」Ｐａｒｔ 2
	 シンポジスト：		 伊橋光二		 山形県立保健医療大学

	 シンポジスト：		 関公輔	 	 岩手リハビリテーションセンター

	 シンポジスト：		 平野雄三		 春日リハビリテーションセンター

	 コーディネーター：		 対馬栄輝		 弘前大学

市民公開講座：腰痛
テーマ：  腰痛のセルフケア
	 講師：		伊藤俊一		 北海道千歳リハビリテーション学院

	 司会：		渡邉好孝		 松田病院
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大会長基調講演

Profile

三浦　幸一

【現職】

独立行政法人　国立病院機構　宮城病院
  リハビリテーション科　理学療法士長

【学歴】

昭和 59 年 国立仙台病院附属リハビリテーション学院　理学療法学科卒業

【職歴】
昭和 59 年 国立療養所　西多賀病院　理学診療科勤務
平成 13 年 国立療養所　宮城病院　リハビリテーション科　運動療法主任
平成 15 年 国立療養所　山形病院　リハビリテーション科　理学療法士長
平成 18 年 国立病院機構　西多賀病院
平成 21 年 国立病院機構　仙台医療センター
 国立病院機構　北海道東北ブロック事務所　理学作業療法専門職併任

【社会活動】

平成 19 年～ 宮城県理学療法士会　副会長
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大会長基調講演（抄録）
「人を育み、つなぐ未来へ」

   三浦　幸一 
	 	 	 独立行政法人　国立病院機構　宮城病院

	 	 	 リハビリテーション科　理学療法士長

①増え続ける理学療法士の現状

　平成 25 年 4 月時点で日本理学療法士協会の会員は約 9 万 5 千名であり、その平均年齢は 32 歳前後

となっている。急激な理学療法士の増加に伴い専門職としての質が問われる時代となっている。

　

②臨床での現状

　患者さんが入院してリハビリテーションを受けると、急性期、回復期、地域包括ケア病棟、介護老人

保健施設、在宅リハ、デイケアなど、一人の患者さんに関わる理学療法士は３～５人になる。作業療法

士や言語聴覚士を含めると関わるセラピストの数はその 2 倍、3 倍になるのである。当然ながら新人や

ベテランなど様々な年齢や経験、個性を持った理学療法士が関わることになる。治療を受ける患者さん

が提供される理学療法の内容や質の差を感じることの無いように我々は努力を怠ってはならない。

また当然ながら一般常識や礼儀など社会の中の一個人として評価されていることも忘れてはならない。

　

③理学療法士全体の現状

　質の問題は、若い理学療法士だけの問題としてとらえられがちだが、ベテランといわれる理学療法士

たちに目を向けてみるとどうだろうか？ 

　日々の臨床における新たな知識や技術の習得はもとより、地域包括ケアシステム、介護予防、国政へ

の参加、法改正など私たちの周りには様々な課題が山積しており、その変化に追いついていくための努

力求められている。

④人を育むという事

　人を育むということは、同時に自分も一緒に成長していくことである。それにより理学療法士全体の

質が上がり、社会に貢献できることと言える。

　以上の現状をふまえ、基調講演では人を育む立場、育まれる立場が共に未来を考えていくための糸口

を提示したい。
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特別公演

Profile

藤澤　宏幸
【現職】
東北文化学園大学医療福祉学部学部長
東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻
教授

【学歴】
昭和 63 年	北海道大学医療技術短期大学部理学療法学科卒

　　　　　理学療法士免許取得
平成  6  年 室蘭工業大学情報工学科卒業　学士（工学）
平成  8  年 室蘭工業大学博士前期課程生産情報システム工学専攻修了　修士（工学）
平成 11 年 室蘭工業大学博士後期課程生産情報システム工学専攻修了　博士（工学）

【職歴】
昭和 63 年 厚生団登別厚生年金病院勤務
平成  2  年 北海道大学医学部附属登別分院勤務
平成 11 年 東北文化学園大学医療福祉学部助教授
平成 18 年 東北文化学園大学医療福祉学部教授
平成 18 年 東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻教授

【学会活動】
日本理学療法士協会、日本体力医学会、日本温泉気候物理医学会
日本ＭＥ学会、日本リハビリテーション医学会、日本バイオメカニズム学会

【主要著書】
計測法入門（共著）、協同医書出版、2001 年
運動学実習（共著）、医歯薬出版、2006 年
理学療法事典（共著）、医学書院、2006 年
評価から治療手技の選択［中枢神経疾患編］（共著）、文光堂、2006 年
運動療法学―障害別アプローチの理論と実際（共著）、文光堂、2008 年
観察による運動動作分析演習ノート（共著）、医歯薬出版、2009 年
続障害別ケースで学ぶ理学療法臨床思考 . CBL で考え、学ぶ（共著）、文光堂、2009 年　
理学療法評価学テキスト（循環・代謝機能評価）（共著）、南江堂、2010 年
運動学テキスト（姿勢制御機構とその異常）（共著）、南江堂、2010 年
ヒトはなぜ坐れるのか？―比較形態学からみた身体運動と姿勢の再発見（単著）、北樹出版、2011 年
日常生活活動の分析－身体運動学的アプローチ－（編著）、医歯薬出版、2012 年

標準理学療法学―病態運動学（共著）、医学書院、2014 年
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特別講演
「これからの理学療法士像―人間学を基礎とする教育の必要性」

藤澤　宏幸
東北文化学園大学医療福祉学部

　理学療法士の資格を得て、臨床にはじめて立った時の緊張感は今も忘れることができない。その頃を振り返
ると、他者の人生に寄り添い、生きることの喜びと苦悩を分かち合いたいと願っていた若き日の思いが蘇る。
しかしながら、他者の人生に寄り添うことは言葉でいうほど簡単ではない。『生きるとは何か』と苦悶する人を
前に、理学療法士として何が出来るのかを思い悩む日々でもあった。そのような時、いくつかの出会いが私に
人間学的視点の大切さを教えてくれたのである。「理学療法は人間学である」との確信が、私に理学療法士を続
ける力を与えてくれた。
　さて、理学療法を実践する際には、しっかりとした哲学をもってあたることが必要である。私は医療倫理学
を参考にして理学療法の枠組みモデルを提案し、社会モデルからの要求に応えることを試みている。ここでい
う理学療法モデルとは、医療倫理の四原則をもとに、原則論を骨格として手順論と物語論が調和するように考
えるものであり、手順論が治療学としての理学療法に、物語論は対象者の人生・価値観にあたる。米国型の医
療倫理の四原則としては自律尊重、無害性、恩恵、正義があげられ、それぞれ「自己決定権の尊重」、「患者にとっ
て危害となるようなことはすべきではない」、「患者にとって恩恵となることはすべきだ」、「公平と公正」の意
味を持つ。一方、手順論と物語論は、カントの人間学でいう生物学的人間学と実践的人間学に相当する。すな
わち、人には命を維持するための生理学的な側面と、社会に生きる人間としての側面があるということである。
我々は、理学療法を実践するにあたって、科学的な治療法を提供するのみならず、対象者の人生の文脈に対し
ても配慮することを忘れてはならないのである。また、その一方で手順論においては、推論モデル、障害モデ
ルなどの科学的な理論構築が不可欠であることは論を俟たないであろう。
　それゆえに、これからの理学療法士像を語るときに、人間学を基礎とした理学療法教育が重要な鍵となる。
とくにこだわりたいのは、生まれ育った日本の風土・文化・歴史を大切にする心である。我々の対象として最
も多い年齢層は 65 歳以上の高齢者であろう。私が理学療法士として働き始めた頃、その世代の方々は若き日に
大東亜戦争を経験し、さらには戦地へ出兵されていた方も多かった。すなわち、その時代を生き抜いてきた人々
の価値観を理解するには、戦時の時代背景を知ることが必要であった。団塊の世代が理学療法の対象となる次
の時代にあっては、大東亜戦争を経て戦後の復興を成し遂げた現代史の理解が重要となるであろう。そのこと
も含め、日本文化に根ざした医療・福祉を考えるためにも、教養教育の在り方を再考したい。
　先にも述べてきたように、理学療法士に対する世の中での認知度が増すにしたがって、教養豊かで多面的に
物事を捉えることの出来る人材が求められるようになるのは必須である。希少価値で勝負できる時代はすでに
過ぎ去ったと言わざるを得ない。したがって、専門職（profession）として熟達者（expert）へ到達するまでの
約 10 年間に、どのような形でキャリアアップするのかを考えなくてはならない。特に、社会から求められるエ
キスパートになるためには、専門的な学習は当たりまえのこと、何事にも関心を持ち、知識を吸収することが
欠かせないのである。ただし、その意味で理学療法士は恵まれた仕事であろう。対象者との交流を通して、多
様な文化・世界に触れることが可能だからである。私も多くの学ぶきっかけを患者さんからいただいた。“ 大事
なことは患者さんがみな教えてくれた ” というのが私の実感である。恵まれた環境を活かせるような感受性を
若い時代に磨いておけば、必ず世の中に必要とされる理学療法士になれるものと信じている。
　本講演では、理学療法士が誕生して 50 年という節目にあたり、これからの時代に何が必要なのかを考えてみ
たい。そのなかで、理学療法士として変わるべきこと、そして変わらないであるべきことを見つめなおす機会
となれば嬉しいかぎりである。
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セミナーⅠ：神経
根拠に基づいた脳卒中理学療法

阿部浩明
広南病院リハビリテーション科総括主任

中治療ガイドラインにおいて、リハビリテーションのあり方に関して大まかな指針が提示され、日本神

経理学療法学会が中心となって作成された脳卒中理学療法ガイドラインによって、理学療法を展開する

上で参考となる資料が示されている。米国医学研究所（Institute of Medicine）による定義によれば、ガ

イドラインとは「医療者と患者が特定の臨床状況での適切な診療の意思決定を行うことを助ける目的で

系統的に作成された文書」とされる。あくまで、ガイドラインは個々の臨床家の裁量権を規制するもの

ではなく、一つの一般的な考え方を示すものであり、必ずガイドラインの記述どおりに治療しなければ

ならないと言うものではない。エビデンス（臨床研究などを経て得られた科学的な根拠）に基づく治療

の真の意味とは、単に文献的なデータだけにはとらわれず、目の前にいる患者さんにとってどんな治療

が最も良い予後を生むかを考えることであろう。そこには様々な個人的あるいは社会・経済的関連要因、

また、施設の設備・備品、治療者の経験や手腕も含めた考慮が必須であろう。その様な点はガイドライ

ンを利用するうえでの注意点でもあり、活用する上でのポイントとも言えるだろう。

　理学療法のガイドラインは大まかな指針にとどまり、具体的な介入内容まで踏み込んだ提示がなされ

ているわけではない。この様な状況では、主観的に介入方法を決断することは、現時点では止むを得な

いであろうが、科学的根拠に基づく治療を放棄し、主観的な判断にばかり依存し、その効果を検証しな

いのは非常に危険な事であろう。

理学療法士の多くは様々な患者や利用者と接する臨床経験を経て何かを学び、諸先輩や同僚の意見や経

験を聞き、意見交換し、学会や研修会、各種セミナーなどに参加して、多様な情報を得ていることであ

ろう。御存知の通り、多種多様な考えがある。多種多様な考えがあるのは当然のことだが、実際に臨床

試験を経て検証してみないと、その効果が真に有効か、ただの偶然かはわからないものである。その検

証を経ることなく、後輩に受け継ぐのは危険なことであると思う。

本講演では脳卒中急性期の理学療法に関連する先行研究およびガイドラインを review し、現時点でど

のようなことが言え、どのような課題が残っているかについて、言及させていただきたい。そのうえで、

脳卒中急性期で理学療法士が遭遇する諸問題を提示して、先行研究やガイドラインを参考としてどのよ

うに対処すべきかを提示させていただきたい。そして、重度片麻痺例の歩行トレーニングについて我々

が取り組んできた効果検証への取り組みを紹介させていただきたい。

このセミナーを通じて、参加者の皆様と脳卒中理学療法のあり方について共に討議できるきっかけがで

きれば幸甚である。
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セミナーⅡ：地域（フレイル）
－老化とフレイル－早期発見と効果的介入をデータから考える－

牧迫 飛雄馬
・独立行政法人国立長寿医療研究センター	老年学・

社会科学研究センター	

予防老年学研究部	健康増進研究室	室長	

・早稲田大学エルダリーヘルス研究所	招聘研究員

　 加齢に伴って、心身にはさまざまな変化が生じ、これらの変化が進行す
ることで転倒や日常生活の障害、要介護の発生、死亡などの転帰となる
危険が増大する。高齢期において、生理的予備能が低下することでスト

レスに対する脆弱性が亢進して不健康を引き起こしやすい状態は “Frailty” とされており、身体的な問題のみな
らず、精神・心理的および社会的な問題も包括的に含むものとされている。これまで “Frailty” は “ 虚弱 ” や “ 老
衰 ” などの表現が使用されることが多く、加齢によって心身が老いて衰えた状態で不可逆的な印象を与えるこ
とが懸念されてきた。このような背景から、“Frailty” の日本語訳として、“ フレイル ” を使用する提言がなされ
た（日本老年医学会、2014 年 5 月）。さまざまな介入によってフレイルを改善させる効果が期待されることか
らも、フレイルの意義や予防の重要性を広く周知されることで、介護予防の取り組みがより一層推進され、さ
らなる健康寿命の延伸が期待されている。
　身体的なフレイル判定の代表的な例では、Fried ら（2001）の報告に基づき、1）体重減少（shrinking/
weight loss）、2）筋力低下（weakness）、3）疲労（exhaustion）、4）歩行速度の低下（slowness）、5）身体活
動の低下（low activity）の 5 つのうち、3 つ以上に該当することとなる。また、健常とフレイルとの中間として、
1 ～ 2 つ該当する場合を、“Pre-Frail（プレフレイル）” とする。これらの具体的な判定基準については、今後
も議論の余地があり、現段階においては国際的なコンセンサスが十分に得られているとは言えない。
　地域在住高齢者 4341 名を対象に 5 つの要素に基づき判定したフレイルが将来の要介護発生に与える影響を
調べた結果、フレイルに該当した高齢者では 2 年間の追跡期間中で新規に要介護を発生した割合は 17.6% であっ
た。一方、プレフレイルでは 4.3%、健常では 1.2% であり、フレイルを有する高齢者では将来に要介護を発生
する危険が有意に高いことが示されている（Makizako et al. 2015）。
フレイルを有する高齢者では様々な健康問題を生じる危険が高く、健康寿命の短縮や介護に要する費用の負担
増大にもつながる。前期高齢者（65 歳～ 74 歳）における介護が必要となった主な原因では高齢による衰弱（フ
レイル）が 3% 程度であるのに対して、後期高齢者（75 歳以上）では 20% を超える（平成 16 年国民生活基礎
調査）。今後は後期高齢者が占める割合の増大に伴い、フレイルを有する高齢者の増加も懸念され、要介護高齢
者のさらなる増加や介護保険費用の増大を引き起こすこととなり得るため、高齢期のフレイル予防は重要な課
題と考えられる。
　フレイルと判定されると、そのまま悪化の一途をたどるわけではなく、適切な介入によって身体機能の向上、
さらにはフレイルからの脱却が期待されている。たとえば、Fairhall ら（2012）はフレイルと判断された 241 名（平
均 83.3 歳）を対象として、フレイルの構成概念を標的とした多面的な在宅での介入効果を 12 か月間のランダ
ム化比較試験によって示した。その結果、フレイルを有する高齢者であっても対照群（通常提供される健康状
態の管理や介護の必要性の評価などの地域サービス）と比べて、フレイルの構成要素を考慮した介入群（歩行
や筋力の向上、身体活動量の増大など）では、歩行速度などのフレイル構成要素の有意な改善が認められている。
　以上のように、とくに今後に増大が懸念される後期高齢者においては、フレイルを予防する取り組みはさら
に重要であり、地域においてフレイルを早期に発見して、介入につなげることが可能となる体系化が望まれる。
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セミナーⅢ：内部障害
身体と生活に変化を与える呼吸理学療法

高 橋  仁 美
市立秋田総合病院	リハビリテーション科	技師長	

【はじめに】
　 1950 年当時の日本人の死因は、結核、脳卒中、肺炎の順であった。その後、ラ

イフスタイルの欧米化に伴い、循環器疾患・がん・慢性呼吸器疾患・糖尿病な
どの非感染性疾患（Non-communicable Disease：NCD）が増加して、2011 年の
厚生労働省による人口動態統計では、がん、心臓病、肺炎の順となった。つま
り、日本人の死因は、感染症から生活習慣病へと変遷してきたと言える。さらに、
今後注目すべきは、慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease: 
COPD）である。現在、60 代で 7 人に 1 人、70 代では 4 人に 1 人が、COPD で

ある推定されており、死亡率も増加し、2030 年には COPD は日本人の死因の 3 位になると予想されている。COPD は、厚
生労働省が進める国民の健康増進計画「健康日本 21（第２次）」で、がんや循環器疾患、糖尿病と並ぶ生活習慣病として位
置づけられた。COPD という言葉の認知度を、25％（2011 年）から 80％（2022 年）に向上させるという方針を打ち出す
など、この疾患に対しての取り組みが強化されている。

【地域包括ケアシステムの構築と呼吸理学療法】
　このような状況の中で、現在、呼吸理学療法を中心とした呼吸リハビリテーションは、COPD 患者などの呼吸器疾患の日
常の症状を緩和し、心身を最適な状態に維持し、社会生活を一層有意義にするための、有効な包括的医療として評価されて
いる。特に高齢化社会を迎えた現在、今後ますます増加していくと予想される COPD は、病態が複雑で、多くの合併症を
有しており、その症状も多彩であるため、統合的なケア（integrated care）が必要とされる。integrated care のデザインは、
基本的に医療と介護の連携システムであると言える。従来、医療の主要な目標は急性期の疾患に対しての短期的な医療介入
の適応であったが、これからは、急性期から生活期、さらには終末期に至るまで治療管理する医療と介護の包括的ケアの構
築が望まれる。近年注目されている地域包括ケアシステムの構築は、COPD などの呼吸器疾患の領域においても非常に重要
であり、患者の住まいを中心に、予防、急性期や回復期の病院などの医療、訪問看護・訪問リハなどの介護、生活支援を通
じて一体的に展開されていくことが期待される。

【介護予防・予防医療と呼吸理学療法】
　地域包括ケアシステムの構築では、介護予防・予防医療といった「予防」の概念が強調されている。「予防」の概念と密
接に関係するのは、身体活動の向上であり、呼吸理学療法の領域でもその取り組みの強化は非常に重要になると考える。
COPD 患者は発症早期から身体活動が低下し、さらに、身体活動は生存率に大きく関与することが報告され、身体活動の低
下は COPD の死亡原因の最も強い予測因子であることが明らかにされている。 これの関連として、近年、身体不活動が全
身併存症を惹起するといった報告がされ、心血管疾患、Ⅱ型糖尿病、COPD などの生活習慣病の発症リスクを増加させると
考えられている。このような全身炎症の視点からも身体活動の向上は近年非常に注目を集め、COPD などの生活習慣病に対
して、予防や治療の効果があると考えられている。特に筋肉がサイトカイン（ミオカイン）を合成・分泌していることが
明らかされてきており、骨格筋は人体最大の内分泌臓器としてとらえることができる 1)。身体活動の向上によるミオカイ
ンの関与については、COPD 患者における検討でも行われている。1 日 1 千歩数増加毎に、CRP が 0.94mg/L（P=0.020）、
IL-6 が 0.96pg/mL（P=044)、それぞれ減少し、6MWT 距離も有意に CRP、IL-6 と相関し、１日の歩数が多いほど CRP およ
び IL-6 値が減少したとの報告がある 2）。今後、ミオカインの抗炎症作用などのメカニズムの解明などの臨床研究がなされ、
介護予防・予防医療への応用が大いに期待される。

【おわりに】
　日本は世界一の高齢社会であり、患者個々人それぞれの背景も異なる。そのため COPD などの患者一人ひとりの全身状態
はもちろん、生活環境などについてしっかり把握した上でのオーダーメイドの医療介入が必要とされる。さらに、地域包括
ケアシステムおける呼吸ケアシステムの形成において、理学療法士は、病気の背景はもちろんのこと、人間関係を理解し、
全人的（身体的、精神的、社会的）にアプローチすることが重要となる。

【文献】
1) 塩谷隆信，高橋仁美 編：呼吸リハビリテーション最前線 身体活動の向上とその実践，医歯薬出版，東京，2014; 18-33.
2) Marilyn L. Moy, et al：Daily Step Count Is Associated With Plasma C-Reactive Protein and IL-6 in a US Cohort With COPD， 
Chest, 145: 542–550. 2014.
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セミナーⅣ：コミュニケーション
理学療法士のアサーティブコミュニケーション

- 言いたいことを素直に伝えて、人間関係をスムーズに -

福田裕子
エンパワーメントスクールソレイユ代表

働く人の健康支援スタジオユウ

　あなたは、自分の思っていることを相手に伝わるように表現できるだろうか？何か頼まれたときに互いの立
場と要求を明らかにしながら、断ったり引き受けたり、できているだろうか？
　「理学療法士という職業を通じて、わたしは社会において何を実現したいのか？どう実現できるのか？仕事を
しながら、何かあれば自分にこう問いかけるようにしている。コミュニケーションとは、人間同士が互いに何
かを共有しようとする行為一般を意味する 1）。誰と、何を語り、どんな現実を共有したいと望んでいるのか。
答えは個人の中にもとからあるのではなく、日々協働している人々 ( 患者・利用者も含め ) と相互作用的に発見
していくものであると考える」
　これは 5 年前の同学会で行ったセミナー抄録冒頭であるが、協働の重要性は今も変わることがないばかりか
ますます重要になってきている。地域包括ケアシステムの導入、職域の拡大にともない、多職種連携は以前に
もまして多くの理学療法士に求められる基本スキルである。
　そこで今回は、多様な場面でさまざまな業種の人たちと２０年以上にわたり協働を続けてきた立場から、言
いたいことをその時の状況に応じて適切に表現するための方法や、臨床や社会でできる上手なコミュニケーショ
ンの取り方を、アサーティブコミュニケーションを軸にお伝えしていく。
　アサーティブとは、「表明する」「主張する」という意味である。アサーションスキルとは、その場にあった
自分の気持ちを意識し自分も相手も尊重しながら、上手に自己表現できる技能である。伝えたい相手にしっか
り届く自己主張の技術、ひらめきを活かし自分も相手も大切にする表現法とも言われる。沈黙・受身・従属・
攻撃・支配いずれでもなく、だれもが対人関係のなかでときに抱える怒りや不満、不安や恐怖といった感情か
らも中立的な立場をとり、「率直に、誠実に、粘り強く」という３原則がある２）。
　新しい領域や人との関係のなかでは対立する意見を持つ人にも出会うであろう。地域づくりにおいては環境・
風土・仕組みを変える取り組みも大いに期待されるところである。挑戦の連続である。波風立てない言動に注
意を注ぐのではなく、自由な発想や意見交換が互いに許される場をつくり、仕事を通じて成長し、夢を叶えて
いけるようなコミュニティーやネットワークを構築していただきたい。それにはなによりもコミュニケーショ
ンが土台となる。
　技術を習得したり熟達したりするというのは、失敗を学びに変えあきらめず繰り返し行う中で、成功体験を
積み上げ、体得していかなければならないものではあるが、まずはこのセミナーがみなさんの健康的な活動と
参加の一助となることを願っている。

引用　１）現代哲学事典：山崎正一、市川浩　講談社　1970　ｐ 225
参考　２）ＳＡＴ法を学ぶ・宗像恒次　金子書房　2007



312015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

セミナーⅤ：運動器
理学療法士だからできる運動器リハビリテーション

- 肩関節を中心に -
村木　孝行

東北大学病院リハビリテーション部　理学療法士

　昨今では運動器のリハビリテーションは理学療法士以外の職種でも行わ
れているのが現状である。では理学療法士だからできる運動器リハビリ
テーションとは何であろうか。
　理学療法の理論的背景となる学問の根本は自然科学（理学）である。こ
れは目の前で生じている現象がなぜ、どのように起きているのか、という
ことを追求する学問である。したがって、目の前の症例がどうしてそのよ

うな症状や訴えを呈しているのか、その原因を追究するという姿勢が本質的に必要であるといえる。実用学とし
ては応用科学である医学や工学が理学療法の背景に存在しているが、その中でも主に運動器の機能や身体運動の
異常、およびそれらと病態・障害の関連性についてより専門的に学問しているのが理学療法学である。したがっ
て、理学療法士は医学や工学を基盤とした運動器の機能や身体運動に関する高い専門知識や技術を持つことを前
提とし、運動器障害に対してその原因やメカニズムを追究した上で理学療法を行うことが理学療法士だからこそ
できる運動器リハビリテーションにつながると筆者は考えている。では、具体的にどのように考えていけばよい
か、肩関節障害を中心に述べたい。
肩関節障害の場合は一般的に、「肩腱板断裂」や「肩関節周囲炎」といった肩関節疾患の診断名をもとに、リハ
ビリテーションが処方される。ここで陥りやすい問題は、診断名だけで大方の内容を決めてしまい、効果の高
いリハビリテーションが行われない可能性が生じるということである。診断名が示しているものは構造や病態
に関する一定の状態を示しているが必ずしも機能的に、あるいは動作的に同じ問題を示しているとは限らない。
したがって、理学療法教育で行われているように機能面や動作能力について問題点を見つけ、それらを関連づけ
ていくことが基本となる。しかしながら、関節可動域や筋力のような教科書的な基本評価だけでは問題を解決す
る材料としては不十分である。それを補うべくアライメントや動作の分析が重要視されている。ここで重要にな
るのが医学や工学の中の解剖学や運動学・運動力学の知識であり、それを症例の中に落とし込む技術である。
　それに加えて、臨床においては正常から逸脱しているような所見でも、アプローチすべき内容と関連している
かどうかの判断がリハビリテーションの成否を大きく左右する。これまで多くの研究によって、患者の肩関節運
動が健常者と比較して過大、あるいは過小な場合は異常運動として捉えられ、それらの原因となりうる機能低下
がアプローチの対象として挙げられている。しかし、それらの異常運動が症状の原因なのか、あるいは症状誘発
を避けるための代償運動として起きている結果なのかが明確にされないまま様々なアプローチが考案されてい
る現状がある。単純に運動の大小や非対称性だけで治療方針を決定するのは困難であるため、別の視点も含めて
判断する必要がある。
　一つの方法として、疼痛や機能低下の機序を理解し、その機序に関与している因子を改善させていくアプロー
チが考えられる。機序が理解できていると症例の呈する運動の大小や非対称性の意味を理解することができ、そ
れらの善し悪しを判断してアプローチすることができる。そのためには各種の疼痛や機能障害の機序に関わる因
子を整理することが必要であり、病態生理学のような疾患に関する学問からの視点も欠かすことはできない。
　「理学療法士だからできる運動器リハビリテーション」とは上記の各学問やそれに沿った考え方から導き出さ
れるものであり、そこに理学療法の専門性が宿ると筆者は考える。今回は筆者が現時点で考えている肩関節障害
の機序に対するアプローチについて紹介する。
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セミナーⅥ：生活支援
高齢者の理学療法　—転倒を予防する—

山田　実
筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専攻　准教授

　 1 年間における高齢者の転倒発生率は約 30% と報告されており、3

人に 1 人は 1 年間に 1 回以上転倒していることになる。しかし、こ

の 30% という数値はあくまで 65 歳以上の高齢者を一括りにしたも

のであり、機能レベルによってその割合は変化する。実際、要介護

認定を受けていない一般高齢者であっても年間に 20% 程度は転倒

し、フレイルおよび要介護高齢者になると年間の転倒発生率は 50% 以上にもなることが分かっている。

そして、同じ転倒であっても一般高齢者とフレイル・要介護高齢者とではその要因が異なり、それぞれ

の高齢者に対する介入方法も変化させる必要がある（テーラーメード型運動介入）。

　我々は、移動能力別（Timed up & go test（TUG）の遂行時間別）に 4 つのグループに分類し、それ

ぞれの群における転倒発生要因を調査した。その結果、移動能力が高い群（TUG ≦ 11.0）では二重課

題処理能力の低下が転倒の主要因となり、移動能力の低い群（TUG ＞ 11.0）では下肢筋力低下が主に

転倒に関連していた。TUG が計測困難な場合には、日常的に杖などの歩行補助具を使用しているか否か

を参考にすればよく、歩行補助具未使用者では二重課題処理能力の低下、歩行補助具使用者であれば筋

力低下が主たる転倒要因となると考えられる。

　では、介入としても移動能力の高い集団には二重課題能力強化、移動能力の低い集団には筋力強化

が有用となるのだろうか。われわれは、1,000 名を超える地域在住高齢者を対象に身体機能レベル別に

2 グループに大別し（ハイパフォーマンスグループ：TUG ≦ 11.0、ローパフォーマンスグループ：＞

11.0）、それぞれのグループに適した運動介入を模索した。ハイパフォーマンスグループには、筋力トレー

ニング群、二重課題トレーニング群、コントロール群を設け、ローパフォーマンスグループには筋力ト

レーニング群とコントロール群を設けた。その結果、ハイパフォーマンスグループでは、コントロール

群で転倒発生率は 23.2%、筋力トレーニング群では 28.0%、二重課題トレーニング群では 12.6% となり、

二重課題トレーニング群では有意に転倒発生を抑制していた。ローパフォーマンスグループでは、コン

トロール群の転倒発生率が 51.1% であったのに対して、筋力トレーニング群で 39.5% と有意に転倒発

生を抑制していた。このように、移動能力が高い集団では二重課題条件下での運動介入が、移動能力が　

低い集団では筋力強化が転倒予防に有用であることが示唆された。

　近年のシステマティックレビューによって、運動介入には転倒予防効果があることが明確に示されて

おり、今後はより効果的、より効率的、そしてより経済的な介入を模索していく必要がある。ここで示

したように、テーラーメード型といえども現時点では高齢者を大きく 2 つの集団に分類したにすぎない。

しかしながら、このような戦略はこれまでに十分に検討されておらず、evidence based falls prevention

の実現に向けた確かな歩みといえる。今後、さらに細分化した転倒予防介入が検証され、様々な現場に

応用されることを切望する。
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モーニングセミナーⅠ：運動器・スポーツ
テーマ：「運動器・スポーツ分野の介入理論」

鈴木　智
船橋整形外科病院スポーツリハビリテーション部

　我が国の 65 歳以上の人口は 3300 万人、総人口に占めるその割合（高
齢化率）は年々、過去最高を更新し、平成 26 年度には 26.0％に達して
しまった。総人口の減少が到来する将来に向けても高齢化率の上昇は止
まらず、47（2035）年には 33.4％（3 人に 1 人）が見込まれている。
高齢者人口が減少に転じるとされる 2042 年以降も高齢化率は上昇を続
け、2060 年には 39.9％と国民の約 2.5 人に 1 人が 65 歳以上といった
超高齢者社会になると推計されている。この社会全体の高齢化は、政治・

経済から医学・医療、更に「ヒト」の生き方にまで劇的な変化（パラダイムシフト）を生じさせるものである
と強く感じているところです。　
　我々の臨床現場においても他人事ではなく、疾病構造の変化とともに慢性運動器疾患がますます増加し、疾
病の重複や重症化など、我々の対象である患者のほとんどに、ある程度の疾病や障害が共存している現状となっ
てきた。平成 25 年国民生活基礎調査の健康状況調査「有訴受診率（健康保険を使用して受診した人の数）」では，
腰痛や肩こり，関節痛などの運動器疾患は男女とも常に上位を占め、今後の国民医療費は増加の一途と言える。
高齢社会における重要な点は「健康寿命」すなわち、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき
る期間を伸ばしていくことであり、この点が我々に託される重要課題であると受け止めている。
　国は 2013 年度から「健康日本 21( 第二次 )」を掲げており、10 年後の日本の目指す姿を「すべての国民が
共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会」とし、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②主
要な生活習慣病の発症予防と重症化予防、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健康を支え、
守るための社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関す
る生活環境及び社会環境の改善、の 5 つを基本的な方向として提案している。このような社会状況において、
運動器に対して専門的知識を有する理学療法士は重要な役割を担うと共に、リハビリテーションの治療効果や
予防効果を社会全体に広く発信していくことが重要な使命であると考える。
　さらにスポーツ分野において、日本で 56 年ぶりとなる 2020 年にオリンピック・パラリンピック競技大会が
東京で開催されることは、スポーツ分野のリハビリテーションに携わる一個人として大変喜ばしく感じており
大会の成功を心から祈念している。この機会はわれわれ理学療法士が「スポーツ分野におけるリハビリテーショ
ン」を再考する絶好の機会であると捉えている。理学療法士がスポーツ選手や愛好家などを対象としたリハビ
リテーションの提供場面においては、その選手や対象者のニーズを理解したうえで、的確に各スポーツの競技
特性を捉えることが重要であり，競技復帰はもとより、スポーツ外傷・障害の再受傷予防と復帰後の競技パフォー
マンス向上を前提に取り組むべきである。さらに選手のみならず監督・指導者といったスポーツ現場スタッフと，
医師・理学療法士をはじめ医療現場スタッフとの連携が必要と考える。
　本セミナーのテーマである「運動器とスポーツ分野の介入理論」については、単なるプロトコルの理解にと
どまらず、国内の現状やスポーツを取り巻く社会環境も考慮しなければならない時代となったと感じている。
今回は、私見を交えながらではあるが受講者各位の問題解決のための思考過程の整理に貢献できればと考えて
いる。ただし、理学療法領域における如何なる分野であっても「目の前で困っている人の力になりたい」とい
う思いの原点は変わらず、合理的・効率的といった医療者側の都合ではなく、患者またはスポーツ競技者と問
題点を共有しながら、共に問題解決を図っていくという真摯な姿勢がリハビリテーション介入理論において最
も重要な要素であると考えている。
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モーニングセミナーⅡ：物理療法
疼痛に対する物理療法　

—適切な介入をするために理学療法士が把握すべきエビデンス—

庄本　康治
畿央大学大学院健康科学研究科　教授

　疼痛に対する物理療法には，牽引療法，温熱・寒冷療法，光線療法，電気療法などがある．本講演

では，高いレベルの研究報告があり，世界的に改めて着目されている経皮的電気刺激 (Transcutaneous 

electrical nerve stimulation: TENS) に限定して最新の鎮痛理論，適応と限界について報告する．

TENS という用語は，皮膚に電気刺激をするという意味であるが，治療目的を反映していない用語であ

る．従って，National Institute of Health，National Health Service，カナダの理学療法士協会，米国理

学療法士協会，国際疼痛学会 (IASP) では，TENS を鎮痛目的で使用する電気療法と限定して定義していて，

本講演でも同様に定義する．

　TENS の種類に関して，IASP では Conventional TENS，あるいは Sensory level TENS( 感覚レベル

TENS)，そして，Acupuncture-like TENS，あるいは Motor level TENS( 運動レベル TENS) の 2 種類に分

類している．感覚レベル TENS とは，高周波 (50 ～ 100Hz)，筋収縮を伴わない強度，短いパルス幅 (50

～ 200 μ sec) と定義している．骨格筋の収縮を伴わないので，運動療法との組み合わせが可能であり，

他動運動，伸張運動などの運動療法との組み合わせも可能である．一方，運動レベル TENS は，低周波 (2

～ 4Hz)，高強度 ( 耐えられる最大まで )，長いパルス幅 (100 ～ 400 μ sec) と定義している．

TENS の鎮痛メカニズムに関する多くの基礎 ･ 臨床研究が実施されているが，① pain gate，②脳脊髄液

内の内因性オピオイド濃度上昇，神経化学物質への影響，③下行性疼痛抑制機構，その他のメカニズム

が報告されていて，これらについても概説したい．

　TENS の適応については，腹部・胸部外科手術後，整形外科手術後，変形性関節症，腰痛症，幻肢痛，

骨転移性疼痛，Complex regional pain syndrome(CRPS)，帯状疱疹後神経痛，生理痛などについて報告

する．さらに，疼痛強度以外の評価の必要性，精神・心理的評価結果と TENS の効果との関係，TENS

時の nocebo effect( 患者が自分の受けている治療に効果がないと思い込むことで治療効果が低下する )

とインフォームドコンセントの重要性についても報告する．
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シンポジウムⅠ：理学療法介入（脳卒中）
脳卒中片麻痺患者の歩行のバイオメカニクスと課題指向型練習

関口　雄介
東北大学病院リハビリテーション部

　近年、本邦でも脳卒中片麻痺患者の歩行に対する課題指向型練習の有

効性が着目されている。欧米諸国における脳卒中リハガイドラインや脳

卒中リハビリテーションのレビューである「Evidence-Based Review of 

Stroke Rehabilitation」では、課題指向型練習について推奨すべき練習

として紹介されている。その中でも、体重支持付きトレッドミル歩行練習 (Body weight-supported treadmill 

training: BWSTT) や課題指向型サーキットトレーニングが取り上げられている。BWSTT に関しては、機能的近

赤外線分光法（functional near-infrared spectroscopy: fNIRS）や機能的核磁気共鳴画像法（functional magnetic 

resonance imaging: fMRI）を用いた脳イメージング研究から、脳卒中後の神経ネットワークの再組織化の可能

性を示唆する知見が報告されている（Miyai I et al., 2006, Enzinger C et al.,2009）。しかしながら、課題指向型

練習に関する臨床研究の中には、脳卒中片麻痺患者の歩行に対する BWSTT に関して必ずしも有効であること

が証明されていない研究もある。これは、脳卒中片麻痺患者の歩行に対する課題指向型練習について、検討の

余地があることを示唆している。

　生体力学的研究は、主に動作学的なキネマティクス (kinematics)、動力学的なキネティクス (kinetics)、エネ

ルギーに着目するエナジェティクス (energetics) に分類される。動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の歩

行分析においては、前述した各項目について検討されている。例えば、動作学的なキネマティクスにおいては、

立脚終期の股関節伸展角度の低下、動力学的なキネティクスにおいては、立脚終期の足関節底屈パワーの低下、

更にこれらのパラメーターが歩行速度と関連が認められたこと (Olney SJ et al., 1991. Olney SJ et al., 1996)、エ

ナジェティクスにおいては、エネルギー効率が低下しており、足関節の仕事量が低下していること等が挙げら

れる (Chen G et al., 2005)。こういった知見を活かし、課題指向型練習を提唱した一人である Carr らは、自身

が著した本の中で、ステップアップダウン、踵の上げ下ろし、ハーフスクワット等の機能的筋力トレーニング

を紹介している。実際に、複数の先行研究が機能的筋力トレーニングを含んだ課題指向型練習とトレッドミル

練習の併用が歩行能力を強化するのに有用であることを証明している。

　長年、このような機能的筋力トレーニングは、神経理学療法の領域において、痙縮の助長等の理由で敬遠さ

れてきた傾向がある。近年、複数の研究により、痙縮の歩行への影響は否定されているが、その詳細なメカニ

ズムは明らかになっていない。我々は、歩行中の片麻痺患者の足関節における stiffness（Quasi-joint stiffness：

QJS）という観点から、痙縮の歩行への影響を調べた。QJS は歩行中の足関節の硬さを示すパラメーターである。

我々の結果からは、麻痺側 QJS は歩行速度と関連があり、更に麻痺側 QJS は痙縮の重症度と関連が認められな

かった。一方で、麻痺の重症度とは、低下した、立脚中期における麻痺側 QJS を構成する腓腹筋の筋活動と関

連が認められた (Sekiguchi Y et al., 2012, 2015)。これらの知見から足関節の硬さと痙縮は関連が無く、更に片

麻痺患者の歩行のパフォーマンスにとって低下した立脚中期の麻痺側足関節の硬さを向上させることが重要で

ある可能性が示唆された。得られた知見は、Carr らが紹介した機能的筋力トレーニングであるステップアップ

ダウンや踵の上げ下ろしが、片麻痺患者の歩行パフォーマンスにとって重要となる、一つの根拠になると考え

ている。
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シンポジウムⅠ：理学療法介入（脳卒中）
「脳卒中片麻痺の歩行理学療法－促通反復療法－」

蔵品　利江
総合南東北病院リハビリテーション科	主任

　運動皮質やそこからの軸索が障害されている脳卒中片麻痺患者のリハ

ビリテーションに求められるのは，麻痺自体の改善と，その新しい身体

状況に適応した動作習得のための運動学習，すなわち新たな神経路の再

構築である． 

　神経可塑性の基本原理である Hebb 理論では「離れた脳領域でも，同

期して活動する神経細胞間には神経路が生成され，頻繁に使用されれば強化されるが，使用しなければその機

能を失うという性質がある」と述べられ，神経路を再建・強化したければ，その神経路へ繰り返し興奮を伝え

ることが必要不可欠であると明示された．また，Nudo らによって「脳梗塞を呈したサルが，穴の中のレーズン

を麻痺肢でつまみ出す課題を繰り返すと指の運動に関連した皮質領域が拡大し，そのような課題を行わないと

指の運動に関連した領域が他の部位の支配野に変化した」と報告され，多く使用する部位の運動野領域は拡大し，

使用しない領域は縮小することも確認された．つまり治療者である我々は，本人の意図を伴う適切な難易度の

トレーニングを高頻度に反復することが麻痺肢の改善には必要不可欠であることを理解し，運動の実現が困難

な脳卒中片麻痺患者には，治療者による操作や電気刺激で手助けしながら，適度な努力（意図）を伴う運動を

引き出し，より効率的に反復することを考えなければならない．また，麻痺の改善が，優先すべき日常生活動

作能力の向上に繋がっているかということも常に意識しながら，プログラムを選択していく必要がある．

　我々は，効率的に患者の運動機能を高める治療手段として，促通反復療法を取り入れている．促通反復療法は，

川平によって提唱された運動療法であり，治療者が徒手的な刺激や操作を選択的に与えて神経路の興奮水準を

高め，患者の意図する運動を実現，またそれを高頻度に反復し神経路の再建・強化を図ることを目的としてい

る．具体的には，動かそうとする特定の部位に対して伸張反射や皮膚筋反射を誘発し，直後に患者の意思と注

視，治療者による聴覚刺激で随意運動を引き出し，50 ～ 100 回集中的に反復する．下肢の麻痺や歩行に対す

る効果は回復期や維持期での報告が多く，理学療法ガイドライン 2011，脳卒中ガイドライン 2015 では推奨グ

レード B とされている．治療者に新たな促通技術を求めるデメリットはあるが，麻痺や筋緊張の状態，目的と

する動作方法に合わせて手技や速度を選択できる個別性の高い手技である点や，要求された運動を意図できれ

ば，歩行練習量が制限されやすい急性期からでも導入できる効果的な無誤学習である点に大きな魅力がある．

　促通反復療法は，麻痺の回復を目指して麻痺肢だけを反復運動し終了するトレーニングではない．限られた

治療時間の中で，できる限り随意運動を引き出して操作しやすい患肢を準備し，その上で他の治療方法や，適

切な難易度の動作練習を併用し歩行能力の改善を促進させる．あくまでも，歩行理学療法で重視すべきことは「患

者の意図を十分に反映させた歩行を実現し，反復練習する」ことで，そのためには，能力に応じた装具の選択

や環境設定，治療者による適切な操作などの工夫も必要である．また，麻痺によって正常な姿勢制御の能力を

失い，その身体機能に適応した新たな動作方法の習得が必要な脳卒中患者に対して，正常歩行に準じた高度な

姿勢制御や駆動力を求めること自体が，非効率的な動作や治療効果の減少を招く危険を有していることも考慮

して，動作方法の選択や細やかな難易度設定を心掛けていかなければならない．

　シンポジウムでは，我々が臨床で行っている促通反復療法を紹介し，その効果を提示することで一人でも多

くのセラピストが興味を持ち，治療法再考の一助となればと考えている．
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シンポジウムⅠ：理学療法介入（脳卒中）
東北理学療法学会シンポジウム

大鹿糠　徹
一般財団法人広南会広南病院

　

脳卒中片麻痺患者の歩行再建は、理学療法士にとって重要な課題の一つ

である。脳卒中片麻痺患者の歩行機能と筋力の関係について、Bohannon

や大畑らは歩行機能が麻痺側下肢筋力と高い相関を示すことを報告して

いる。つまり脳卒中患者の歩行機能の改善には、麻痺側下肢筋力の向上が重要であると考えられる。しかし、

重度の運動麻痺を呈した患者は皮質脊髄路の損傷により、随意的な筋収縮が困難な状態である。このような患

者において麻痺側下肢筋収縮を惹起させるために、理学療法士はどのような戦略で歩行トレーニングを実施す

べきなのだろうか。

　歩行には随意的な側面と自動的な側面が存在する。随意的な側面は歩行の開始や歩行中の障害物回避に関

与し、一方で自動的な側面はパターン化された四肢のリズミカルな動作や姿勢制御に関与する。随意的な側

面は大脳を含む上位中枢により制御され、自動的な側面は中脳歩行誘発野や脊髄に存在する Central pattern 

generator などの比較的下位の神経機構により制御されている。脳卒中の好発部位は、主にこの随意的な側面に

関与する神経機構と重複しており、自動的な側面に関与する神経機構は損傷を免れている可能性が高いと推察

される。つまり、随意運動が困難な脳卒中重度片麻痺患者においても、この自動的な歩行に関与する神経機構

を利用し、麻痺側下肢の筋活動を惹起させ得る可能性がある。Central pattern generator などの自動的な歩行に

関与する神経機構については、動物実験や脊髄損傷患者を対象とした研究において、様々な求心性入力によっ

て遠心性出力を発生させる可能性が示唆されている。Dietz らは脊髄損傷者を対象に、トレッドミル上で受動的

な歩行を実施した際の下肢筋活動を調査した。その結果、完全対麻痺を呈した患者においても、下肢への十分

な荷重と股関節の大きな関節運動が同時に得られた場合に、歩行周期に同調した歩行様筋活動が発生すること

を報告している。また Kawashima らは脊髄損傷患者を対象とした研究において、片側のみの下肢運動と比較し、

両下肢のリズミカルな左右交互運動が下肢筋活動を増加させることを報告している。つまりこれらの先行研究

は、上位中枢からの遠心性出力が得られない患者においても、十分な荷重や股関節運動、更には左右のリズミ

カルな交互運動といった求心性入力を得ることで、歩行に必要な下肢筋活動が誘発できることを示唆している。

　当院では前述した研究背景を基に、随意運動が困難な脳卒中重度片麻痺患者に対して、長下肢装具を用いた

無杖での二動作前型歩行練習を積極的に実践している。この歩行練習は、立脚期における麻痺側下肢への十分

な荷重と股関節の大きな関節運動、またリズミカルな左右交互運動を再現することを目的としており、従来実

施されてきたような支持物を用いた三動作揃え型歩行練習よりも麻痺側下肢筋活動を増加させ得ると推察して

いる。この歩行練習を可能にするためには、麻痺側下肢の支持性を補い、前型歩行を妨げないデバイスが必要

であり、当院では足継手を底屈制動・背屈遊動に設定可能な長下肢装具を使用して実践している。

本シンポジウムでは、当院の歩行練習に関する筋電図学的調査と実際の症例を提示し、脳卒中重度片麻痺患者

の歩行練習の在り方について、会場の皆様と共に考えてみたい。
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シンポジウムⅡ：理学療法研究
理学療法研究のいろは part 2　

～研究・教育機関の立場から～

伊 橋 光 二
山形県立保健医療大学

　私に与えられたテーマは、研究・教育機関の立場から「理学療法研究
のいろは」について述べることであるが、大学教員の立場を踏まえながら、
一人の理学療法士としての思いを述べさせていただくことで責めを果た
したい。
　理学療法研究のいろはの「い」は、理学療法士の一人ひとりが、自分

も理学療法研究の担い手の一人であると自覚するかどうかではないかと考える。理学療法研究、特に臨床研究
の担い手は誰かという問いに対し、臨床家諸氏はどう答えるのだろうか。「それは私たちだ」と答えてえいただ
きたい、というのが私の願いである。取り組むべき研究課題も治療のヒントも全て臨床現場に「埋まって」い
るのであって、臨床家が気づき、掘り起し、磨き上げ、確かめ、そして、発信していただきたい。このシンポ
ジウムがそのきっかけとなることを願ってやまない。
　さまざまな領域で、事を成すには人、物、金が必要（さらに時間と情報）だと言われている。日々多忙な臨
床現場では、研究と言っても時間がないだけでなく、物（機器）も金（資金）もなく、情報も乏しく、とても
研究ができる状況でないとの思いが強いのではないだろうか。しかし、研究機器や資金に頼らずに、一本の関
節角度計、一つのストップウォッチ、一つのテープメジャー、あるいは理学療法士の「手」のみでもできる研
究はある。つまり最も大事なのは人（人材）であり、特に若い理学療法士には臨床研究の感性を持った人材となっ
ていただくことを願っている。
　近年、人文社会系学部を中心に卒業論文を課さない大学が多い中、理学療法士を養成する大学はもちろん、
専門学校の多くでも卒業研究を必修としている。したがって、多くの理学療法士が「研究」を経験して卒業し
ている。また、その前段階として「研究法」に関する授業も開設されているところも多い。これは将来へ向け
てたいへん大事なことである。一方、卒業研究は種々の制約の中での実施にならざるを得ない面もあり、本格
的な研究への歩みにはさらなる研鑽が必要である。大規模病院などで活発な研究活動を展開している施設では、
職場内での研修に一定の期待できるが、大学院で体系的に教育を受けることも必要である。大学院で学ぶ理学
療法士の多くは社会人であり、夜間や休日開講、ICT 活用、長期履修制度など、大学院側が社会人に配慮した
体制が整備されてきている。また、学士（4 年制大学卒業）資格を持たない場合にも、一定の条件を満たせば
受験資格審査によって受験できる場合も多い。是非、大学院の活用を検討していただきたい。
　インターネットの検索サイトの一つに、学術論文を検索する Google Scholar がある。このトップページには「巨
人の肩の上に立つ」との標語が掲げられている。これは 12 世紀フランスのシャルトル学派のベルナールの言葉
とされ、偉大な先人たちの業績を巨人に喩えて、現在の学術研究がその上に築き上げられたものである、とい
う意味と解されている。臨床現場に埋まっている課題に気づいたら、掘り起し、先人の業績に照らし合わせて、
研究計画へと磨き上げていくこと大事なことである。そのためにも、情報収集と分析をはじめとする研究リテ
ラシーの涵養が重要である。また、昨今の研究不正事案の頻発から、研究倫理に関する指針やガイドラインが
相次いで出されており、責任ある研究活動を実践するための研修も必要である。
　なお、私は 2017 年の第 52 回日本理学療法学術大会の大会長を拝命しており、本シンポジウムと共通の目的
意識のもと、「理学療法士の学術活動を促進する（仮）」をテーマとして幕張メッセで開催予定である。
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シンポジウムⅡ：理学療法研究
「理学療法研究の『い・ろ・は』Part2」

関　公輔
公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター

	 	 	 	 機能回復療法部　理学療法科　主任

日本理学療法士協会　東北ブロック協議会　
学術局　第 26・27 号機関誌編集部長の立場から

　 我々、理学療法士が研究に取り組む必要があるのでしょうか？
1992 年（平成 2 年）に日本学術会議により、学術研究団体として認定され、1994 年（平成 4 年）には、広
島大学医学部保健学科を皮切りに、4 年制大学教育が開始され、全国に普及していきます。このように昨今、
教育体系の変化やほしい情報がみやすくなる時代となり、研究を学ぶ環境は整いつつあります。また時を同じ
くして、1990 年に Gordon Guyatt により EBM が提案され、以後、「根拠に基づく医療」の普及とともに医療
のあり方も変化してきたように思います。このような時代の潮流に合わせ、東北ブロック協議会の機関誌は、
1989 年（平成元年）に「東北理学療法学」の創刊号を発行し、昨年度の 27 号に至るまで年 1 回の頻度で刊行し、
東北 6 県の理学療法士会員の学術誌として定着しております。
我々は、患者・障がい者の回復や支援のための科学的追及は、より良い医療・介護・福祉を提供する立場として、
必要不可欠であることは、いうまでもありません。
　一方で学会発表件数という視点で、全国、東北ブロック、県士会単位での演題数を観察すると、会員数の増
加に対し、東北ブロックや県士会の発表演題数は、伸び悩んでおります。このような現象の背景として、環境
的条件では、職場・労働環境、実務サービスへの偏重（利得主義）、一人職場といった土壌、新人教育プログラ
ムから症例検討Ⅲがなくなったなどの理由が関係していると思われ、個人条件としては問題解決への意識、情
報過多で知識は取り入れる志向にあるが、実際の問題解決への行動に結びつきにくいといった面、社会的条件
として、倫理的配慮に関する規程の厳密化といった理由が挙げられ、若手からベテランまで臨床研究に向けて
取り組むために障壁となる条件がいくつか考えられます。
　このように医療者にとって必要な研究をおこなうために様々な条件を整理し、長期的に担保しうる環境や人
材育成を成し得るかが、カギとなるように思います。今回は諸条件の中から、研究に対する捉え方を再考する
機会とし、「身近に感じることのできる研究」についてお話してみたいと思います。
社会的貢献という大きな枠組みでは、クリティカルパス、診療ガイドラインの策定というように安定した医療
水準をどのように決め、臨床環境に適応させていくかは、学際的な知見が多くを占めております。このように
大規模なデータや類似研究の集積により、最新の医療の提供の方針が決まります。このような情報を個人で、
組織で使用していくかが重要となります。
　理学療法士自身の成長として捉えると、研究の方法論やそのフレームは、臨床家にとって必要な「臨床的思
考過程」を見える化する形で置き換えられると考えています。これは、疑問（仮説）から解決（考察）までの
プロセスを学ぶ、すなわち、一定の型にはめ、研究をデザインする過程に落とし込むことは、臨床的思考と研
究プロセスが同様であることに気が付きます。このように研究方法を学び理解することで、臨床家として必要
な臨床的思考過程を体得でき、メタ認知を引出し、情報をどのように活用するべきなのか、洗練された思考過
程と実行力が身につくものと考えています。
　本シンポジウムでは、研究を推奨する立場として、東北各県士会から全国への登竜門として、雑誌の価値を
高め、理学療法の対象となる方に貢献できる研究のあり方について共有する機会にしたいと思います。
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シンポジウムⅡ：理学療法研究
「臨床における理学療法研究の取り組み

～組織的取り組みにおける動機付けを高めるための環境づくり～」

平野　雄三
医療法人社団三成会　南東北春日リハビリテーション病院　

企画開発室・リハビリテーション科科長補佐　　

１．臨床に従事する理学療法士を取り巻く環境と臨床研究に対する意識

　 診療報酬・介護報酬のマイナス改定に伴う実績の強化や労働環境の是正 ( 時

間外勤務、ワークライフバランスの取り組み ) 等を背景に臨床業務以外の時

間の確保が年々困難な状況となっている。加えて、入職者も増加傾向にあり

卒後教育として臨床研究を指導する環境も取りにくく、組織全体として臨床

研究の比重が低下する傾向が懸念される。

個人として見た場合、大学院への進学や認定・専門理学療法士制度などキャリア形成に関わる部分に関心のあるものに

とっては大きな動機づけになりうるが、一方でキャリア形成にさほどの関心を持たない者も多く、十分な研究活動への

動機づけが得られていないのが現状である。当院においてより内発的な動機付けを高める為、個人的な研究活動に頼っ

てきた状況から組織的取り組みへの転換を行い、そして研究活動に参画しやすくする為のこれまでの試みを紹介する。

２．当院における臨床研究に対するこれまでの試み

1) データベースシステム ( 以下 DB) の導入

　当院では、回復期リハビリテーション ( 以下リハ ) のリハ評価データの DB を運用している。入院時から毎月 1 回、日

頃の評価結果を記録し、DB に入力している。DB は主に回復経過の把握により予後予測としての活用などに用いているが、

単に研究として扱うのではなく、臨床現場での活用を目指している。例えば DB から入院時 ADL や認知機能・家族介護

力などの情報を照合させ、在宅復帰の可能性を算出するシステムなどを取り入れており、研究での「わかる」レベルから、

臨床での「使える」レベルに引き上げていけるように取り組んでいる。データの蓄積が個々の経験知を補いうるものと

なれば教育面での活用や、患者・家族に対しての客観的データに基づくより解りやすい説明などへも応用が可能である。

2) 計測・評価機器の導入

　計測や評価機器 ( 機器 ) の導入率は民間病院においては非常にばらつきがあるような印象を受ける。臨床研究を行う

環境において、機器の導入に関しては再現性かつ信頼性のある客観的データを扱うためにも重要な要素となりうる。当

院でも比較的安価な機器を計画的に導入し、徐々に環境を整える取り組みを行ったり、機材のデモを実施し多くの機材

に触れる機会を持つようにしている。

3) 共同研究の推進

　当院ではこれまで、幾つかの共同研究を進めてきた。共同研究は大学や企業などと行う臨床研究であり、一機関では

成しえないものを行う意義は非常に大きい。また、共同研究においては相手側がもつノウハウなどを吸収でき、普段の

臨床では見聞き出来ないような情報を得る事も出来る為、教育的側面としてのメリットも感じている。個人の研究から

組織的な研究へと発展させる意味でも、対外的な交流や情報発信は必須であり、組織的な取り組みとなれば必然的に研

究に携わるメンバーも増えてくる。

４) 教育的取組み

　臨床研究に限らず、教育は組織運営の根幹であると考えている。組織的規模が大きくなる中、教育のシステム化が求

められており、その中に臨床研究も取り入れるように工夫した。研究のノウハウを教えるよりも、目的は動機づけである。

動機づけを行う為に三つのツール「目標管理」、「能力力量評価」、「キャリアパス」を活用、検討している。大事なのは

「やらせる」のではなく、「やりたい」のかを確認する事。「やりたくない」人にはどのようにしたら「やりたくなる」の

かを考える事。「やりたい」人には「やれていない」理由はどこにあるのかを考える事。「やっている」人にはより良い

結果を出すためにはどうして言ったら良いかをアドバイス出来る事である。
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市民公開講座

Profile

伊藤　俊一
【現職】

北海道千歳リハビリテーション学院　学院長

【学歴】

昭和 60 年 北海道大学医療技術短期大学部理学療法学科　卒業
平成 17 年 信州大学大学院工学系研究科生物機能工学後期課程卒業（学術博士）

【職歴】

昭和 60 年 北海道大学医学部附属病院理学療法部
平成 12 年 北海道千歳リハビリテーション学院副学院長
平成 19 年 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科教授
平成 21 年 獨協大学越谷病院整形外科非常勤講師
平成 23 年 福島県立医科大学特任教授
平成 25 年 北海道千歳リハビリテーション学院　学院長

【社会活動】

腰痛の理学療法（運動療法）、筋ストレッチング、腰痛に関する著書、講演多数。
昭和 62 年～平成 19 年 北海道理学療法士会理事
平成 17 年～平成 21 年 日本理学療法士協会調査部長
平成 16 年～      厚生労働省集学的腰痛問題検討委員会委員
      日本身体計測学会評議員
平成 21 年～平成 22 年 厚生労働省介護予防マニュアル改訂委員
平成 24 年      日本運動器疼痛学会評議員
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市民公開講座
腰痛のセルフケア

伊藤　俊一
北海道千歳リハビリテーション学院　学院長

　世界保健機構（WHO）の報告によると腰痛は世界中で休業原因の筆頭とされており、日本でも平成 7

年以降で有訴受診率（健康保険を使っての医療機関受診率）第一位の余り有難くない栄誉に輝いていま

す。

　また、近年では身体の痛みの原因は、ストレスや心、さらに脳が痛みを強くしてしまうことが問題だ

として、「もったいないお化け」で有名になった公共広告機構（AC ジャパン）のテレビ CM で、「はし

ご受診」や「だらだら受診」は無駄で有効性がないことを金八先生が説いています。

実際、2000 年以降の多くの研究で、1）痛みは脳でも感じる、2）長く痛みに曝（さら）すと脳がます

ます痛いと認識するようになる、ということが証明されています。また、ヨーロッパやアメリカの腰痛

診療ガイドラインでは、腰痛の発症を防止（一次予防）することには限界があるものの、発症後それ以

上悪くなることの防止（二次予防）や再発の防止（三次予防）に対して、理学療法が有効であることが

示されています。しかし、わが国のデータでは腰痛の再発率は、職種によっては 60-90% にも及ぶとの

報告もあります。

　日本理学療法士協会ではこの腰痛問題解決に少しでも貢献すべく、2013 年から厚生労働省の委託を

受けて労働安全コンサルタント会と共同で腰痛予防対策講習会を 47 都道府県で実施し、演者も微力な

がら委員として協力して来ました。

　この中で、特に重要とされてきたことは腰痛の自己管理、すなわちセルフケアです。

実際、ガンなどの腫瘍や内臓器疾患由来や骨折などの重篤な疾患が原因となる腰痛は、レントゲンなど

により明らかにされる確率は腰痛全体の 15% 程度で、85% の腰痛は原因が分からないとされています。

しかし、腰痛で手術に及ぶ例は全体の 15%（日本では 25%）で、85%（同 75%）は理学療法などの手

術以外の治療法（保存療法）による対応が第一選択となります。したがって、この様な原因不明の腰痛

では、もちろんはじめに出会う医師や医療者の対応も重要ですが、きちんとした情報を知り、対処法に

精通していることが痛みに長く曝さないコツとなり、恐れる必要はないことになります。ただ、折角対

処法を知っていても現在の調査結果ではセルフケアの実施率は 10% 以下となっていますから、歯磨き

の様に日常生活の中に定着化しないと宝の持ち腐れとなってしまいます。

　本市民公開講座では、前述した腰痛予防対策講習会の実施ために整理したデータを基にして近年の多

くの疫学的調査の結果を加え、二次予防や三次予防の注意点や方法に関して具体的に説明します。また、

①痛みに長く曝さないための注意点および自己評価、②痛みに対する心理的影響や脳性の影響、さらに

環境面や社会的認識をあることを認識しての対処法、③身体運動機能面の維持・強化のセルフケアの方

法、を実技の体験を交えてセルフケア定着化のために学んでいただきたいと考えています。
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11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	口述発表Ⅰ　	運動器Ⅰ	 会場：大ホール（Ａ会場）

座長 鈴木　誠	 東北文化学園大学

O-I-1 頚髄症の下肢機能における術前後の重症度と QOL の関連性 大館市立総合病院 石川　大瑛

O-I-2 脊柱後彎変形の臨床における簡便な評価法 -Wall-Occiput distance の妥当性と測定信頼性の
検討 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 遠藤　達矢

O-I-3 成長期野球選手の肩関節内旋制限と肩肘痛の関係
 福島県立医科大学附属病院　リハビリテーションセンター 十文字　雄一

O-I-4 股関節屈曲角度が足関節背屈可動域に与える影響 仙台青葉学院短期大学 坂上　尚穗

O-I-5 前方及び後方片脚着地時の膝・足関節の角度について
 秋田県立リハビリテーション精神医療センター 安田　真理

O-I-6 リング型創外固定器に対する足底装具が歩行に与える効果
 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科 渡邉　基起

11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	口述発表Ⅱ	　基礎Ⅰ	 会場：小ホール（B会場）

座長 小林　武	 東北文化学園大学

O-II-1 若年女性における大腿直筋・筋内腱長と膝伸展筋力の関係 秋田大学医学部附属病院 髙橋　裕介

O-II-2 運動強度の違いによる股関節外旋筋筋活動の変化－筋電図学的分析－
 東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科 冨澤　義志

O-II-3 座位体幹筋力測定時，骨盤支持の有無による筋活動の変化
 福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科 佐藤　圭汰

O-II-4 側臥位における下側の肩甲骨位置について いわてリハビリテーションセンター 佐藤　弘樹

O-II-5 腰椎後方椎体間固定術後、矢状面アライメントが修正された症例に対する理学療法介入の経
時的変化 石巻ロイヤル病院　リハビリテーション科 佐藤　美晴

O-II-6 健常成人における Tilt Up 負荷が脈拍数と動脈血酸素飽和度の面積積分値に与える影響
 いわき湯本病院　リハビリテーション科 齊藤　真太郎

11 月 28 日（土）14時 40 分〜 16 時 10 分	口述発表Ⅲ	　生活環境支援Ⅰ・神経Ⅰ	 会場：大ホール（Ａ会場）

座長 荻原　久佳	 郡山健康科学専門学校
中江　秀幸	 東北福祉大学

O-III-1 地域包括ケアの模索 羽後町立羽後病院 斎藤　功

O-III-2 ホームエクササイズとやる気の関係について 弘前大学大学院保健学研究科 成田　大紀

O-III-3 地域在住高齢者の一日平均歩数とサイドステップ長の関連について
 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 桂　理江子

O-III-4 むせが軽減した体幹の低緊張を伴う痙直型脳性まひ児のシーティング
 岩手県立療育センター 風祭　総子

O-III-5 健常児と脳性麻痺児における足関節周囲構造の比較 秋田県立医療療育センター 堀岡　航

O-III-6 レンズ核線条体動脈領域梗塞における進行性運動麻痺の特徴 公益財団法人　星総合病院 竹内　玄徳

一般演題プログラム
１日目《11 月 28 日（土）》
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O-III-7 下肢軽度麻痺を有する脳卒中患者の歩行観察と身体機能の関係について
 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　 奈川　英美

O-III-8 脳卒中片麻痺における屋外歩行自立を予測する因子について
 訪問リハビリステーションあすみ 関　裕也

11 月 28 日（土）14時 40 分〜 16 時 10 分	口述発表Ⅳ　	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ	
会場：小ホール（B会場）

　座長 蛯名　葉月	 梁川病院
横塚　美恵子	 東北文化学園大学

O-IV-1 漸増負荷運動時の心拍変動解析から嫌気性代謝閾値を推測できるか？
 東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野 阿部　将之

O-IV-2 高齢入院期心不全患者における食事摂取量と退院時 ADL の関係
 （一財）総合南東北病院リハビリテーション科 千葉　一平

O-IV-3 感染性心内膜炎・開胸術後の高校野球復帰に対し心肺運動負荷試験に基づいて運動指導を
行った一例 青森県立中央病院リハビリテーション 須藤　宗

O-IV-4 入院化学療法中の造血器腫瘍患者における運動療法介入効果の検討
 北福島医療センター　リハビリテーション科 渡邉　紗耶加

O-IV-5 同種造血幹細胞移植患者における移植前後の筋力低下に及ぼす因子の検討
 北福島医療センター　リハビリテーション科 笠原　龍一

O-IV-6 TENS 単独施行と温熱療法との併用施行では腰椎疾患患者の下肢痛に与える鎮痛効果は異な
るか？ 医療法人整友会弘前記念病院 前田　貴哉

O-IV-7 腰椎牽引療法の効果を実感する患者の特徴 医療法人明洋会　近江整形外科 平山　　和哉

O-IV-8 当院回復期リハビリテーション病棟における入院時日常生活機能評価（Ｂ項目）と退院時歩

行自立との関係 医療法人社団健育会　石巻健育会病院

佐々木　香央

里

O-IV-9 全身振動刺激による胸郭拡張差及び肺機能の即時変化
 ( 医社 )　新生会　南東北第二病院 添田　健仁
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11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	ポスター発表 A　神経Ⅰ	 会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 安倍　恭子	 山形済生病院

P-A-1 重度左片麻痺を呈した症例に対して装具療法を実施した症例報告
 国立病院機構岩手病院リハビリテーション科 志田　充啓

P-A-2 油圧制動短下肢装具が踵接地期の筋緊張に与える影響
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 西脇　祐也

P-A-3 下肢装具を必要とする生活期脳卒中片麻痺者へのフォローアップの重要性
 社会医療法人将道会　総合南東北病院 芝崎　淳

P-A-4 脳卒中患者における回復期病棟入院時の認知 Functional Independence Measure は退院時の
歩行自立度に影響するか 医療法人社団 新生会 南東北第二病院 齋藤　頼亮

P-A-5 脳卒中専門病院における人工呼吸器使用の現状と肺炎合併に関する検討
 秋田県立脳血管研究センター 町田　陽一朗

11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	ポスター発表 B　神経Ⅱ	 会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 高島　悠次	 長町病院

P-B-1 脳卒中片麻痺患者における平地歩行とトレッドミル歩行の筋活動による比較
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 佐藤　竜太

P-B-2 歩行速度の違いが前遊脚期における足関節底屈モーメントに及ぼす影響
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 三瓶　あずさ

P-B-3 脳卒中後片麻痺者の非麻痺側下肢同時収縮と歩行速度の傾向
 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 佐々木　明

P-B-4 回復期脳卒中片麻痺者の麻痺側荷重能力の経時的変化についての検証
 医療法人社団　三成会　南東北春日リハビリテーション病院　リハビリテーション科 五十嵐　誠

P-B-5 異なる負荷量のペダリング運動が脳卒中重度片麻痺患者の歩行に与える影響
 秋田県立脳血管研究センター 今　直樹

P-B-6 脳卒中後片麻痺患者に対する脛骨神経への神経筋電気刺激が歩行に与える影響
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 渡邉　和真

11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	ポスター発表 C　神経Ⅲ	 会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 添田　健仁	 南東北第二病院

P-C-1 パーキンソン病患者の栄養・嚥下機能と ADL の関係
 総合南東北病院　リハビリテーション科 折内　英則

P-C-2 肺炎発症後、深部静脈血栓症を併発し長期臥床状態にあったパーキンソン病患者の運動能力
向上に関する一考察 独立行政法人国立病院機構宮城病院 山崎　健太郎

P-C-3 パーキンソン病患者の Hoehn&Yahr 分類による重症度とバランス障害の関係について
 東京慈恵会医科大学附属第三病院 井上　優紀

P-C-4 慢性硬膜下血腫術後 7 日パス適応者のバランス機能について
 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 内藤　大樹

P-C-5 帯状回部の脳腫瘍により起居動作困難を呈した症例
 （一財）脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院 西脇　佳奈

P-C-6 回復遅延型ギラン・バレー症候群患者を経験して 仙台東脳神経外科病院 清水　緑
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11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	ポスター発表D　内部障害Ⅰ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 竹内　雅史	 東北大学病院

P-D-1 COPD 患者における IADL の検討 東北労災病院 竹澤　実

P-D-2 肺炎により低栄養状態を呈し活動性低下した一症例 
 東北労災病院（一財）　総合南東北病院　リハビリテーション科 本木　里奈

P-D-3 低栄養状態の在宅患者に対しての栄養療法と運動療法が効果的であった一症例
 ( 一財 ) 総合南東北病院 南東北訪問看護ステーションたんぽぽ 鈴木　大己

P-D-4 絞扼性イレウスに対する緊急手術施行後に錐体外路症状とせん妄を呈したパーキンソン病患
者の理学療法介入 ( 一財 ) 総合南東北病院リハビリテーション科 三瓶　一雄

P-D-5 当院における外来血液透析患者への理学療法介入の取り組み
 社会医療法人明和会　中通総合病院　リハビリテーション部 山崎　貞一郎

11 月 28 日（土）10時 50 分〜 11 時 50 分	ポスター発表 E　教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 田中　結貴	 岩手県立中央病院

P-E-1 当院臨床実習指導における学生の段階的行動目標シート到達割合
 （一財）総合南東北病院 高野　稔

P-E-2 実際の急変時対応を想定したシミュレーション訓練の実施 川久保病院 吉田　裕也

P-E-3 回復期リハビリテーション病棟における在院日数の長期化に関連する要因の検討
 医療法人松田会松田病院リハビリテーション部 菊地　雅行

P-E-4 脳梗塞を発症した末期肺癌患者の理学療法の経験
 一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 安西　ゆう子

P-E-5 開腹術後がん患者のリハビリテーション介入期間を遅延させる要因の検討
 一般財団法人大原綜合病院　リハビリテーション科 二上　達彦

P-E-6 当院における乳癌センチネルリンパ節生検術後患者のセルフケア指導の再考察
 北福島医療センター 山本　真代

11 月 28 日（土）14時 40 分〜 15 時 40 分	ポスター発表	F　	運動器Ⅰ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 鈴木　博人	 東北文化学園大学

P-F-1 当院にてリバース型人工肩関節置換術を施行した患者の術後理学療法
 東北労災病院　中央リハビリテーション部 鈴木　雄三

P-F-2 リバース型人工肩関節置換術を施行し、胸椎後弯により肩関節自動拳上獲得に難渋した症例
 日本医科大学付属病院　リハビリテーション室 清水　美代子

P-F-3 テニスボールを用いた背部への圧迫刺激が身体の機能的変化に及ぼす影響
 仙台北部整形外科スポーツクリニック　リハビリテーション科 和田　唯

P-F-4 人工膝関節全置換術後の身体機能に影響を与える予測因子の検討
 医療法人友愛会　盛岡友愛病院　リハビリテーション科 中田　勇磨

P-F-5 人工膝関節全置換術患者の在院日数に影響を及ぼす因子の検証
 総合南東北病院　リハビリテーション科 榊枝　功恭
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11 月 28 日（土）14時 40 分〜 15 時 40 分	ポスター発表	G	　運動器Ⅱ・物理療法Ⅰ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 石田　水里	 鳴海病院

P-G-1 デジタル画像を用いた角度測定における測定誤差の検討 中通リハビリテーション病院 福原　隆志

P-G-2 キネシオテープを用いた皮膚誘導が最大筋出力に与える影響
 社団法人慈恵会　青森慈恵会病院 繋　教公

P-G-3 脊椎圧迫骨折患者の入院期間に影響する因子の検討
 社会医療法人みゆき会　みゆき会病院 黒田　昌宏

P-G-4 仙台市における下肢切断者の義足支給の実態について（第１報）
 仙台市障害者総合支援センター 佐藤　廣之

P-G-5 高校スポーツ部活動において選手が使用できるトレーニング用具の調査
 医療法人松田会　松田病院　リハビリテーション部 千葉　渉

P-G-6 キセノン光の星状神経節近傍照射の安全性に関する文献調査
 大館市立総合病院リハビリテーション科 花田　真澄

11 月 28 日（土）14時 40 分〜 15 時 40 分	ポスター発表	H	　基礎Ⅰ	 会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 川上　真吾	 東北文化学園大学

P-H-1 下腿三頭筋支配の脊髄興奮準位に及ぼす四肢間相互作用の影響に関する研究
 郡山健康科学専門学校 古川　勉寛

P-H-2 ステップエルゴメーター駆動時における足部肢位の違いと下肢筋活動の分析
 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 近藤　貴大

P-H-3 座位最大側方リーチ動作における座面の材質の違いが体幹運動に及ぼす影響
 いわてリハビリテーションセンター 山口　美沙都

P-H-4 発達障害児に対する PEDI を用いたアセスメントの経験 東北メディカル学院 越後　あゆみ

P-H-5 若年男性における胸郭拡張差測定の有用性 石巻赤十字病院 阿部　雄介

P-H-6 高齢者の身体能力認識誤差及び加齢との関連性 盛岡つなぎ温泉病院 菊池　宏菜

11 月 28 日（土）14時 40 分〜 15 時 40 分	ポスター発表	I	　生活環境支援Ⅰ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 相馬　正之	 東北福祉大学

P-I-1 体重減少の著しい利用者への栄養管理と運動療法が効果的であった一症例
 一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院通所リハビリテーションセンター 金子　尚貴

P-I-2 理学療法士の視点で見た脳卒中専門病院における褥瘡対策の実態調査
 秋田県立脳血管研究センター　機能訓練部 皆方　伸

P-I-3 脳卒中地域連携パス活動報告と今後に向けて 竹田綜合病院 白井　由貴

P-I-4 学童期の運動能力と運動量の関係について
 医療法人なかざわ整形外科スポーツクリニック 西沢　孝朗

P-I-5 震災 4 年経過時点での仮設住宅在住の被災地住民の生活状況について 東北福祉大学 田邊　素子
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11 月 28 日（土）14時 40 分〜 15 時 40 分	ポスター発表	J	　生活環境支援Ⅱ	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 赤塚　清矢	 山形県立保健医療大学

P-J-1 介護予防推進支援事業における集団体操作成の実際 （財）総合南東北病院 室井　宏育

P-J-2 訪問によるリハビリテーションサービスの内容に対する介護支援専門員の認識
 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科 丹野　克子

P-J-3 高齢者における人とのつながりと関連性のある要因について 医療法人松田会松田病院 金子　亮太郎

P-J-4 高位頸髄損傷者が在宅復帰できた一症例
 医療法人松田会　松田病院　リハビリテーション部 鈴木　華子

P-J-5 脳性麻痺児における平日と休日の姿勢保持時間の比較 青森県立保健大学 福島　真人
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11 月 29 日（日）10時 10 分〜 11 時 10 分	口述発表Ⅴ（動画）　神経Ⅱ・運動器Ⅱ	 会場：大ホール（Ａ会場）

座長 藤田　俊文	 弘前大学大学院

O-V-1 ベルクロ付きバンドを短下肢装具として代用した効果の一検証
 メディカルコート八戸西病院 宮沢　有希子

O-V-2 脳卒中左片麻痺例に対するセラバンドを用いた歩行トレーニングの効果検証
 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院　リハビリテーション部 竹山　大輔

O-V-3 麻痺側下腿三頭筋に高度筋緊張亢進を呈する重度片麻痺者における長下肢装具を使用した前
型歩行練習の一経験 一般財団法人 広南会 広南病院 リハビリテーション科 辻本　直秀

O-V-4 運動療法により歩行獲得に至った重度変形性膝関節症患者の一症例 青森慈恵会病院 吉崎　寛之

11 月 29 日（日）10時 10 分〜 11 時 10 分	口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　	 会場：小ホール（B会場）

座長 村上　三四郎	 東北メディカル学院

O-VI-1 左右・前後方向に分けて考える片脚立位の姿勢制御
 新潟医療福祉大学大学院　修士課程　医療福祉学研究科 金谷　知晶

O-VI-2 床への最大リーチ距離テストと身体機能との関係 弘前市立病院 上川　香織

O-VI-3 股関節伸展筋力が垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響
 弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程 横野　良知

O-VI-4 脊柱可動性の低下が歩行時の足圧分布に与える影響 秋田厚生医療センター 佐藤　大道

O-VI-5 健常成人における上肢の振りと歩行能力の関連性
 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 薛　畯杰

O-VI-6 歩行における前方牽引時のエネルギーコストについて 東北文化学園大学 鈴木　博人

一般演題プログラム
2 日目《11 月 29 日（日）》
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11 月 29 日（日）10時 10 分〜 11 時 10 分	ポスター発表	K	　東日本大震災	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 坪田　朋子	 一般社団法人宮城県理学療法士会災害対策支援委員会

P-K-1 癒しのサロンの有無が仮設住宅居住高齢者の身体機能および健康状態に及ぼす影響
 南相馬市立総合病院　リハビリテーション技術科 只木　正和

P-K-2 当法人の介護予防事業の活動と効果判定
 医療法人医徳会　真壁病院　リハビリテーション室 渥美　美穂

P-K-3 釜石リハ士会設立の経緯と二年間の活動から見えてきたこと
 釜石リハビリテーション療法士会 千葉　悟

P-K-4 災害時における深部静脈血栓症と理学療法
 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 小野部　純

11 月 29 日（日）10時 10 分〜 11 時 10 分	ポスター発表	L	　県士会推薦	
会場：展示ホール（ポスター）（Ｃ会場）

座長 中野渡　達哉	 山形県立保健医療大学

P-L-1 福島県理学療法士会における管理職研修会の紹介
 （一社）福島県理学療法士会　活性化委員会 本田　知久

P-L-2 秋田県理学療法士会の地域包括ケアシステムに向けた取り組み
 公益社団法人秋田県理学療法士会 大場　みゆき

P-L-3 新人教育プログラム修了率増加のための取り組み
 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 村上　賢一

P-L-4 高校野球選手の腰部障害の実態 福島県理学療法士会　公益事業局　MST 企画推進部 鴫原　智彦

P-L-5 福島県高等学校野球連盟強化研修会「メディカルサポート講習会」報告
 福島県理学療法士会　公益事業局　MST 企画推進部 野邉　翔平

P-L-6 看護・介護職員に対する姿勢別腰痛体操の実施が腰痛に及ぼす影響 滝沢中央病院 早坂　郷

P-L-7 脊髄硬膜外膿瘍患者に対する BWSTT の効果　 仙台リハビリテーション病院 工藤　慎也
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O-I-1 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

頚髄症の下肢機能における術前後の重症度と QOL の関連性

石川　大瑛　・　畠山　優　・　阿部　寛子　・　柏木　智一　・　山内　紗貴子　・　伊藤　麻子

豊口　卓

大館市立総合病院

頚髄症 ,	JOACMEQ,	JOA スコア

【目的】頚椎症性脊髄症（以下，頚髄症）は，中高年より発

症し，上下肢に運動障害を引き起こす。頚髄症の治療法と

しては手術療法の有効性が示されており，治療の有効性の

評価として患者立脚型評価スケールである日本整形外科学

会頸部脊髄症評価質問票（Japanese Orthopedic Association 

Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire：JOACMEQ）

が開発された。しかし，術前後の運動機能と JOACMEQ の

経過の報告はまだ不十分である。また，先行研究において

は重症度を考慮されることが少ないのが現状である。そこ

で本研究では術後 3 ヶ月までの頚髄症術前後の運動機能と

JOACMEQ の経過とその術前の重症度との関連性を明らか

にすることを目的とした。

【方法】対象は当院整形外科にて頚髄症と診断され，手術を

施行された 29 名とした（男性 14 名，女性 15 名，平均年

齢 68.5 ± 8.2 歳）。取り込み条件は頚椎症性脊髄症もしく

は後縦靭帯骨化症にて頚椎拡大術を施行された患者でかつ

術後 3 ヶ月以上経過しているもの，除外条件としては頚椎

固定術を施行されたもの，脳血管疾患など運動に影響を及

ぼす疾患の既往があるもの，もしくは術後に発症したもの，

認知症など質問紙法による評価が困難なものとした。

 評価内容は，日本整形外科学会頸部脊髄症治療判定基準下

肢運動スコア（以下，JOA 下肢運動スコア），下肢知覚スコア、

JOACMEQ 下 肢 ス コ ア，30 ｍ 歩 行 テ ス ト，Foot Tapping 

Test（以下 FTT），FIM とした。歩行テストはそれぞれ歩行

時間を測定した。FTT は左右の最小値を採用した。評価は

術前，術後 3 ヵ月時とした。統計解析方法は，術前後の比

較においては対応のある t 検定を，術前の JOACMEQ 下肢

スコアと術前のその他の項目との関連性，および術後 3 ヶ

月の JOACMEQ 下肢スコアと術後 3 ヶ月のその他の項目と

の関連性については Spearman 順位相関係数を用いた。統

計処理には SPSSver.17 を使用し，有意水準は 5％とした。

【結果】術前後の比較は，JOA 下肢運動スコア，JOACMEQ

下肢スコア，30 ｍ歩行テスト，FTT において術後に改善が

認められた（p ＜ 0.05）。術前の JOACMEQ 下肢スコアと

術前のその他の項目との関連性について，30m 歩行（rs=-

0.65），FTT（rs=0.38），FIM（rs=0.51），JOA スコア下肢運

動スコア（rs=0.67）において有意な相関が認められた（p

＜ 0.05）。術後の JOACMEQ 下肢スコアと術前のその他の

項目との関連性については，30m 歩行（rs=-0.56），FIM

（rs=0.71），JOA スコア下肢運動スコア（rs=0.62），JOA ス

コア下肢知覚スコア（rs=0.49）において有意な相関が認め

られた（p ＜ 0.05）。

【考察】本研究では術前後において JOA 下肢運動スコア，

JOACMEQ，歩行時間，FTT の改善が認められた。術後 3 ヵ

月では全例自宅での生活をしており、術前より ADL だけで

なく QOL も高い生活をすることが出来ていると考えられ

る。JOACMEQ 下肢スコアとその他の項目との相関関係に

ついて、術前と比較し術後には FIM の相関係数が高くなり、

FTT との相関は認められなくなった。また、知覚スコアは

下肢機能評価との相関が術後にのみ認められた。このこと

から、術前は下肢に出現する運動機能の症状により QOL が

低下していたものが、手術により下肢症状が改善し、日常

生活の自立度や感覚障害の程度が QOL に大きく影響するよ

うになったと考えられる。今後は術後 3 ヶ月以降の検討，

重症度別の QOL の違いの検討をしていく必要があると考え

られた。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，研

究の趣旨を説明し，承諾を得られた者を対象とした。

key	Words:	

2015 年 11 月 28 日	（土）	10:50	～ 11:50
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O-I-2 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

脊柱後彎変形の臨床における簡便な評価法 -Wall-Occiput distance の妥当性と
測定信頼性の検討 -

遠藤　達矢 1,3) 　・　対馬　栄輝 2) 　・　小俣　純一 1,3) 　・　岩渕　真澄 3) 　・　白土　修 3) 　・　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) 弘前大学大学院保健学研究科
3) 福島県立医科大学会津医療センター　整形外科・脊椎外科
4) 北海道千歳リハビリテーション学院

脊柱後彎変形 ,	評価法 ,	妥当性

【はじめに】 高齢者の脊柱後彎変形は，加齢とともに増悪す

る傾向があり ADL・QOL を阻害するとされている．そのため，

脊柱後彎変形の評価は非常に重要であり，一般的には X 線

によるレントゲン撮影が用いられるが，レントゲン撮影は

セラピストが自由に行えるものではない．非侵襲的な評価

としては Spinal Mouse が活用できるが， 非常に高価であり，

利用している施設は限られている．その一方で，非侵襲的

かつ簡便な脊柱後彎の鑑別法として Wall-occiput distance

（WOD）がある．WOD は胸椎レベルの椎体骨折の有無や

身体機能・ADL との関連が報告されている（Siminoski ら，

2011 岡部ら，2014）．これは，レントゲン撮影による評価

の Sagittal vertical axis（SVA）や Spinal Mouse との関連性

を検討した報告がない．

【目的】　本研究の目的は，簡便な脊柱後彎変形の評価法で

ある WOD と一般的な評価法である SVA や Spinal Mouse と

の関連性を調査し評価の信頼性・妥当性を検討することで

ある．

【方法】 対象は当院整形外科・脊椎外科を受診した脊柱後彎

を呈する女性高齢者 14 名（平均年齢 76.5 歳± 5.14）であ

る．なお，脊柱の手術既往，重度の神経根症状，脊髄症状，

その他重篤な合併症がある者は対象から除外した．脊柱後

彎変形の評価として，WOD，SVA，Spinal Mouse を測定し

た．WOD は，被験者に踵部，臀部，背中を壁に接して，耳

介と眼を結ぶラインが水平となるように直立位をとら せ，

検者が壁から後頭隆起までの距離を測定した．SVA は，C7

からの重心線と仙椎後縁を通過する垂線との距離を測定し

た．Spinal Mouse は胸椎後彎角，腰椎前彎角，仙骨傾斜角，

脊柱傾斜角を測定した．

統計的解析は，WOD と SVA・Spinal Mouse 各測定項目の

関係を Pearson の相関係数（r）と級内相関係数（以下，

ICC）（3,1）で求めた．WOD の検者内信頼性の検討には

ICC（1,1）を用いた．有意水準は全て 5% とした．

【結果】 WOD は SVA（r=0.943）と脊柱傾斜角（r=0.852）

とのかなり強い相関を認めた．ICC（3,1）は SVA が 0.843

（95％信頼区間 [CI]：0.489-0.959），脊柱傾斜角が 0.640

（95％ CI：0.061-0.896）であった．WOD の検者内信頼性

は ICC（1,1）＝ 0.997（95％ CI：0.994-0.999）であった．

【考察】　WOD が SVA や脊柱傾斜角と強い相関を示したこ

とから脊柱が前方に傾斜するほど，つまり脊柱後彎変形が

悪化するほど WOD の値が増加するといえる．ICC（3,1）

も高い値を示したことから WOD は SVA や Spinal Mouse と

同様に脊柱後彎変形の評価が可能である．WOD による脊柱

後彎変形の評価は SVA や Spinal Mouse と同様に立位保持が

可能な対象者に限られるが，メジャーがあれば計測可能で

あり，特に習熟を必要とせず，誰にでも計測が可能な評価

である．以上から，WOD はリハビリテーションの臨床にお

ける脊柱後彎変形の評価法として簡便かつ有用性が高い方

法であることが示された．

 【まとめ】　簡便な脊柱後彎変形の評価法である WOD と

一般的な評価法である SVA や Spinal Mouse との関連性を

調査し評価の信頼性・妥当性を検討した．WOD は SVA や

Spinal Mouse との相関が高く，リハビリテーションの臨床

における脊柱後彎変形の評価法として簡便かつ有用性が高

い方法であることが示された．

【倫理に関する項目】　本研究はヘルシンキ宣言に則り行っ

た．対象者には，本研究の主旨と方法に関して十分な説明

を行い，承諾を得た後，測定を行った．なお，本研究は演

者所属機関の倫理委員会の承認を得て実施した．
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O-I-3 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

成長期野球選手の肩関節内旋制限と肩肘痛の関係

十文字　雄一 1) 　・　鴫原　智彦 1) 　・　大井　直往 1) 　・　小野田　修一 2) 　・　藤原　奈央 2) 　・　大歳　憲一 3) 

加賀　孝弘 3) 

1) 福島県立医科大学附属病院　リハビリテーションセンター

2) 南相馬市立総合病院

3) 福島県立医科大学　スポーツ医学講座

成長期野球選手 ,	肩関節 ,	投球障害

【目的】オーバーヘッドスポーツ選手では，利き手側の肩関

節外旋可動域が拡大し，内旋可動域は減少する．肩後方タ

イトネスに伴う内旋可動域の過度の減少は投球障害の危険

因子の一つと報告されている．しかし，内旋可動域制限が

成長期のどの段階で出現するのかは不明である．本研究の

目的は，内旋可動域制限の出現時期と，内旋可動域制限と

肩肘痛との関係を調査することである．

【対象と方法】福島県内の同一地区で，同時期に実施したメ

ディカルチェックに参加した小学生から高校生の野球選手

173 名（小学生 53 名，中学生 43 名，高校生 77 名）を対

象とした．事前にアンケートを配布し，過去 1 年間の肘痛，

肩痛の有無と 1 週間の平均練習時間を聴取した．メディカ

ルチェックでは肩内旋可動域制限を調査した．肩内旋可動

域は，肩関節屈曲 90°で他動可動域を評価し，非投球側と

比較し，投球側が明らかに制限されている場合を内旋制限

ありと定義した． 練習量と肩内旋可動域制限の有病割合は，

各年齢毎に算出した．過去 1 年間の肩肘痛は，小学生低学

年（4 年生以下），小学校高学年（5，6 年生），中学生，高

校生の 4 群に分類した．

【結果】1 週間の練習量は，15 歳未満では，平均 13.4 時間

であるのに対し，15 歳以上では，平均 23.6 時間と 15 歳を

境に有意に増加する傾向が認められた（Ｐ <0.05）．肩内旋

可動域制限の有病割合は，8 歳では 14.3% と 2 割未満であっ

た が，9 歳 36.4 ％，10 歳 43.8 ％，11 歳 58.3 ％　12 歳

66.7％，13 歳 76.9％と 13 歳までは年齢とともに増加した．

14 歳以降は 80％前後で推移し，有意な増加は認められな

かった．（P<0.05）　

各年代の過去 1 年間の肘痛の有病割合は，小学校低学年

で 6.5％，小学校高学年で 31.8％，中学校 41.9％，高校

61.0％と年代が上がるにつれて有意に増加した（P<0.05）.

これに対し，肩痛の有病割合は，小学校低学年の 16.1％か

ら高学年の 31.8％にかけて増加したが，それ以降は 30％前

後と，年代上昇による有意な増加は認められなかった．

練習量と年代で調整したロジスティック回帰分析では，内

旋可動域制限が存在する場合の肘痛と肩痛のオッズ比がそ

れぞれ 3.15（95％信頼区間 1.29-8.16），3.07（95％信頼

区間 1.23-8.39）と有意に高値であった（P<0.05）．

【考察】成長期では，反復する投球動作により，肩関節へ強

大な外旋ストレスが加わる．過去の報告によれば，投球側

の外旋可動域の拡大と内旋可動域の減少は，軟部組織性（関

節包の伸張）や骨性の適応（上腕骨後捻の増加）であると

考えられている．本研究では，肩内旋可動域制限は 13 歳ま

で経年的に増加していた．一方で，練習量が有意に増加す

る 15 歳以降では，内旋制限の有意な増加は認められなかっ

た．本研究では上腕骨の後捻の計測は行っていないが，骨

性に未成熟な時期に内旋可動域制限が増加しているという

結果から，上腕骨近位骨端線への回旋ストレスによる骨性

の適応が，内旋可動域制限の主体である可能性が示唆され

た．また，本研究では年代と練習量で調整したロジスティッ

ク回帰分析において，内旋可動域制限が有意に肘痛，肩痛

と関係していた．本研究では肩内旋可動域制限は肩 90°屈

曲位での評価しているため，いわゆる適応に伴う制限か， 

Total arc の減少に伴う病的な制限かは不明であるが，内旋

可動域制限が，肘痛や肩痛のリスク因子となり得る可能性

が示唆された． 

【倫理に関する項目】本研究は福島県立医科大学倫理委員会

の承認を得ており，本人・保護者・指導者に十分に説明し

同意を得た．
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O-I-4 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

股関節屈曲角度が足関節背屈可動域に与える影響

坂上　尚穗 1) 　・　大友　篤 1) 　・　中江　秀幸 2) 　・　相馬　正之 2) 　・　武田　賢二 3) 　・　山崎　健太郎 4) 

1) 仙台青葉学院短期大学
2) 東北福祉大学
3) 川崎こころ病院
4) 国立病院機構宮城病院

足関節背屈可動域 ,	股関節屈曲角度 ,	信頼性

【目的】　アキレス腱断裂や下腿骨骨折などの理学療法にお

いて，足関節の可動域（以下，ROM）を計測するのは必須

業務である。日本整形外科学会から提唱されている関節可

動域計測法における足関節背屈 ROM の測定肢位は膝関節を

屈曲位としている。しかし，二関節筋である腓腹筋の伸張

性を検査する目的では膝関節を伸展位で足関節背屈 ROM を

計測することが多いが，その測定肢位に関する規定がなく，

また股関節屈曲位である長座位で計測することもある。し

かし，股関節の屈曲角度の違いによる足関節背屈 ROM への

影響についての報告は散見されない。また，前述した疾患

などの理学療法の早期では足関節背屈が自動運動から開始

され，その後に他動運動が許可され，積極的な足関節背屈

運動へと移行して行く。このような理学療法場面において

も，股関節屈曲角度が足関節背屈 ROM に与える影響を知

ることは有益と考える。本研究では股関節屈曲角度の違い

よる膝関節伸展位における自動的足関節背屈 ROM（以下，

ADF）と他動的足関節背屈 ROM（以下，PDF）の変化につ

いて調査した。 

【方法】　対象は，下肢の ROM に影響する疾患の既往のない

健常成人 32 名（男性 18 名，女性 14 名，平均年齢 27.5 ± 7.0

歳）とした。測定は，背臥位・股関節 0°，長座位におけ

る股関節 45°および 90°屈曲位で，片側足関節背屈 ROM

を膝関節伸展位にて ADF，PDF とも 2 回計測し，その平均

値を求めた。ROM の測定にはデジタルカメラを使用し足関

節背屈の運動面である矢状面に対して垂直に撮影し，その

画像をパソコンに取り込みフリーソフト「imageJ」を使用

して足関節背屈角度を算出した。PDF 計測には，ハンドヘ

ルドダイナモメーター（アニマ株式会社製μ TasF-1）を使

用し，下腿後面の伸張感を確認ながら前足部足底に 10kgw

を負荷し PDF を計測した。対象によっては 10kgw 未満で

伸張感を訴えた被検者がおり，各測定肢位での PDF の負荷

量をその値で計測した。股関節屈曲角度を条件し，一元配

置分散分析を用いて検定を行った。統計学的有意水準を 5％

とした。

【結果】　股関節 0°，45°，90°屈曲位における ADF の平

均値は 15.0 ± 10.7°，12.6 ± 5.6°，4.6 ± 8.1°であった。

また，PDF は各々，21.2 ± 8.0°，20.4 ± 8.3°，14.5 ± 6.8

°であった。ADF，PDF とも股関節 0°と 45°屈曲位に有

意な差は認められなかった。股関節 90°屈曲位の ADF お

よび PDF は股関節 0°と 45°屈曲位よりも有意に減少した。

【考察】今回，股関節 90°屈曲位における ADF，PDF とも

に 0°，45°屈曲位よりも有意に減少する結果となった。

足関節背屈 ROM に影響を与える股関節筋群はないが，他の

組織が関連していることが考えられる。筋膜には機械的受

容器と侵害受容器によって神経が分布していることが示さ

れている。よって股関節 90°屈曲位では股関節屈曲と膝関

節伸展，そして足関節背屈を連動させ，下肢筋の後方全体

を覆う筋膜が過度に伸長されることで，伸張感や疼痛を伴

い，ADF，PDF を制限するものと考えられる。ADF および

PDF の信頼性を得るためにも，初期評価および再評価等に

おいて股関節を含めた統一した肢位での測定を再現する必

要性が考えられた。今後は股関節屈曲角度を 60°や 75°

などにおいても調査し，足関節背屈 ROM に影響する股関節

角度を明確にすることが求められた。 

【まとめ】　股関節 90°屈曲位の ADF，PDF が他の股関節屈

曲位よりも有意に減少したことから，足関節背屈 ROM 計測

には，股関節を含めた統一した肢位で計測する必要性が考

えられた。

【倫理に関する項目】対象には，研究の趣旨，個人情報の取

り扱いや自由参加の旨など十分に説明し、同意を得て計測

した。
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O-I-5 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

前方及び後方片脚着地時の膝・足関節の角度について
前十字靭帯損傷との関係

安田　真理 1) 　・　岡田　恭司 2) 　・　齊藤　明 2) 　・　若狭　正彦 2) 　・　木元　稔 2) 　・　佐藤　大道 2) 

柴田　和幸 2) 　・　堀岡　航 2) 　・　大沢　真志郎 2) 　・　江森　怜央 2) 

1) 秋田県立リハビリテーション精神医療センター

2) 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座

前十字靭帯損傷 ,	前方片脚着地動作 ,	後方片脚着地動作

【はじめに】　前十字靭帯（以下、ACL）損傷の 70％がスポー

ツに関連して発症し、同じく 70％が非接触型損傷で、多く

がジャンプ着地時に発生していると報告されている。その

ため、前方への片脚着地動作が ACL 損傷の機序の解明目的

で広く研究されている。しかし実際のスポーツ場面では、

前方への着地動作だけではなく、後方への着地動作を強い

られることも予測されるため、後方への着地時の特徴の検

討も必要と思われる。

【目的】　前方、及び後方への片脚着地直後の足部・膝関節

の角度を比較・検討し、ACL 損傷の原因解明の一助とする

こと。

【方法】　健常で下肢に痛みや変形の無い 19 名の女性（平均

年齢 21.6 ± 2.0 歳、身長 161.9 ± 6.7cm、体重 53.0 ± 5.0

㎏）を対象とした。下肢に手術歴がある者、下肢に靭帯損

傷などの既往がある者、6 か月以内に下肢に疼痛や外傷が

あった者は除外した。

　動作課題は Nagano らの報告に準じて 30 ㎝の台より 30

㎝前方に設定された着地点に片脚着地し、着地後は片脚で

バランスをとらせる前方着地と、着地点を設けず、前方の

壁に設置した印を注視したまま 30 cm の台から後方に自由

落下させ着地後は片脚でバランスをとらせる２課題とした。

着地側は利き脚側とした。動作時は体表マーカーを上前腸

骨棘、大腿骨大転子、大腿骨外側上顆、膝蓋骨中央、外果

と内果に貼付した。前額面及び矢状面に１台ずつハイスピー

ドビデオカメラ（CASIO、EX-ZR1100）を設置し、動画を

撮影した（480Hz）。撮影された動画から画像解析ソフト

ウェア（Dartfish japan）上で膝関節の屈曲・伸展、内反・

外反角度を算出した。また、足部外側には、電子角度計

(Biometrics, SG110, Japan）を装着し、足部の底屈・背屈角

度を算出した。関節角度の測定時間は、toe contact 時から

10 msec 毎に 100 msec までとした。

　統計手法は、前方及び後方片脚着地時から 10msec 毎に

100msec までの差について、対応のある t 検定を用いて検

討し、5％未満を統計学的有意水準とした。

【結果】　後方着地では前方着地に比べ、toe contact から 20 

msec ～ 60 msec の時間帯で膝関節の外反角度が有意に高

値であった。逆に後方着地では前方着地よりも、80 msec

～ 100 msec の時間帯で膝関節屈曲角度が有意に低値であっ

た。足部に関しては、40 msec ～ 100 msec の時間帯で足

関節の回外角度が、0 msec ～ 20 msec、70 msec ～ 100 

msec の時間帯で背屈角度が、後方着地で有意に高値であっ

た。

【考察】　後方着地動作では膝関節の外反角度が大きく、屈

曲角度は逆に小さくなっていることから、前方着地に比べ

て一般的に ACL 損傷を生じやすい動作であると考えられた。

特に膝屈曲角度の減少は、着地時の脛骨前方剪断力を増加

させる直接因子として注目すべき点と思われた。また前方

に比べ後方着地では足関節背屈の傾向が見られたのには、

後方着地では重心がより後方に偏位しやすく、後方への転

倒を防ぐための前脛骨筋等の収縮（背屈反射）が起きてい

るためと考えられた。

【まとめ】　健常若年女性では、後方着地動作の際、前方着

地に比べ、膝関節の外反角度が有意に高値で、膝関節屈曲

角度は有意に低値であった。足部に関しても、後方着地動

作の方が足関節の背屈角度が、前方着地よりも有意に高値

であった。

【倫理に関する項目】　本研究はヘルシンキ宣言に沿ってお

り、なお、秋田大学大学院倫理委員会承認を得て実施した。

対象者は本研究の意義を認識し、同意説明文書をもって説

明を行ったうえ、同意の得られた者に限定した。
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O-I-6 【口述発表Ⅰ	運動器Ⅰ】

リング型創外固定器に対する足底装具が歩行に与える効果
ワイヤー刺入部痛へのアプローチ

渡邉　基起 1) 　・　松永　俊樹 1) 　・　野坂　光司 2) 　・　佐藤　峰善 1) 　・　畠山　和利 1) 　・　髙橋　裕介 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

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

リング型創外固定 ,	足底装具 ,	歩行

【目的】リング型創外固定器（創外固定）を用いた治療は，

難治性骨折や偽関節など数多くに適応がある．さらに他手

技と比較して低侵襲で強固な固定力が得られる．そのため，

早期荷重・歩行の獲得により，入院期間の短縮や早期の社

会復帰が見込まれる．しかし，創外固定のリハビリテーショ

ンを実施する上で，ワイヤー刺入部の痛みによる荷重期間

の延長や尖足が問題となる．先行研究では，創外固定の問

題点として関節拘縮や感染，浮腫などが報告されている．

今回，尖足予防とともに荷重量の増加や歩行速度の向上を

図るため，創外固定に取り付け可能な足底装具を製作し，

荷重や歩行に与える効果を検討したので報告する．

【方法】今回用いた足底装具は，尖足予防のために前方ベル

ト 2 本と後方ベルト 1 本を付け，足底にはロッカーバーと

カットオフヒールを併用し，ワイヤー刺入部下方の側壁は

大きく削る構造とした．対象は，足関節周辺の骨折に対し

て創外固定術を施行した患者 6 例であり，年齢は 55 ± 19

（Mean ± SD）歳，身長は 160.3 ± 10.6cm，体重は 61.5

± 13.6kg であった．評価項目は，荷重率（最大荷重量 / 体重）

と最大荷重下での努力性 10m 歩行テスト（歩行時間，歩数）

の 2 つとし，裸足時と装具装着時の 2 条件で計測した．ま

た，裸足時の最も強い荷重痛の部位を聴取した．測定時期

は退院時（術後 4-6 週）とした．統計解析は t 検定を用い，

有意水準は危険率 5％未満とした．

【結果】10m 歩行テストは裸足群が 28.4 ± 9.7 秒（Mean

± SD），37 ± 8 歩 で， 装 具 群 が 24.6 ± 9.3 秒，33 ±

9 歩であった．歩行時間では装具群で有意に短縮したが

（p<0.01），歩数では有意差を認めなかった．荷重率は裸足

群で 64.5 ± 3.8％，装具群で 80.8 ± 12.8％であり，装具

群で有意に荷重率が増加した（p<0.05）．最も強い荷重痛の

部位は 6 例中 5 例が踵部のワイヤー刺入部，1 例が下腿の

ワイヤー刺入部であった．

【考察】　本研究では，足底装具により荷重率が増加し，歩

行速度の向上につながったと推測される．裸足時では，特

に踵部痛の訴えが多く，荷重制限に繋がっていた．その

原因には踵部脂肪体の影響が関与している可能性がある．

Richasuk らは，健常者の踵部脂肪体は荷重により厚さが

1cm 程度減少すると報告している．今回のように創外固定

術を施行した場合，ワイヤー刺入により軟部組織の伸張性

が低下する．そこで，踵部脂肪体が荷重点を中心に側方変

位し，ワイヤー周囲の軟部組織にメカニカルストレスが加

わることで荷重痛が誘発されると推測される．今回用いた

足底装具では，ワイヤー刺入部下方の側壁を大きく削るこ

とで，裸足よりもワイヤー刺入部にかかる負荷が軽減でき

る可能性がある．そのため，足底装具を用いれば早期に歩

行を獲得し，ADL 向上のみならず入院期間が短縮する可能

性がある．

【まとめ】足底装具を用いることで，荷重率や歩行速度が改

善した．創外固定のリハビリテーションでは，ワイヤー刺

入部周囲の軟部組織を除圧する構造の装具を用いた方が良

好な治療成績につながる可能性がある．

【倫理に関する項目】実施について，世界医師会によるヘル

シンキ宣言の趣旨に沿った医の倫理的配慮の下，対象者へ

実施前に説明し，趣旨を理解した上で書面にて同意を得た．
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O-II-1 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

若年女性における大腿直筋・筋内腱長と膝伸展筋力の関係

髙橋　裕介 1,2) 　・　岡田　恭司 2) 　・　松永　俊樹 1) 　・　齋藤　明 2) 　・　佐藤　大道 2) 　・　柴田　和幸 2) 

安田　真理 2) 　・　堀岡　航 2) 　・　大沢　真志郎 2) 　・　江森　怜央 2) 　・　若狭　正彦 2) 　・　木元　稔 2) 

島田　洋一 3) 

1) 秋田大学医学部附属病院

2) 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

3) 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

腱・腱膜 ,	膝伸展筋力 ,	超音波

【目的】　骨格筋は羽状筋と平行筋に大別される。特に羽状

筋は，筋の中央を走行する筋内腱に筋線維が付着すること

により生理学的筋断面積が大きくなり，力発揮に有利な形

態をしている。一般に，筋全体が生成する張力は，腱に平

行に作用する力成分の和であるとされている。したがって，

筋内腱が長ければ付着する筋線維数が多く，腱に作用する

力の和が大きくなると推定される。本研究の目的は，大腿

直筋・筋内腱長と膝伸展筋力の関係を明らかにすることで

ある。

【方法】若年女性 22 名 ( 年齢 21 ± 1 歳，身長 159.1 ± 4.9cm，

体重 53.4 ± 6.1kg) の右下肢を対象とした。筋内腱の長さは，

下前腸骨棘から筋内腱遠位末端部までの距離 ( 以下，筋内

腱上下長 ) と定義し，背臥位にてメジャーで測定した。筋

内腱遠位末端部は，超音波画像診断装置 ( 日立，HI VISION 

AVIUS：14MHz，リニアプローブ，B モード ) を使用し，短

軸像でプローブを近位から遠位へ移動させた際に筋内腱が

観察されなくなった点として同定した。大腿直筋の筋内腱

は，短軸像で comma shaped hyperechoic band として観察

される。さらに，下前腸骨棘から膝蓋骨上縁までの距離 ( 以

下 AP 長 ) を計測した。検者内信頼性を検定するため，12

名において 1 週間以上の間隔を空けて筋内腱上下長を再度

測定した。

膝 伸 展 筋 力 測 定 は， 等 尺 性 筋 力 測 定 機 器 Musculator 

GT30(OG 技研社製 ) を用いた。測定肢位は椅子座位とし，

ベルトで体幹・骨盤・大腿部を固定した。3 回測定し，最

大値を代表値とした。

統 計 学 的 検 討 は，AP 長， 身 長 と 膝 伸 展 筋 力 に つ い て

Pearson の相関係数を求めた。次いで，AP 長と身長のうち

膝伸展筋力と相関を認めた項目を制御変数とし，筋内腱上

下長と膝伸展筋力の偏相関係数を調べた。解析ソフトは，

SPSS statistics 22 を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】　筋内腱上下長および AP 長の級内相関係数 ICC(1,1)

は，それぞれ 0.88，0.86 であった。身長と膝関節伸展筋力

に有意な正の相関 (r=0.425，p=0.048) を認めた。AP 長と

膝伸展筋力の間には有意な相関はなかった。身長を制御変

数として偏相関係数を求めると，筋内腱上下長と膝伸展筋

力の間に有意な正の相関 (r=0.456，p=0.038) がみられた。

【考察】　身長の影響を除いても筋内腱上下長と膝伸展筋力

には中等度の相関が認められた。大腿直筋の筋線維は，筋

内腱に付着するため，本結果は付着する筋線維の数が反映

された可能性がある。われわれは，変形性膝関節症患者で

は筋内腱上下長が短縮していることを報告しており，特定

の疾患では筋内腱の短縮が筋力の低下と関係している可能

性があり，今後の検討を要する。

【まとめ】筋内腱長と筋力の関係について，身長補正をした

場合も筋内腱が長ければ膝伸展筋力が増加する。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則って行い，

すべての対象者に本研究の主旨を十分説明し，所定の文書

で同意を得た。
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O-II-2 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

運動強度の違いによる股関節外旋筋筋活動の変化－筋電図学的分析－

冨澤　義志 1,2) 　・　鈴木　博人 3) 　・　川上　真吾 1,3) 　・　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) 社会医療法人将道会総合南東北病院

3) 東北文化学園大学医療福祉学部

股関節外旋筋 ,	運動強度 ,	筋電図

【目的】 我々は，第 50 回日本理学療法学術大会にて，股関

節屈曲角度を変化させた場合の股関節外旋筋力と筋活動よ

り，大殿筋は股関節外旋運動の主動作筋とは言い難いこと

を報告した。しかしながら，先の報告では最大随意収縮時

の筋力と筋活動を比較したため，固定のための同時収縮で

あるのか，強度に応じた外旋筋としての活動であるのか判

断できなかった。そこで本研究では，股関節外旋運動時の

運動強度を変化させ，その変化に伴い外旋筋の筋活動がど

のように変化するかを明確にすることを目的とした。 

【方法】 対象は健常男性 10 名（年齢 23.4 ± 3.4 歳，身長

171.7 ± 6.3 ㎝，体重 66.5 ± 7.7 ㎏）で，利き足（ボール

を蹴る足）を測定肢とした。測定肢位は股関節屈曲，内外

転および内外旋 0 度，膝関節屈曲 90 度とした。はじめに，

最大等尺性股関節外旋筋力の測定を徒手筋力計にて 3 回測

定し，その平均値を最大股関節外旋筋力とした。なお，自

作の測定装置を使用し，徒手筋力計のセンサ中央を内果中

央に位置するよう調整した。続いて，求めた最大股関節外

旋筋力の 20%，40%，60% の 3 条件の運動強度で股関節

外旋運動をランダムにて実施し，各条件での筋活動を測定

した。測定時間はすべて 3 秒間とした。筋活動の指標と

しての筋電図を双極誘導にて導出し，サンプリング周波数

1000Hz でパーソナルコンピュータに取り込んだ。被験筋

は中殿筋，大殿筋上部線維・下部線維、大腿二頭筋の 3 筋

4 部位とした。各筋の最大随意収縮（MVC）時の筋電図を，

Daniels らの徒手筋力検査法 normal の手技で最大抵抗を加

えて計測し，各強度条件での筋電図データを MVC の計測値

で基準化した（%MVC）。筋電図のデータ解析として，10Hz

のハイパスフィルターをかけた後に全波整流し，中間 2 秒

間の積分筋電値を算出した。統計解析は，各筋で従属変数

を筋活動，独立変数を運動強度（4 水準）とし， Kruskal-

Wallis 検定を行い，事後検定として Steel-Dwass 法を行った。

なお，すべての統計学的有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】 中殿筋の筋活動量（％ MVC）の中央値は，運動強度

20％から 100％の条件順に， 8.9%，10.4%，12.9%，17.7%

であり，20% と 100%，40% と 100% の間に有意差が認め

られた。大殿筋上部線維では，4.5%，3.4%，4.5%，10.4%

であり，各条件間に有意差は認められなかった。大殿筋下

部 線 維 で は，2.0%，3.2%，6.7%，13.6% で あ り，20% と

100%，40% と 100% の間に有意差が認められた。大腿二頭

筋では，5.2%，10.6%，22.2%，39.8% であり，100% と各

条件間，20% と 60% の間でそれぞれ有意差が認められた。

【考察】 結果より，大殿筋上部線維では運動強度に依存した

筋活動量の変化はみられなかった。また，筋活動量自体も

全ての条件で小さく，外旋筋力への寄与は小さいものと判

断された。一方，大腿二頭筋では，筋の走行やモーメントアー

ムからも外旋作用への寄与は相当に限定されると考えられ

るが，運動強度に依存した筋活動量の変化が認められた。

Neumann らによると，股関節外旋運動において大腿二頭筋

は補助筋とされているが，その根拠は明確ではない。むしろ，

これら大腿二頭筋の活動は，膝関節の固定筋として作用し

ているのではないかと考えている。すなわち，膝関節屈曲

位において足部に抵抗がかけられた状態では，外旋筋力に

応じた膝関節の固定力が必要になり，そのために運動強度

に依存した筋活動量の増加がみられたものと推測している。

今後，大腿四頭筋および内側ハムストリングスの筋活動も

同時計測するなどの追加検討が必要である。

【倫理に関する項目】所属施設の倫理委員会の承認を得たの

ち，対象者には書面及び口頭で本研究の主旨を説明して参

加の同意を得た。
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O-II-3 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

座位体幹筋力測定時，骨盤支持の有無による筋活動の変化
－骨盤支持法による評価の筋電図学的再検討－

佐藤　圭汰 1) 　・　小俣　純一 1,2) 　・　遠藤　達矢 1,2) 　・　遠藤　浩一 1) 　・　高橋　諒 1) 　・　岩渕　真澄 2) 

白土　修 2) 　・　伊藤　俊一 1,3) 

1) 福島県立医科大学会津医療センター　リハビリテーション科

2) 福島県立医科大学会津医療センター　整形外科・脊椎外科講座

3) 北海道千歳リハビリテーション学院

HHD,	体幹 ,	筋力測定

【はじめに】　慢性腰痛症や脊椎疾患における体幹筋力の低

下は一つの問題とされており，臨床現場において評価する

ことは非常に重要である．ハンドヘルドダイナモメーター

（以下，HHD）を用いた筋力測定が普及し始めているが，遠

藤らは HHD を用いた座位での体幹屈曲筋力測定において，

測定時の筋活動では主動作筋である腹直筋の筋活動がトル

クマシンの測定に比べて低いことを報告している．また，

筋力評価においては可能な限り代償運動を排除して，再現

性の高い方法で測定する必要が示されている．しかし，ト

ルクマシンによる体幹屈曲筋力測定では，lordosis pad など

によって腰部・骨盤が後方より固定されているのに対して，

HHD を用いた座位での体幹屈曲筋力測定では腰部・骨盤の

固定はされていないという違いがあるにもかかわらず，こ

の影響を詳細に検討した報告はない．

　本研究の目的は，座位における HHD を用いた体幹屈曲筋

力測定時の腹直筋および外腹斜筋の筋活動がより反映され

る測定方法を筋電図学的に再検討することである．

【対象と方法】　対象は，健常成人男性 11 名（年齢 29.1 ±

4.7，身長 172 ± 5.6，体重 67.4 ± 7.3）とした． 体幹筋

力測定の方法は，HHD（モービィ MT-100）を用いた徒手

圧迫法として，測定肢位は 40cm 台に骨盤後傾位の端座位

とした．また，表面筋電図には Noraxon 社製筋電図計テレ

マイオ DTS を用いて，上部腹直筋，下部腹直筋，外腹斜筋，

内腹斜筋，大腿直筋を導出筋とした．試行方法は従来の徒

手圧迫法と，腰部と壁の間にタオルを挟み後方より骨盤を

固定した骨盤固定法の 2 種類で行い，疲労の影響を考慮し

て 2 つの測定法を交互に行った．筋電図解析は測定開始 1

秒後からの 1 秒間を解析範囲とし，各筋の MMT を基準と

した %iEMG を算出した．統計的解析には各測定方法での筋

活動・筋力値の比較に Wilcoxon の符号付順位検定を用い

た．検者内信頼性には ICC（1.1）を用いた．有意水準を全

て 5% とした．

 【結果】　検者内信頼性は，骨盤固定法が ICC（1.1）＝ 0.861

（95% 信頼区間：0.677 － 0.956），徒手圧迫法 ICC（1.1）

= 0.887（95% 信頼区間：0.730 － 0.965）であった．筋

活動量は，骨盤固定法では腹直筋上部 42.1%，腹直筋下部

38.0%，外腹斜筋 91.4%，内腹斜筋 59.3% に対して，徒手

圧迫法の腹直筋上部 25.4%，腹直筋下部 23.9%，外腹斜筋

53.2%，内腹斜筋 43.8% であり，骨盤固定法が徒手圧迫法

に比べて有意に高い筋活動であった．筋力値は，骨盤固定

法が 18.3kg で，徒手圧迫法の 15.3kg に比べ有意に高かっ

た．

【考察】　本研究の結果から，HHD を用いた体幹屈曲筋力測

定は検者内信頼性も良好であり，タオルを挟み骨盤を後方

より固定することで従来の測定方法に比べて，主動作筋で

ある腹直筋，外腹斜筋が有意に高い筋活動であることを示

した．この結果は，従来の測定方法では骨盤と壁の間にス

ペースが空いており，骨盤固定力が不十分であった可能性

が考えられた．したがって，タオルを用いて後方より骨盤

を固定することでトルクマシンの lordosis pad による腰部・

骨盤固定と同様の効果が得られることで，測定時の体幹固

定力が増すことにより筋活動および筋力値ともに良好な結

果となったと思われた．

【まとめ】　

　簡便な評価法である骨盤固定法と従来の徒手圧迫法との

関連性を調べて，体幹屈曲筋力測定での信頼性・妥当性を

検討した．体幹屈曲筋力測定において，骨盤固定法はリハ

ビリテーションの臨床における体幹筋力評価法として，簡

便で有用性が高い方法であることが示された．

【倫理に関する項目】　本研究はヘルシンキ宣言に則り，対

象者に本研究の趣旨と方法に関して十分な説明を行い，承

諾を得た後に実施した．
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O-II-4 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

側臥位における下側の肩甲骨位置について

佐藤　弘樹　・　山下　浩樹　・　佐藤　英雄

いわてリハビリテーションセンター

側臥位 ,	肩甲骨 ,	位置

【目的】臨床において，片麻痺患者が麻痺側を下にした側臥

位をとる際は，下側の肩甲骨の位置調整が重要である．そ

のためには，健常者の側臥位における下側肩甲骨の位置デー

タが参考になると考えるが，そのような報告は渉猟しえな

かった．そこで今回は，健常者の側臥位における下側肩甲

骨の位置について，端座位と比較し，検証することを目的

とする．

【方法】対象は左肩関節に疼痛や疾患の既往がない健常男性

9 名とした．平均年齢は 23.7 ± 1.4 歳，身長は 172.0 ± 2.2 

cm，体重は 66.7 ± 7.6 kg であった．測定方法は，吉田ら

の方法を参考に，第 7 頸椎棘突起（以下，C7）を原点 o とし，

C7 を通る水平線を x 軸，床に下ろした垂線を y 軸，さらに，

肩甲棘内側端を a，肩甲骨下角を b とし，原点 o に対する a，

b の位置を肩甲骨位置と定義した．また， y 軸と a を通る水

平線との交点をa’， y軸とbを通る水平線との交点をb’ とし，

o から a’ までの距離（以下，oa’ 距離），a から a’ までの距

離（以下，aa’ 距離），o から b’ までの距離（以下，ob’ 距

離），b から b’ までの距離（以下，bb’ 距離）の 4 つの距離を，

テープメジャーを用いて測定した．測定肢位は，①端座位

上肢下垂位，②端座位肩関節 45°屈曲位（以下，端座位

45），③端座位肩関節 90°屈曲位（以下，端座位 90），④

左側臥位肩関節 45°屈曲位（以下，側臥位 45），⑤左側臥

位肩関節 90°屈曲位（以下，側臥位 90）とした．④⑤に

関しては背臥位から側臥位になるように寝返り，側臥位の

際の枕の高さは対象者の快適な高さとした．統計処理とし

て，5 条件における肩甲骨の位置（4 距離）の平均値について，

Tukey-Kramer 検定を用いて比較した（有意水準は 5% 未満）．

【結果】oa’ 距離について，側臥位 45 は座位 3 条件と比較

して有意に低値を示し，側臥位 90 は端座位 90 と比較して

有意に低値を示した（それぞれ p<0.01）．bb’ 距離について，

端座位 90 と側臥位 2 条件は端座位と比較して有意に高値

を示し（それぞれ p<0.01），側臥位 2 条件は端座位 45 と比

較して有意に高値を示し（それぞれ p<0.01）， 側臥位 90 は

端座位 90 と比較して有意に高値を示した（p<0.05）．ob’ 

距離について，側臥位 45，側臥位 90 ともに，座位 3 条件

と比較して有意に低値を示した（それぞれ p<0.01）．aa’ 距

離については，5 条件間で有意差を認めなかった．

【考察】今回の測定方法では，oa’ 距離は肩甲骨の挙上・下制，

aa’ 距離は内・外転，bb’ 距離は上方・下方回旋に対応する

と定義されている．したがって，結果から，上肢の位置に

よる要因を除いても，側臥位の下側の肩甲骨は端座位と比

較して挙上，上方回旋することが示された．一方で，側臥

位 2 条件は座位 3 条件と比較して，aa’ 距離の有意な変動は

認めなかったが，肩甲棘内側端と下角の位置関係から，肩

甲骨上方回旋が起こった場合，肩甲棘内側端は内下方に移

動するため，相対的に肩甲骨の外転が生じている可能性が

考えられる．これらのことから，健常者が背臥位から側臥

位になる際には，肩甲骨の挙上，外転，上方回旋が起こる

ことが示唆された．これは，肩甲骨上で胸郭を支えるため

の筋活動が無自覚的に生じることが要因と考えられる．そ

れによって，肩甲上腕関節（以下，GH 関節）の過剰な水平

内転を防ぎ，GH 関節のメカニカルストレスを軽減している

のではないかと推測される．

【まとめ】側臥位時の肩甲骨位置について検証した．その結

果，背臥位から側臥位になる際には，無自覚的に肩甲骨の

挙上，外転，上方回旋が生じることが示唆された．

【倫理に関する項目】全ての対象者に本研究の目的と方法に

ついて事前に説明し，同意を得た上で実施した．
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O-II-5 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

腰椎後方椎体間固定術後、矢状面アライメントが修正された症例に対する理学
療法介入の経時的変化

佐藤　美晴

石巻ロイヤル病院　リハビリテーション科

矢状面アライメント ,	後方椎体間固定術 ,	SVA

【はじめに】近年、脊椎手術の技術の向上により成人脊柱変

形に対する積極的な手術的治療が行われている。中でも脊

柱の後弯による姿勢不良は高齢者に多く生じ、慢性的な腰

痛の原因となる、また、変形の進行に伴う機能障害増悪に

より立位保持や歩行遂行に困難を来す。そのため、脊柱の

変形矯正において矢状面アライメントが QOL 向上に重要だ

と考えられている（SRS‐Schwab 分類：矢状面アライメン

トの指標 {Sagittal vertical axis (SVA）正常値 40mm 未満 }。

今回、腰椎脊柱管狭窄症と腰椎すべり症を呈し、椎体の矢

状面アライメントが不良な状態の患者を担当した。理学療

法介入による SVA の経時的変化を報告する。

【術前評価】70 歳代の女性、主訴は「痛みが無く長く歩き

たい（病前 3km）」であった。主症状は左足関節の疼痛であっ

た。筋力（MMT）は左股関節伸展外転および膝関節伸展 3、

右膝関節伸展 3。立位姿勢は腰椎前弯、胸椎後弯共に減少

し体幹伸展している。その他、神経徴候等認められない。

【現病歴】1 年前より左足関節の疼痛、長距離歩行困難となっ

た。脊柱管狭窄症（L2‐L3）と腰椎すべり症（L4）と診断。

椎弓形成術（L2-L3）と後方椎体間固定術（L3-S1）を施行し、

翌日より理学療法開始。術創部の疼痛残存も、術前の足関

節の疼痛は消失。筋力は術前と同様。立位姿勢は体幹の伸

展が残存した。

【理学療法介入】術後の矢状面アライメント保持のため体幹・

股関節周囲の筋力強化と姿勢の修正。禁忌肢位に留意した

日常生活動作の指導、骨盤代償を抑制したハムストリング

スのストレッチを実施。3 ヶ月のダーメンコルセット着用、

体幹全運動方向への運動禁止、両股関節屈曲 90 度との指示

あり。

【経過】術後 3 日目より病棟内の日常生活動作は早期に歩行

補助具使用し自立となる。介入直後は体幹正中保持可能も、

歩行では徐々に体幹伸展する。術後 4 週目には、階段昇降

可能、病棟内歩行は独歩自立した。介入時の姿勢修正は可

能であるも病棟内での歩行時には体幹伸展が見られる。術

後 6 週目（退院時）には、長距離歩行となると徐々に体幹

伸展位となった。

術前の SVA は 63 ㎜であり、腰椎前弯が減少し胸椎後弯は

認められなかった。術後 1 週目は -10 ㎜であり、腰椎前弯

が生じていた。術後 4 週目で 0 ㎜、術後 6 週目で 10 ㎜と

増加傾向にあった。

【考察】脊柱の変形矯正において前額面のバランスより矢

状面でのバランスが QOL にとって重要視されている。後方

椎体間固定術において固定された箇所の脊柱はアライメン

トの保持が可能だが、隣接する椎体に関しては可動性が保

たれているため負担が増加しアライメント不良となる可能

性が考えられる。今回の症例も姿勢の保持に対して股関節

伸展筋と体幹筋力強化中心に介入したが、経過を追うごと

に SVA の値は増加傾向であった。現在は SVA の値が正常値

内であるが術後 6 週で 20 ㎜の増加がある。これは手術に

より腰椎前弯を修正したことで代償的に胸椎後弯が見られ

たと考えている。しかし退院後、理学療法介入頻度は減少

することにより、アライメント変化の可能性が示唆された。

従って、姿勢保持筋の筋力強化に加えセルフエクササイズ

および本人へ姿勢保持の意識付けを行うことによって、ア

ライメント保持が重要となると考える。

【まとめ】術後にアライメント保持のため、理学療法介入し

た。結果、SVA 値は徐々に増加する形となった。値は正常

範囲内であるものの、二次障害予防の観点からも姿勢保持

筋の強化に加えセルフエクササイズの指導の必要があると

考えた。今後は症例数を増やし、さらに長期的にも姿勢変

化を追っていきたい。

【倫理に関する項目】対象者に対し意義を説明し、書面にて

同意を得た。
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O-II-6 【口述発表Ⅱ	基礎Ⅰ】

健常成人における Tilt Up 負荷が脈拍数と動脈血酸素飽和度の面積積分値に与
える影響

齊藤　真太郎 1) 　・　泉　葉子 2) 　・　村上　裕亮 2) 　・　横井　悠加 3) 　・　上條　正義 4) 　・　古川　勉寛 3,4) 

藤原　孝之 3,4) 

1) いわき湯本病院　リハビリテーション科
2) 介護療養型老人保健施設アルメリア　リハビリテーション課
3) 郡山健康科学専門学校
4) 信州大学大学院

脈拍数 ,	経皮的動脈血酸素飽和度 ,	面積積分処理

【目的】 虚弱高齢者や低体力者，特に長期臥床者の全身調整

能を経時的に捉えることが困難である．理学療法による効果

判定及びリスク管理も実施することが出来る評価指標の開発

が急務である．本研究では脈拍数・SpO2を面積積分値で算

出することで，虚弱高齢者へ用いることが出来る呼吸・循環

系の新たな指標の開発を考えている．そこで，今回は健常成

人における身体負荷様式ごとの変化を各層別に分析を行い面

積積分処理における基礎的資料の作成を目的に実施した．

【方法】 健常成人 14 名，平均年齢 27 歳（21 ～ 40 歳），男性：

女性（5 名：9 名）を対象とした．被験者への課題は，可及

的に安静を保つことである．脈拍数と SpO2の測定は，被験

者の右示指に装着したパルスオキシメータ―に表示された脈

拍数と SpO2を 1 分間隔で判読した．測定順は，3 分間の安

静時間を設けた後，そのままの仰臥位を 3 分間とる pre 条件

（以下，pre），Tilt Up30°で 3 分間とる条件（以下，T30），

Tilt Up45°で 3 分間とる条件（以下，T45），Tilt Up60°で

3 分間とる条件（以下，T60），端座位で 5 分間とる条件（以下，

Sitting），仰臥位を 5 分間とる post 条件（以下，post）の順

に実施した．その後の処理として，pre 条件 3 分目の脈拍数

と SpO2が 100％と成るよう，変化率を算出した後，脈拍数

の変化率を 100 分の 1，SpO2を 10 分の 1 として相対値化

した．さらに，相対値化された脈拍数と SpO2を 3 点の移動

平均処理を実施した後，台形公式を用いて，1 分毎の積分値

を算出した．

【結果】 各条件の積分値は pre（832.5%/min，877.4%/min，

96.1%/min），T30（768.4%/min，731.5%/min，164.8%/

min），T45（791.7%/min，785.6%/min，191.5%/min）

T60（827.6%/min，743.4%/min，199.8%/min），Sitting

（674.5%/min，652.2%/min，860.6%/min，957.1%/min，

302.1%/min），post（710.7%/min，400.1%/min，148.9%/

min，371.5%/min）であった．変化率では，pre（100.0％），

T30（799.7 ％，761.2 ％，171.5 ％），T45（823.9 ％，

817.6％，199.3％），T60（861.3％，773.6％，207.9％），

Sitting（701.9％，678.7％，895.6％，996.0％，314.4％），

post（739.6％，416.4％，154.9％，386.6％）であった．

【考察】 脈拍数・SpO2を面積積分処理することで身体負荷開

始前から終了後の経時的な変化を追従することが可能である

ことが示唆された．今後は，健常成人だけでなく虚弱高齢者

に対して面積積分処理をした数値から漸増する身体負荷に合

わせて追従が可能であるか検討を実施していくことが課題と

なる．

【まとめ】 脈拍数と SpO2から変化率を算出したあとで相対値

化し，面積積分処理を行うことで，呼吸・循環応答の評価が

できる可能性が示唆された．

【倫理に関する項目】本研究は，こおりやま東都学園研究倫

理委員会の承認（承認番号：R1410）を得て行われたもので

ある．被験者は実験に先立ち口頭で説明を実施したのち，書

面にて同意を得た．
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O-III-1 【口述発表Ⅲ	生活環境支援Ⅰ・神経Ⅰ】

地域包括ケアの模索
　- 小規模自治体の一例 -

斎藤　功　・　高松　洸平　・　宿野部　一樹　・　今泉　雄太　・　木村　美枝子

羽後町立羽後病院

地域包括ケア ,	ネットワーク構築 ,	新たな枠組み

【目的】羽後町は人口 1 万 6 千人程度の小規模自治体である。

高齢化率 34.6％であり、65 歳以上だけの世帯数 4378 世帯、

その世帯のうち要支援・要介護者の割合は 26.4％である。

平成 23 年の介護保険法の改正により、地域包括ケアに係る

理念規定が創設された。これからの病院リハビリテーショ

ン（以下リハ）サービスは、「できるだけ早く在宅に帰れる

ようにし、確実に次につなぐ」医療を目指し、在宅生活の

限界点を可能な限り高めることの模索が必要である。これ

までのリハ医療において在宅生活では、機能維持が目的と

なり、その実務を同居家族や本人の自助努力に頼ってきた。

当自治体ではリハ医療構築のため関連職員のニーズや理解

度の把握と、サービスを受ける利用者ニーズの把握が不十

分であり、関連機関のネットワーク構築が不備となってい

た。昨年度から地域ケア会議への出席や福祉施設介護員と

介護支援専門員 ( 以下ケアマネ ) のリハニーズの把握、訪問

リハを中心とした在宅生活者のリハに関する根本的な理念

の変更などを調整し、試行している。自治体住民の生活機

能維持向上に重点を置いた体制整備が求められ、その現状

把握と経過を報告する。

【方法】現状では、当自治体の地域リハは、小規模一般病院

と特別養護老人ホーム 1 施設、老人保健施設 1 施設、訪問

リハ事業者 2 業者があるが、対応は不十分である。そこで

保健師、ケアマネ、地域包括ケアセンター職員からの情報

をもとに、医師と PTOT、病院ケースワーカーが地域包括ケ

ア支援チーム ( 以下支援チーム ) を形成し、リハサービスが

必要と考えられ、相談依頼のあった自治体住民への対応を

開始し、1 年が経過した。相談者の情報収集や対応結果な

どについて検討を行った。

【結果】平成 26 年 7 月から平成 27 年 6 月までの相談依頼は、

30 名であった。男性 9 名、女性 21 名で、平均年齢 82.1

歳であった。介護度は要支援 1・2 が 3 名、要介護 1 ～ 5

では 4 ～ 7 名ずつであった。家族構成では一人暮らしが 3 名、

夫婦のみまたは子供と二人暮らしが 8 名、配偶者と子供の

三人暮らしが 4 名で、依頼者の半数を占めていた。相談内

容は起き上がり動作困難などの起居動作能力低下が 11 名、

歩行能力低下が 11 名、その他家族の介助能力低下への指導

依頼が 4 名などであった。医師の診察を中心にした支援チー

ムの判断で 2 ～ 3 か月の入院リハ実施は 8 名、PTOT が在

籍していない介護福祉施設への訪問リハが 11 名、在宅への

訪問リハが 2 名、外来リハは 4 名であり、5 名が様々な状

況により対象外と判断された。入院リハを実施したものは

全例ゴールに達し、地域生活継続となった。訪問リハは 9

名が経過観察を含めサービスを継続している。外来リハは

2 名が継続し、他 2 名は施設へ入所し終了した。

【考察】これまでの訪問リハは「生活している住宅内で同居

家族ともに、対象者本人の生活機能維持向上を目指す」こ

とが中心であったと考える。しかし、高齢化率が上昇し、

高齢者のひとり暮らしや夫婦ふたり暮らしが急増している

現状に合わせた事業の転換が望まれている。介護保険サー

ビスと連動し、地域ケア会議での検討などに対し、支援チー

ムが行う従来型の訪問リハの継続と PTOT が所属していな

い介護福祉施設の職員を対象とした支援方法の指導を開始

し、必要に応じて、期間を変動できる入院による介入強化

型リハを開始した。事業開始 1 年後において、依頼者や対

象者、家族、関係者から概ね良好な結果と評価を得ているが、

支援のシステム強化と対象者の枠組みの検討など活動制限

を受けている問題が山積している。

【倫理に関する項目】予め相談者には十分な説明を実施し、

公の場で報告することの同意を得ている
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ホームエクササイズとやる気の関係について

成田　大紀

弘前大学大学院保健学研究科

やる気 ,	ホームエクササイズ ,	アンケート調査

【目的】一般にホームエクササイズ (H-Ex) は “やる気” の高

い対象ほど積極的に継続し，機能回復の効果が現れやすいと

仮定する．そこで対象者の，やる気が H-Ex の実施状況にど

のような影響を及ぼすか，また H-Ex はどのように進められ

ているかについて調査することにした．本調査の目的は，や

る気と H-Ex の実体を知り，今後の指導方法の対策案を得る

ことである．

【対象と方法】対象は，現在デイサービスに通っており，

認知機能に問題のない 16 名 ( 男性 2 名，女性 14 名，年

齢：80.1 ± 6.8 歳， 身 長：150.3 ± 8.5cm， 体 重：55.0 ±

11.6kg) とした．対象者は，過去に何らかの疾患を患って入

院し，理学療法士により H-Ex を指導されていた．

　 測 定 は， 面 接 調 査 法 で あ る． や る 気 ス コ ア と し て

Starkstein ら（1993）の Apathy Scale を和訳した評価表を用

いた．これは 14 項目の質問に対して 0 ～ 3 点のいずれかを

選択させ，合計点が高いほどやる気が低いことを表すもので

ある．主観的身体機能評価として WOMAC を参考に，痛み，

日常生活，社会参加についての質問紙を作成し，それらの程

度を，VAS を利用して記載してもらった．その他に，H-Ex

の制限因子に関する質問として，笠木ら（2008）を参考に

H-Ex への理解度，効果の実感，時間的制約，疼痛，H-Ex 以

外の運動習慣，H-Ex の処方数に関する質問を行った．この

他に同居人の有無や H-Ex の処方を受けた内容などの情報も

聴取した．

Starkstein らの基準を参考に，やる気スコアのカットオフ値

を 14 点とし，14 点未満をやる気が高い群 (n=10，平均年齢

77.9 ± 7.3 歳 )，14 点以上をやる気が低い群 (n=6，平均年

齢 83.7 ± 4.5 歳 ) として，やる気と調査した項目との関係を

調べた．

【結果】　退院から本研究の調査日までは，平均 41.9 ±

38.1 ヵ月であった．両群とも退院時から調査日まで，何らか

のエクササイズは継続していた．しかしエクササイズの種類

は，ほとんどが自己判断で行っていた．やる気の高い群と低

い群で，調査項目には統計的に有意差は認められなかったが，

やる気の低い群では高い群と比べて，運動処方時に具体的な

目標設定はされていなかった (n=4)，同居人がいる (n=5) と

いった人が多かった．

【考察】　全例が退院時から本研究の調査日まで H-Ex を継続

していたが，運動処方時に具体的な目標設定がされていない

という回答から考えると，誤った内容の運動を H-Ex と思い

込んでいる可能性がある． つまり，やる気が低い人は都合の

いい時間内で適当な運動を継続しているだけなのではないか

と考える．恐らく，指導者から具体的な指導を受けていない，

理解できていない，内容を忘れたなど様々な原因があるだろ

う．また同居人に促されて，何らかの運動を行っていたこと

を，H-Ex と思い込んでいるかもしれない．

やる気が低くても，なんらかの運動を継続する習慣がつく人

は存在するようなので，いかに H-Ex を理解できる形で指導

するかが重要である．例えば，入院中の理学療法を通して，

対象者の性格や理解度などを把握した上で，ケースバイケー

スの指導方法を考えなければならない．必要に応じて同居人

への説明も行うことで，更に効果的に H-Ex を継続してもら

えると考える．

本研究の限界として，対象者数が少ないことはもちろんであ

るが，Apathy Scale で測った，やる気が H-Ex の継続要因と

なり得るかも疑わなければならない．本研究により，いくつ

かの要点・修正点が上げられたので，これをもとに今後も継

続していく必要があると考える．

【倫理に関する項目】なお，本研究はヘルシンキ宣言に則り

対象者に同意を得た上で実施した．
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地域在住高齢者の一日平均歩数とサイドステップ長の関連について

桂　理江子　・　鈴木　博人　・　川上　真吾　・　三木　千栄　・　鈴木　誠

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

地域在住高齢者 ,	一日平均歩数 ,	サイドステップ長

【目的】本研究の目的は、地域在住高齢者の一日平均歩数と

サイドステップとの関連性を明らかにすることとした。

【方法】対象は地域在住高齢女性 82 名（75.5 ± 6.0 歳）であっ

た。測定項目は一日平均歩数並びにサイドステップとした。

一日平均歩数の測定は、万歩計を用いて連続２週間で実施

した。対象者には歩数計を衣服等に装着してもらい、活動

状況を調査した。一日の歩数情報は機器に蓄積され、後日

回収後に検者が一日歩数を読み取った。連続２週間の測定

結果から、装着忘れ等による歩数のばらつきを考慮し、歩

数の多い上位５日間の値を採用しその平均値を対象者の一

日平均歩数の代表値とした。またサイドステップテストは、

誘導路として２m の直線を引き、スタートラインを誘導路

に対して垂直につけた。対象者には、進行方向の足底外側

をスタートラインに平行に合わせて閉脚立位となり、そこ

からできるだけ大きく側方へ振り出してサイドステップを

し、続いて残りの対側脚を揃えて閉脚立位になるように指

示した。動作が終了した時点で、検者は進行方向の足底外

側をマークしてスタートラインからの距離を測定した。測

定は利き足方向に２回実施し、最大値を採用した。また下

肢長（棘下長）を測定し、その値で最大ステップ長を除し

て標準化した。

統計解析については、一日平均歩数とサイドステップ長の

関係をみるため、Pearson の積率相関係数を用いた。また、

一日平均歩数で対象者を 2 群に区分し、対応のない t 検定

を用いて、サイドステップ長と比較した。なお統計学的有

意水準を 5％とした。対象者の一日平均歩数は平成 23 年

国民健康・栄養調査結果の年代別基準（60 ～ 69 歳女性

6,705 歩、70 歳以上女性 4,323 歩）を参考に、各対象者

の年齢が当てはまる同年齢層の基準値から多い群（以下、

高活動群）と少ない群（以下、低活動群）に区分するため

に使用された。

【結果】サイドステップ長と一日平均歩数の関係について、

高活動群については相関関係が認められなかったが、低活

動群については r=0.516(p<0.05) と有意な相関が見られた。

またサイドステップ長は、高活動群と低活動群に有意な差

は認められなかった。

【考察】サイドステップ長が小さくても高活動な人がおり、

バランス能力は活動量にあまり影響していないことがわ

かった。一方、低活動群ではサイドステップ長が大きいほ

ど、活動量も有意に高くなっており、活動量の高低にバラ

ンス能力が影響されている事が示唆された。高活動である

ことの要因として、身体機能面以外に社会的・心理的要因

も考えられる。つまり自宅以外での活動参加を誘い合う友

人・知人の存在の有無、活動情報へのアクセス、交通機関

へのアクセス、活動に対する興味関心の高さなどの要因が

影響し、活動量に差を生じさせているのではないだろうか。

そのため、地域で教室を開催する際には、その内容だけで

なく、情報配信の仕方や雰囲気づくりなど運営を工夫し、

活動が広がるきっかけになる場を提供できるようにするこ

とが必要であると考える。

【まとめ】地域在住高齢者の一日平均歩数とサイドステップ

長の関連を見た。対象者を２群（高活動群・低活動群）に

区分し、サイドステップ長と比較したところ、サイドステッ

プ長と一日平均歩数の関係について、高活動群については

相関関係が認められなかったが、低活動群については有意

な相関が見られた。このことから、サイドステップ長が小

さくても高活動な人がおり、バランス能力は活動量にあま

り影響していないことがわかった。

【倫理に関する項目】なお、本研究は東北文化学園大学研究

倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号；文大倫

第 13-05，14-18）。
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むせが軽減した体幹の低緊張を伴う痙直型脳性まひ児のシーティング

風祭　総子　・　久保　加世子　・　北川　由佳　・　嶋田　泉司

岩手県立療育センター

脳性まひ ,	シーティング ,	むせ

【はじめに】四肢の伸筋群の筋緊張は高いが、体幹部は低緊

張のため座位では脊柱後弯で流涎によってむせやすい痙直

型脳性まひ症例を担当した。我々は、このような 1 例につ

いてシーティングによりむせを軽減させることができたの

で報告する。

【症例】8 歳 7 か月、女児、痙直型脳性まひ。

【現病歴・既往歴】在胎 41 週、体重 2855 ｇで出生した。

生後 1 か月頃からけいれん発作があり、脳性まひ、分類不

能乳児てんかんと診断された。総合療育を目的に生後 5 か

月で岩手県立療育センターを受診し理学療法を開始した。

【 現 症 】 運 動 機 能 は 粗 大 運 動 能 力 分 類 シ ス テ ム（ 以 下

GMFCS） レ ベ ル Ⅴ で、 上・ 下 肢 の 筋 緊 張 は modified 

Ashworth scale では 2 ～ 3 を呈しているが、体幹の筋緊張

は低緊張である。関節可動域は手・足関節に制限を認める。

背臥位では下肢はかえる様肢位をとり、介助座位では脊柱

後弯を認める。頚定は未獲得で寝返りは不可能である。

【経過】お母様からは「移動用として使用しているバギーで

の座位はむせやすく、また一端むせるとなかなかおさまら

ない」との訴えがあった。症例の使用していたバギーはダ

ブルリクライニング式でヘッドサポート、胸ベルト、股付

き骨盤ベルトを使用していた。バギーでの座位では脊柱後

弯が著明で頚椎は伸展位だったため、まず、脊柱後弯を改

善させるためランバーサポートを取り付けた。しかし、頚

椎の伸展は改善せず、むせは軽減しなかった。そこで、ラ

ンバーサポートは取り付けたまま胸ベルトを胸から肩まで

の一体型に改良したところ、むせが軽減した。このような

バギーを 2 週間使用していただいた後お母様から感想を聴

取したところ、むせが軽減したことで効果を実感したが、

欠点として座位をとらせるのに煩雑になったと回答があっ

た。

【考察】本症例の場合、座位では体幹部の低緊張により脊柱

後弯であるが上・下肢は伸筋群が優位で反り返りやすく、

頚椎は伸展位となりやすい。このため、下顎や口唇が閉じ

にくく、上部咽頭や気管を閉鎖することが不十分となり流

涎が気管に入りやすくなりむせにつながっていたのではな

いかと考える。むせることでさらに伸筋群の筋緊張を亢進

させ、頚椎の伸展を助長させるといった悪循環につながっ

ていたと思われる。このような症例に腰椎前弯位に保つラ

ンバーサポートを使用することで脊柱は生理的弯曲に近く

なる。また、肩甲帯がバックサポートから浮かないように

するための胸と肩の一体型ベルトにより肩甲骨の前方突出

が抑制され、頚椎の伸展が改善し、むせが軽減したのでは

ないかと考えられた。しかし、バギーに座らせるための手

順やベルト類の取り付け方法についてお母様へ十分に指導

する必要があり、それを確実に実行してもらわないと効果

が半減してしまうおそれがある。今後は流涎に対してだけ

でなく食事でのむせに対して効果があるのか否かを検討す

る必要があると思われた。

【まとめ】GMFCS レベルⅤの痙直型脳性まひで、体幹部の

低緊張による座位での脊柱後弯を認める症例でむせを軽減

させるシーティングを行った。腰椎前弯位を保持するラン

バーサポートと肩甲骨の前方突出を抑制する胸・肩一体型

ベルトが有効と思われた。

【倫理に関する項目】本研究の内容と目的を対象者の保護者

へ口頭で説明し、書面で同意を得た。
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健常児と脳性麻痺児における足関節周囲構造の比較
Kager’ s fat pad に着目して

堀岡　航 1,2) 　・　岡田　恭司 2) 　・　齋藤　明 2) 　・　高橋　裕介 2) 　・　佐藤　大道 2) 　・　柴田　和幸 2) 

安田　真理 2) 　・　大沢　真志郎 2) 　・　若狭　正彦 2) 　・　木元　稔 2) 

1) 秋田県立医療療育センター

2) 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座

脳性麻痺 ,	Kager’ s	fat	pad,	超音波画像診断

【目的】Kager's fat pad( 以下 KFP) はアキレス腱と長母趾屈

筋の間に存在する脂肪体である。KFP は足関節の、特に底屈

時にアキレス腱と踵骨間に入り込み、その滑動を助けると考

えられている。一方、脳性麻痺児 ( 以下 CP 児 ) では、足関

節の可動性が制限されており、その原因として腓腹筋や長

母趾屈筋等の痙縮や拘縮の他に、KFP の動きの異常が関与し

ていると推察されている。しかし KFP の可動性と足関節可

動性の関連性に着目した研究は見当たらない。本研究では、

CP 児と健常児における KFP の動的な動きを比較検討した。

【方法】健常児 20 名 ( 年齢 9.2 ± 0.7 歳 ) の右下肢と CP

児 10 名 ( 年齢 11.7 ± 5.1 歳 ) の麻痺側下肢を対象とした。

CP 児 の Gross Motor Function Classification System( 以 下

GMFCS) は、Ⅰ：3 名、Ⅱ：1 名、Ⅲ：2 名、Ⅳ：4 名であり、

9 名が両麻痺、1 名が片麻痺で、全例に足関節背屈制限を認

めた。超音波画像診断装置 Noblus( 日立アロカ ) の 14MHz、

リニアプローブ、B モードを使用し、足関節安静時、他動

的最大底屈位、他動的最大背屈位の 3 つの肢位で、踵骨と

アキレス腱の間に入り込む KFP の長さ（KFP 入り込み距離）

を長軸像で測定した。また、踵骨近位端より 1cm 近位での

KFP 前後径を長軸像で測定した。

健常児と CP 児の KFP 入り込み距離と KFP 前後径を、3 つ

の肢位別に student t 検定で比較検討した。統計学的検討に

は SPSS statistics22 を使用し、有意水準 5％未満を有意とし

た。

【結果】KFP 入り込み距離は、CP 児が健常児に比べ安静時

(3.8±2.6mm vs. 6.8 ± 2.1mm, p = 0.002)と最大底屈位(4.6 

± 3.5mm vs. 8.4 ±2.9mm , p = 0.005)で有意に小さかった。

最大背屈位では有意差がみられなかった (5.3 ± 3.2mm vs. 

5.5 ± 2.2mm, p = 0.83)。KFP 前後径は、各肢位とも健常児、

CP 児の間に有意な差はみられなかった。

【考察】KFP の可動性低下は、アキレス腱断裂術後の長期固

定の後など、足関節が一定の肢位に長期間固定されると起こ

りやすいとされている。CP 児は、下肢の痙縮により、尖足

のような一定の肢位をとりやすく、夜間や日中に短下肢装具

を装着して足関節の肢位が固定されている時間が長いため、

KFP の可動性が低下しやすいと考えられた。従来、CP 児に

対する理学療法では、足関節の可動域の改善のために、筋へ

のアプローチが中心であったが、今回の結果は、KFP の可動

性に関しても考慮する必要があることが示唆された。

【まとめ】超音波画像診断装置を用い、健常児 20 名と CP 児

10 名で足関節の動きに伴う Kager's fat pad(KFP) の動きを

比較検討した。CP 児では最大底屈位と安静時で、アキレス

腱と踵骨間に KFP が移動する「KFP 入り込み距離」が健常

児に比べ有意に短く、CP 児での足関節の可動域低下には、

KFP の可動性低下が関与していると考察した。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則って行い、

すべての対象者および保護者に対して本研究の十分な説明を

行い、同意を得て実施した。
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O-III-6 【口述発表Ⅲ	生活環境支援Ⅰ・神経Ⅰ】

レンズ核線条体動脈領域梗塞における進行性運動麻痺の特徴

竹内　玄徳　・　佐久間　裕司　・　千葉　香菜子　・　赤間　祐子　・　二瓶　健司

公益財団法人　星総合病院

レンズ核線条体動脈 ,	穿通枝領域梗塞 ,	進行性運動麻痺

【 は じ め に 】 進 行 性 運 動 麻 痺（Progressive Motor 

Deficits;PMD）は治療開始にもかかわらず運動麻痺が増悪

する状態であり，発症に伴い予後不良となる．PMD は脳梗

塞患者のうち約 20％に認め，アテローム血栓性脳梗塞や

Branch Atheromatous Disease（BAD）に代表される穿通枝

領域梗塞に多いことが明らかとなっている．レンズ核線条

体動脈（LSA），傍正中橋動脈（PPA）は PMD の報告が多い

BAD のなかでも特にその報告が多い領域でもあり，PMD の

好発部位といえる．脳卒中における早期リハビリテーショ

ン実施は良好な予後をもたらすことが明らかになっている

が，PMD に対する有効な治療法は未だ確立されておらず，

リハビリテーションや離床開始時期に関しても統一された

見解はない．PMD のリスクを判断し早期リハビリテーショ

ンを行うことが患者の機能・能力改善につながると考えら

れる．そこで今回脳梗塞患者のうち，LSA 領域梗塞で PMD

となった患者の画像的及び身体所見，その他の特徴を後方

視的に調査することを目的とした．

【方法】対象は 2013 年 2 月～ 2015 年 2 月に脳梗塞で入

院した 327 名のうち LSA 領域梗塞 58 名から，初期症状出

現より 24 時間以内に治療開始となった 41 名とした（男性

19 名，女性 22 名，年齢 74.4 ± 12.6 歳）．LSA 領域梗塞の

うち退院までの間に PMD が認められた 13 名を増悪群，増

悪が認められなかった 28 名を非増悪群とし，入院時の画像

所見（スライス数，陳旧性梗塞巣の有無），脳卒中リスクファ

クター保有因子，初診時の身体所見について 2 群間の比較

を行った．統計解析はスライス数，運動麻痺の比較につい

ては対応のない t 検定を，その他の因子に関してχ 2独立性

の検定を用いた．また増悪群については PMD までの時間を

調査した．PMD の定義は，入院後に明らかな運動麻痺の増

悪（NIHSS で運動機能の項目で 1 点以上増加に相当）とした．

【結果】両群間で画像所見上のスライス数に有意差を認め

なかったが，増悪群では陳旧性梗塞巣が有意に少なかった

（p<0.05）．脳卒中リスクファクター保有因子に関しては両

群間に有意な差を認めなかった．初診時の身体所見は麻痺

の部位や程度に有意差を認めなかったが，増悪群は初診時

に上肢麻痺・下肢麻痺・構音障害の 3 症状を合わせている

者が有意に多かった（p<0.05）．初期症状出現から増悪まで

は 34.1 ± 37.1 時間であり，2 名を除く 11 名（85％）が

48 時間以内に増悪を認め，全例に梗塞巣の拡大を認めた．

【考察】PMD の有無を比較した結果，初診時の梗塞巣の大

きさには関係性が認められなかったものの，初発の梗塞患

者に PMD が多い傾向が示された．守屋らは LSA 領域梗塞

BAD 型における PMD の要因にスライス数が関与していな

かったことを報告しており，Yamamoto らは無症候性多発

ラクナ梗塞を伴わず単発で発症するものに PMD が多かった

ことを報告している．増悪群が PMD に伴い梗塞巣の拡大を

認めたことからも，LSA 領域梗塞 BAD 型における PMD の

特徴と類似していた．以上より，初発の LSA 領域梗塞にお

いては LSA 領域梗塞 BAD 型と同様のリスクを有している可

能性が示唆された．もう一つの傾向として，上肢麻痺と下

肢麻痺および構音障害の 3 症状を合わせている患者に PMD

が多く認められた．先行研究では初診時 NIHSS が 5 点以上

で PMD が多いとされているが，その点数の内訳について詳

細に記された報告は無い．今後は症状の程度やどのような

症状が認められているのか分析していくことが課題と言え

る．LSA 領域の初発梗塞の場合，画像や身体所見から 48 時

間以内の PMD の可能性を踏まえリハビリテーション内容を

検討する必要があると考える．

【倫理に関する項目】倫理的配慮については星総合病院倫理

委員会の承認を得た．
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O-III-7 【口述発表Ⅲ	生活環境支援Ⅰ・神経Ⅰ】

下肢軽度麻痺を有する脳卒中患者の歩行観察と身体機能の関係について

奈川　英美 1,2) 　・　対馬　栄輝 2) 　・　石田　水里 3) 　・　上川　香織 4) 　・　原子　由 1) 　・　岩田　学 1) 

1) 一般財団法人黎明郷　弘前脳卒中・リハビリテーションセンター　
2) 弘前大学大学院 保健学研究科
3) 鳴海病院リハビリテーション部
4) 弘前市立病院

脳卒中 ,	歩行観察 ,	歩容

【はじめに，目的】 我々の試作した歩容評価表は 10 ｍ歩行

時間，バランス，下肢荷重量，足関節底屈筋の痙性，下肢

麻痺の程度と関連し，有用性が高いことを報告した（奈川ら，

2014）．しかし，その歩容評価表の鋭敏性については十分

検討していなかった．

 下肢の麻痺が軽度な脳卒中片麻痺患者では，歩容の逸脱の

程度が少ないことが多い．その場合，歩容評価表で捉えら

れない可能性がある．また上述した，従来の知見を外挿す

ることができないかもしれない．そこで，脳卒中患者のうち，

対象を下肢の麻痺が軽度な者に限定して歩容評価表による

評価を行い，身体機能との関係を検討した．

【方法】 対象は，回復期病棟に入院する初発脳卒中片麻痺患

者 24 名（男性 11 名，平均年齢 62.6 歳，発症からの平均

経過期間　70.3 日）とした．下肢ブルンストロームステー

ジ（Br.S）がⅤ・Ⅵの者で，装具・補助具の使用を問わず近

位監視～自立で 20 ｍ以上歩行可能な者，かつ歩行に影響す

る他の神経疾患・運動器疾患・疼痛を有さない者を対象と

した．

測定項目は，下肢感覚障害の有無，下肢 modified modified 

ashworth scale(MMAS)，Berg Balance Scale（BBS）， 下 肢

荷重量，下肢筋力，10 ｍ歩行時間，歩容とした．下肢感覚

障害は，足底の表在感覚と，下肢各関節の深部感覚を測定

した．下肢 MMAS は，股関節屈曲筋・伸展筋・内転筋，膝

関節屈曲筋・伸展筋，足関節底屈筋を測定した．下肢荷重

量は，立位で左右下肢への最大荷重量を体重計にて計測し

た．10 ｍ歩行時間は，16 ｍ歩行路を可能な限り速く歩行

してもらい，中間 10 ｍの歩行時間を計測した．下肢筋力

は，股関節屈曲筋・伸展筋・外転筋，膝関節伸展筋，足関

節底屈筋に関して徒手筋力測定で 3 以上か否かを記録した．

歩容の評価は，歩容評価表を用いた．被検者に，10 ｍ歩

行路を快適歩行速度で 1 往復させ，中間 5 ｍの歩行を矢状

面・前額面の 2 方向からデジタルスチルカメラ（CASIO 社

製 EXFH100）で撮影した．歩行時は，日常生活あるいは歩

行練習時に使用している装具・補助具を使用させた．撮影

したビデオ映像を，検査者 1 名が観察し，事前に信頼性を

確認している自作の歩容評価表を用いて評価した．歩容評

価表は， 25 項目の観察項目で構成され，1 項目の選択肢は

2 ないし 3 である．合計点は 25 ～ 72 点となり，点数が高

い程正常からの逸脱が多いと判断できる．

統計的解析は，歩容評価表の合計点を従属変数，その他の

測定項目を独立変数としたステップワイズ法による重回帰

分析を行った．有意水準は p ＝ 0.05 とした．

【結果】 歩容評価表合計点は平均 33.92 ± 5.22 点であり，

BBS 合計点は 50.67 ± 4.32 点であった．重回帰分析の結果，

BBS 合計点（標準偏回帰係数 b ＝ -0.72）のみが選択された

（p<0.05）．

【考察】 BBS 合計点が低い症例ほど，歩容が正常から逸脱し

ている結果となった．BBS の下位項目のうち，一回転，段

差踏み換え，継ぎ足立位保持，片脚立位保持は歩容評価表

合計点と相関が高い．支持基底面が狭い状態での姿勢保持

や左右下肢で交互に姿勢保持をする課題が歩容に関連して

いると考える．歩容評価表と身体機能との関連が示され，

歩容評価表を用いた理学療法士の歩行観察は，下肢軽度麻

痺を有する脳卒中患者においても有用である． 

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，対

象者へ研究の意義，目的，方法などの説明を行い，書面上

で研究協力の同意を得た．尚，本研究は筆頭演者所属施設

の倫理委員会の承認を受け実施した．
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脳卒中片麻痺における屋外歩行自立を予測する因子について
至適歩行速度の有用性

関　裕也 1) 　・　対馬　栄輝 2) 

1) 訪問リハビリステーションあすみ

2) 弘前大学大学院保健学研究科

脳卒中片麻痺 ,	歩行速度 ,	屋外歩行

【目的】本邦では最大歩行速度を指標とする研究が多く，

その有用性も多数報告されているが，測定時において転

倒につながりやすく注意が必要である．それに対して至

適歩行速度（OWS）は，比較的転倒しにくく安全に測定

することのできる指標である．Perry ら（1995）は，脳

卒中後の歩行障害を 6 つのカテゴリーに分類する speed-

based classification を提唱している．OWS を含む多変量で

判別分析を行った結果，speed-based classification を予測す

る上で有意であったのは OWS のみであったと報告してい

る．Schmid ら (2007) は，Perry らの分類を用いて機能と

QOL との関連を検討しており，屋内歩行自立レベルから屋

外歩行自立レベルに改善した群では，移動と QOL の参加が

有意に改善したと報告している．このことより，屋外歩行

自立か否かの分類（歩行自立度分類）は臨床上意義がある

と考える．ここでは，歩行自立度分類に対する OWS を主と

した多変量の影響を検討することが目的である．

【方法】対象は，歩行能力が監視レベル以上の脳卒中片麻痺

患者 31 名（男性 19 名，女性 12 名；右麻痺 15 名，左麻痺

16 名；平均年齢 63.4 ± 12.2 歳）とした．三脚に取り付け

たビデオカメラ (DVTR) から約 4m 離れた直線歩行路 ( DVTR

の撮影画面に対して平行な 4m 歩行路，助走路 2m 以上 ) を

OWS で 3 往復させた．日常的に使用している杖・装具・靴

の使用は認めた．撮影後，動画ファイルとしてパソコンに

取り込み，1 歩行周期の踵間距離（重複歩距離）を Image J

（freeware）で，1 歩行周期の所要時間を Virtual Dub Mod

（freeware）で測定した．いずれの変数も，事前に高い測定

精度が確認されている条件で測定を行った．そして，重複

歩距離を 1 歩行周期の所要時間で除して OWS（m/min）を

求めた．さらに，歩行自立度分類は，FIM の運動項目であ

る移動（歩行）に基づいて判定した（歩行 FIM）．歩行 FIM

が 5 点を屋内歩行群，7 ～ 6 点を屋外歩行群として分類し

た．共変量は，年齢，性別，身長，体重，罹病期間，下肢

Brunnstrom stage とした．統計的解析は，歩行自立度分類

を従属変数，OWS と共変量を独立変数とし，尤度比による

変数選択法を用いた多重ロジスティック回帰分析を用いた．

【結果】多重ロジスティック回帰分析の結果，選択された有

意な変数は OWS のみ（p<0.05）であった．OWS のオッズ

比は 1.25（95％信頼区間：1.08-1.46）であり，判別的中

率は 93.5％であった．

【考察】今回の結果から，歩行自立度分類に対する OWS の

影響は大きいことが確認できた．また，年齢や下肢の麻痺

分類なども含め総合的な機能評価指標となり得ることも分

かった．OWS は検者内および検者間信頼性が高いという報

告 (Holden ら，1984) があり，安全性も考慮すると臨床で

の評価方法として妥当であると考える．屋外歩行自立の予

測に OWS のみが関連するという本研究の結果も踏まえる

と，脳卒中片麻痺患者における OWS 測定は，臨床上有用な

指標である．

【まとめ】本研究では，脳卒中片麻痺患者の歩行自立度分類

に対する OWS とその他共変量の影響を多変量解析によって

検討した．結果，歩行自立度分類を予測する上で有意であっ

たのは OWS のみであった．よって，脳卒中片麻痺患者にお

ける OWS 測定は，臨床上有用な評価指標である．

【倫理に関する項目】この研究はヘルシンキ宣言に沿って

行った．被検者には，研究の主旨を書面にて説明し，署名

による同意を得た．
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漸増負荷運動時の心拍変動解析から嫌気性代謝閾値を推測できるか？
肥満者での検討

阿部　将之

東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野

心拍変動解析 ,	嫌気性作業閾値 ,	肥満者

【目的】慢性疾患の予防や治療を目的とした運動療法で実施

される有酸素運動の運動強度は、嫌気性代謝閾値（Anaerobic 

Threshold: AT）レベル以下であることが推奨されている。

AT としては運動時の換気応答から求められる換気性作業閾

値（Ventilatory Threshold: VT）が用いられているが、VT

を求めるために呼気ガス分析を併用した心肺運動負荷試験

を行わなければならない。呼気ガス分析のためには特殊な

装置が必要であるため、限られた施設でしか実施されてい

ないのが現状である。より簡便かつ安価に AT レベルを求

めることができる方法が模索されており、その方法の一つ

として心拍変動（Heart Rate Variability: HRV）の変化から

AT レベルが推測できる可能性が考えられているが、デバイ

スの問題などにより未だ普及はしていない。我々は、新し

く開発された HRV 解析ソフトを用いて、健常者を対象に漸

増負荷運動中の HRV の周波数解析を行い、HRV の 0.15 ～

0.5Hz の高周波（High Frequency Power: HF）成分の変化か

ら AT レベルを推測できる可能性を見出した。しかし、疾病

を有する者においても健常者と同様に HRV 周波数解析から

AT レベルを推測できるかどうかについては明らかになって

いない。そこで、本研究では合併症を有する肥満者を対象

として、HRV の周波数解析から AT レベルが推測できるか

どうかを明らかにすることを目的とした。

【方法】当院に入院中の肥満者 9 名（男性 6 名、女性 3 名、

年齢 49.9 ± 11.7 歳、身長 171.6 ± 6.6cm、体重 86.7 ± 

12.4kg BMI 29.3 ± 2.8）を対象とした。運動負荷試験は

自転車エルゴメータを用い 10w あるいは 15w ランプ負荷

で症候限界まで実施し、運動中の HRV 解析と呼気ガス分析

を行った。HRV 解析には HRV 解析ソフト（Reflex 名人＠、

CROSSWELL）を用い、HF 成分および 0.04 ～ 0.15Hz の低

周波成分（Low Frequency Power: LF）を HF で除したもの

（LF/HF: L/H）の変化を検証した。呼気ガス分析には呼気ガ

ス分析装置（VmaxS22、SensorMedics）を用い、VT は二

酸化炭素換気当量が一定の数値を示し、酸素換気当量が増

加する点とした。

【結果】9 名中 7 名の対象者において、HF 成分が運動負荷

開始とともに徐々に低下し、呼気ガス分析より求められた

VT レベル以上では安静時に比して有意に低値であった。こ

の結果は健常者で得られた結果と同様であった。しかし、9

名中 2 名の対象者では運動中の HF 成分の変化が異なって

おり、運動開始後も HF の明らかな低下が認められなかった。

一方、L/H は、対象者によって変動が異なり、健常者と同

様に一定のパターンは示さなかった。

【結語】本研究において、肥満者においても、健常者と同様に、

運動負荷強度の増強とともに HRV 周波数解析により得られ

た HF 成分が低下することが明らかとなり、肥満者の AT レ

ベルを HRV 解析から求めることができる可能性が示唆され

た。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に基づいて行

なわれたものであり、東北大学大学院医学系研究科倫理委

員会の承認を受け実施した。対象者には研究に先立って口

頭と説明文章を持って説明を行い、署名により同意を得た。
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高齢入院期心不全患者における食事摂取量と退院時 ADL の関係

千葉　一平　・　舟見　敬成　・　根田　真澄　・　佐藤　聡見　・　本木　里奈　・　山本　瑞穂

折内　英則

（一財）総合南東北病院リハビリテーション科

心不全 ,	食事摂取量 ,	ＡＤＬ

【はじめに】うっ血性心不全患者は腸管の循環不全や全身の

炎症により食欲低下を来す事が多い。食事摂取量低下は低

栄養を引き起こす要因となる。低栄養は高齢者において日

常生活動作（以下、ADL）低下の因子と言われている。うっ

血性心不全患者における栄養状態に関して、生化学データ

を用いた栄養評価と退院時 ADL との関連は報告されている

が、入院後の食事摂取量と退院時 ADL についての報告はな

い。そこで今回は、うっ血性心不全にて入院した高齢者の

食事摂取量と退院時 ADL との関連を検討した。

【目的】入院期の高齢心不全患者における食事摂取量と退院

時 ADL の関連を検討する。

【対象・方法】2012 年 3 月 ~2014 年 4 月の間に当院循環

器内科にうっ血性心不全の診断にて入院となった６５歳以

上の患者をカルテ情報から後方視的に調査。入院前より歩

行が非自立、入院中経口摂取が不可能、入院中の死亡、経

過中に他疾患を発症した例を除外した７４名を対象とした。

退院時の FIM とその背景因子として、年齢、入院後１週間

の食事提供量に対する摂取割合、リハビリテーション（以下、

リハ）開始時の FIM、入院時血清 BNP 値を調査した。各因

子と退院時 FIM との関連をスピアマンの順位相関係数にて

検討した。加えて、退院時 FIM を従属変数とした重回帰分

析（ステップワイズ変数増減法）にてそれぞれの影響度を

検討した。統計学的有意水準は 5% 未満とした。統計処理

は R ver2.8.1 を使用した。

【結果】対象者の特性は年齢 82.0 ± 7.1 歳、男女比 37：37 名、

在院日数は 25.5 ± 15.4 日間、リハ開始は 3.0 ± 2.3 病日、

自宅以外の転帰（転院または施設入所）は全例中 11 名、リ

ハ開始時 FIM93.0 ± 26.1 点、退院時 FIM112.0 ± 20.7 点、

食事摂取率は 90.5 ± 15.8％、血清 BNP 値 688 ± 514pg/

ml であった。統計学的解析の結果、退院時 FIM と有意な相

関があった因子は、年齢（ｒ＝ -0.56）、食事摂取率（ｒ＝

0.43）、入院時 FIM（ｒ＝ 0.78）であった。重回帰分析で

はリハ開始時 FIM（P<0.001、標準編回帰係数 0.71）、年齢

（P<0.01、標準編回帰係数 -0.21）が統計学的に有意な独立

変数として選択された。

【考察】今回の調査から、高齢入院期心不全患者における食

事摂取率と退院時 ADL との関連が示唆された。心不全患者

は腸管循環不全、全身炎症から食欲低下を来しやすいと言

われており、また、Oliveira らによると、入院期の高齢者で

栄養状態は ADL と関連し、低栄養では介助が必要な者が増

加する事が報告されている。今回対象とした心不全患者に

おいても疾患に加え食事摂取量低下から低栄養を来し、退

院時 ADL が低下したと考えられる。入院期、特に初期には

食事摂取量を観察し、低下がある場合は早期の栄養介入が

必要である。また、今回の調査では食事摂取量低下とＡＤ

Ｌ低下に関する背景因子については明確になっていない。

筋力や栄養指標についても評価し、今後検討を進めていく

必要がある。

【倫理に関する項目】個人を匿名化した上で、当院の個人情

報保護管理規定に準じて個人情報を管理した。
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O-IV-3 【口述発表Ⅳ	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ】

感染性心内膜炎・開胸術後の高校野球復帰に対し心肺運動負荷試験に基づいて
運動指導を行った一例

須藤　宗 1) 　・　二宮　竜司 1) 　・　貝塚　健 1) 　・　大和田　真玄 2) 　・　今田　篤 2) 

1) 青森県立中央病院リハビリテーション科

2) 青森県立中央病院循環器科

心肺運動負荷試験 ,	スポーツ復帰 ,	開胸術後

【目的】小児の感染性心内膜炎の発症は人口 100 万人当た

り 12 から 17 人 / 年ときわめて稀である。治療は殺菌性抗

生剤の長期投与が原則だが、効果が十分に得られない場合

や弁機能障害によるうっ血性心不全の合併などの場合は外

科手術が考慮される。今回、感染性心内膜炎により開胸術

を施行後、高校野球に復帰するために心肺運動負荷試験（以

下、CPX）を定期的に実施し運動指導を行った症例を経験

した。そこで、心疾患患者のスポーツ復帰について一考察

を加え、本症例の経過を報告する。

【 症 例 】 男 性、17 歳、 身 長 180.0 ㎝、 体 重 77.6 ㎏、

BMI24.0

【現病歴】平成 27 年 7/25 より 38℃台の熱発があり、A

病院にて内服加療。9/5 より 40℃を超える高熱が持続し、

9/6 に B 病院を受診。心エコー所見及び経過から感染性心

内膜炎を疑われ、当院循環器科に搬送入院となる。入院日

より抗生剤による薬物療法を開始し、9/7 より解熱傾向が

認められる。弁周囲の疣贅及び致死率の高い起因菌である

ことから、当院心臓血管外科にコンサルトの上、9/12 に C

病院に手術目的のため転院。9/17、Ross 手術施行。術後経

過良好のため 11/11 に C 病院を退院。退院後は当院循環器

科にてフォローを継続している。

 【経過】CPX（呼気ガス分析装置はミナト医科学株式会社製

エアロモニタ AE310s を使用）は 12/26、3/19、6/25 に実施。

負荷条件はトレッドミル（フクダ電子社製 MAT2200）で

Bruce 法とした。測定終了は、1 回目については患者の誤

操作による緊急停止であったが、2 回目及び 3 回目は下肢

疲労感（ボルグ指数 17）であった。体重あたりの最大酸素

摂取量は 1 回目測定不可、2 回目 33.3ml/kg/min、3 回目

35.7ml/kg/min であった。嫌気性代謝閾値（以下、AT）に

おける体重あたりの酸素摂取量、心拍数及び METs は、1 回

目 19.3ml/kg/min・107bpm・5.52METs、2 回 目 22.9ml/

kg/min・115bpm・6.55METs、3 回 目 8.31ml/kg/min・

124bpm・8.31METs であった。

 【運動指導】初回の運動指導は、HR100-110 を目安とした

30-60 分のジョギングを 4-6 日 / 週とした。また、上下肢

ともに筋力低下が認められたため、上肢については 10-20

㎏の荷重による筋力トレーニング、下肢については自重で

行うスクワット・ランジドリルを指導した。2 回目の運動

指導は HR110-120 を目安として 60 分程度のジョギング

と 20-50m 程度のスプリントトレーニングを 5 日 / 週とし

て指導した。また、試合形式の練習についても許可とした。

3 回目の運動指導は HR120-130 を目安として 60 分程度の

ジョギング及び 50m のスプリントトレーニングを指導し、

胸部に負担のかかるヘッドスライディング等の動作を除い

た競技活動への全面的な復帰を許可した。

 【考察】心疾患を有する患者のスポーツ復帰については、

日本循環器学会の「心疾患患者の学校、職域、スポーツに

おける運動許容条件に関するガイドライン（2008 年改訂

版）」や日本臨床スポーツ医学会学術委員会内科部会勧告

（2005 年）に基づくことが望ましい。いずれのガイドライ

ンでも野球は「軽度静的で中等度動的」運動強度であり、

4-6METs と示されている。CPX を定期的に実施することで、

術後の心肺機能の改善を客観的に示すことができたととも

に、スポーツ復帰に対する不安を軽減できたと考えられる。

一方で、開胸術後のスポーツ復帰についての報告は少なく、

特に胸骨接合部へのメカニカルストレスを考慮したスポー

ツ動作や筋力トレーニングを安全に指導する必要がある。

【倫理に関する項目】本報告を行うにあたり、症例患者及び

その保護者にその趣旨を説明し同意書を得るとともに、青

森県立中央病院倫理審査委員会で承認を得た。
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O-IV-4 【口述発表Ⅳ	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ】

入院化学療法中の造血器腫瘍患者における運動療法介入効果の検討

渡邉　紗耶加 1) 　・　笠原　龍一 1) 　・　神保　良平 1) 　・　神保　和美 1) 　・　山本　優一 1) 　・　山本　真代 1) 

小野部　純 2) 　・　甲斐　龍幸 3) 

1) 北福島医療センター　リハビリテーション科

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) 北福島医療センター　血液内科

造血器腫瘍 ,	運動療法 ,	化学療法

【はじめに】造血器腫瘍患者に対する治療は化学療法が主体

である。強力かつ長期間に及ぶ治療計画は臓器障害や骨髄

抑制等の合併症を伴い、入院は長期化する。また、患者は

高度の血球減少を伴うため易感染性となり、感染防止のた

め活動範囲が病室内などに制限される。それに伴い、活動

量が極端に減少し、廃用症候群に陥りやすい。現在、造血

器腫瘍患者に対する運動療法の効果は、移植治療に関して

は多く報告されている。しかし、その他の化学療法中の造

血器腫瘍患者に関する報告は少ない。そこで今回、当院で

入院化学療法中の造血器腫瘍患者に対し全身持久力、下肢

筋力の改善を目的とした運動療法を行い、その効果を検討

したため報告する。【対象】2014 年 1 月 ~2015 年 4 月ま

でに入院中化学療法を実施し、運動療法を実施した造血器

腫瘍患者女性 6 例 ( 年齢 51 ± 10.5 歳 ) であった。原疾患

内訳は悪性リンパ腫5例、急性リンパ性白血病1例であった。

全症例とも入院期間中に筋力低下を自覚した時点で、医師

と相談し自らの希望にて理学療法介入を開始した。介入時

点の病棟内 ADL は自立していた。　【方法】介入頻度は週

6 日とし、1 日 20 分間とした。全身持久力、下肢筋力向

上のため、運動療法として自転車エルゴメーターと下肢筋

力増強訓練を行った。自転車エルゴメーターの運動負荷は

主観的運動強度 Borg scale を用い、AT レベルである Borg 

scale13( ややきつい ) に設定した。筋力訓練は 10 回連続で

運動可能な負荷を目安とし、個人の筋力に合わせスクワッ

トやカーフレイズ、徒手抵抗下にて膝伸展運動等を行った。

評価項目は膝伸展筋力 (µ-TasF-1 アニマ株式会社 )、握力は

デジタル握力計 (T.K.K.5401 竹井機器工業 )、6 分間歩行距

離 (6 minutes distance；以下 6MD) である。なお、膝伸展

筋力と握力は左右平均値を算出した。各評価項目は初回介

入時と退院時で比較検討した。【結果】入院期間は 126 ±

34.3 日、リハビリ実施日数は 56.2 ± 15.9 日、運動療法実

施率は 99.7 ± 0.01% であった。6MD は初回介入時 422.8

± 107.5m、退院時 545 ± 46.9m と向上した。膝伸展筋力

は初回介入時 19.4 ± 3.3kgf、退院時 24.0 ± 2.9kgf と向上

した。握力は初回介入時 19.3 ± 4.1kg、退院時平均値 19.8

± 3.3kg であり維持されていた。【考察】　結果より、6MD、

膝伸展筋力の向上がみられ、握力に関しては大きな変化は

無く維持されていた。がんのリハビリテーションガイドラ

インでは、有酸素運動として 1 回 20 分以上の有酸素運動

を週 3 ～ 5 回の頻度で行うことが、化学療法中・後の患者

においても有効とされている。今回の介入頻度で、入院化

学療法中の造血器腫瘍患者の全身持久力・下肢筋力の向上

が可能であった。入院化学療法中の造血器腫瘍患者の全身

持久力・筋力低下は、血球減少や副作用に伴う活動性の低

下によるものである。今回、高度の血球減少により、活動

範囲が制限されても、定期的な運動機会を確保できたこと

が 6MD、膝伸展筋力の向上に繋がったと考える。握力につ

いて、先行研究より健常者においては約 30 日程度のベッド

レストでは上肢より下肢の筋力低下が著しく、上肢筋力は

あまり低下しないという報告があり、今回は初回測定時で

著明な筋力低下がみられなかったため、自主トレーニング

指導のみで維持できた。今後の課題として、運動療法の効

果検証のため介入・評価測定時期の統一が必要である。ま

た造血器腫瘍患者に対して、年齢や疾患別での介入効果を

検証し、スムーズな社会復帰に向け適切な運動療法を提供

できるよう検討していきたい。

【倫理に関する項目】ヘルシンキ宣言に基づき、説明と同意

を得て実施した。

key	Words:	

2015 年 11 月 28 日	（土）	14:40	～ 16:10



752015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

O-IV-5 【口述発表Ⅳ	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ】

同種造血幹細胞移植患者における移植前後の筋力低下に及ぼす因子の検討

笠原　龍一 1) 　・　神保　良平 1) 　・　渡邉　紗耶加 1) 　・　神保　和美 1) 　・　山本　真代 1) 　・　藤田　貴昭 2) 

小野部　純 3) 　・　山本　優一 1) 　・　甲斐　龍幸 4) 

1) 北福島医療センター　リハビリテーション科
2) 東北福祉大学　健康科学部　リハビリテーション学科　作業療法学専攻
3) 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
4) 北福島医療センター　血液内科

造血幹細胞移植 ,	運動療法 ,	筋力低下

【はじめに】同種造血幹細胞移植患者（以下、移植患者）は、

移植前処置として全身放射線照射、大量化学療法を実施し

たのちに造血幹細胞移植を施行する。これらによって同種

免疫反応や高度の臓器障害、免疫不全を来す。そのため、

患者は移植病室という閉鎖された環境で生活が強いられ、

活動量の低下に起因する筋力低下を生じることが多い。近

年では、移植患者に運動療法が処方されることが増え、そ

れに伴う廃用予防の有効性が報告されている。一方では、

移植患者に対して運動療法を行っても筋力低下を予防でき

ないケースも少なからず経験する。今回われわれは、移植

病室入室前から運動療法を行った移植患者の筋力低下の程

度と、筋力低下に及ぼす因子を検討した。

【対象】2009 年 6 月から 2014 年 12 月の間に当院におい

て同種造血幹細胞移植を施行した 21 名中、移植病室退室ま

で運動療法介入を行った 8 名（男性 3 名、女性 5 名、平均

年齢 41.8 ± 13.8 歳）を対象とした。移植対象となった疾

患は、造血器悪性腫瘍で移植タイプは同種末梢血幹細胞移

植 6 名、臍帯血移植 2 名であった。なお、移植病室入室期

間は平均 56.7 ± 20.8 日であり、移植病室入室期間中のリ

ハビリ実施率は 80 ± 20% であった。

【方法】運動療法の期間は移植病室入室前から退室時まで

行った。運動内容は自転車エルゴメーターを用いた持久力

訓練と下肢を中心に自重や徒手抵抗を加えた筋力訓練を

行った。負荷は Borg 指数 13「ややきつい」を目安に実施

し、筋力訓練では 10RM を 1~3 セット程度であった。頻度

は週 6 日を基本とし、1 日 20 分～ 40 分間実施した。また

自主トレ指導を併行して行った。測定項目は膝伸展筋力と

握力とし、測定時期は移植病室入室時（以下、入室時）と

移植病室退室時（以下、退室時）とした。膝伸展筋力はハ

ンドヘルドダイナモメーター ( μ Tas F-1,ANIMA 社製 ) を

用いて端座位で測定した。なお、握力は握力計 (Grip-D,TAKEI

社製 ) を用いて立位で測定した。筋力の測定値は左右の平

均値を代表値とした。統計処理は膝伸展筋力と握力の移植

病室入院前後の変化を算出し、同低下率と年齢、入室期間、

実施率の関係についてピアソンの相関係数を用いた。

【結果】膝伸展筋力は入室時 22.7 ± 12.5kgf、退室時 17.4

± 7.5kgf、握力は入室時 22.7 ± 9.8kgf、退室時 17.8 ± 6.7kgf

であった。相関については、握力の低下率と入室期間の間

に強い正の相関がみられた（r=0.74、p<0.05）。またサンプ

ル数の問題もあり有意ではなかったが、膝伸展筋力および

握力の低下率と年齢の間に中等度の負の相関の傾向がみら

れた（膝 r=-0.58、p=0.13、握力 r=-0.70、p=0.05）。

【考察】膝伸展筋力と握力の低下率は同程度であったが、相

関分析の結果から両者の低下率と関連する要因は異なる可

能性が示唆された。本研究はサンプル数の制限から結果の

解釈には慎重を要するが、握力低下率と入室期間が相関し、

膝伸展筋力低下率が相関しなかった背景として、運動内容

の影響が挙げられる。つまり自主トレ指導のみで直接的に

介入を行わなかった握力については廃用性筋力低下を予防

することができず、入室期間が長くなるほど握力低下も大

きくなったものと推察される。また、年齢は握力と膝伸展

筋力の低下率の両方と負の相関を示す傾向がみられた。こ

の結果は年齢が若いほど入室前の筋力が高いため、安静に

よる低下率も大きくなったと考えられる。本研究の結果か

ら、全身の筋力へのアプローチと年齢が若い方に対しての

運動負荷を検討していく必要性が示唆された。今後、検討

項目およびサンプル数を増やして再検討する必要がある。 

【倫理に関する項目】ヘルシンキ宣言に基づき、説明と同意

を得て実施した。
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TENS 単独施行と温熱療法との併用施行では腰椎疾患患者の下肢痛に与える鎮
痛効果は異なるか？

前田　貴哉 1,2) 　・　吉田　英樹 2) 　・　平山　優子 1) 　・　太田　真理子 1) 　・　五十嵐　林郷 1) 　・　葛西　貴徹 1,2) 

植山　和正 1) 

1) 医療法人整友会弘前記念病院

2) 弘前大学大学院保健学研究科

TENS,	温熱療法 ,	併用施行

【目的】経皮的電気神経刺激 ( 以下，TENS) は，変形性関節

症や腰痛症などの疼痛に対して，鎮痛目的に行われる治療

法である。また，表在性温熱療法も TENS と同様に鎮痛目

的に使用される治療法の一つである。これらの両手法は共

に鎮痛目的に行われる治療法であるが，その併用効果につ

いてはこれまで議論されてこなかった。先行研究において，

高強度での TENS は低強度での TENS と比較して高い鎮痛効

果があると報告されている。また，一般的に皮膚の加温に

伴い皮膚インピーダンスが低下するため，高強度での電気

刺激が可能となるとされている。これらのことから，表在

性温熱療法と TENS を併用することで高強度の TENS が可能

となり，TENS の単独施行と比較して高い鎮痛効果が得られ

ることが予想される。よって，本研究では TENS の単独施

行と表在性温熱療法を併用施行した場合で腰椎疾患患者の

下肢痛に与える鎮痛効果が異なるかを明らかにすることを

目的とした。

【方法】2015 年 2 月から同年 6 月までの期間中，腰椎疾患

を有し，安静時も下肢痛が出現していた入院患者 15 名 ( 男

性 8 例，女性 7 例，年齢 58.9 ± 17.7 歳 ) を対象とし，以

下の 2 つの介入を実施順序をランダムとして 1 日以上の間

隔を空けて実施した。〈介入 1〉対象者に対して 15 分間の

TENS を安楽肢位にて施行した。〈介入 2〉対象者に対して

介入 1 と同様に 15 分間の TENS 及びホットパックを同時

に施行した。機器は Trio300 ( 伊藤超短波 ) を使用し，パラ

メータは TENS モード，MODURATION，周波数 50Hz，パ

ルス持続時間 200µsec とした。刺激強度は対象者が不快に

感じずに耐えられる最大強度とした。電極はアクセルガー

ド (M，50 × 50 ㎜ ) を使用し，酒精綿にて皮膚を清拭した

後に，十分に乾燥させた上で疼痛部位と同一のデルマトー

ム上に貼付した。疼痛の評価として Visual analog scale( 以

下，VAS) 及び Numeric rating scale( 以下，NRS) を使用し，

各介入前後での変化量を算出し，群間比較を行った。また，

刺激強度についても各介入で平均値を算出し，群間比較を

行った。統計学的解析について，VAS は student の t 検定を

用い，NRS 及び出力は Mann-Whitney の U 検定を用いた。

全ての有意水準は 5% とした。

【結果】VAS( 平均値±標準偏差 ) は介入 1 で 21.4 ± 21.8，

介入 2 で 29.4 ± 24.3 であった。NRS( 中央値：[25% 点，

75%点])は介入1で(2:[1,3])，介入2で (1.5：[0.75，3])であっ

た。刺激強度 ( 中央値：[25% 点，75% 点 ]) は介入 1 で (19.5：

[16.5，23])，介入 2 で (17：[14.5，23.5]) であった。全て

の統計学的解析において，有意な差は認められなかった。

【考察】TENS の単独施行及び TENS と温熱療法の併用施行

の両方法において，鎮痛効果と刺激強度に明らかな違いは

認められなかった。温熱療法による生体への影響には，皮

膚温の上昇に伴う皮膚インピーダンスの低下の他に，神経

伝導速度の上昇や痛覚閾値の低下などが挙げられる。ホッ

トパックを使用することで皮膚インピーダンスが低下する

ため，電気刺激に伴う不快感は減少し得ると考えられる。

しかし，皮膚温の上昇に伴い痛覚閾値の低下も生じた結果，

皮膚インピーダンスの低下による不快感の減少を相殺し合

い，電気刺激強度を増加させるだけの不快感の減少は得ら

れなかった可能性がある。以上より，本研究では TENS 単

独施行と比較した TENS 及び表在性温熱療法の併用施行に

よる有効性は認められなかった。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に基づいて行

われた。対象者の個人情報の保護には十分留意し，対象者

には十分に説明を行い，同意を得た上で施行した。
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腰椎牽引療法の効果を実感する患者の特徴

平山　　和哉 1,2) 　・　有原　裕貴 1) 　・　対馬　栄輝 2) 　・　近江　洋一 1) 

1) 医療法人明洋会　近江整形外科

2) 弘前大学大学院保健学研究科

腰椎牽引療法 ,	治療効果 ,	アンケート調査

【はじめに】本邦の腰痛診療ガイドラインにおいて，腰椎牽

引療法は腰痛患者全般に対して有効である可能性は低いと

され，坐骨神経痛を有する患者に対しては相反するエビデ

ンスが複数存在し，一定の結論に至っていないとされてい

る．しかし牽引療法は未だ使用されており，医師に対する

アンケート調査によると，慢性腰痛に対する治療としても

26.2％の患者に行われている（菊池ら，2010）．

本研究の目的は，牽引療法を施行している患者のアンケー

ト調査により，どのような特徴を持つ患者が牽引療法によ

り治療効果を実感しているかを明らかにすることである．

【対象と方法】当院にて腰椎疾患の診断を受け，牽引療法を

実施している 51 名を対象としてアンケート調査を行った．

対象者の平均年齢は 69.7 ± 10.9 歳，男性 20 名，女性 31 名，

診断名は腰部脊柱管狭窄症 38 名，腰椎椎間板ヘルニア 6 名，

その他 7 名であった．牽引療法は腰椎牽引装置（ミナト医

科学，TC-30D）を用い，膝立て背臥位にて，体重の 30 ～

50％の牽引力，15 秒牽引 3 秒休止，15 分間という条件で

実施した．アンケート内容は症状の聞き取り（腰椎由来の

症状の種類・部位，姿勢・動作による痛み，下肢痛の有無，

間欠性跛行の有無，屈曲位で軽快するか）と治療効果（牽

引効果の実感，どんな効果を感じるか）についてとした．

統計解析はステップワイズ法による多重ロジスティック回

帰分析を使用し，従属変数を牽引効果の実感，独立変数を

症状の聞き取り項目および電子カルテより得られた性別，

年齢，診断名，画像所見，内服・注射の併用，運動療法

（ストレッチ・筋力トレーニング）の併用，徒手療法の併

用とした．有意水準は 5％とし，解析には R2.8.1（CRAN，

freeware）を使用した．

【結果】牽引療法による効果について，「悪くなる」0％「少

し悪くなる」2.0％「変わらない」25.5％「少し良くなる」

52.9％「すごく良くなる」19.6％であった．どんな効果を

感じるかについて，良くなると回答した 38 名のうち「痛み

が軽くなる」24 名，「しびれが軽くなる」4 名，「気持ちいい」

26 名であった．

牽引により症状が「少し良くなる」「すごく良くなる」こ

とに関連する項目として，腰の重苦しさがある（オッズ比

7.51），運動療法の併用あり（6.74），罹患椎間数（2.38），

年齢（0.91）という 4 項目が選択された．モデルχ 2の p

＜ 0.05，Hosmer-Lemeshow 検定の p ＞ 0.05，判別的中率

は 90.2％であり，回帰式は有意であった．

【考察】牽引療法による効果を実感している患者の特徴とし

て 4 項目が抽出された．それぞれ，“腰の重苦しさ” という

痛みやしびれより軽度の症状であること，運動療法も併用

し柔軟性や筋力の改善も図っていること，年齢が若く退行

変性が軽度であることが影響していると考えられた．罹患

椎間数に関しては，単一椎間の障害よりも複数椎間の障害

のほうが，今回のような画一的な条件での牽引による効果

は及びやすいことを示唆すると考えた．

本研究は介入の効果をごく主観的な実感により調査した横

断研究であり，バイアスの混入を否定できない．今後は前

向き研究により，牽引を開始する前の理学所見等と信頼性・

妥当性の担保されたスコアによる治療効果判定との関連の

検討（臨床予測ルールの作成）を行う必要があると考える．

【まとめ】牽引療法施行者のうち，約 70％が牽引による治

療効果を実感していた．効果を実感している患者の特徴と

して，腰の重苦しさがある，運動療法の併用あり，罹患椎

間数が多い，年齢が若いという 4 項目が抽出された．

【倫理に関する項目】本研究においてはヘルシンキ宣言に則

り，対象者の同意を得て調査を行い，匿名化した上でデー

タ解析を実施した．

key	Words:	

2015 年 11 月 28 日	（土）	14:40	～ 16:10



782015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

O-IV-8 【口述発表Ⅳ	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ】

当院回復期リハビリテーション病棟における入院時日常生活機能評価（Ｂ項目）
と退院時歩行自立との関係

佐々木　香央里

医療法人社団健育会　石巻健育会病院

回復期リハビリテーション病棟 ,	日常生活機能評価 ,	歩行自立

【目的】　当院回復期リハビリテーション病棟（以下回復期

病棟）では、平成 26 年 11 月より、入院時に設定した目

標が妥当か否か、また、入院からの経過等を退院時にチー

ムで話し合い、成果や反省点などを振り返る「退院時振り

返りカンファレンス」を実施している。その中で、理学療

法士が設定する目標の大半が移動手段獲得であった。退院

時の自立度の予測に関しては、様々な研究があるものの難

渋することが多々あり経験者に依存する場面が多くある。

2008 年の診療報酬改訂後、回復期病棟では日常生活機能評

価（以下 B 項目）が使用されるようになった。今回、入院

時に必ず評価するこの B 項目と歩行自立に関連性があるか、

疾患によって要因に差がみられるか、また、それは今後の

予後予測に反映可能か否かを検証することを目的とした。

【方法】　対象は平成 26 年 11 月から平成 27 年 5 月までの

7 ヶ月間に当院回復期病棟を退院した全患者 79 名（脳血管

疾患 27 例、運動器疾患 30 例、廃用症候群 22 例、男性 32

名、女性 47 名、平均年齢 80.1 ± 12.1 歳）とし、退院時

に歩行自立（補助具を含む）をした群（以下 A 群：男性 21 名、

女性 21 名の 42 名、脳血管疾患 48％、運動器疾患 60％、

廃用症候群 50％、平均 75.9 ± 13.9 歳）、自立に至らなかっ

た群（以下 B 群：男性 11 名、女性 26 名の 37 名、脳血管

疾患 52％、運動器疾患 40％、廃用症候群 50％、平均 84.7

± 7.3 歳）に分類した。検討項目は、疾患、年齢、性別、

入院時 B 項目 13 項目、歩行自立とした。解析は、年齢に

は対応のない t 検定、疾患・年齢にはχ 2検定を使用した。

従属変数を退院時の歩行自立の可否とし、B 項目 13 項目を

独立変数とするロジスティック回帰分析を行った。変換選

択は変数増加法を使用し、統計解析には FreeJSTAT を使用

し、有意水準は 5％とした。

【結果】　A 群・B 群 2 群間の疾患別での人数には有意差は

認められなかった。性差は、B 群で有意差が認められた。モ

デルχ 2検定は、P ＜ 0.01。多重ロジスティック回帰分析

の結果、全体で衣服着脱（有意確率 0.018、オッズ比 0.139）、

意思伝達（有意確率 0.044、オッズ比 0.249）に関連がみられ、

脳血管疾患は移乗（有意確率 0.021、オッズ比 0.036）、運

動器疾患は衣服着脱（有意確率 0.008、オッズ比 0.02）と

意思伝達（有意確率 0.023、オッズ比 0.027）、廃用症候群

では衣服着脱（有意確率 0.006、オッズ比 0.03）で関連が

見られた。

【考察】　本研究は、入院時Ｂ項目のどの要因が退院時の歩

行自立に影響を与えているかについて比較を行った。全対

象者では、衣服着脱と意思伝達が関連付けられ、衣服着脱

を自ら行い意思伝達が可能であれば、歩行自立に結びつく

可能性が高いことが示唆された。疾患別では、脳血管疾患

では入院時の移乗が自立であれば歩行自立に繋がる可能性

が高いことが示唆された。運動器疾患では、全体の結果同様、

疾患の特性上、疼痛や運動制限により活動量が制限される

ものの、衣服着脱を自ら行い意思伝達が可能であれば、病

状の安定や日常生活動作向上により歩行自立に結びつく可

能性が高いと考えられる。廃用症候群も同様、衣服着脱が

可能であれば、活動量の向上に伴い歩行自立に繋がる可能

性があると思われる。今回の研究より、上記要因に関係す

る患者は、重症者でも歩行自立に至る可能性があることが

示唆される。今後は、データを積み重ね、今後の予後予測

や目標設定に活かしていきたいと考える。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則り行い、

当院倫理委員会の承認を得た。
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O-IV-9 【口述発表Ⅳ	内部障害Ⅰ・物理療法Ⅰ・教育管理Ⅰ】

全身振動刺激による胸郭拡張差及び肺機能の即時変化

添田　健仁

( 医社 )　新生会　南東北第二病院

全身振動刺激 ,	胸郭拡張差 ,	肺機能

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

振動板の上に立つことによって身体機能を向上させるト

レーニング方法である．振動板の上に立つことで加えられ

る振動刺激は，筋の反射性収縮を誘発し運動効果をもたら

すと考えられており，骨密度や筋機能の改善を目的に開発

されたトレーニングである．これまでは高齢者の運動機能

向上や転倒予防トレーニングとしての報告が多かった．即

時的な効果の報告としては，神経筋協調性の改善に対する

効果の報告や身体の血液循環が促進され，筋柔軟性が向上

したとする報告などが見られる．そこで本研究では，健常

成人男性に対して WBV を実施し，WBV による胸郭周囲筋

の柔軟性の改善や筋緊張抑制による胸郭可動性及び肺機能

の変化を調査し，その有効性を検討することを目的とした .

【方法】対象は健常成人男性 8 名 ( 年齢 24.8 ± 1.75 歳，身

長 176.75 ± 1.42cm，体重 69.25 ± 7.8kg，BMI22.1 ± 1.42．

非喫煙者であるが過去に喫煙歴があるものが 3 名 ) とした．

介入前評価を行った後，WBV を実施し，その後直ちに介入

後評価を行った．評価肢位はすべて端座位とし，胸郭拡張

差と肺機能検査を実施した．胸郭拡張差は被験者の最大吸

気と最大呼気の胸郭拡張差をテープメジャーを用いて，腋

窩高，剣状突起高，第 10 肋骨高の 3 カ所で測定した．各部

位で 3 回ずつ測定し、その差の最大値を胸郭拡張差とした。

肺機能検査はスパイローメーター ( フクダ電子社製 Spiro 

Sift SP-350 COPD) を使用し，肺活量 ( 以下 VC)，比肺活量 ( 以

下 %VC)，1 秒量 ( 以下 FEV1)，1 秒率 ( 以下 FEV1.0%)，努

力性肺活量 ( 以下 FVC) を測定した．WBV の実施は被験者

を端座位にし，肘関節伸展位で手掌を Power Plate® ( 株式

会社プロティア・ジャパン社製 ) に接する形で WBV を行っ

た。刺激条件は，周波数 30Hz，振幅 4–8mm，5 分間とした。

統計処理は WBV 前後の値を腋窩高，剣状突起高，第 10 肋

骨高での胸郭拡張差，VC，%VC，FEV1.0，FCV は対応のあ

る t 検定を実施し， FEV1.0% は Wilcoxon の符号付き順位和

検定で比較した．有意水準は 5% 未満とした．統計ソフト

は Rver2.8.1 を使用した．

【結果】胸郭拡張差は腋窩高 ( 介入前 :4.81 ± 1.51cm　介入

後 6.38 ± 2.01cm)，剣状突起高 ( 前 :1.13 ± 1.48cm　後 :2.44

± 1.43cm)，第 10 肋骨高 ( 前 :6.13 ± 1.9cm　後 :7.06 ±

1.99cm) の全てで WBV 後に有意に拡大した (p ＜ 0.05)．

肺 機 能 検 査 は VC( 前 :4.56 ± 0.53l　 後 :4.82 ± 0.53l)，

%VC( 前 :89.25 ± 8.6%　 後 :94.23 ± 7.46%) で 有 意 に 上

昇 し た が，FEV1.0( 前 :3.77 ± 0.92l　 後 :3.9 ± 0.71l)，

FEV1.0%( 前 :79.8 ± 19.66%　 後 :81.91 ± 14.52%)，

FVC( 前 :4.65 ± 0.73l　後 :4.78 ± 0.49l) で有意な差は見ら

れなかった．

【考察】本研究の結果から，WBV 実施後に胸郭拡張差，VC，

%VC が有意に拡大，上昇したことから，WBV により即時的

に胸郭の柔軟性が向上し，吸気が増加することが示された．

先行研究では健常人に対する胸郭可動域トレーニングや慢

性閉塞性肺疾患患者に対する胸郭モビライゼーションによ

り，胸郭の柔軟性や VC，%VC が改善することが確認され

ている．それらの報告は 10 ～ 15 分間の徒手的介入であり，

本研究による 5 分間の機器での介入と大きく異なる点であ

る．これはリハビリテーション実施時間の有効活用や，画

一的な効果の提供につながるものと思われる．

【倫理に関する項目】対象者には研究の内容を説明し，研究

に参加することの同意を得た．
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P-A-1 【ポスター発表 A　神経Ⅰ】

重度左片麻痺を呈した症例に対して装具療法を実施した症例報告

志田　充啓 1) 　・　黒沢　　加奈子 1) 　・　佐藤　洋 1) 　・　千田　圭二 2) 

1) 国立病院機構岩手病院リハビリテーション科

2) 国立病院機構岩手病院神経内科

装具療法 ,	歩行 ,	回復期リハビリテーション

【目的】脳卒中ガイドライン 2009 により装具を用いた早期

での起立、歩行訓練が推奨されている。当院では脳卒中回

復期のリハビリテーションにおいて、入院後に本人用の下

肢装具を作製し、積極的に立位、歩行訓練を実施している。

今回、右脳梗塞により重度左片麻痺、高次脳機能障害等を

呈しており実用的歩行の獲得が困難と思われた症例に対し、

実用的歩行の獲得だけではない装具療法の一面に注目して

実施した。

【対象】左上下肢の脱力により急性期病院に救急搬送され、

右前大脳動脈、右中大脳動脈閉塞による脳梗塞と診断され

た。重度左片麻痺を呈し、注意障害、半側空間無視、意欲

低下等の高次脳機能障害、Pushing、運動耐用能低下を呈し

た 70 歳代の男性。寝返り、起き上がり、端座位保持等の基

本動作や日常生活動作 ( 以下、ADL) は全介助レベルで、歩

行は不能であった。発症から 33 病日より当院での回復期リ

ハビリテーションを開始し、訓練開始当初に症例本人と御

家族の了承を得て、本人用長下肢装具 ( 以下、KAFO) を作

製した。

【方法】KAFO は金属支柱付きで 2 段階分割式大腿カフ、介

助用ループ、膝継手はリングロック、足継手はダブルクレ

ンザック・ゲイトソリューション、健側靴を 2cm 補高し、

48 病日に完成した。本人用 KAFO 完成までは備品を使用し

た。訓練内容は ROM 訓練、KAFO を使用しての立位保持訓練、

起立着座の筋力訓練、中枢性パターン発生器 (CPG) を賦活

化するため後方支持での無杖での歩行、麻痺側下肢の振り

出しが安定してからは杖を使用しての歩行訓練、トイレ動

作等の ADL 訓練を実施した。評価は Brunnstrom recovery 

stage( 以下、Brs)、Barthel

Index( 以下、B.I)、10m 歩行テスト、Pushing には clinical 

assessment Scale for

Contraversive Pushing( 以下、SCP) とした。

【結果】初回、最終評価時と Brs 上肢Ⅱ、手指Ⅰ、下肢Ⅱ

であり変化はなかった。B.I は 20 点から 60 点と改善し、

SCP で は 初 回 評 価 時 6 点 か ら 0.75 点 と 改 善 し た。10m

歩行テストは、症例が集中可能な環境では近位見守りで

91.22sec/48steps、周囲からの外的刺激がある場合は近位

見守りから軽介助で 113.75sec/51steps で、訓練レベルの

歩行を獲得することができた。基本動作では端座位保持や

立位保持が可能となり、運動耐用能の向上と意欲の向上も

見られた。

【考察】】KAFO を作製し積極的な歩行訓練を実施したが、重

度麻痺、高次脳機能障害の影響が強く、訓練レベルの歩行

獲得にとどまった。しかし、基本動作、ADL での介助量が

軽減し、運動耐用能の向上、意欲の向上も見られた。装具

療法の有効性には実用的歩行の獲得だけでない事柄が多々

あると確認できた。本人用を作製する事は経済的な面で負

担がかかるため備品を使用する場合もあるが、退院後の生

活期でのリハビリを継続する場合に、装具がない場合があ

る。この場合に本人用があれば継続して使用が可能となり、

訓練を継続する事で機能維持、向上につながると考えられ

る。

【今後の課題】画像診断、臨床症状、個人因子等により装具

を作製するかの判断、装具の種類や継手等の選択も療法士

により異なる。退院後のリハビリで装具療法を実施しない

場合もあり、一貫したリハビリを提供できない事がある。

そのため生活期でのリハビリ施設との連携が重要となると

考えられる。

 【倫理に関する項目】症例本人と御家族に対して今回の発表

に対して説明し、同意を得た。症例本人が特定されないよ

うに倫理的配慮を行った。
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P-A-2 【ポスター発表 A　神経Ⅰ】

油圧制動短下肢装具が踵接地期の筋緊張に与える影響
-Agonist Antagonist EMG Ratio Method による検討 -

西脇　祐也　・　坂本　明奈　・　佐藤　竜太

医療法人社団　新生会　南東北第二病院

油圧制動短下肢装具 ,	立脚初期 ,	筋緊張

【はじめに】　脳卒中による中枢神経系の疾患では運動麻痺

とともに筋緊張の亢進が生じる。筋緊張の亢進は、歩行時

の支持力を高める上では必要なことではあるが、筋の同時

活動を高め、エネルギーコストの増大をもたらす。また、

筋緊張は速度依存性に増加するとされ、動的な場面で亢進

することが予測されるが、臨床上では歩行時に亢進する場

面が多く見受けられる。Ohata の報告では、底屈固定装具

では足関節底屈筋の伸張反射を誘発するが、油圧制動短下

肢装具（Gait Solution:GS）を用いることでこれを抑制でき

るとされている。そこで今回は、緊張性相反性抑制や病的

な同時収縮の評価に有用とされている Agonist Antagonist 

EMG Ratio Method を用いて検証したので報告する。

【方法】　対象は当院入院中の脳卒中患者 1 名（左視床出血）

とした。理学療法評価として、下肢の Brunnstrom stage

Ⅴ。Modified ashworth scale 1+。杖歩行にて病棟内歩行自

立。著明な高次脳機能障害、整形外科的疾患は認めなかっ

た。被験者には麻痺側へ GS を着用及び裸足にて、平地での

歩行を任意での歩行スピードにて歩行してもらい、その際

の筋電図を測定した。筋電図測定には表面筋電計（Noraxon

社製 TeleMyo G2）を用いた。筋電図導出部位を前脛骨筋

（Tibialis Anterior:TA）、ヒラメ筋（Soleus:SOL）とした。得

られた筋電図データの中から一歩行周期内の活動電位最大

値を 100% として換算し、正規化を行った。そして得られ

た %TA を縦軸に、%SOL を横軸に TA-SOL correlationgram

を作成した。尚、今回は踵接地から荷重応答期までの立脚

初期のみを解析対象とした。

【結果】　Agonist Antagonist EMG Ratio Method を用いるこ

とで、歩行周期内の TA、SOL の活動変化を視覚的に捉える

ことで出来た。立脚初期においては、装具着用時には TA 優

位になるのに対して裸足では SOL 優位に活動していること

が確認された。

【考察】　歩行運動における立脚初期においては、踵接地後

に足関節の底屈を制御するために TA の遠心性収縮が生じ

る。GS はこの踵接地時の TA の遠心性収縮を補助する装具

とされている。そのために装具着用により装具の効果が発

揮され TA 優位になったと考えられる。また、TA の活動

が促されたことで相反抑制から SOL の活動が抑制された

とも考えられる。それに対して裸足では SOL が優位とな

る形を示した。先行研究においても健常者では立脚初期に

は TA 優位となることが示されている。これは裸足では適

切な立脚初期が作られていないことが推察される。TA の

活動が十分に行えないことからこれに対して先行研究にも

あるように GS では TA の活動を促すとともに踵接地時の

筋緊張を抑制できたと考える。これらの結果から TA-SOL 

correlationgram を用いて、歩行時の筋緊張の変化を継時的

に捉えることが出来、GS の立脚初期における筋緊張抑制の

有効性が示唆された。

【まとめ】　本症例においては踵接地時における筋緊張抑制

が確認することができた。しかし、一症例のため今後症例

数を増やし、検討していくことが必要と考えられる。また、

今回は立脚初期のみを解析対象としたが、他の周期におい

ても変化が生じると考えられる。今後これら二つを課題と

して検討していきたい。

 【倫理に関する項目】対象には口頭と書面にて十分に説明

し、書面にて同意を得た。
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P-A-3 【ポスター発表 A　神経Ⅰ】

下肢装具を必要とする生活期脳卒中片麻痺者へのフォローアップの重要性
‐補装具判定医との連携が奏功した一症例‐

芝崎　淳 1) 　・　石井　麻美 1) 　・　西嶋　一智 2) 

1) 社会医療法人将道会　総合南東北病院

2) 宮城県リハビリテーション支援センター

生活期 ,	片麻痺 ,	短下肢装具

【目的】 脳卒中片麻痺者の下肢装具は、「脳卒中治療ガイド

ライン 2009」や「理学療法診療ガイドライン 2011」にお

いて、歩行の改善を目的にその使用が推奨されている。生

活期に在宅で過ごす片麻痺者は利便性から多くが短下肢装

具 ( 以下、AFO) を使用している。AFO は素材により異なる

が、耐用年数は概ね 3 年以内になる。片麻痺者の身体構造

に目を向けると、活動範囲の狭小化や活動量の低下に伴う

廃用性の筋萎縮や、中枢性要因に伴う筋委縮が混在し、筋

委縮は必ずしも防止できないとされている。また、対象者

が後期高齢者になると加齢や虚弱状態に伴う筋量の減少が

加わる。すなわち、AFO 自体の経年変化や対象者の身体構

造の変化に伴い、装具の破損や不適合は必発となる。今回、

当院通所リハビリテーション ( 以下、通所リハ ) 利用中に、

AFO 使用時の荷重痛により歩行に影響が生じた脳卒中片麻

痺者に対し、判定医と情報交換を密に行い、複数にわたる

判定会の結果、ボツリヌス療法を併用し作成された AFO に

て改善がみられたので、以下に報告する。

【方法】対象は 2008 年に右被殻出血 ( Ⅳ a 型 ) を発症し、

左片麻痺を呈した 57 歳の女性。通所リハは週 2 回の利用。

入院中に AFO( タマラック継手 ) を作成し歩行が自立。使用

中の AFO は 2012 年に再作成した同型のもの。左下肢 Br-

stage Ⅲ、感覚低下及び異常感覚あり、足背屈 5° ( 膝伸展

位 )、足関節 mAS2、共同運動及び足クローヌスあり。歩行

時 AFO 内で足内反している様子が観察でき、第 5 中足骨頭

底に強い発赤を伴った胼胝と荷重痛が発生していた。麻痺

側立脚時間は非麻痺側と比較して短縮しており、足底外側

部荷重であった。立位、歩行時に AFO と内果及び腓骨頭下

下腿外側面に大きな隙間が存在しており、AFO 不適合によ

る不安定性の増大が AFO 内での足内反を増強させ、疼痛の

発生及び歩容の変化に至ったと判断した。足関節可動域は

維持されており、再作成により足部の矯正が可能で足部安

定性の改善が得られると考え、2015 年 4 月更生用装具申

請と情報提供を行った。

 【結果】判定会では足内反が著しく疼痛は中枢性と混在し

ていると推測し、高い内側アーチサポートとメタタルザル

パッドの追加、足関節バンドの内側起始化、圧迫を避けて

緩めの構造で作成された。この AFO を使用し在宅生活を継

続したが、荷重は不安定で前脛骨筋腱の著しい膨隆が観察

され、歩行速度の低下と荷重痛が残存した。以上から再作

成した AFO の継続使用は困難と判断し判定医に報告、再度

判定会が開催され装具の再々作成と適合性を向上させる目

的でボツリヌス療法が追加された。ボトックス施注後は足

関節 mAS １＋、荷重痛がほぼ消失した。しかし、依然とし

て動作時筋緊張は高く容易に足内反が生じるため、内反矯

正を目的によりタイトな AFO が再処方された。再々作成さ

れた AFO 使用時には歩行時の荷重痛はなく、「左 ( 麻痺側 )

に引っ張られる」と話していた不安定感が無くなった。し

かし、立脚時間の左右非対称性に変化はなかった。

 【考察】AFO は身体機能や構造にあったものを使用するこ

とで効果が生まれる。かかわりが少なくなる生活期の脳卒

中片麻痺者では導入段階での調整やフォローアップが重要

となる。今回、経年に伴う AFO の不適合を発見し、再作成

された AFO の使用状態を明確な情報を基に報告し、問題を

解決することができた。判定医と密な連携をとれたことが

最大の要因であるが、AFO や更生用装具作成に関する知識、

片麻痺者の歩行を評価する観察力が求められる。

【倫理に関する項目】発表にあたり、対象者には文書と口頭

で説明し同意を得た。
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脳 卒 中 患 者 に お け る 回 復 期 病 棟 入 院 時 の 認 知 Functional Independence 
Measure は退院時の歩行自立度に影響するか

齋藤　頼亮　・　照井　和史　・　添田　健仁

医療法人社団 新生会 南東北第二病院

回復期病棟 ,	認知 FIM,	歩行自立度

【はじめに】  回復期リハビリテーション病棟 ( 以下，回

復期病棟 ) で脳卒中患者における歩行自立・非自立 ( 以

下，歩行自立度 ) に関して，認知機能が影響し自立に時間

がかかる症例を経験する．これまでも Mini mental state 

examination( 以下，MMSE) を基に歩行自立度に認知機能

が関わり，MMSE の得点が高いほど歩行能力が改善する

と報告されている．また Heruti らは MMSE と Functional 

Independence Measure 認知項目 ( 以下，認知 FIM) には著

明な相関関係があることを示し，Zwecker らはさらに自ら

の研究の中で相関関係が確認されたことから，これらの構

成概念妥当性においてかなりの程度共有できるとし，認知

FIM は MMSE と同様に脳卒中患者の認知機能の評価に適し

た評価法であると報告している．

  しかしこれまでに回復期病棟入院時の認知 FIM が退院時

の歩行自立度に影響するか否か，また影響する場合，その

カットオフ値を報告したものは見当たらない．そこで本研

究では認知 FIM に着目し，回復期病棟入院時の認知 FIM が

退院時の歩行自立度に影響があるかを後ろ向きに調査した．

【対象】　当院回復期病棟に平成 26 年 4 月から平成 27 年 3

月に入院した初発の脳卒中患者の中で，くも膜下出血を除

くテント上病変の 61 名 ( 男性 37 名，女性 24 名，脳梗塞

37 名，脳出血 24 名 )．平均年齢は 69.0 ± 13.8 歳，病変

部位は左半球 31 名，右半球 30 名であった．

【方法】　当院回復期病棟入院時に得られる情報として，年

齢， 下 肢 Brunnstrom recovery stage( 以 下，BRS)， 半 側

空間無視の有無 ( 以下，USN)，認知 FIM の 4 項目を独立

変数，歩行自立度を従属変数としてステップワイズ多重

ロジスティック回帰分析を行った．その結果，認知 FIM

が独立変数として選択された場合は，Receiver Operating 

Characteristic Curve( 以下，ROC 曲線 ) にて曲線下面積 (Area 

Under the Curve：以下，AUC) を算出し，カットオフ値を求

めることとした．

  歩行自立度は退院時の FIM 歩行項目が 6 点以上を自立，5

点以下を非自立とした．統計処理には R ver.2.8.1 を使用し，

有意水準は 5％未満とした．尚，解析に先立ち多重共線性

を考慮し，独立変数間で Spearman の順位相関係数を用い，

相関係数が 0.8 以上になるものの存在の有無を検討した．

【結果】  Spearman の順位相関係数の結果，相関係数が 0.8

以上になる関係はなかった．多重ロジスティック回帰分析

では，モデルカイ二乗検定の結果は p ＜ 0.05 と有意であっ

た．各独立変数でのオッズ比 ( 以下，OR) と 95％信頼区間

( 以 下，95 ％ CI) は，USN(OR：0.022，95 ％ CI：0.000‐

1.296)，年齢 (OR：0.801，95％ CI：0.638‐1.004)，認知

FIM(OR：1.518，95％ CI：1.041‐2.214)，BRS(OR：7.983，

95％ CI：1.090‐ 58.495) であった．また，認知 FIM に関

して ROC 曲線によりカットオフ値を算出したところ，22

点 (AUC：0.865，感度：0.913，特異度：0.733) であった．

【考察】　本研究では入院時の認知 FIM の点数が高いほど歩

行自立度が高くなり，そのカットオフ値は 22 点と算出され

た．これまでの認知機能が歩行自立度に関わるとした報告

では，MMSE を用いたものが多かった．しかし，失語症や

意識障害を呈した患者は対象から外れており，全ての対象

者に利用できなかった．認知 FIM はこういった症状を呈す

る患者を含め，回復期病棟入院時における退院時の歩行自

立度の，認知面における予後予測因子の一つになりうると

考える．

【今後の課題】  外れ値になった症例の検討，他に歩行自立度

に影響を及ぼす因子を含めた検討，一定期間での歩行自立

度への影響の検討を行いたいと考える．

【倫理に関する項目】当院回復期病棟入院時にデータの利用

について同意を得ている．
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脳卒中専門病院における人工呼吸器使用の現状と肺炎合併に関する検討

町田　陽一朗　・　皆方　伸　・　佐藤　雄一

秋田県立脳血管研究センター

脳卒中 ,	人工呼吸器 ,	肺炎

【目的】急性期脳卒中患者や脳神経外科的治療後の患者は、

全身状態が不安定となりやすく、病巣部位や損傷の程度に

より呼吸や循環状態に影響を及ぼす危険性がある。また、

意識障害や嚥下障害を呈しやすく、それらによる肺炎の合

併は合併症の中でも発生率の高いものである。しかし、脳

卒中患者や脳神経外科的治療後の患者に対する人工呼吸器

使用の現状やそれに伴う肺炎に関する報告は少ない。そこ

で今回、当センターにおける人工呼吸器の使用状況、肺炎

合併状況を調査し、その傾向を検討した。

【方法】対象は平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31

日までに当センターへ入院した者のうち、人工呼吸器を使

用し、リハビリテーションを行った脳卒中患者および脳神

経外科的治療を行った患者 57 名（63.2 ± 15.9 歳、男性

22 名、女性 35 名）とした。

　調査項目として、診療録より診断名、手術の有無、肺炎

発症の有無を調査した。その後、肺炎合併したものを肺炎

あり群、合併しなかったものを肺炎なし群の 2 群に分類し、

それぞれの群の人工呼吸器装着日数、脳卒中発症日からリ

ハビリテーション依頼までの日数（手術例は手術日からの

日数とした）、依頼から介入までの日数を調査し、対応のな

いｔ検定を用いて比較検討した。有意水準は 5% とした。

【結果】診断名は、クモ膜下出血 44 名、脳出血 9 名、脳梗塞、

小脳腫瘍、急性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫が各 1 名であっ

た。手術を行った症例は 56 名、行わなかったのは 1 名であっ

た。

　肺炎あり群は 5 名、肺炎なし群は 52 名であった。人工

呼吸器装着日数は、肺炎あり群で 6.4 ± 1.8 日、肺炎なし

群で 3.3 ± 4.8 日であり有意差を認めなかったが、肺炎あ

り群で日数が長い傾向がみられた。発症日からリハビリテー

ション依頼までの日数は、肺炎あり群で 5.8 ± 3.2 日、肺

炎なし群で 2.3 ± 3.3 日であり有意差を認めた（p<0.05）。

依頼から介入までの日数は、肺炎あり群で 1.3 ± 1.3 日、

肺炎なし群で 0.7 ± 1.7 日であり有意差を認めなかった。

【考察】今回対象の 57 名中 56 名が手術を行っており、人

工呼吸器を使用する症例のほとんどが手術を行った症例で

あることがわかった。

　人工呼吸器装着日数は肺炎あり群と、肺炎なし群で有意

差を認めなかったが、発症日からリハビリテーション依頼

までの日数で有意差を認め、肺炎なし群では早期よりリハ

ビリテーション介入を行えていたことが判明した。

　人工呼吸管理下の患者は、一日当たり 1 ～ 3% の割合で

肺炎となる危険性が増加すると言われている。そのため、

早期より人工呼吸器からの離脱に向けた介入が重要である。

しかし、今回の結果では、肺炎あり群で発症日からリハビ

リテーション依頼日までが延長していた。これにより、リ

ハビリテーション介入が遅延し、人工呼吸器装着日数の延

長に繋がり、肺炎合併の一因となっていた可能性がある。

人工呼吸器装着中は全身状態の管理が優先されるが、重症

例に対してもポジショニングや体位ドレナージなど、理学

療法士が肺炎予防のために早期から介入できる手段を模索

する必要がある。 

【まとめ】 脳卒中専門病院における人工呼吸器の使用状況や

肺炎合併状況を調査した。

　肺炎あり群は、リハビリテーション依頼までの日数が有

意に延長していた。それにより、リハビリテーション介入

が遅延し、人工呼吸器装着日数の延長に繋がり、肺炎合併

の一因となっていた可能性がある。

　人工呼吸器管理中であっても、理学療法士が肺炎予防の

ために早期から介入できる手段を模索する必要がある。 

【倫理に関する項目】入院時に書面にて診療データの研究使

用に対する同意が得られた対象者を抽出した。データは匿

名化し、個人が特定されないよう配慮した。
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脳卒中片麻痺患者における平地歩行とトレッドミル歩行の筋活動による比較
～ forefoot rocker に着目した検討～

佐藤　竜太

医療法人社団　新生会　南東北第二病院

脳卒中 ,	forefoot	rocker, 	筋電図

【はじめに】我々の先行研究において，体重免荷トレッドミ

ル訓練が脳卒中片麻痺患者の forefoot rocker 再建に有用で

ある可能性が示唆された． forefoot rocker は，立脚後期に

アキレス腱が引き伸ばされる事で生じる弾性エネルギーを

下腿三頭筋が蓄え，開放することによって推進力を得てい

る．我々の先行研究では足関節角度，底屈トルクを歩行分

析の指標としたが，立脚後期のアキレス腱の弾性エネルギー

を蓄える下腿三頭筋の筋活動量分析も必要であると考えら

れた．そのため本研究は，平地歩行（over-ground gait: 以

下 OG）とトレッドミル歩行（treadmill gait: 以下 TG）が脳

卒中片麻痺患者の forefoot rocker へ与える影響について検

証した．

【対象】 左視床出血により右片麻痺を呈し，発症から 147 日

が経過した 50 代女性．本研究実施時の理学療法評価は，下

肢Brunnstrom recovery stageⅤ，表在・深部感覚中等度鈍麻，

足関節底屈筋群の Modified Ashworth Scale が 1+，足クロー

ヌス + であった．病棟での移動は T 字杖と短下肢装具（オ

ルトップ LH）を使用し，二動作前型で自立．

【方法】OG は T 字杖を用い，主観的快適速度とした．TG は

トレッドミル（WOODWAY 社製）速度を本人の主観的快

適速度（1.2km/h）とし，健側側方手すりの把持を許可し

た．表面筋電図の計測には筋電計（Noraxon 社製）を用い，

サンプリング周波数 1500Hz とした．測定筋は，右前脛骨

筋（Tibialis Anterior：以下 TA），右ヒラメ筋（Soleus：以

下 Sol）とした．歩行周期の同定にはフットスイッチとして

圧センサー（Noraxon 社製）を用いた．得られたデータは

筋電図解析ソフト（Noraxon 社製）を用い，300msec 毎の

二乗平均平方根により平滑化し，フットスイッチで区分し

た 1 歩行周期を 100％とし正規化をした．また Gait Judge 

System（川村義肢製：以下 GJS）を用いて，足関節最大背

屈角度と前遊脚期～遊脚初期に観察される底屈トルク（2nd

ピーク）の最大値を，OG と TG で比較した．統計ソフト

は R ver.2.8.1 を使用し足関節背屈角度は対応のある t 検定，

2nd ピークは Wilcoxon の符号付順位検定を使用し，統計学

的有意水準は危険率 5％未満とした．

【結果】＜表面筋電図＞立脚後期における Sol の筋活動は，

大きな変化がなかった．前遊脚期における TA 筋活動の出現

するタイミングが TG で遅れていた．麻痺側立脚期割合が

OG で 63％，TG で 67％であった．＜ GJS ＞足関節背屈角

度は OG で 0.77 ± 1.1°，TG で -0.32 ± 0.58°で有意な差

を認めた（p ＝ 0.02）．2nd ピークは OG で 0.61 ± 0.56Nm，

TG で 1.91 ± 0.33Nm で有意な差を認めた（p ＝ 0.002）．

【考察】今回 2nd ピークは TG で有意に大きかったが，立脚

後期の Sol の筋活動に大きな変化は見られなかった．その

要因として，麻痺側立脚期割合が TG で大きい事が考えら

れる．麻痺側立脚期割合が大きい事で，両脚支持の割合も

大きくなり，TA 筋活動の出現するタイミングが遅れ，底屈

モーメントが TG で大きかったのではないかと考える．両脚

支持の割合が大きくなった背景として，本対象が普段から

TG を行っていないことが影響しているのではないかと考え

る．そのため，今回 TG で 2nd ピークが大きかった結果は，

立脚後期における下腿三頭筋の活動へは影響を与えていな

かったと考える．

【今後の課題】 本研究では OG と TG の課題難易度に違いが

生じてしまった．今後は免荷量や歩行スピードなどを変化

させた際の forefoot rocker へ与える影響についても検証す

る必要がある．そのことにより，体重免荷トレッドミル歩

行訓練時の免荷量や歩行スピード決定の一つの指標となる

のではないかと考える．

【倫理に関する項目】対象には本研究の趣旨，内容および結

果の取り扱いに関し書面にて説明し同意を得た．
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歩行速度の違いが前遊脚期における足関節底屈モーメントに及ぼす影響

三瓶　あずさ　・　添田　健仁

医療法人社団　新生会　南東北第二病院

歩行速度 ,	底屈モーメント ,	脳卒中

【目的】　健常人の場合、歩行速度増加には、前遊脚期から

遊脚初期の足関節の正のパワーピーク値が強く関係する

とされているが、片麻痺患者において遊脚前期の Forefoot 

rocker は最も障害されやすい運動であり、下肢装具により

補償されないことからも問題となりやすいといわれている。

臨床場面においても、Forefoot rocker が機能せず、低速歩

行の片麻痺患者を多く目にする機会がある。そこで、本研

究では片麻痺患者 2 症例に対して歩行速度の違いが前遊脚

期の足関節底屈モーメントに及ぼす影響を検討することを

目的とした。

【対象】　対象は当院回復期病棟に入院中の脳卒中片麻痺患

者 2 名。両名とも屋内 T 字杖歩行自立。症例 1：50 歳代男性。

Brunnstrom stage Ⅵ。重度感覚障害。症例 2 :50 歳代女性。

Brunnstrom stage Ⅳ。中等度感覚障害。尚、症例には本研

究の趣旨を十分に説明し同意を得た。

【方法】　Gait Solution Design( 川村義肢社製：以下 GSD) を

装着し、歩行時の足関節底屈モーメントを計測した。測定

課題は口頭指示による 3 つの速度条件にて行い、「連続性を

失わない範囲でできるだけゆっくり」( 以下、ゆっくり )、「通

常どおり」( 以下、通常 )、「転ばない範囲で速く」( 以下、

速く ) とした。測定には Gait Judge System( 川村義肢社製：

以下 GJS) を用い、前遊脚期の足関節底屈モーメント ( 以下：

2nd ピーク ) を計測した。歩行開始後、安定した歩行周期

波形より 10 歩行周期波形までの 2nd ピークの最高値を求

め、その平均値を算出した。統計処理には 3 条件の歩行速

度および 2nd ピーク値を要因とした反復測定による分散分

析を行い、有意水準は 5％未満とした。

【結果】　症例１の 2nd ピーク値は「ゆっくり」1.44 ±

0.51Nm、「通常」3.02 ± 0.62Nm、「速く」4.54 ± 0.32Nm

であった。統計の結果、2nd ピーク値は「ゆっくり」「通常」「速

く」の順で有意に大きくなった (p ＜ 0.05)。症例 2 の 2nd ピー

ク値は「ゆっくり」0.93 ± 0.06Nm、「通常」0.73 ± 0.07Nm、

「速く」0.62 ± 0.03Nm であった。統計の結果、2nd ピー

ク値は「ゆっくり」「通常」「速く」の順で有意に小さくなっ

た (p ＜ 0.01)

【考察】 　症例１では、より速い速度条件のほうが、2nd ピー

ク値の増大がみられた。前遊脚期での足関節底屈モーメン

トは遊脚期に必要な振り出しの初速を形成するとされてお

り、強い足関節底屈トルクを得られる患者ほど速い歩行が

可能とされている。この症例では、歩行スピード増加に必

要となる歩幅の拡大や推進力の増大に対し、足関節底屈筋

の遠心性収縮の働きにより前遊脚期に十分な底屈モーメン

トが発生させ、速い歩行速度条件に対応することができた

と考えられる。

　一方、症例 2 では、速い速度条件においても 2nd ピーク

値の増大はみられず、2nd ピーク値が出現しているものの

値が小さい結果となった。Nadeau らは、片麻痺者が通常よ

りも速く歩く際に、麻痺側 push off 時の足関節底屈筋の弱

化が歩行速度増加の制限になっている場合、麻痺側股関節

の pull off での屈曲モーメントが増大するケースを示してい

る。これらから、症例 2 の場合は、歩行速度増加に対して

の歩行パターンが症例１と異なり、前遊脚期での足関節底

屈筋の遠心性収縮が得られにくさや、Forfoot rocker 機能の

破綻などの影響により、2nd ピークを発生させることがで

きず、股関節の屈曲モーメントによって代償しているので

はないかと考える。

【倫理に関する項目】症例には本研究の趣旨を書面にて十分

に説明し同意を得た。
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脳卒中後片麻痺者の非麻痺側下肢同時収縮と歩行速度の傾向

佐々木　明

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

片麻痺 ,	同時収縮 ,	歩行

【はじめに・目的】脳卒中後片麻痺者は非麻痺側による代償

的運動戦略により立位での姿勢制御を再構築することが知

られている。Lamontagne らは片麻痺歩行において、非麻痺

側下肢は麻痺側下肢機能を代償するために、立脚期におけ

る非麻痺側の前脛骨筋と腓腹筋の同時収縮している時間の

割合が大きく、重篤な障害・機能低下を持つ対象ほど歩行

時の非麻痺側下肢筋の同時収縮の割合が大きい傾向にある

と報告している。しかしながら、非麻痺側下肢筋の同時収

縮の程度と歩行速度との関係は明らかにされていない。本

研究の目的は、脳卒中後片麻痺者の非麻痺側下肢同時収縮

と歩行速度の傾向について調査することである。

【方法】対象は歩行自立した脳卒中後片麻痺者 4 名 ( 以下対

象 A ～ D) とした。前後 3 ｍの助走区間がある直線 10m の

歩行路にて快適速度歩行を行い、非麻痺側下肢筋活動・所

要時間を測定した。その際、対象が普段使用している補装

具を使用した。筋電図測定には NORAXON 社製表面筋電

図測定装置 TELEMYO G2 を使用した。サンプリング周波

数 1,500Hz とし、歩行周期の時期を判別する目的でデジタ

ルビデオカメラと同期させた。測定筋は非麻痺側前脛骨筋

(TA)、非麻痺側外側腓腹筋 (GC) とし、得られた筋電図波形

データは全波整流後に平均化の時間を 0.2 秒間として移動

平均処理を行い、1 歩行周期の移動平均最大値を 100% と

して換算し正規化した値 (% of Max EMG：%TA,%GC) を求

めた。同時収縮の割合を定量化する目的で、%TA × %GC ／

100 ＝同時収縮指標 [％ ] とし、同時収縮指標を算出した。

同時収縮指標は非麻痺側を基準に両脚支持期１ ( 非麻痺側

前脚、麻痺側後脚の両脚支持期：DSP1)、単脚支持期 (SSP)、

両脚支持期２( 麻痺側前脚、非麻痺側後脚の両脚支持期：

DSP2)、遊脚期 (SP) に分けてそれぞれ算出し、8 歩行周期

の平均を値とした。

【結果】対象 A は 10m 歩行所要時間 ( 以下所要時間 )12.09 秒、

DSP1 61.84%、SSP 28.53%、DSP2 28.99%、SP 29.84% と

なった。対象 B は所要時間 21.85 秒、DSP1 29.39%、SSP 

21.68%、DSP2 14.47%、SP 4.77% と な っ た。 対 象 C は

所 要 時 間 22.66 秒、DSP1 56.87%、SSP 36.96%、DSP2 

44.47%、SP 27.72% となった。対象 D は所要時間 29.22 秒、

DSP1 53.11%、SSP 17.23%、DSP2 25.97%、SP 26.44% と

なった。

【考察】Shumway-Cook らのシステム理論において、単一要

素に障害があっても他の要素が代償し、姿勢制御に関して

各作用の相互作用や重み付けを変化させながら自己組織化

し、環境へ適応するとされている。対象 A は、歩行速度は

最も速いが、同時収縮指標は DSP1・SP において 4 名中最

も高く、Brs. Ⅲの対象 D よりも 1 歩行周期を通して高値を

示した。麻痺側下肢運動機能は Brs. Ⅴと 4 名中最も良好な

がら重度感覚障害を呈しており、非麻痺側下肢による代償

を強めていたと思われる。また、歩行速度を上げるために

初期接地時の足関節剛性、振り出し時の努力性を高めたた

めに DSP1・SP が高値を示したと考えられる。対象 B は、

歩行速度は対象 C と同程度であるが、同時収縮指標は 1 歩

行周期を通して 4 名中最も低値を示した。Brs. Ⅳ、感覚障

害軽度と麻痺側下肢機能は比較的高く、非麻痺側下肢に負

担をかけず歩行できたと思われる。対象 C は、同時収縮指

標は SSP・DSP2 において 4 名中最も高く、DSP1・SP も対

象 A に次いで高値を示した。麻痺側下肢機能が Brs. Ⅱと低

く、1 歩行周期を通して非麻痺側下肢による代償を強める

ことで対象 B と同程度の歩行速度を得ていたと考えられる。

対象 D は、歩行速度を抑えることで対象 A・C よりも同時

収縮指標が低値を示したと思われる。

【倫理に関する項目】対象者には研究内容と方法について口

頭および書面にて説明を行い、書面にて同意を得た。
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回復期脳卒中片麻痺者の麻痺側荷重能力の経時的変化についての検証

五十嵐　誠　・　中野　由希菜　・　平野　雄三

医療法人社団　三成会　南東北春日リハビリテーション病院　リハビリテーション科

歩行 ,	麻痺側最大荷重率 ,	体幹機能

【目的】
　脳卒中片麻痺者において歩行動作の獲得は重要な動作課
題の 1 つである。前回の横断的研究において歩行能力と麻
痺側最大荷重率（以下：荷重率）、麻痺側下肢機能において
関連性が確認された。今回、脳卒中片麻痺者 2 名の歩行能
力と荷重率の関係を縦断的に評価し、さらに体幹機能が荷
重率へ及ぼす影響を検討したので以下に報告する。

【方法】 
　当院回復期に入院し、本研究内容の説明に対して同意の
得られた脳卒中片麻痺者 2 名を対象とした。評価項目は荷
重率、体幹機能の評価として臨床的体幹機能検査 ( 以下：
FACT)、麻痺側下肢機能評価として上田式 12 段階片麻痺機
能テスト（以下 下肢グレード）、歩行能力の評価として 10
ｍ歩行テストを実施し、入院時、1 ヶ月、2 か月の 3 回に
わたり評価を実施した。なお、荷重率の評価ではゲート・
ビュー UGA-526（アイソン株式会社製）を使用した。また
10m 歩行テストは、結果（所要時間 ( 秒 )、歩数）からスト
ライド長、ケイデンスを算出した。

【症例紹介】
症例 A：56 歳、男性、脳梗塞（左放線冠）、発症から入院
までの期間 17 日、　　　　　　　　　　　歩行手段：入院
時 T 字杖歩行見守り、最終 T 字杖歩行自立
症例 B：63 歳、男性、脳梗塞（左中大脳動脈 M1 領域）、
発症から入院までの期間 27 日、歩行手段：入院時 T 字杖
歩行軽介助、最終 T 字杖歩行自立  

【結果】
1) 荷重率と下肢運動機能・体幹機能の経過（入院時、1 ヶ月、
2 か月）
症例 A：荷重率（84%、86%、83%）下肢グレード（7、8、8）
FACT（17、17、17）
症例 B：荷重率（75%、78%、90%）下肢グレード（5、8、9）
FACT（11、14、17）
2）荷重率と歩行機能の関連
症例 A：歩行速度（0.36m/s、0.81m/s、0.90m/s）ストラ
イド長（0.80m、　1.05m、1.11m）ケイデンス（54.21 歩 / 分、
92.16 歩 / 分、97.65 歩 / 分）
症例 B：歩行速度（0.34m/s、0.70m/s、0.76m/s）ストラ

イド長（0.74m、1.00m、1.00m）ケイデンス（55.05 歩 / 分、
83.57 歩 / 分、90.77 歩 / 分）
3) 麻痺側最大荷重時の重心動揺
症例 A：総軌跡長（263.1mm、175.8mm、117.0mm）外
周面（439.9mm2、169.0mm2、114.2mm2、）
症例 B：総軌跡長（158.8mm、118.2mm、89.3mm）外周
面積（95.4mm2、82.5mm2、72.5mm2、）
COP は 2 症例で経時的に麻痺側足部方向への変位が確認さ
れた。
 【考察】
1) 荷重率と下肢運動機能・体幹機能の経過
体幹機能、荷重率が改善した症例 B に比べ、症例 A では体
幹機能、荷重率に大きな変化が認められなかったことから、
体幹機能が荷重率に一定の影響を及ぼすと考えられた。
2) 荷重率と歩行機能の関連
2 症例において、共に 2 か月で大幅な歩行能力の改善が得
られた。一方で荷重率に関しては、症例 A では変化がなく
症例 B では改善が得られており、歩行速度の経時的な変化
に伴い必ずしも荷重率が改善するわけではないことが確認
された。
3) 麻痺側最大荷重時の重心動揺
総軌跡長、外周面積は経時的に減少が確認され、荷重時の
COP は麻痺側足部上に変位していくことから、安定した荷
重が獲得されていったことが考えられ、荷重率のみでの評
価は天井効果となってしまうため、荷重時における総軌跡
長や外周面積などは荷重評価としてのより詳細な把握が有
効であることが確認された。

【まとめ】
　荷重率の向上には麻痺側下肢機能だけでなく体幹機能も
重要になり、さらに歩行機能の改善には荷重率の向上のみ
でなく、荷重時の質的変化も踏まえて介入することが重要
となる。 

【倫理に関する項目】本研究内容の説明に対して 2 症例とも
に同意が得られている。なお、南東北春日リハビリテーショ
ン病院個人情報管理規定に基づき、個人情報の管理を進め
ている。
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異なる負荷量のペダリング運動が脳卒中重度片麻痺患者の歩行に与える影響

今　直樹　・　皆方　伸　・　佐藤　雄一

秋田県立脳血管研究センター

脳卒中片麻痺 ,	ペダリング運動 ,	歩行

【目的】ペダリング運動は歩行と筋活動が類似する歩行様の

運動であるとされ、またこれにより脳卒中患者における筋

の病的同時収縮の改善や正常に近い相反的な筋活動が得ら

れることが報告されている。本研究では重度の片麻痺を呈

する脳卒中片麻痺患者を対象に、異なる負荷でのペダリン

グ運動がその後の歩行にどのような影響を与えるのかにつ

いて検討した。

【方法】対象は重度の下肢運動麻痺を有し、10m 最大歩行

速度が計測可能な脳梗塞および脳出血患者 16 名 ( 発症から

の期間 85.3 ± 47.2 日、年齢 63.3 ± 10.2 歳、男性 11 名、

女性 5 名 ) とし、ペダリング運動高負荷群と低負荷群およ

びコントロール群に分類した。各群において 10m 最大歩行

速度を計測し、その後、高負荷群では 15N・m でのペダリ

ング運動を、低負荷群では 5N・m でのペダリング運動を快

適回転数で 3 分間実施した。コントロール群ではペダリン

グ運動を行わず、3 分間の安静座位をとった。その後、各

群で再度 10m 最大歩行速度を計測した。10m 最大歩行速

度の計測から最大歩行速度、歩行率、重複歩距離を算出し、

それらを対応のあるｔ検定により比較した。有意水準は 5％

とした。

【結果】高負荷群は、ペダリング運動後に最大歩行速度、歩

行率、および重複歩距離が有意に増加した (p<0.05)。軽負

荷群ではペダリング運動後に最大歩行速度および歩行率が

有意に増加し (p<0.05)、重複歩距離は有意な増加を認めな

かった。コントロール群では最大歩行速度、歩行率、重複

歩距離のいずれにおいても有意差は認めなかった。

 【考察】ペダリング運動高負荷群、低負荷群のいずれにお

いてもペダリング運動後に有意な歩行率の増加が認められ

た。下肢の屈曲と伸展の交互運動は、上位中枢と脊髄運動

ニューロンの中間に存在するとされている central pattern 

generator( 以下、CPG) を賦活するとされている。本研究

においてもペダリング運動による下肢の屈曲、伸展の交互

運動が CPG を賦活させたことで、歩行がよりリズミカル

になり、歩行率が増加したことが推察された。一方、重複

歩距離はペダリング運動高負荷群でのみ有意な増加を認め

た。これはペダリング運動が足底でペダルを強く踏み込む

closed kinetic chain( 以下、CKC) の運動様式であることが

原因の一つと考えられた。CKC の関節運動は、固有受容器

を活性化して関節位置に関するフィードバックを増加させ、

結果として関節の安定性が増加させるとされており、これ

により重複歩距離が増加したことが考えられた。またペダ

リング運動は歩行と筋活動が類似するとされており、歩行

に先行して高負荷でのペダリング運動を行うことで、歩行

時に働く筋、特に重度の片麻痺者ではトレーニングしにく

いと考えられる股関節伸展筋群や膝関節筋群、足関節底屈

筋群の活動を賦活させ、重複歩距離の拡大に至ったことが

推察された。

 【まとめ】脳卒中片麻痺患者が異なる負荷のペダリング運

動を行った結果、その負荷量に応じてペダリング運動後の

歩行パラメータの変化に差異が見られた。高負荷でのペダ

リング運動を行うことは歩行における歩行率の改善のみな

らず、重複歩距離を増大させる可能性がある。このことは、

脳卒中片麻痺患者が歩行速度を増加させる際に、ペダリン

グ運動が有用であることと、ペダリング運動の負荷を適切

なものに設定することで、歩行率のみならず重複歩距離を

増加させることが可能であることを示唆している。

【倫理に関する項目】本研究の対象者には、研究の目的およ

び内容を口頭および紙面にて十分に説明し、本研究への参

加の同意を書面にて得たのちに計測を行った。
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P-B-6 【ポスター発表 B　神経Ⅱ】

脳卒中後片麻痺患者に対する脛骨神経への神経筋電気刺激が歩行に与える影響

渡邉　和真

医療法人社団　新生会　南東北第二病院

脳卒中後片麻痺患者 ,	脛骨神経 ,	NMES

【目的】Perry は正常歩行において Rocker-function が作用

すると提唱しており，脳卒中後片麻痺患者の歩行再建の指

標となっている．正常歩行における下腿三頭筋は，Mid-

stance から Terminal-stance での脛骨前傾を制御し，効率

的な前方への重心移動を担っている．また，Pre-swing で

は推進力の発生源であり，歩行速度に大きく影響するなど，

Ankle-rocker から Forefoot-rocker にかけて重要な役割を果

たしている．脳卒中ガイドライン 2009 において神経筋電

気刺激 (Neuro-Muscular-Electrical-Stimulation：以下 NMES)

は神経筋再教育や歩行能力の改善に有効であるとされてい

る．下肢に対する NMES を使用した報告の多くは，歩行中

の Toe-clearance に着目し総腓骨神経や前脛骨筋を刺激して

いる．しかし，Mid-stance から Pre-Swing にかけて強く活

動する下腿三頭筋を支配する脛骨神経を刺激した報告は少

ない．そこで本研究の目的は脳卒中後片麻痺患者に対する

脛骨神経への NMES が歩行に与える影響を明らかにするこ

とである．

【対象】50 代女性で，左視床出血後右片麻痺患者 1 名とし

た．下肢 Brunnstrum-stage はⅣ，表在・深部感覚共に軽

度鈍麻，下肢 Fugl-Meyer -Assessment は 20 点，Modified-

Ashworth-Scale( 下腿三頭筋 ) は 1+ であった．歩行自立度は

Function-Independence- Measure にて 6 点で，T 字杖・オ

ルトップ AFO-LH(pacific-Supply 製 ) を使用し自立していた．

【方法】電気刺激装置として低周波治療機器 Trio300( 伊藤

超短波製 ) を使用した．刺激部位は脛骨神経とし，刺激導

子 (5cm × 5cm) を貼り付けた．電気刺激条件はパルス幅

100µs．周波数は 100Hz．刺激強度は感覚閾値以上・運動

閾値未満とした．Gait-Solution-Design(Pacific-Supply 製 ) を

油圧 2 で装着し，快適速度で歩行を実施した．検者の安定

した連続 12 歩行周期中の 1 歩行周期における足関節底屈

モーメントの最大値 (2nd ピーク ) と Terminal-Stance での

足関節最大背屈角度を非 NMES と脛骨神経への NMES 使

用下で比較した．2nd ピークと，最大背屈角度の計測には

Gait-Judge-System( 川村義肢製 ) を使用した．統計処理は対

応のある T 検定を使用し，統計学的有意水準は危険率 5％

未満とした．

【 結 果 】2nd ピ ー ク は 非 NMES 時 1.54 ± 0.14Nm か ら

NMES 時 1.51 ± 0.15Nm と有意差を示さなかった (P>0.05)．

また，Terminal Stance における最大背屈角度においても，

非 NMES 時 10.3 ± 0.59°から NMES 時 10.7 ± 0.46°と

有意差を示さなかった (P>0.05)．

【考察】 今回，非 NMES 時と脛骨神経への NMES 時での歩行

中の 2nd ピークと Terminal-stance における足関節背屈角度

に有意差は示さなかった．先行研究では課題志向型練習の

単独介入に比べ，感覚閾値程度の NMES を併用することで

治療効果が高くなった報告がある．下肢に対する NMES の

報告では 30 分間の NMES 実施で，刺激前と比較し刺激後

で筋の運動誘発電位が増大し，特に刺激中に随意運動を併

用すると効果が高かったと報告している．脛骨神経に対す

る NMES の報告においても，30 分間の NMES と下腿三頭

筋の筋力や歩行に対する課題志向型練習を併用して実施し，

足関節底屈筋力と歩行速度の改善を示している．本研究は

脛骨神経への NMES 単独の検証であり，課題志向型練習を

併用して行っていなかったことから，NMES 単独では十分

な結果が得られなかったと考えられ，NMES に加え，課題

志向型練習を併用して行うことが有効であると考えられた．

【今後の課題】本研究は 1 症例の検証であり，今後は多症例

での検証や，NMES 刺激条件の変化，課題志向型練習の有

無による検証が必要であると考えられた．

【倫理に関する項目】対象患者には本研究の主旨を説明し同

意を得て実施した．
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P-C-1 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

パーキンソン病患者の栄養・嚥下機能と ADL の関係

折内　英則　・　千葉　一平　・　舟見　敬成　・　三瓶　一雄　・　本田　知久

総合南東北病院　リハビリテーション科

パーキンソン病 ,	栄養 ,	嚥下機能

 【目的】パーキンソン病（以下 PD）は、無動、固縮などの

運動機能障害が日常生活動作（以下 ADL）へ及ぼす影響が

広く知られている。また、嚥下機能障害により栄養摂取が

障害されることも多い。PD 患者における死因の多くが誤嚥

性肺炎であることや、その背景に低栄養の関係が示唆され

ている報告等を併せて考えると、嚥下機能と栄養が PD 患者

の予後を左右する因子になっていることが疑われる。低栄

養は筋減弱症などを引き起こし ADL に与える影響も大きく、

栄養と嚥下機能はリハビリテーションを実施する上でも重

要な評価項目といえる。しかし、これらに着目し ADL との

関係について検討されている報告は少ない。本研究の目的

は、PD 患者の嚥下機能および栄養状態の特徴を調査し ADL

との関係を明らかにすることである。

【対象と方法】対象は、2010 年 7 月～ 2014 年 7 月までに

当院に入院した PD 患者 70 名（平均年齢 73.5 ± 10.4 歳、

男性 33 名、女性 37 名）である。PD の重症度、入院時の

栄養状態、嚥下機能、ADL 能力をカルテ上から後方視的に

調査した。なお、パーキンソン症候群は対象としていない。

入院時栄養状態は、主観的包括的栄養評価（以下 SGA）を

用い、評価結果から対象者を「栄養良好」群と「栄養不良」

群に分類した。嚥下機能評価は、摂食・嚥下 grade を用い、

「嚥下障害なし」群と「嚥下障害あり」群に分類した。ADL

評価は Barthel index（以下 B・I）を用い、在宅自立の目安

といわれる 60 点以上を「ADL 良好」群、60 点以下を「ADL

不良」群と定義づけ、各評価項目と ADL の関係を比較・検

討した。統計学的解析は、R2.8.1 を用い、カテゴリ変数の

検定にはχ ² 検定を用い分析を行った。統計学的有意水準

は 5% とした。

【結果】B・I では、「ADL 良好」群が 18 名、「ADL 不良」群

が 52 名であった。栄養状態と ADL の比較では、「SGA 不良」

群で「ADL 不良」群が有意に多かった（p<0.05）。また、嚥

下機能面と ADL の比較では、「嚥下障害あり」群で「ADL 不良」

群が有意に多いという結果になった（p<0.05）。

【考察】本研究の結果から、栄養不良を認めるほど、ADL 能

力低下を示している場合が多く、また、嚥下機能障害を有

している場合も ADL 能力低下を呈している傾向があり、そ

れぞれ有意な関連が認められた。栄養不良状態が長期化す

ると容易に低栄養を引きおこし、嚥下筋を含む全身の骨格

筋量を減少させるといわれている。嚥下機能障害が栄養不

良を生み、骨格筋減少から運動機能低下につながるという

悪循環が背景の一つにあると考えられる。PD においては早

期から嚥下機能の重症度を的確に評価し、適切な栄養管理

を行うことで嚥下機能を維持し栄養摂取量の安定を促すこ

とができる。以上から PD の ADL を考える上で、栄養と嚥

下機能評価の重要性が示唆された。しかし、PD は非運動症

状といわれる抑鬱傾向や自律神経症状なども頻発し多様な

原因が状態悪化を加速させる。これらの因子が、ADL に与

える影響も併せて検討を重ねる必要があり、さらに栄養評

価も MNA-SF や血液検査値、BMI、筋肉量など客観的指標

も用いるなど、今後の課題としたい。 

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則り行った。

個人を特定できるデータ上の情報は全て記号化し配慮した。

key	Words:	

2015 年 11 月 28 日	（土）	10:50	～ 11:50



922015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

P-C-2 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

肺炎発症後、深部静脈血栓症を併発し長期臥床状態にあったパーキンソン病患
者の運動能力向上に関する一考察

山崎　健太郎　・　三浦　幸一

独立行政法人国立病院機構宮城病院

長期臥床状態 ,	パーキンソン病 ,	運動能力向上

【はじめに】本症例は肺炎発症を機に入院加療され、その後

に深部静脈血栓症（以下ＤＶＴ）を下肢に併発し長期臥床

状態にあったパーキンソン病（以下ＰＤ）患者である。運

動制限指示とその解除に応じて運動療法を行い、運動能力

向上に至った経過とその考察について以下に報告する。な

お、対象症例には本報告の趣旨・内容を説明し同意を得て

いる。

【症例】年齢・性別：70 歳代後半男性　既往歴：PD（13 年

前診断）高血圧症　糖尿病　高脂血症　慢性腎不全　現病

歴：肺炎　入院 6 日前頃より動けなくなる。座位保持困難。

入院前日飲水不可。40 度の発熱。入院日外来受診し、肺炎

の診断を受けて当院入院。発症前ＡＤＬ：自宅内外見守り

歩行。普通食。発症前身長・体重 165.9cm62.2 ㎏ (BMI22.5)

【理学療法評価】Hoehn&Yahr：Ⅳ　基本動作：全介助レベル、

歩行不可　ADL(FIM)22/126　ROM（右 / 左°）：股関節伸

展 -10/-20、股関節屈曲 90/90、膝関節屈曲 90/100、足関

節背屈 0/5　筋力（ＭＭＴ）：両大臀筋 2、両大腿四頭筋 3、

両前脛骨筋 2、腹直筋 2　嚥下グレード 3/10　血液検査

Hb:13.4、WBC:17.4、 CRP:5.1、UN:60、CRE:3.2、CK:30、

TP5.4、ALB2.4、血糖 :249

【経過】第 2 病日 : 早期介入による機能維持・筋固縮進行予

防目的でＰＴ処方。　第 3 病日 :39 度台の発熱。座位中止

指示。第 9 病日 : 端坐位許可。第 17 病日 : 車椅子乗車。約

10 分で疲労有り。第 21 病日 : 起立練習開始。第 22 病日 :

下肢静脈エコーで左右の膝窩～後脛骨、ひらめ、腓骨静脈

に低輝度～等輝度血栓確認。下肢運動の中止指示。上肢・

体幹・頸部の筋力増強運動中心に介入。第 37 病日 VF 実施。

咽頭に残留物著明。第 39 病日 : 体重 50.6 ㎏　第 44 病日 :

リカバリー食開始。第 71 病日 : 下肢静脈エコーにて大腿静

脈に等輝度壁在血栓、右後脛骨静脈と左腓骨静脈に低輝度

血栓確認。第 72 病日 : 下肢運動の中止指示解除。車椅子乗

車再開。左膝 ROM 屈曲 60°伸展 -40°荷重時痛出現。両

下肢筋力低下著しく、移乗は最大介助を要する。第 73 病

日 : 起立練習再開。第 80 病日 : リカバリー食 1200kcal に

変更。起立練習時の介助量減少。第 88 病日 : 平行棒内歩

行練習開始　第 98 病日 : 見守りにて移乗可。第 105 病日 :

体重 45.5 ｋｇ。第 108 病日 :VF にて嚥下機能の改善を確

認。第 110 病日 : 嚥下食（ゼリー）300kcal とリカバリー

食 1200 ｋ cal 開始。第 114 病日 : 歩行器歩行練習開始。ミ

キサー食 1200kcal 開始。第 123 病日 : 四点杖歩行練習開始。

128 病日 : 歩行器歩行連続約 60 ｍ可。第 130 病日 : 極小食

1200kcal 開始。第 133 病日 : 軟菜きざみ食 1200kcal 開始。

第 137 病日 : Ｔ字杖歩行練習開始。第 143 病日 : 軟菜きざ

み食 1400kcal 開始。第 151 病日 : 屋外 T 字杖歩行練習開始。

第 155 病日 :1600kcal 粗刻み食開始。第 158 病日 :1600kcal

一口大食開始。第 164 病日 : 体重 46.5 ㎏ FIM88/126。

【考察】　ＰＤ患者は筋固縮により運動機会が減少すると関

節可動域制限が生じやすい。本症例の場合、早期に理学療

法が処方されたが、ＤＶＴの発症に伴い、肺塞栓症の予防

とＤＶＴの治療のため下肢の運動機会は制限された。制限

された期間は離床することはできなかったが、先行文献を

参考に嚥下機能改善と制限箇所以外の筋力維持に向けて積

極的に頸部・体幹筋力強化に努めた。制限解除直後は下肢

の関節可動域、筋力、体重及び ADL は著しく低下していた

が、体幹・頸部筋力はそれらに比較して維持されていたた

め、座位までの基本動作の再獲得は円滑にすすんだと考え

る。また、経口摂取が可能となったことが、PD 治療薬の服

薬方法の制限の減少と栄養量の拡大につながり、運動能力

向上を促したと考える。

【倫理に関する項目】対象症例には本報告の趣旨・内容を説

明し同意を得ている。
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P-C-3 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

パーキンソン病患者の Hoehn ＆ Yahr 分類による重症度とバランス障害の関係
について

井上　優紀　・　来住野　健二　・　山本　裕子　・　中山　恭秀

東京慈恵会医科大学附属第三病院

パーキンソン病 ,	Hoehn ＆ Yahr 分類 ,	バランス

【目的】藤澤ら（2010）は重心、圧中心および支持基底面

の関係より、バランス機能のレベルを 4 段階に分類してい

る。レベル 1 は支持基底面内のある一点に重心を保持でき

ること、レベル 2 は支持基底面の広範囲で重心を保持でき

ること、レベル 3 は支持基底面内で自由に重心を移動でき

ること、レベル 4 は支持基底面を適切に変えながら重心を

目的の場所へ移動できることと定義されている。パーキン

ソン病（以下 PD）において、特徴的な症状である固縮や無

動、姿勢反射障害を含め、複合的な能力障害を呈すること

でバランス能力の低下を引き起こすとされる。Shumway-

Cook のシステム理論によると姿勢制御は知覚、認知、行動

の要素から様々なサブシステムから成立している。PD では、

固縮や無動によって意図した運動が困難となり、筋骨格系、

神経筋共同収縮系、目的とする動作に先行して姿勢調節を

行う予期的機構といったサブシステムの能力低下によって

姿勢制御が困難となると考えた。PD の姿勢制御で考えられ

るサブシステムの能力低下から、先に述べたバランス機能

のレベルでは、特にレベル 3、4 が障害されると仮説した。

レベル 3 は固縮や無動により微細な筋収縮の調整が困難と

なり重心の移動が障害され、レベル 4 では支持基底面を変

える際の予期的機構が障害されることで支持基底面を変え

る際の重心の保持が困難となると考えた。今回は PD の重症

度によりバランス機能のレベルが異なるという仮説のもと、

レベル 3、4 に着目し Hoehn&Yahr 分類（H&Y 分類）とバ

ランス機能のレベルとの関係性や傾向を明らかにすること

を目的とした。

【方法】当院で PD 患者に対して実施している評価から、バ

ランス分類のレベルに合わせて評価を選択した。レベル

3 には支持基底面内での前方移動の評価として Functional 

Reach（FR）、レベル 4 には支持基底面の適切な変更と重心

移動の評価としてステップ動作を用いる Four Square Step 

Test（FSST）を選択した。対象は当院で PD の診断を受けた

27 例（男性 13 例、女性 14 例）とし、評価結果を後方視

的に調査した。FR と FSST はそれぞれ 2 回ずつ実施し、そ

の平均値を算出した。FR と FSST をそれぞれ H&Y 分類との

Spearman の順位相関係数を求めた。統計には JSTAT 12.5

を使用し有意水準は 5% とした。

【結果】 H&Y 分類の内訳として、stage Ⅰは 13 例、Ⅱは 6

例、Ⅲは 7 例、Ⅳは 1 例であった。FR（平均値標準偏差）

は 25.7 ± 8.9cm、FSST は 14.8 ± 5.0 秒 と な っ た。H&Y

分類と FR 間に有意な相関は認めなかった。重症度が高いほ

ど FR のリーチ距離は短縮していたが、stage Ⅰは stage Ⅱ、

Ⅲに比べて標準偏差が大きかった。H&Y 分類と FSST 間に

は相関係数 r=0.42 の中等度の有意な相関を認めた。

【考察】 H&Y 分類と FR 間の相関を認めず、FSST 間のみで有

意な相関を認めた。この結果から、バランス分類レベル 4

である支持基底面を適切に変えて重心を支持基底面内に保

持しながら移動できる能力は、重症度の進行に伴い障害さ

れていくことが推察された。FR では H&Y 分類 stage Ⅰの

13 例の結果においてばらつきが大きく、片側障害を呈する

stage Ⅰではその障害の程度や症状、非障害側の機能によっ

ても影響を受けるのではないかと考えた。

【まとめ】 今回の研究の限界として、評価結果を後方視的に

検討しており、バランス分類の各レベルを評価するテスト

としての妥当性は考慮されていないことが挙げられる。今

後は、レベル 1 から 4 を評価する指標の再考も必要である。

また、片側障害を呈する H&Y 分類 stage Ⅰのデータのばら

つきをもたらす要因についても検討すべきであると考える。

【倫理に関する項目】本研究は当院倫理委員会の承認を得て

実施した。
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P-C-4 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

慢性硬膜下血腫術後 7 日パス適応者のバランス機能について
パス群と延長群の 2 郡間での比較

内藤　大樹

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

慢性硬膜下血腫 ,	バランス ,	在院日数

【目的】当院においては慢性硬膜下血腫術後にクリニカルパ

スを用いて術後 7 日退院の設定としている . 先行研究をみ

ると術前の日常生活動作 ( 以下 ADL) 状況や , 神経症状の有

無 , 組織学的な変化からの予後を比較したものが多いが , バ

ランス機能に着目したものは少ない . そこで今回は当院で

の慢性硬膜下血腫術後にクリニカルパス適応となった対象

者のバランス能力を横断的に調査した .

【方法】対象は 2014 年 10 月～ 2015 年 5 月の期間で慢性

硬膜下血腫診断後に入院し , クリニカルパス適応となった

男性 21 名 (76.75 ± 8.64 歳 ), 女性 8 名 (80.88 ± 14.72 歳 ),

計 29 名 (77.89 ± 10.55 歳 ). 術後翌日 ( 以下初期 ),3 日目 ( 以

下中期 ),5 日目 ( 以下最終 ) に Functional balance scale( 以

下 FBS), 術後翌日に Functional independence measure( 以

下 FIM) を測定 , 評価 .7 日パスに示された入院期間を基準

に退院された通常パス群 ( 以下パス群 ) と , 延長し退院さ

れた期間延長群 ( 以下延長群 ) の 2 群に郡分けし因子とし

た . 各評価項目 (FBS,FIM, 年齢 ) を変数として単変量解析 ( パ

ラメトリックなものには t 検定 , ノンパラメトリックなも

のには Mann-Whitney 検定 ) を行った . 有意水準は P<0.05

とした .

【 結 果 】パ ス 群 は 13 名 ( 男 性 10 名 女 性 3 名 ,73.64 ±

11.51 歳 ), そのうち自宅復帰が 100%(13/13 例 ), 延長群は

16 名 ( 男性 11 名女性 5 名 ,82.37 ± 7.37 歳 ), そのうち自

宅復帰が 56.2%(9/16 例 ), 施設入所が 43.8%(7/16 例 ) で

あった . 以上の結果を踏まえ単変量解析の結果パス群 , 延

長群の 2 群において関係を検討したところ各時期の FBS に

有意な差が認められた .( 初期 FBS:P<0.05, 中期 FBS:P<0.05,

最終 FBS:P<0.01). 一方パス群 , 延長群の 2 群において FIM

は有意な差は認められなかった (P>0.05). パス群 , 延長群の

2 群において年齢は有意な差が認められた (P<0.01).

【考察】慢性硬膜下血腫は穿頭血腫除去術において急速に

神経症状の改善がみられ , 予後良好とされているが , 中には

在院日数が長引く症例も臨床場面で経験する . 介入をして

いると在院日数が長期化している症例に動作時ふらつきや

病棟 ADL 自立の遅延がみられることが多い . そこでパス群 ,

延長群の 2 群のバランス機能を比較してみると延長群で有

意に低い値が認められた . バランス機能低下は早期からの

離床拡大 , 活動性維持 , 拡大を阻害してしまう . それにより

在院日数の延長がみられたのではないかと考えられる .

2 群間の FIM についてみてみる .P>0.05 であり ,2 群に有

意差はみられなかった . しかし岡田らの先行研究によると

ADL の低下は機能改善を妨げる因子として報告されてい

る . ここで 2 群の転帰先をみてみると , 自宅復帰の確率が

延長群で低い値となっている . これは延長群における ADL

機能の低下を示唆する . また府川らの先行研究によると , 術

前より ADL 機能が低い慢性硬膜下血腫患者は介入や介助に

時間を要するため長期の入院となるとの報告がある . この

ことより延長群の ADL 機能はパス群と比較し低下していた

可能性が高い . 今回 2 群間に有意差がみられなかった理由

としては ,「している ADL」を評価する FIM で評価を行っ

たために , 入院期間で制限される ADL 動作 ( 入浴 , 階段等 )

が反映されていないためではないかと考えられる .

【まとめ】今回の調査はパス群 , 延長群の 2 群のバランス機

能 ,ADL 状況をそれぞれ単変量解析にて分析したため , 因子

同士の関係性までは分析できていない . 今後は対象者数を

増やし多変量解析にて因子同士の関係を明らかにしたうえ

で慢性硬膜下血腫術後患者の予後予測基準を設定し , 入院

早期より退院支援について考えていくことが重要なのであ

ると考える .

【倫理に関する項目】個人情報の取り扱いについては当院の

個人情報保護管理規定に従い行った .
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P-C-5 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

帯状回部の脳腫瘍により起居動作困難を呈した症例

西脇　佳奈　・　大竹　政充　・　蔵品　利江

（一財）脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院

後部帯状回 ,	姿勢定位障害 ,	内省

【はじめに】今回，右帯状回部の脳腫瘍により，運動麻痺が

軽度にも関わらず起居動作が困難となり，理学療法の実施

に難渋した症例を経験した．本症例が呈した症状について

病巣，病巣との神経ネットワークの観点から文献的考察を

交えて以下に報告する．

【症例紹介】60 代男性．現病歴として左上下肢の部分痙攣

発作・意識障害にて当院へ搬送．頭部 MRI（造影 MRI T2

強調像）を施行し右後部帯状回に ring enhancement を認め，

転移性脳腫瘍の診断にて入院となった．身体機能として運

動麻痺（Brunnstrome stage 評価法）は左上下肢・手指とも

に stage V であった．神経心理学的所見として左半側空間無

視（線分二等分線：陽性），姿勢定位障害（身体的垂直軸判断：

正中軸から右側へ偏移，視覚的垂直軸判断：正中軸から左

右ともに偏移）を認めた．障害像として基本動作・起居動

作は全て全介助，端座位・立位保持も重心が右後方に位置

していたため常に介助を要していた．歩行は歩行器を使用

し後方介助にて可能であったが，実用性に欠けていた．介

入当初は，部分痙攣が続いていたため二次的合併症予防と

して端座位練習まで実施し，部分痙攣が消失してから起居

動作・排泄動作の介助量軽減を目標に介入を進めていった．

【経過】介入当初は，起居動作において運動開始やタイミン

グ・運動方向を適切に調節することが困難となり，拙劣な

動きとなっていた．左半側空間無視を考慮し環境設定をし

た上で実施するも，運動に変化は見られなかった．また姿

勢の崩れに対しは，能動的に正中軸への姿勢修正を促して

も「自分の体重の位置が分からない」「どう直したらいいか

分からない」といった内省が出来ない発言が聞かれた．姿

勢保持・動作ともに，徒手的に重心誘導をしても抵抗感が

強く恐怖感の訴えがあった．介入方法を模索していく中で，

運動方向に物品を提示すると能動的な重心誘導・姿勢保持

が可能となり，動作が成功する頻度が多くなった．しかし，

毎回同じ結果は得られず生活動作への汎化に至らなかった．

【考察】本症例は運動麻痺が軽度にも関わらず，起居動作が

全介助であった．介入の中で視覚情報が唯一有効な運動開

始や遂行の手がかりになったが，転院までの約 2 か月の間，

目標としていた動作改善や介助量軽減に至らなかった．一

般的に病巣である後部帯状回は Papez 回路の一部の形成や

運動学習，空間認識に関与するとされている．しかし臨床

症状は病巣機能だけでは説明が付かない部分が多く，機能・

能力改善に至らなかったと考え，病巣との神経ネットワー

クに着目した．蔵田によると，後部帯状回は自己に関する

記憶や未来について注意を払う，あるいは内省を行うといっ

た初期設定ネットワークを楔前部・前頭連合野内側部と形

成していると指摘している．一方，頭頂連合野とも神経ネッ

トワークがあり，体性感覚・視覚情報・前庭感覚といった

外的感覚を統合し，空間に対する姿勢識別や body image の

形成に関与しているとも言われている．また，動作の自発

開始過程にある前頭前野とも密な連絡線維をもっていると

も考えらえている．今回みられた臨床症状はこれらの神経

ネットワークの機能不全を示すものであり，本症例は神経

ネットワーク症状が多様に出現し，結果的に病巣症状であ

る運動学習障害を大きく助長したと考えられる．以上から，

病巣症状のみならず，その病巣と関連のある神経ネットワー

クを理解した上で目標設定や介入方法を考慮していく必要

があると思われる． 

【倫理に関する項目】症例には本発表について説明し同意を

得た．
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P-C-6 【ポスター発表 C　神経Ⅲ】

回復遅延型ギラン・バレー症候群患者を経験して
～機能回復過程と急性期病院での介入の振り返り～

清水　緑 1) 　・　櫻井　健太郎 1) 　・　片山　望 2) 

1) 仙台東脳神経外科病院

2) 仙台西多賀病院

回復遅延型ギラン・バレー症候群 ,	機能予後 ,	チームアプローチ

【はじめに】ギラン・バレー症候群（以下 GBS）は一般的に

予後良好な疾患であると考えられているが、先行研究では

回復が遅延しリハビリテーションに難渋する報告も散見す

る。今回我々は 300 日以上の人工呼吸器管理が成された後、

歩行可能なまで機能改善を認めた回復遅延型 GBS 患者を経

験した。その機能回復過程と急性期病院での介入の振り返

りを以下に報告する。

【症例紹介と現病歴】50 歳代女性、起床時より複視、呂律

不良があり当院へ救急搬入された。頭部 MRI では大脳、脳

幹病変は検出されなかったが、入院翌日に不全四肢麻痺、

呼吸筋麻痺により人工呼吸器装着となった。2 病日よりリ

ハビリテーション開始、4 病日に GBS と診断される。

【経過と介入】入院当初より四肢麻痺及び呼吸筋麻痺を呈し

ていたが約 15 病日で極期（完全四肢麻痺、両側内外眼筋・

顔面筋麻痺）を呈した。極期の機能障害は重度で超急性期

では二次的肺合併症予防が主であり、集中治療室入室中は

口腔ケアや排痰、ベッドアップ負荷等を行った。25 病日主

治医許可の下端座位訓練開始。35 病日に気管切開術が施行

された。術後は顔面筋の機能回復に合わせコミュニケーショ

ンツール獲得を目標に介入した結果、約 70 病日で僅かな開

眼、読唇にて他者との意思疎通も可能になった。約 90 病日

で四肢 MMT2 へと向上がみられ、105 病日主治医許可の下

リクライニング型車椅子乗車を開始した。約 160 病日で上

肢筋力の向上を認め端座位での支持も得られるようになっ

た。その後も緩やかに四肢、体幹の筋力向上を認め、ベッ

ド上での除圧練習や自動介助下での筋力訓練、立位訓練、

自室の環境調整や日常生活活動支援を行った。160 病日以

降も非常に緩徐に筋力は向上し四肢 MMT2 ～ 3、ナース

コール使用、書字での意思疎通を図れる状況まで回復した

が、起立性低血圧、呼吸筋麻痺の改善は乏しく人工呼吸器

は昼夜ともに離脱できないまま 222 病日に他院転院となっ

た（FIM49 点）。他院転院後、心身機能及び基本動作は向上し、

会話での意思疎通、歩行可能、経口摂取及び呼吸器離脱（夜

間、食事時以外）、ADL 能力の向上も認め、320 病日で FIM

は 94 点であった。現在も他院にて継続してリハを行ってい

る。

【まとめ】本症例は間嶋らの基準案からも回復遅延型 GBS に

分類された。多くの報告で人工呼吸器装着は予後不良因子

であり、本症例も当院在院中の身体、呼吸機能の著しい回

復は認められず、重症度分類も極期と変わらない状態であっ

た。予後として回復には長期間を要し歩行獲得は難しいも

のと予測し、二次的合併症を防止すると共に身体機能に合

わせて介入を行ったが、現在の経過を見ると大幅な改善が

見られている。先行研究からも高負荷の介入で FIM、QOL

ともに改善傾向を示唆した報告も含めて考えると当院での

離床のタイミングや訓練強度については主治医や看護師と

意見を重ねるべきであったと考える。本症例の介入を振り

返り超急性期で肺炎等の合併症が予防できた事、早期から

コミュニケーションツールの獲得を目指して介入した事は

本症例にとって身体的、精神的負担の軽減や機能改善に対

する希望も低下することなく経過できたのではないかと考

える一方で、介入方法や生活を通した介入に関する他部門

との連携については十分に見直す必要があると強く再認し

た。GBS 治療ガイドラインでも画一的なプログラムは提唱

されておらず、個々の実情に応じたものを立案しなければ

ならないのと同時に、急性期病院での多面的介入が、転院

先での円滑な介入が進められる一助になるのではないかと

考える。

【倫理に関する項目】本症例報告に関する内容を口頭及び書

面にて説明し同意を得た。
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P-D-1 【ポスター発表D　内部障害Ⅰ】

COPD 患者における IADL の検討
- 活動程度による活動項目の差異 -

竹澤　実　・　三浦　真弓　・　中村　良太　・　内出　智恵美　・　高橋　健　・　三浦　元彦

原田　卓

東北労災病院

COPD,	IADL,	FAI

【 目 的 】COPD 患 者 に お い て、IADL の 活 動 程 度 に よ り、

個々の活動項目がどう異なるかを明らかにする目的で、

Frenchay Activities Index(FAI) を活動程度から３群に分類

し、比較検討を行った 。

【対象と方法】在宅男性 COPD 患者で 2013 年 4 月－ 2015

年 4 月に FAI、MRC、6MD、膝伸展筋力、肺機能検査の結

果が後方視的にカルテから確認できた 26 名を対象とした。

対象を①高活動群（FAI>= 20；10 名）、②中活動群（FAI 

19-10；9 名）、③低活動群（FAI <10；7 名）の 3 群に分類

し、測定項目ならびに FAI の活動項目を比較した。

【結果】活動群間で年齢、BMI の差は優位ではなく、身体機能、

肺機能はすべて優位な差を認めた。庭仕事・家や車の手入

れは高活動と中活動群間に差を認め、力仕事・掃除や整頓

も同様な傾向であった。これらは比較的労作の強い家事で

あった。買物、外出、交通手段の利用は低・中活動群に差

を認め、屋外歩行も同様な傾向であった。これらはすべて

屋外の活動であった。旅行、仕事はどの群でも低活動であっ

た。

【考察】労作の強い家事動作は比較的早い段階で活動が低下

し、屋外活動は、活動低下が進んでから低下する傾向が示

された。IADL の活動程度を評価することは COPD 患者の身

体活動維持を図るために有用と考える。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に基づいた規

定に遵守し，個人が特定されないように匿名化し，データ

の取り扱いには十分注意した。
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肺炎により低栄養状態を呈し活動性低下した一症例

本木　里奈　・　舟見　敬成　・　根田　真澄　・　佐藤　聡見　・　千葉　一平　・　山本　瑞穂

（一財）　総合南東北病院　リハビリテーション科

低栄養 ,	活動性低下 ,	NST

【はじめに】高齢者において肺炎などの感染症発症により蛋

白異化の亢進が著明に見られ低栄養状態となりやすい。ま

た、疾病の発症により入院加療となると食事摂取量が低下

する者が多く、入院時に低栄養を来たしている者は生存率

も低下する事が明らかとなっている。今回、インフルエン

ザ発症をきっかけに肺炎を呈し入院後の食事摂取量低下と

体重減少により低栄養状態を呈し活動性低下した症例を経

験した。理学療法と栄養サポートチーム（以下、NST）の

介入により食事摂取量・体重増加、活動性向上し自宅復帰

が可能となったためここに報告する。

【症例】80 歳代、男性。既往歴 : 狭心症（冠動脈バイパス術）、

胃癌（幽門側切除）、胆嚢炎（胆嚢摘出）。身長 :161cm、入

院前体重 :45kg、入院時 CRP:18.67。予測摂取エネルギー

量 :1363kcal。入院前日常生活動作（以下、ADL）は独歩で

移動可能で自動車運転もしていたが積極的に屋外活動に取

り組むことは少なかった。胃部分切除術後より 1 回摂取量

は減少したが間食もされていた。

 入院 1 週間前近医にてインフルエンザと診断されるが解熱

せず食欲不振や体動時のふらつきが見られ近医を再受診。

それでも解熱せず当院救急外来を受診しインフルエンザ後

肺炎と診断され入院加療となる。

【経過】6 病日より理学療法開始。理学療法介入前の ADL は

看護師見守りでトイレ歩行する程度（夜間は尿器使用）で

それ以外は臥床傾向。食事も 12 病日までは 1400kcal 提

供の 2-3 割程度の摂取量となっている。介入当初は肺炎症

状の遷延や臥床傾向による体力低下に伴う労作時呼吸苦症

状が認められ、易疲労性もあったため積極的な離床時間の

確保が困難であった。廃用症候群の進行予防のため軽負荷

での下肢筋力増強運動や起立練習、酸素 2L 投与状況での

短距離歩行練習中心に介入。12 病日体重 40kg と体重減少

し、食事 1400kcal 全量摂取可能となるも 19 病日までに

37.5kg まで体重減少が進行し 21 病日に NST 介入開始とな

る。栄養補助食品を追加し 21 病日より 1600kcal 摂取、26

病日より 1900kcal 摂取し退院時の体重は 38.6kg まで改善。

歩行は安全に遂行可能であったため 20 病日より日中トイレ

歩行自立（夜間は見守り歩行）とした。同時期、ベッド上

座位で新聞やテレビを見るようになり活動性が向上。理学

療法に対する意欲向上も見られ徐々に呼吸苦軽減し退院時

には約 20m の T 字杖歩行や段差昇降が可能となった。しか

し、軽度の呼吸苦症状は残存していたため在宅酸素療法を

導入し 32 病日に自宅退院。

 【考察】本症例は入院前より食欲不振あり入院後も 5 割以

下の摂取量であった。また、1 週間で 2.5kg の体重減少があっ

たことから低栄養を呈していたことが分かる。今回、イン

フルエンザ発症後に肺炎を呈し入院後の低栄養により体重

減少、活動性低下し在宅復帰までに約 1 ヶ月期間を要した。

この要因として、理学療法や NST 介入が遅れたことが考え

られる。NST 介入により栄養補助食品を追加し食事摂取量

が増加した。食事摂取量が予測摂取エネルギー量を上回り

理学療法においても歩行距離の漸増が図れ ADL 改善できた

事からも栄養介入は効果があったと考えられる。Oliveira ら

によると、高齢者で低栄養を来たしている者は栄養状態良

好の者と比較し ADL において介助を必要とする者が増加す

る事が報告されている。ADL 改善したものの入院前 ADL 同

様の生活は困難であることから早期からの栄養管理が重要

であったと思われる。

 【倫理に関する項目】患者情報は当院の個人情報保護管理規

定に準じて管理した。
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低栄養状態の在宅患者に対しての栄養療法と運動療法が効果的であった一症例

鈴木　大己

( 一財 ) 総合南東北病院 南東北訪問看護ステーションたんぽぽ

訪問リハ ,	栄養評価 ,	運動療法

【はじめに】 本症例は、鼻腔癌に罹患し、術後在宅復帰を果
たしたが食欲低下・体重減少を呈し運動機能低下に至った
患者である。訪問リハビリにて栄養評価・介入に加え運動
療法を併行し効果を得たので以下に報告する。

【症例】 年齢・性別：70 歳代男性。要介護度：3。既往歴：
糖尿病、高血圧症、小脳梗塞、大腸ポリープ。現病歴：平
成 26 年 9 月右鼻腔癌と診断。10 月術前化学療法・放射線
治療を施行。12 月右鼻腔癌全摘出・前腕皮弁再建術・気管
切開を施行。術後経管栄養を経て経口摂取を開始。翌年 2
月経鼻経管栄養チューブ抜去して自宅復帰。自宅復帰後に
食欲低下・運動量の減少・運動機能の低下。3 月に訪問リ
ハビリ (PT、ST)、訪問看護を開始。主訴：食欲がない。病
前のような生活に戻りたい。家族：妻と二人で隠居にて生活。
敷地内別棟に息子家族が住んでいる。

【理学評価】 筋力 (MMT）：L/R・肩関節屈曲 3/4、肩関節
外転 3/4、肘関節屈曲 3/4、股関節屈曲 4/4、膝関節伸展
4/4。握力 (kg):L/R・0/6.5。ADL: 起立動作・屋内歩行・床
上動作が不安定。敷地内での屋外歩行や入浴動作の介助を
受けている。FIM：83 点 ( 運動項目 54 点、認知項目 29 点 )

【栄養評価】
 身長：163cm。体重：50.0kg。BMI：19.1。体重減少率：
21.9%( 病前体重 67kg)。上腕周径 :L/R・23.0/23.0cm。下
腿 周 径：L/R・28.0/28.0cm。MNA-SF：3/14( 低 栄 養 )。
TEE：1274kcal。BEE：1061kcal。食事摂取状況：7 分粥を
茶碗 7 割程度で副食はほとんど食べない。推定エネルギー
摂取量 :978kcal。

【経過】 初回介入時に生活動作の不安定・筋力低下・栄養状
態の悪化が認められ、経口栄養補助食 ( 以下 ONS) を提案。
体重増加 (1~3kg/1 カ月 ) をするための推定エネルギー必
要量は 1674kcal。主治医と連携を図り高濃度栄養剤である
エンシュア H(250ml/375kcal)1 日 2 本を処方。摂取エネ

ルギー量を 1728kcal とした。栄養状態の改善、筋力強化、
ADL 安定性・自立度向上を目的に介入。高齢の妻に細かな
食事内容の設定は困難。低栄養の可能性を伝え、なるべく
食事を摂るよう指導して経過をみた。( 介入初期 ) 機能維
持・ADL 動作の安定を目標に屋内・敷地内移動練習、入浴
動作練習・介助指導や環境設定等を実施。( 介入 2 週目 ) 副
食の摂取が増え、主食 9 割程度摂取。歩行や入浴動作の安
定性向上。短距離の屋外歩行練習を開始。( 介入 4 週目 ) 体
重 :51.3kg へ増加。主食は軟飯に変更。食事摂取量が増加。
握力（kg）:L/R・1.0/8.0、FIM:92 点、MNA-SF:5 点。下肢
筋力強化運動や屋外歩行の距離を延長してレジスタンスト
レーニングを開始。( 介入 8 週目 ) 体重 :53.0kg へ増加。主食・
副食とも病前と同等の内容・摂取量となる。握力（kg）:L/R・
1.0/10.0、FIM:101 点、MNA-SF:11 点。屋外活動の自立獲
得に向けて漸増的に歩行距離を延長。ドライブや野球観戦
など活動的な生活を獲得。

【考察】 退院直後の栄養状態は摂取量 (978kcal)- 消費量
(1274kcal)=-296kcal と 栄 養 バ ラ ン ス は 負。 飢 餓 の 状 態
にあった。また鼻腔癌・12 カ月で 5% 以上の体重減少・
BMI<20・筋力低下・疲労感・食思不振が認められ、ワシン
トン定義の基準を満たす悪液質と判断。飢餓には適切な栄
養管理が必要である。しかし訪問リハでは家族による適切
な食事提供や、検査値の入手が出来ない場合がある。そこ
で体重の増減、食事摂取量、筋力の増強、ADL 能力向上を
栄養状態の指標として、運動負荷を設定した。悪液質に対
して運動療法には、抗炎症作用や身体機能・食欲・栄養の
改善効果が期待される。飢餓の改善・悪液質の慢性炎症軽
減が本症例の改善の結果に繋がったと考える。

【倫理に関する項目】対象症例には本報告の趣旨・内容を説
明し同意を得ている。
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絞扼性イレウスに対する緊急手術施行後に錐体外路症状とせん妄を呈したパー
キンソン病患者の理学療法介入

三瓶　一雄

( 一財 ) 総合南東北病院リハビリテーション科

パーキンソン病 ,	不穏・せん妄 ,	早期離床

【はじめに】パーキンソン病（以下、PD）患者では消化器外

科術後のストレスによる不穏・せん妄に加え、抗 PD 薬が

一時的に中断されるため無動等の錐体外路症状を呈するこ

とが見受けられる。これらの症状は二次的合併症のリスク

を高めたり、早期離床を妨げたりする要因となる。よって、

錐体外路症状の評価とせん妄の発症予防、せん妄の改善が

重要である。今回、錐体外路症状とせん妄を呈した症例に

おいてリスクの予測とそれに伴う早期離床を中心にした理

学療法介入が症状の改善と日常生活動作（以下、ADL）拡

大に有効であったので報告する。

【症例紹介】70 歳代女性。腹痛・嘔吐にて当院救急搬送さ

れ、扼性イレウスにて緊急開腹手術施行（小腸切除術）。既

往歴：パーキンソン病。入院前生活：一人暮らし。歩行は

屋内伝い歩きにて、屋外シルバーカー歩行にて自立。主訴：

身体が動かない。HOPE：入院前生活復帰、きれいな空気を

吸いたい。個人因子：会話が好き。毎日日記をつけていた。 

環境因子：布団使用。

【術後評価（術後 2 日目～ 3 日目）】意識レベル：清明。身

体症状：無動、すくみ足。呼吸状態：肺雑なし、浅呼吸。

循環動態：問題なし。創部痛：自制内（フェンタニル使用）。

服薬状況：絶飲食にて抗 PD 薬内服中止。基本動作：起居全

介助。端坐位保持見守りレベル。車椅子移乗ほぼ全介助。

FIM：運動項目：13 点、認知項目：27 点

【術後の起こりうる問題点】抗 PD 薬の一時的中断による無

動等の錐体外路症状及び褥瘡や呼吸器合併症等の二次的合

併症のリスク増大。術後の不穏・せん妄による、離床遅延。

 【目標】STG（１W）：褥瘡や深部静脈血栓、呼吸器合併症

の予防と早期離床

　　　　　　　　　病棟トイレ排泄獲得（介助あり、ポー

タブルトイレ併用）

LTG（２～３W）：入院前 ADL 再獲得（シルバーカー歩行、

床上動作等）

　　　　　　　　　　　　　自宅退院（経過によっては老

健等経由）

【理学療法介入及び経過】術後２日目：理学療法介入開始。

無動あり。レボドパ静注開始。術後３日目：レボドパ静注

増量。車椅子離床開始。夜間不穏・せん妄発症し鎮静薬使

用。術後４～ 5 日目：JCS10。全介助での立位練習、車椅

子離床 30 分以上可。術後６日目：JCS1。抗 PD 薬内服再開。

ほぼ全介助で歩行練習。術後７日目：意識レベル清明。平

行棒内歩行開始。無動、夜間不穏・せん妄改善。術後 8 日

目：他職種介助でトイレ排泄開始。術後１０日目：日記開始。

術後 11 日目：L 字柵設置。車椅子支持歩行 20m 可能。術

後 12 日目：ポータブルトイレ排泄開始。シルバーカー歩行

練習開始。術後 15 日目：自主歩行開始。術後 18 日目：シ

ルバーカー歩行円滑。術後 20 日目：床上動作安定。退院時

指導実施。術後 23 日目：自宅退院。二次的合併症の発症無し。

 【退院前評価（術後18日目～20日目）】身体症状：無動、固縮、

すくみ足の日内変動あり。

病棟 ADL：セルフケア自立。積極的に車椅子離床（日記を

つけることが日課）

車椅子押してフロア歩行自立。

【考察】無動やせん妄の発症を予測し目標設定と理学療法介

入を行った。目標設定に関して、介助や補助具の使用・環

境調整を考慮して早期に ADL 再獲得できるよう設定した。

理学療法介入に関して、予測した無動やせん妄が生じたが

早期離床や他職種協同で離床時間拡大することで二次的合

併症を予防でき、概ね設定した期間内に目標達成すること

ができ自宅生活復帰に至った。せん妄の予防・改善のため

には環境調整が重要である。今後は ADL 再獲得のための環

境調整に加え、せん妄の予防・改善のための環境調整も考

慮する。

【倫理に関する項目】当院個人情報管理規定に基づき、本報

告に関する説明をし、同意を得た。
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当院における外来血液透析患者への理学療法介入の取り組み

山崎　貞一郎 1) 　・　大場　みゆき 1) 　・　澤木　裕美 1) 　・　長谷川　壮 1) 　・　阿部　香夏 1) 　・　鎌田　智之 1) 

小野　拓人 1) 　・　鈴木　朋恵 1) 　・　山内　真 1) 　・　宮本　誠也 1,2) 　・　宮形　滋 3) 

1) 社会医療法人明和会　中通総合病院　リハビリテーション部

2) 社会医療法人明和会　中通総合病院　整形外科

3) 社会医療法人明和会　中通総合病院　泌尿器科

血液透析 ,	理学療法 ,	運動

【目的】近年、血液透析（以下、HD）患者に対する運動療

法の有効性が報告され、本邦においても HD 患者へ運動療

法を実施する施設が増えてきている。当院でも、泌尿器科

医師および透析室看護師から依頼があり、2014 年 6 月よ

り外来 HD 患者に対し理学療法（以下、PT）を開始し 1 年

が経過した。今回、介入時と介入から 1 年後の患者の変化

について報告する。

【対象・方法】対象患者は、当院透析室の看護師が、ADL 能

力や活動性低下、または転倒歴のある者を選定し、主治医（泌

尿器科医師）が運動の可否を判断し PT 処方が出された計

16 名（男性 11 名 / 女性 5 名、平均 68 歳、平均 HD 歴 21 年）。

PT の実施は、HD 開始前の 20 分、座位または立位で、ス

トレッチ運動、軽負荷レジスタンストレーニング、バラン

ス練習、歩行練習を個別的に行った。経過中、5 名（死亡 3 名、

転院 1 名、自己希望 1 名）が終了となったが PT が原因で

状態悪化した者はいなかった。残った 11 名のうち歩行可能

で 1 年後まで継続して検査測定ができた 6 名（男性 4 名 /

女性 2 名、平均 72 歳）について開始時（2014 年 6 月）と

12 か月後（2015 年 6 月）を比較した。比較項目は、FIM

（Functional Independence Measure; 以下、FIM）運動項目、

自覚的困難さに注目した移動動作評価表（小澤ら、2010）（以

下、自覚的困難さ）、Short Physical Performance Battery（以

下、SPPB）、Functional Reach Test（以下、FRT）、等尺性膝

伸展筋力 / ドライウエイト比（以下、WBI）を測定・聴取した。

また、骨格筋量の指標として Skeltal muscle Mass Index（以

下、SMI）、栄養状態の指標として Geriatric Nutritional Risk 

Index（以下、GNRI）を算出した。

【結果】FIM 運動項目：開始時 86 ± 5 点→ 12 か月後 87

± 3 点（平均値±標準偏差）、自覚的困難さ：開始時 22 ±

13 点 → 12 ヵ 月 後 32 ± 11 点、SPPB： 開 始 時 7 ± 2 点

→ 12 ヵ月後 6 ± 2 点、FRT：開始時 23 ± 6cm → 12 ヵ月

後 24 ± 8cm、WBI：開始時 0.26 ± 0.09 → 12 ヵ月後 0.28

± 0.08、SMI：開始時 2.8 ± 1.5 → 12 ヵ月後 2.8 ± 1.5、

GNRI：開始時 91.3 ± 7.2 → 12 ヵ月後 87.3 ± 6.3。開始か

ら 12 か月後に自覚的困難さに改善が見られたが、その他の

項目に変化は見られなかった。また、GNRI は 12 か月後に

低下した。

【考察】FIM 運動項目に変化が見られず、自覚的困難さに改

善の傾向が見られた。これは、PT 介入により ADL が維持

でき、介入前よりも動作が楽に行えるようになった患者が

増えたことを示すのではないかと思われた。しかし、筋力、

バランス能力、移動動作能力に大きな変化は見られなかっ

たため、何によって自覚的困難さが改善したかは明らかに

できなかった。また、栄養状態を示す GNRI に低下が見られ

たものの、SMI で示す骨格筋量は維持された。栄養状態低

下の要因は様々あり特定はできない。しかしながら、PT 介

入により身体活動量が維持・増加したことで骨格筋量を維

持できたのではないかと考える。本研究の限界として、症

例数が少なく統計学的に有意な結果であるかを示せないこ

と、また、介入した半数は連続してデータを抽出できなかっ

たため、今回の結果が全体の傾向であるか明らかでないこ

とが挙げられる。

【まとめ】外来 HD 患者に対し PT 介入を行ったところ、1

年後も ADL を維持でき、動作の自覚的困難さに改善が見ら

れた。今後は栄養面にも配慮しながら継続して介入するこ

とで、中長期的な ADL や生活の質の維持・向上を図りたい。 

【倫理に関する項目】本研究に際し、対象となる患者にはデー

タの利用や個人情報の守秘について書面にて説明し同意を

得た。
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P-E-1 【ポスター発表 E　教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ】

当院臨床実習指導における学生の段階的行動目標シート到達割合
実習時期による成長変化

高野　稔　・　佐藤　聡見　・　本田　知久

（一財）総合南東北病院

クリニカルクラークシップ ,	段階的行動目標シート ,	到達割合

【目的】当院では臨床実習（以下実習）の指導方法としてク
リニカルクラークシップ（以下 CCS）による指導を基本と
している。また CCS 指導の補助として当院で作成した段階
的行動目標シート（以下目標シート）を活用している。平
成 26 年度の実習指導の効果としてはアンケート調査の結果
より学生にとってストレスが少なく、満足度・成長度の実
感が高い結果を得ることができた。しかし、実習期間にお
ける学生の臨床能力の成長に関しては検討が必要であった。
そのため今回は初期・中間・最終時における目標シートの
到達割合を調査することにより当院における実習での学生
の成長変化を把握することで今後の課題明らかにすること
を目的とした。

【段階的行動目標シート】目標シートは当院で作成し H26
年より実習指導に活用している。内容は情意・評価・治療・
記録等の 23 項目からなり、それぞれ見学・助言下・自立レ
ベルで行動目標を記している。使用方法は目標シートを学
生が管理し、自己評価で項目の内容を到達した際に指導者
へ提出、その都度指導者からフィードバックを受けて到達
度を評価している。また提出がない場合も 1 回 / 週は指導
者が確認し目標と課題の共有を行っている。

【対象と方法】 対象は H27 年 4 月から 7 月までに当院で実
習を行った学生 6 名（理学療法専攻 4 名、作業療法専攻 2
名）とした。本調査では実習終了時に目標シートを回収し
初期（1週終了時）・中間・最終に分けて到達割合の評価を行っ
た。到達割合は全項目に対して到達できた項目の割合とし
た。また、実習終了後に指導者に対し実習指導状況の聞き
取り調査を行った。

【結果】 初期評価での到達割合（中央値（第 3 四分位値－
第 1 四分位値））は見学レベル 69.6%(87.0-52.1)、助言下レ
ベル 16.2%(22.6-9.7)、自立レベル 0%(0-0)。中間評価では
見学レベル 89.2%(95.6-82.6)、助言下レベル 56.5%(83.9-

45.2)、自立レベル 2.2%(4.3-0)。最終評価では見学レベル
95.7%(100-91.3)、助言下レベル 83.9%(90.3-74.2)、自立レ
ベル 23.3%(30.4-0) の結果となった。
 指導者に対する聞き取り調査にて、自立レベルの解釈の違
い、実習終了時の目標設定、指導力の低さ、学生の過小評
価が課題として挙げられた。

【考察】本調査の結果、実習期間中に段階的な指導の実践が
できていることが示唆される。また当院における最終評価
時の到達割合は助言下レベル 83.9% に対して自立レベルは
23.3% となった。自立レベルが低い数値になった要因とし
て聞き取り調査より 4 つ挙げられた。１つ目は自立レベル
の解釈が「独力で自立とすること」、「見守りレベルで実施
できるレベル」と指導者により違うこと、2 つ目はガイド
ラインのミニマムな到達目標がある程度の助言・指導のも
と、基本的理学療法を遂行できるとあり、指導者がそれ以
上を目指さなかったこと、3 つ目は指導力の低さから自立
を促せなかったこと、4 つ目は学生の過小評価から提出回
数が少なかったことが挙げられた。実習指導においてはリ
スク管理や患者への不利益を考慮すると学生の独力レベル
での自立は到達が難しく、現状から考えられる当院での最
終到達目標は指導者の見守りがある中で自立を目指すレベ
ルと考えられる。よって当院で実習を行う学生がそのレベ
ルまで到達できるよう、目標に対する指導者の意識統一と
指導者に対する指導方法の教育、目標シートの改良が必要
だと考えられる。

【まとめ】本調査を踏まえ指導方法について検討を重ね、今
後も CCS を基本とした指導を実践し、その効果を実習指導
施設の立場から検討していく。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則って行っ
た。対象者には本研究の主旨を紙面にて説明し同意を得た。
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P-E-2 【ポスター発表 E　教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ】

実際の急変時対応を想定したシミュレーション訓練の実施

吉田　裕也　・　田村　茂　・　荒川　博志　・　萱場　俊博　・　小松　紅実

川久保病院

教育 ,	一次救命 ,	シミュレーション

【目的】　近年の急性期病床における入院日数の短縮に伴い、

回復期などの後方支援病院でも発症早期からのリハビリ

テーションが実施されるようになり、リスク管理が一層の

課題となってきている。医療安全対策委員会では、毎年全

員が一次救命の講習 ( 心肺蘇生、自動体外式徐細動器 ( 以下

AED) 訓練 ) を受講するように研修を開催している。リハビ

リテーション科職員が実際に患者の急変時に遭遇すること

は少なく、実際に緊急時対応が行えるのだろうか疑問に思っ

た。そこで、事前アンケート調査を行い、急変時対応が行

えるように多職種とシミュレーション訓練を実施したので、

報告する。

【方法】　当院、セラピスト 66 名に対しリスクの意識に関

わる事前アンケートを実施。調査内容から、実施手順はお

おむね理解されているが、緊急時の連絡手順への不安は

86％、心臓マッサージ実施の不安は 80％、AED 使用の不

安は 62% であった。事前学習として、「転倒時の対応」「連

絡手順」「対応方法」を学習した。シミュレーション内容は、

患者役、セラピスト役に振り分け、無作為に患者役の内 3

名に急変のシナリオを渡し、急変患者を担当したセラピス

トは、急変対応を行った。訓練の記録は、急変発生に遭遇

したセラピストが緊急コール依頼時間、心肺蘇生開始時間、

緊急コール全館放送時間、看護師到着時間を計測した。

【結果】　訓練はリハビリテーション室にて実施し、理学療

法士 22 名、言語聴覚士 5 名が参加。参加者は 1 年目～ 3

年目までが 13 名、4 ～ 6 年目が 7 名、7 年目以上が 7 名であっ

た。1 回目の急変 ( 患者役経験年数 8 年目、セラピスト役

経験年数 9 年目 ) は、背臥位での訓練中を想定し、緊急コー

ルまでに 6 分 55 秒、心肺蘇生開始まで 7 分 58 秒、緊急コー

ル全館放送まで 8 分 30 秒、看護師到着まで 9 分 36 秒であっ

た。2 回目の急変 ( 患者役経験年数 6 年目、セラピスト役

経験年数 2 年目 ) は、座位での訓練を想定し、緊急コール

依頼 10 秒、心肺蘇生開始 25 秒、緊急コール全館放送 57 秒、

看護師到着 1 分 43 秒であった。3 回目の急変 ( 患者役経験

年数 5 年目、セラピスト役経験年数 3 年目 ) は、車椅子座

位での訓練を想定し、緊急コール 15 秒、心肺蘇生開始なし、

緊急コール全館放送 1 分 7 秒、看護師到着 1 分 55 秒であっ

た。

【考察】　シミュレーション回数がますにつれて、緊急コー

ルまでの時間が減少し、全館放送、看護師到着までの時間

が短縮されていた。課題として、①車椅子座位での急変時

の対応、②声かけが挙げられた。当院の心肺蘇生の訓練は、

背臥位から開始されるため、車椅子使用者に対する適切な

対応が行えなかった。また、緊急コールを実施した報告や

AED を持ってきた報告、ストレッチャーを持ってきた報告

などの声かけが十分に行われていなかった。これらは、実

際にシミュレーション訓練を行うまでは課題として認識さ

れていなかった。このように、実際の対応はシミュレーショ

ンのように総合的な訓練を実施することで、課題が認識で

きたと考えられる。また、急変の可能性がある患者を対象

とするリハビリテーション現場において、安全な治療を行

うためのスタッフ教育が必要であり、実際の場面を想定し

たシミュレーション訓練が重要であることが認識できる結

果となった。

【まとめ】　当院のセラピスト教育において、知識の学習や、

断片的に心肺蘇生を学ぶことはあるが実際の場面を想定し

た総合的な訓練は行われていなかった。若手職員が多いこ

とからも卒後教育において実際の場面を想定したシミュ

レーション訓練は重要であると考えられる。

【倫理に関する項目】報告にあたっては川久保病院、倫理委

員会の承諾を得ている。
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P-E-3 【ポスター発表 E　教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ】

回復期リハビリテーション病棟における在院日数の長期化に関連する要因の検
討

菊地　雅行 1) 　・　中野渡　達哉 2) 　・　渡邉　好孝 1) 

1) 医療法人松田会松田病院リハビリテーション部

2) 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科

回復期リハビリテーション病棟 ,	在院日数 ,	長期化

【目的】回復期リハビリテーション病棟 ( 以下，リハ病棟 ) は，

現在 6 万 8 千床を超えてはいるが，団塊の世代が 75 歳を

超える 2025 年までには患者が急増し続けることが予測さ

れている。リハ病棟における在院日数の短縮化は地域包括

ケアシステムの中で重要な課題である。当院リハ病棟にお

ける在院日数に関連する要因を分析したので報告する。

【方法】対象者は，当病院のリハ病棟に，平成 26 年 8 月 1

日～平成 27 年 3 月 31 日の間に入院し，退院した患者 151

名を後方視的に調査した。死亡・急性増悪患者を除き①性

別②年齢③疾患④入院までの期間⑤紹介元病院⑥入院前の

生活拠点⑦退院先⑧入院時の家族構成⑨リハ単位割合 (1 日

当たりの理学療法・作業療法・言語療法の総単位 9 単位に

占める割合 ) ⑩⑪入院時・退院時 Barthel Index( 以下，BI) 

⑫ BI の改善度⑬⑭入院時・退院時日常生活機能評価得点⑮

日常生活機能評価得点の改善度⑯経済的な問題の訴えの有

無⑰キーパーソン⑱家屋改造の有無⑲連携パスの有無⑳在

院日数の 20 変数に欠損値がない 130 名を解析対象とした。

統計学的解析は，各要因と在院日数との関連性を対応のな

い t 検定，一元配置分散分析，Pearson の相関係数を用い単

変量解析を行った。次に在院日数に関連する要因を決定す

るため従属変数を在院日数，独立変数を全要因とする重回

帰分析を行った。なお，名義変数はダミー変数に変換し用

いた。解析ソフトには SPSS for windows（Ver. 11.0，IBM

社製）を使用した。

【結果】対象者 130 名 ( 女性 92 名，男性 38 名 )，平均年齢

は 81.4 ± 8.5 歳，脳血管障害 39 名（30.0%），運動器疾患

79 名（60.8%）であった。平均在院日数は 66.1 ± 26.9 日

であった。単変量解析の結果，脳血管障害例，他院からの

紹介例において有意に在院日数が長かった（p < 0.05）。また，

入院時および退院時 BI と在院日数との間に負の相関，BI 改

善量・入院時日常生活機能評価得点とその改善度・リハ単

位割合と在院日数との間に正の相関がみられた（p < 0.05）。

重回帰分析の結果，在院日数の長期化に関連する要因とし

て入院時 BI が低いこと，脳血管障害例，住宅改造が必要で

あること，日常生活機能評価得点の改善度が大きいこと，

リハ単位割合が高いことが有意な独立変数として抽出され

た（p < 0.01）。

【考察】在院日数の長期化に関連する要因として，入院時

BI が低いことが認められた。重症患者に対する身体機能の

改善・Activities of Dailiy Living( 以下，ADL) 能力向上を目

指すために治療期間が長期化することや病前生活に戻るこ

とが難しい重症患者の退院先の調整に時間を要する。脳血

管障害例では回復過程が緩やかであることや，リハ病棟の

算定上限日数の影響が考えられる。住宅改造が必要な場合，

家屋調査や家屋改修の調整に一定の期間を要するため在院

日数の遅延が考えられる。日常生活機能評価得点の改善度

の大きさは，重症患者に対し，改善すべき ADL 能力の向上

や家族支援方法など多岐にわたるため長期間の治療を継続

していることが示唆される。リハ単位割合について，永井

ら (2011) は 1 日あたりの単位数が多い対象者において在院

日数が短縮されると報告しているが，本研究では，反する

結果であった。本研究の対象者は，運動器疾患が多く，作

業療法や言語療法が行われず総単位が少ない症例が含まれ

ているため先行研究と一致しない結果が示されたものと考

えられる。

【まとめ】本研究より，在院日数の長期化を防ぐためには入

院時 BI の低い症例や脳血管疾患障害例に対する質の高いリ

ハビリテーションを提供，家屋調査に関する調査のさらな

る早期化が必要であることが示唆された。

【倫理に関する項目】当院倫理委員会の承認を受けて実施し

た。
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P-E-4 【ポスター発表 E　教育管理Ⅰ・内部障害Ⅱ】

脳梗塞を発症した末期肺癌患者の理学療法の経験
‐Cancer Faitgue Scale による倦怠感の評価と運動機能の推移に着目して‐

安西　ゆう子

一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院

末期がん ,	倦怠感 ,	運動機能

【はじめに】今回、肺癌術後に再発し、肺炎を罹患、治療中
に脳梗塞を発症した余命 9 ヶ月の末期肺癌患者を担当する
機会を得た。介入当初は倦怠感が強く、ADL 全般に介助が
必要な状態であった。Cancer Faitgue Scale( 以下 CFS) によ
る倦怠感の評価を行い、small step で目標を設定・共有し、
介入方法を工夫しながら運動療法を実施した結果、倦怠感、
運動機能及び、ADL において大きな改善を得られ、自宅退
院が可能となったため、以下に報告する。

【症例紹介】 60 代男性。肺癌 ( 重複癌）に対し右下葉切除、
上葉部分切除術施行。約 4 か月後、縦隔鎖骨リンパ節に異
常集積あり、再発と診断される。化学療法継続し、5 ヶ月
後に肺炎を罹患、加療中に意識障害、右片麻痺を認め、左
中大脳動脈領域の脳梗塞と診断される。
家族には余命は 9 ヶ月程度で脳梗塞、肺炎の併発でさらに
短命になる可能性がある旨を説明され、BSC の方針となり、
当院へはリハビリテーションと緩和療法目的に入院となる。
ご本人には再発のみ告知されている。

【理学療法初期評価】 意識清明、身長 158cm、体重 38.8kg、
BMI15.5、右片麻痺 Brs Ⅵ - Ⅵ - Ⅵ、軽度の感覚障害、軽度
の運動性失語みられるが、コミュニケーションは問題なし。
PS：grade3、CFS 総合点数 ( 身体的、精神的、認知的で表
記 )：17 点 (4 点、11 点、2 点 )、倦怠感訴えが強く、歩行
は独歩にて連続 10m で、息切れや疲労感あり。握力 ( 右 / 左 )：
11/15 ㎏、FIM：63 点であった。

【介入方法】 達成可能である目標設定を行い、達成感を持た
せ、その積み重ねを意識した運動プログラムを実施した。
また、症例は、病前社交的であったことから、他患者との
関わりを持つことができる環境設定を行った。介入期間は
約３ヶ月間であり、評価はリハ開始時、中間 ( 入院後１月半 )、
退院前 ( ３ヶ月目 ) とした。

 【結果】 倦怠感の推移、初期 17 点、(4 点、11 点、2 点 )、
中間 9 点 (0 点、9 点、0 点 )、最終 8 点 (0 点、8 点、0 点 )、
FIM：初期 63 点、中間 84 点、退院時 102 点、握力 ( 右 / 左 )：
初期 11/14 ㎏、中間 15/18.5kg、退院時 18/22kg、歩行距
離 ( ６MD)：初期実施困難、中間：360m、退院時 441m と
各項目の改善がみられた。最終的には病棟内 ADL は自立し、
屋外歩行は休息をはさみ、15 分間程度の連続歩行が可能と
なり、入院後から 3 か月後、自宅退院となった。

【考察】 介入当初は、活動意欲が低く、症例に対しての目標
設定を行うことが難しかった。一般的に、終末・緩和期に
おける運動療法の効果としては運動面での改善よりも QOL
維持について重視されているが、本症例では CFS の結果で
は総合得点が 17 点と、カットオフ値 19 点より低かった為、
倦怠感の改善余地があったのではないかと考えられた。ま
た、がんリハビリテーションガイドラインでは、末期癌患
者の倦怠感に対しての運動療法の効果はグレード B である。
本症例においても、運動療法開始後より、倦怠感の改善が
図られ、それに伴い、活動量の増加、ADL の改善を得るこ
とができた。
 緩和期ではあったが、疼痛や食思不振など、終末期癌患者
における問題点が少なかったこと、運動に対しての受け入
れが良好であり、積極的な運動療法が可能だったことも大
きな改善に寄与したと考えられる。進行癌、末期がん患者
の倦怠感に対しては緩和療法に着眼しがちではあるが、倦
怠感の評価を客観的に行い、適切な介入を行うことで、運
動機能や ADL の改善に繋げることも可能であることを経験
することができた。

【倫理に関する項目】症例に対し、本学会にて症例報告を行
うことについて同意を得た。また、当院の倫理委員会の承
認も得ている。
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開腹術後がん患者のリハビリテーション介入期間を遅延させる要因の検討

二上　達彦　・　高野　たかの　・　半澤　はんざわ

一般財団法人大原綜合病院　リハビリテーション科

開腹術後　　,	クリニカルパス ,	介入期間

【はじめに】 当院では、消化器外科開腹術後症例に対する離

床アプローチに関して、スタッフの技量による格差の低減

を目的とし、離床手順を記したリハビリテーション専用ク

リニカルパス（以下リハパス）を作成し、2013 年 4 月より

運用している。このリハパスの基本的な流れとしては、手

術翌日より起立、立位保持を、手術後 2 日目から歩行練習

を開始し、終了基準である病棟廊下を 100m 持続歩行可能

であること、病棟トイレにて排泄動作が自立であることの

いずれかの条件を満たした時点までリハビリテーション（以

下リハビリ）を継続することになっている。また、術後 6

日目、10 日、14 日にはこれらの終了基準に達したのかを

見直す項目を設けている。このリハパスを導入してから介

入してみた我々の経験から、早期離床によりリハビリ介入

期間は短縮する傾向にあることが予測されるが、リハパス

運用から 2 年経過した現在、その事実を検証したことはな

い。そこで、当院におけるリハパスを用いてリハビリを進

めた場合、リハビリ介入期間に早期離床は関与しているの

か、また、端坐位、起立、歩行のどの段階での離床が関与

しているのかを調査したので報告する。

【方法】 対象は、2013 年 4 月～ 2015 年 5 月までの期間、

当院において、がん患者で開腹術を施行し、リハビリを処

方された 188 名のうち、手術後に死亡した 2 名を除いた

186 名とした。対象者のパスを後方視的に調査し、年齢、

性別、疾患名、リハビリ開始日、端坐位開始日、術後 1 日

目の起立の可否、歩行開始日、せん妄・不穏の有無の各因

子を従属変数、リハビリ介入期間を独立変数として検討を

行った。統計分析には重回帰分析を用い、有意水準を 5%

未満とした。

【結果】 重回帰分析の結果、リハビリ介入期間と有意に関連

があると選択された因子は、年齢と歩行開始日であり、そ

れぞれ t 値が 2.189、2.409、P 値が 0.0305、0.0175 であった。

歩行練習開始日が手術後 2 日目以降に遅延した症例は、全

体の 60% にあたる 112 名であった。歩行開始が遅延した主

なバリアンスは熱発 19.6%、疼痛 8.9%、立位姿勢不安定等

の身体機能低下 7.1%、意識レベル低下 6.2% であった。ま

た、休日による未介入が 42.7% だった。なお、終了基準を

満たしている患者でも、病棟での活動性低下、認知症のため、

各セラピストの判断や、主治医や病棟看護師からの指示で

継続している場合も多くみられた。

【考察】 今回の調査により、術後リハビリ介入期間に影響を

及ぼす因子として、高齢であることと、歩行開始日の遅延

が挙げられた。術後早期に端坐位・起立が可能であっても、

歩行練習の開始が遅延することでリハビリ介入期間に影響

が出ることが明らかになった。歩行開始日が遅延すること

で、トイレ動作をはじめとした病棟内 ADL 改善が遅延し、

術後リハビリ介入期間に関わってくるものと思われた。

 なお、今回対象となったほとんどの症例においては、術後

から介入を開始している。しかしながら、オリエンテーショ

ンを兼ねた術前介入や、客観的な身体機能評価を行うこと

で、今回歩行開始遅延のバリアンスで挙げられていた疼痛、

立位姿勢不安定等の身体機能低下に対し、より的確な対応

が可能となることが考えられる。現状のリハパスでは、術

後介入が基本であり、術前介入に関するアウトカムは未設

定であるため、今後、これらの点を踏まえたリハパスの見

直しを行っていくことも必要ではないかと考えられた。

【倫理に関する項目】カルテからの後方視的な調査・検討で

あるが、当院の倫理委員会の規定に基づき個人情報に十分

配慮した。
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当院における乳癌センチネルリンパ節生検術後患者のセルフケア指導の再考察

山本　真代　・　神保　和美　・　笠原　龍一　・　神保　良平　・　渡邉　紗耶加　・　山本　優一

北福島医療センター

センチネルリンパ節生検 ,	リンパ浮腫 ,	セルフケア指導

【目的】周径値から算出した上肢体積の変化を基準として、

これまで発症率が 3%~34% と報告されている乳癌のセンチ

ネルリンパ節生検（以下 SNB）例のリンパ浮腫発症率を明

らかにし、リンパ浮腫予防の自己管理指導に資すること。

【方法】対象は当院において 2008 年～ 2010 年に乳癌と

診断され、SNB が施行された 187 例 ( 女性 187 例、平均

年齢 55.8 歳 ) の内、両側乳癌術後患者、腋窩リンパ節再

発腋窩リンパ節郭清術施行患者を除く 177 例 ( 平均年齢

55.46 歳 ) とした。　　上肢容積の算出は、端座位、上肢

下垂位、肘伸展位にて 5 ヶ所 ( 手関節、前腕最大値、肘関

節、肘関節上 8cm、三角筋停止部 ) の周径値と上肢長より

FrustumModel を用いて算出した。　計測は術前日、術翌

日、退院時、術後 12 ヶ月、24 ヶ月、36 ヶ月に行い、それ

ぞれ患側上肢と健側上肢の容積の差（以下左右差）を算出し、

左右差の変化を記録した。尚リンパ浮腫の定義は、当院で

の本計測法における統計学的検討をもとに左右差 150ml 以

上をリンパ浮腫発症とした。また、患者本人及び触診テス

トによる験者の主観症状の有無についても聴取した。

【結果】177 例の内、12 ヶ月、24 ヶ月、36 ヶ月まで追跡

できた症例はそれぞれ 108 例、92 例、57 例であった。術

後 12 ヶ月における左右差の変化は中央値 -4.12ml（min-

125.08ml~max111.83ml）、24 ヶ月では中央値 -4.49ml(min-

401.9ml~max160.47ml)、36 ヶ月では中央値 -3.81ml(min-

242.76ml~max140.09ml) であった。左右差 150ml を超え

た症例は 1 例であった。左右差 150ml を超えていないが、

患者本人及び触診テストにより、短い間隔で定期的に計測

した患者は 4 例であり、そのうち弾性着衣等の導入などの

保存的治療が必要となった症例は 1 例であった。

　発症率は 12 ヶ月、24 ヶ月、36 ヶ月でそれぞれ 0.0%、1.0%、

3.5% であった。

　左右差 150ml を超えた 1 例においては大幅な体重増加

があり、触診において体幹の浮腫陽性となっているものの、

リンパ浮腫に特異的な所見がないためリンパ浮腫としての

治療介入をせずに経過している。容積は基準に満たないも

のの触診のみで弾性着衣の導入による保存的治療を要した

1 例は、術後ホルモン療法の経過中に圧痕の残る浮腫出現

したが、その後の経時的な悪化なく経過している。

【考察】続発性リンパ浮腫の好発期間において続発性リンパ

浮腫として治療介入が必要となった症例は 1.1％であった。

同例においても経時的悪化はなく、リンパ浮腫としては軽

症に分類できる。2008 年に本邦の診療報酬制度にリンパ浮

腫指導管理料が新設されたことを背景に、SNB 例にも厳格

な指導を薦める意見も散見される。ガイドラインレベルで

さえ健全な上肢の使用が予防に資するとされている現状に

照らし合わせると、理学療法士として行うべき指導は、不

必要に活動範囲を狭める指導にならない配慮が必要でると

考えられる。

【まとめ】当院における SNB 例、3 年間の累積発症率は 1.1％

である。発症例も治療介入が最少限度であることを踏まえ

ると、予防指導は安易に生活範囲を狭めるだけの内容にな

らない配慮が必要である。

【倫理に関する項目】　本研究はヘルシンキ宣言に則り行っ

た。対象者には、本研究の主旨と方法に関して十分な説明

を行い、承諾を得た後、測定を行った。
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当院にてリバース型人工肩関節置換術を施行した患者の術後理学療法

鈴木　雄三

東北労災病院　中央リハビリテーション部

広範囲腱板断裂 ,	リバース型人工肩関節置換術 ,	術後理学療法

【はじめに】当院ではこれまで、肩腱板広範囲断裂に対して、
鏡視下腱板修復術（partial repair やパッチ法）が主に施行
されてきた。平成 26 年 4 月より、リバース型人工肩関節
置換術（以下、RSA）が国内で認可されたことで、当院では
平成 27 年 1 月～ 5 月の間に 3 例の手術が施行された。ま
だ国内では症例数が少なく、術後療法の報告も少ないため、
今回症例を通して当院でのスケジュール、治療経過などを
報告する。

【当院の術後スケジュール】
・術後～：Smart sling（OSSUR 社製）装着
・術後 1 日～：手指・手・肘・肩甲帯・頚部自動運動開始
・術後 8 日：挙上 90°を上限とした愛護的な他動運動や振
り子運動、および三角筋の収縮を目的とした自動介助運動
を段階的に開始
・術後 21 日：挙上 120°を上限とした愛護的な他動運動開
始
・術後 25 日：外転枕除去
・術後 28 日：スリング除去、自動運動開始、退院
※　内外旋運動は術中肩甲下筋腱修復のため術後 4 週禁、
伸展・内旋の複合運動は脱臼予防のため術後 8 週禁。また、
ROM は挙上 120°を目標とし、伸展・内旋も含め積極的に
拡大を図るような介入は避ける。

【症例紹介】
年齢：70 歳代
性別：男性
職業：造園業
主訴：右肩自動挙上困難、夜間痛あり
術前画像所見：右上腕骨頭の上方化あり。棘上筋から棘下
筋にかけて広範囲断裂あり、筋委縮が著明。
現病歴：
平成 25 年 11 月 4 日　脚立から転落し受傷。外傷性くも膜
下出血あり A 病院にて加療。
平成 25 年 11 月 12 日　リハビリ目的にて B 病院へ転院。
平成 25 年 12 月 1 日 T 字杖歩行可能となり自宅退院。

平成 26 年 1 月 7 日　腱板断裂による右肩痛と自動運動制
限が持続するため当院へ紹介、外来初診。
理学療法 2 回実施し他動 ROM 改善見られ、自宅にて運動
継続するよう指導
平成 27 年 1 月 13 日　手術目的にて入院
平成 27 年 1 月 16 日 RSA 施行
平成 27 年 1 月 19 日　理学療法開始
平成 27 年 2 月 16 日　退院
理学療法評価：
・右肩 ROM（active/passive）
初診時（平成 26 年 1 月 21 日）　挙上（45° /75°）
術前（平成 27 年 1 月 15 日）　挙上（70° /120°）
術後 6 週（平成 27 年 3 月 2 日）　挙上（105° /120°）
・疼痛
術後より夜間痛の軽減見られたが、復職（3/16 ～）後重量
物（約 20 ㎏）の持ち上げなどにより再燃した。
・術後経過概要
術後より順調に機能回復が得られ、外転保持も可能となっ
た。夜間痛や運動時痛も軽減し退院となったが、復職後重
量物の持ち上げ等で夜間痛再燃した。主治医より自制する
よう指導しており現在経過追跡中。

【考察】RSA はパッチ法などに比べ、脱臼のリスクがあるも
のの、再断裂のリスクを考慮しなくてもいいことが利点と
して挙げられ、理学療法時においてもプログラムの選択に
大きく影響する。また、当院での入院期間においても、広
範囲断裂に対する鏡視下腱板修復術（パッチ法含む）では
8 週に対し、RSA では 4 週と入院期間の短縮効果も挙げら
れる。これまでの症例を通して、いずれも機能的な改善と
痛みの軽減が得られており、患者様の満足度も良好であっ
た。今後はさらに安全かつ良好な結果を得られるよう、ス
ケジュールやプログラムの変更などの必要性を検討してい
きたい。

【倫理に関する項目】症例には本研究の目的を説明したうえ
でご本人の同意を得ております。

key	Words:	

2015 年 11 月 28 日	（土）	14:40	～ 15:40



1092015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

P-F-2 【ポスター発表	F	運動器Ⅰ】

リバース型人工肩関節置換術を施行し、胸椎後弯により肩関節自動拳上獲得に
難渋した症例

清水　美代子 1) 　・　原　行弘 2) 　・　宮地　丈彦 1) 　・　飯澤　典成 3) 

1) 日本医科大学付属病院　リハビリテーション室

2) 日本医科大学付属病院　リハビリテーション科

3) 日本医科大学付属病院　整形外科

変形性肩関節症 ,	リバース型人工肩関節置換術 ,	胸椎後弯

【はじめに】リバース型人工肩関節置換術（reverse total 

shoulder arthroplasty;RSA）は、従来とは逆の発想でインプ

ラントを設置し、特別な筋力強化が必要ないと言われてい

る。今回、変形性肩関節症患者に対し、RSA を施行し、自

動拳上獲得に難渋した一例を経験したので報告する。

【症例紹介】症例は 80 歳代前半の女性で右利き、主訴は右

肩痛と拳上障害であった。既往歴に腰椎圧迫骨折、両人工

膝関節置換術があった。現病歴は 2012 ～ 13 年頃より両

頚部・両肩関節痛発症、2014 年 3 月より増悪し、2014 年

11 月に当院受診した。画像所見は上腕骨頭圧潰と棘上筋直

下の膿胞と棘上筋の菲薄化を認め、変形性肩関節症および

腱板機能不全と診断された。また、大和らによる胸椎後弯

角は 41 度だった。2014 年 12 月に右肩関節の手術を施行

した。三角筋大胸筋間の前方進入で肩甲下筋を切開し、棘

上筋は縫合せず、インプラント挿入後、肩甲下筋を縫合し

終了した。

【経過】　術前は医師所見より、自動拳上 60 度、他動拳上・

外転 100 度、内旋 L2、外旋 -10 度であった。術翌日より肩

甲帯リラクセーション、術後 2 日目より他動・自動介助運動、

術後 8 日目より自動運動を開始した。肩甲下筋腱修復不全

による脱臼が報告されているため、術後 3 週は他動拳上 90

度、他動外旋 0 度に制限した。術後 3 週目で他動拳上 90

度、自動拳上を行うと肩甲骨面での拳上となり 75 度だった。

退院後、週 2~3 回の外来での介入を行った。術後 3 か月目

には他動拳上 135 度、自動肩甲骨面拳上 95 度となったが、

通院が困難になり、自主トレーニングを指導し、術後 4 か

月で終了した。終了時は他動拳上 150 度、自動肩甲骨面拳

上 120 度となった。肩甲骨間距離は上角では 11cm、下角

では 12cm だったが、終了時は上角・下角ともに 9cm だった。

【プログラム】自動挙上では肩甲骨挙上、頚部右側屈し、肩

関節が外転偏移し、上腕二頭筋による代償が見られた。側

臥位での拳上・外転運動では十分な三角筋収縮があった。

しかし、抗重力位では肩甲骨拳上し、上方回旋が得られず、

自動拳上を困難にした。そのため肩甲骨拳上を抑制し、上

方回旋を引き出すことが重要であると考えた。開始当初は

三角筋強化を実施していたが、僧帽筋下部線維や前鋸筋の

筋力強化、側臥位で上方回旋を誘導し、協調的な拳上・外

転練習や座位で拳上角度を増加させながら壁押し運動に修

正した。小円筋や大円筋のストレッチ後に自動拳上が困難

になり、残存している腱板筋が骨頭求心位を保持している

と判断し、積極的な可動域訓練は行わなかった。自主トレー

ニングは側臥位での自動拳上・外転、座位での壁押しを指

導した。

【考察】本症例は胸椎後弯が強く、肩甲骨前傾・上方回旋偏

移していた。胸椎後弯による胸椎伸展制限がある症例は自

動拳上可動域が減少し、RSA 施行後は肩甲上腕リズムが健

常肩より減少し、肩甲胸郭関節での動きが自動拳上に必要

である。積極的な筋力強化を必要としない RSA でも胸腰椎

変形や肩甲骨のアライメント異常がある場合、肩甲骨面で

の拳上となり、純粋な拳上獲得は難渋する可能性があるこ

とが示唆された。本症例は胸椎後弯変形に柔軟性があり、

アプローチできていたら、肩甲骨上方回旋を早期から獲得

できた可能性も考えられる。

【おわりに】　脊柱変形が強い症例は、三角筋だけでなく肩

甲骨周囲の筋力強化やアライメントが重要であることが示

唆された。また、RSA 直後は関節中心が内下方へ偏移し、

三角筋の筋硬度が増加し、筋力が発揮しにくい可能性が考

えられる。今後は超音波エラストグラフィによる筋硬度評

価も必要と考える。

【倫理に関する項目】倫理項目本発表に際しては同意を当該

患者より得ている。
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テニスボールを用いた背部への圧迫刺激が身体の機能的変化に及ぼす影響
～肩関節に着目して～

和田　唯 1) 　・　後藤　恭兵 1) 　・　澤口　悠紀 1) 　・　小松田　辰郎 2) 

1) 仙台北部整形外科スポーツクリニック　リハビリテーション科

2) 仙台北部整形外科スポーツクリニック

テニスボール ,	圧迫刺激 ,	身体機能

【はじめに】近年、関節の柔軟性を改善させるためのホーム

エクササイズの一つとして硬式テニスボールを用いた関節

周囲筋の圧迫刺激法が報告されている。肩関節においては

テニスボールによる背部への圧迫刺激が関節可動域の拡大

に有効であると推測されているが、その効果について詳細

な検討はされていない。今回我々は、テニスボールを用い

て背部に持続的圧迫刺激を与えた際に肩関節機能にどのよ

うな効果が生じるかを、肩関節屈曲可動域、胸郭可動性、

胸椎可動性、肩甲骨上方回旋で評価し検証した。

【方法】健常人男性 9 名 ( 年齢 29 ± 3.7 歳、身長 174.5 ±

6.1cm、体重 68.2 ± 4.8kg) を対象とした。被験者に対し背

臥位・股関節屈曲 45°・膝関節屈曲 90°で両上肢を交差

させ対側の肩に触れる肢位にて、硬式テニスボール 2 個を

繋げて固定したものを胸椎 ( 肩甲骨下角レベル ) に横向きに

据え、自重による 60 秒間の圧迫を行った。圧迫の直前・直

後で肩関節屈曲可動域、腋窩・剣状突起・第 10 肋骨レベ

ルでの胸郭可動性、胸椎可動性、肩甲骨上方回旋角度を測

定した。コントロールとして測定後 2 週間以上期間をあけ、

同一被験者を対象に同一姿勢にて圧迫を行わずに 60 秒間安

静にし、その前後で測定を実施した。圧迫前後での測定値

の変化を Wilcoxon の符号付き順位検定及び対応のある t 検

定を用い、比較した。それぞれ危険率 5％未満を有意とした。

統計処理には SPSS11.5J for Windows(SPSS Inc.USA) を使用

した。

【 結 果 】圧 迫 刺 激 に よ り 肩 関 節 屈 曲 可 動 域 は 圧 迫 直 前

164.4+7.3° ( 平均値±標準偏差 ) が圧迫直後 171.6 ± 7.9

°と有意に拡大した (p ＝ 0.01)。また腋窩レベルでの胸郭

可動性で圧迫直前 4.5 ± 2.3cm が圧迫直後 4.7 ± 1.8cm と

有意に拡大した (p ＝ 0.03)。しかし、コントロールでは全

ての項目において有意差を認めなかった。圧迫刺激を与え

た方がコントロールよりも肩関節屈曲可動域、腋窩レベル

での胸郭可動性において有意な拡大が認められた。

【考察】肩関節挙上角度の変化と胸郭運動との関連について

研究した遠藤らの報告では、肩関節を挙上していくと胸郭

の上方への変位量がより多くなるため、胸郭の積極的な運

動が肩関節の挙上角度の改善に影響すると報告されている。

今回の研究結果においても胸郭可動性の拡大及び肩関節屈

曲角度に有意な改善が認められたことから、胸郭運動の改

善が肩関節屈曲角度の改善に影響を及ぼしたことが推測さ

れた。このことより、テニスボールを用いた背部の圧迫刺

激法は胸郭可動性と肩関節屈曲可動域の改善効果を得られ

る有効な手法であるということが示唆された。テニスボー

ルは軽量で持ち運び易く、安価で入手が簡単であることや、

場所を選ばずに利用できるという利点があり、今回の方法

を用いて運動指導を行うことは主に個人が自宅やスポーツ

現場において関節の柔軟性を改善させるためのエクササイ

ズとしての応用が期待される。今回は肩甲上腕関節での測

定を実施していないため、肩甲胸郭関節と肩甲上腕関節の

どちらに本法の効果を生じ肩関節屈曲可動域が拡大したの

かは不明瞭であり今後の研究課題である。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に則り、対象

者に対して十分な配慮を行った。
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人工膝関節全置換術後の身体機能に影響を与える予測因子の検討
痛みの質的評価および心理・精神状態評価を用いて

中田　勇磨

医療法人友愛会　盛岡友愛病院　リハビリテーション科

TUG,	抑うつ ,	神経障害性疼痛

【目的】人工膝関節全置換術後 ( 以下 TKA) 患者の身体機能

の予測因子において , 近年の報告では TKA 術前の身体機能

との関連性のみのらず , 心理・精神機能、認知機能と満足

度や術後痛等との関連性が報告されている . しかし ,TKA 術

後の身体機能と術前の痛みの質的要因や心理・精神状態と

の関連性を検討した報告は多くない . 予備研究にて TKA 術

前と退院時の痛みの質的要因の変化を検討した結果 , 神経

障害性疼痛の項目において改善が得られにくいという傾向

が得られた . そこで , 本研究では機能的移動能力を測定する

Timed Up and Go Test( 以下 TUG) を身体機能指標とし , 術

前の痛みの質や心理・精神状態が退院時の身体機能の予後

にどのように影響しているかを検討することを目的とした .

【方法】本研究の対象は当院で片側 TKA を施行した男性 1

名 , 女性 11 名の計 12 名 ( 平均年齢 70.33 ± 7.46 歳 ) と

した . 対象の除外として過去に TKA の既往のあるもの , 再

TKA 施行症例は対象より除外した . 術前の検査項目として

日本語版ショートフォームマギル痛み質問表 2( 以下 SF －

MPQ2：下位項目 持続的痛み , 間欠的痛み , 神経障害性疼痛 ,

心因性疼痛に分類 )、Pain Catastrophizing Scale( 以下 PCS：

下位項目 反芻 , 拡大視 , 無力感に分類 ),Hospital Anxiety and 

Depression Scale( 以下 HADS：下位項目 うつ , 不安に分類 )

を実施した . 身体機能の予後として退院時の TUG を設定し

た . 退院時の TUG と術前評価項目との関係性を Spearman

の順位相関係数を用いて検定を行い , さらに、従属変数を

TUG とし , 術前評価項目を独立変数とした重回帰分析をス

テップワイズ法を用いて実施した . 独立変数間で相関係数が

0.8 以上のものは TUG と相関係数の高い方を採用した . 統

計学的有意水準は 5% 未満とした .

【結果】退院時 TUG と術前検査項目の相関係数は HADS の

総点 (r=0.56,p=0.04) で有意な相関を認めた . 神経障害性疼

痛においては , 有意差は認めないものの相関傾向を示した

(r=0.37,p>0.05). また重回帰分析においては独立変数として

持続的痛み , 間欠的痛み , 神経障害性疼痛 , 心因性疼痛 ,PCS

総点 , うつ , 不安が抽出された . 検定の結果 , うつが有意な

関連項目として抽出された (r2=0.46, β =0.56)

【考察】本研究結果から術前の心理状態の中でも特に抑うつ

状態が術後の身体機能の予後に影響を及ぼすことが示唆さ

れた . 西原らは慢性疼痛を有する患者の抑うつ症状との関

連性を述べており , また , 抗うつ薬による治療により , 疼痛

が改善した群では抑うつ症状も並行して改善を認めたとす

る報告もされている ( 新野 1997). 本研究においても変形性

膝関節症の痛み由来と考えられる抑うつ傾向が認められ , こ

れが身体機能の回復に影響を及ぼしている可能性を示唆し

た . また , 神経症状障害性疼痛においては , 術後 TUG との比

較において相関傾向を認めた . 近年では , 変形性関節症にお

ける中枢神経系の機能変化が報告されており , 脊髄神経レベ

ルでの機能編成の報告もされている . これらの結果より , 変

形性膝関節症由来の痛みを長期的に経験してきたことが , 痛

みの処理に関わる中枢神経系の機能編成を引き起こし , 身体

症状として神経障害性疼痛として経験される痛み要因とし

て表出している可能性が考えられた . しかし , 本研究の限界

として , サンプル数が少いこと , また痛みの質的項目と心理

状態の直接の関連性は示されていない . これより , 痛みの質

的下位項目に対してのアプローチを図り , 同時に心理・精神

状態の回復の推移を検討していくこと , また新たな評価を追

加していくことでそのつながりを明確にしていくことが今

後の課題として考えられた .

【倫理に関する項目】倫理的配慮として本研究は院内倫理委

員会で承認を得た . 対象者には書面にて口頭説明を実施し ,

その後同意書にて同意を得た .
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人工膝関節全置換術患者の在院日数に影響を及ぼす因子の検証

榊枝　功恭 1) 　・　官野　亜麻妃 1) 　・　佐藤　純也 1) 　・　室井　宏育 1) 　・　上杉　和秀 2) 

1) 総合南東北病院　リハビリテーション科

2) 総合南東北病院　整形外科

TKA,	在院日数 ,	動作能力

【目的】当院では在院日数短縮のため , 人工膝関節全置換術

( 以下 TKA) 術後翌日より理学療法介入を行っている .TKA

術後の可動域や筋力について様々な報告はあるが , 在院日数

と動作能力についての報告は少ない . そこで今回 , 在院日数

を短縮させる因子を検証した .

【対象と方法】平成 26 年 5 月から平成 27 年 4 月までに当

院にて TKA を施行した 60 例のうち , データに欠損値がみ

られなかった 51 名を対象とした . 測定項目は下肢伸展挙上

( 以下 SLR) 獲得日 , 歩行器歩行獲得日 , 杖歩行獲得日 , 独歩

獲得日及び , 階段昇降獲得日とした . 歩行の獲得日は遠位監

視 10m 獲得日とした .TKA 施行患者の当院平均在院日数の

18.4 日を参考に , 在院日数 18 日以内の群 ( 以下早期退院群）

と 19 日以上の群 ( 以下非早期退院群 ) の 2 群に分け , それ

ぞれの測定項目と在院日数の関連について検討を行った .

【結果】対象の平均年齢は 74.9 ± 6.3 歳 . 早期退院群 73.2

± 6.6 歳 , 非早期退院群 76.3 ± 5.7 歳であり , 両群間に有

意差は認められなかった . 両群間において有意差を認めた項

目は SLR 獲得日 ( 平均値 ( 中央値 ))( 早期退院群 1.7 日 (1 日 ),

非早期退院群 2.8 日 (2 日 )), 歩行器歩行獲得日 ( 早期退院

群 3.0 日 (3 日 ), 非早期退院群 4.4 日 (4 日 )) であった . 有意

差を認めなかった項目は , 杖歩行獲得日 ( 早期退院群 7.4 日

(7 日 ). 非早期退院群 8.9 日 (8 日 )), 独歩獲得日 ( 早期退院

群 13.6 日 (12 日 ), 非早期退院群 18.4 日 (14 日 )) 及び , 階

段昇降獲得日 ( 早期退院群 8.9 ± 2.1 日 , 非早期退院群 10.5

± 3.4 日 ) であった .

【考察】本研究では SLR の獲得と歩行器歩行獲得が早ければ ,

早期退院となる傾向が明らかとなった . 先行研究において下

肢筋力は歩行能力と密接に関係しており , 下肢伸展筋力が高

いほど歩行能力が高いとの報告がある . また ,SLR･ 杖歩行の

獲得が在院日数の短縮を認めたとの報告もある . 先行研究と

は異なり , 杖歩行が早期退院へ影響を及ぼさなかった . 先行

研究において歩行は杖歩行のみを評価しており , 歩行器歩行

は評価していない . 杖歩行よりも負荷が少ない歩行器歩行を

早期に獲得したことで杖歩行に有意差が生じなかったと考

えられる . また , 独歩 ･ 階段昇降獲得日において有意差が認

められなかったことも早期歩行器歩行自立が影響している

可能性が高い . すなわち , 早期に SLR･ 歩行器歩行を獲得す

ることが下肢筋力回復に大きな影響を及ぼし早期退院を可

能にしたと考えられる .

【まとめ】今回 ,TKA 患者の在院日数に影響を及ぼす因子を

検証した . 本研究において在院日数に影響を及ぼす因子とし

て SLR･ 歩行器歩行の獲得であることがわかった . 在院日数

短縮のためには , 早期に下肢筋力強化を開始し , 転倒のリス

クが低く , 荷重コントロールが可能な歩行器歩行訓練にて離

床をすすめることが重要であると思われた .

【倫理に関する項目】患者情報は当院の個人情報保護規定に

基づき管理した .
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デジタル画像を用いた角度測定における測定誤差の検討
回旋を伴う場合の誤差について

福原　隆志 1) 　・　奥井　友香 2) 　・　佐々木　沙織 2) 　・　中澤　理恵 3) 　・　坂本　雅昭 3) 

1) 中通リハビリテーション病院

2) せせらぎ病院附属あさくら診療所

3) 群馬大学大学院保健学研究科

画像解析 ,	測定誤差 ,	回旋

【目的】理学療法士は患者の問題点の抽出や治療効果の判定

を行うにあたり，動作分析を日常的に行っている．臨床の

場では，デジタルカメラやビデオカメラ等を利用し，前額

面及び矢状面からの 2 次元画像を用いた動作分析を行う機

会は多く，また，画像解析ソフトを用いた角度測定は高い

再現性があることも報告されている．しかしながら，撮影

画面に対し測定対象自体が回旋している場合の誤差につい

て，詳細に検討した報告は少ない．本研究では角度を任意

に設定できる関節モデルを作成し，関節モデル自体を回旋

させた際の 2 次元画像上での角度測定にみられる誤差につ

いて検討した．

【方法】任意に角度を設定できる関節モデルを作成し，垂直

に設置した基本軸に対し移動軸とのなす角度（設定角度）

を 30°，60°，90°，120°，150°の計 5 パターンに

設定とした．基本軸上，移動軸上ならびに軸の交点の計 3

点にマーカーを貼付した．関節モデルの回旋角度は，カメ

ラに対し平行に設置した場合を基準値（内外旋中間位）と

し，左回りを外旋とし，10°刻みで外旋 60°まで，また

右回りを内旋とし 10°刻みで内旋 60°まで，計 13 パター

ンに設定した．画像の撮影はデジタルカメラ（canon，IXY　

DIGITAL　110　IS）を使用した．角度計とカメラの距離は

50cm とし，ズームは使用しなかった．撮影は各設定 5 枚，

計 325 枚の撮影を行った．角度測定には画像解析ソフト

Image-J（米国国立衛生研究所）を使用し，角度計のマーカー

3 点の成す角を測定した．統計解析は内外旋中間位を基準

とし，基準値と各肢位での値について，Wilcoxon の順位和

検定にて検討した．解析には SPSS ver.17 を使用し，有意水

準を 5% とした．

【結果】全ての条件において，外旋 20°以上及び内旋 30

°以上の回旋を伴う場合，基準値である内外旋 0°との比

較にて有意な差が確認された．設定角度が 90°，120°，

150°では外旋 10°の場合においても有意な差が確認され

た．また，設定角度が 90°では内旋 10°以上にて，設定

角度が 30°，90°，120°，150°の場合は内旋 20°以

上にて有意な差が確認された．設定角度が 90°以下の場合，

内外旋角度が大きくなるにつれ測定値は基準値よりも小さ

くなる傾向がみられた．一方，設定角度が 90°以上の場合

では，内外旋角度が大きくなるにつれ測定値が基準値より

も大きくなる傾向がみられた．設定角度が 90°の場合，外

旋角度が大きくなるにつれ測定値は基準値よりも小さく，

内旋角度が大きくなるにつれ測定値は大きくなる傾向がみ

られた．

【考察】デジタルカメラ等で得られた画像を使用し，画像解

析ソフトを用いて 2 次元画面上にて解析を行う手法は，そ

の簡便性によりしばしば利用されている．しかしながら 3

次元のものを 2 次元上で評価する特性上，対象自体の回旋

による影響は大きいと考えられる．今回の結果から，角度

計の回旋角度が 10°から 30°とわずかな回旋であっても，

測定結果は影響を大きく受けることが確認された．そのた

め，その結果が実際の角度差を示しているのか，あるいは

実際は同角度にも関わらず回旋の影響により生じているの

か，十分に考慮して結果を吟味する必要があると考える．

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言の趣旨にのっ

とり実施した．
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キネシオテープを用いた皮膚誘導が最大筋出力に与える影響

繋　教公　・　中西　慎吾　・　吉崎　寛之

社団法人慈恵会　青森慈恵会病院

キネシオテープ ,	筋出力 ,	等速性運動

【目的】近年 , スポーツ現場や臨床の場においてキネシオテー

プ（以下、KT）が頻繁に使用されてきている . この KT は皮

膚に貼付することで筋膜と筋との間にわずかな隙間を作る

ことでリンパ流液の改善 , 筋機能の改善目的で行われる .KT

を用いた先行研究においては大腿直筋への KT 貼付・貼付方

向の違いは筋機能の改善が見られ生理学的変化が得られる

と報告されている . この生理学的変化が直接的に筋出力など

に与えている影響などの報告はあまり目にしない . そこで本

研究の目的は KT の有無・異なる貼付条件が筋出力に及ぼす

影響を比較し検証することとした .

【方法】対象は運動器疾患及び下肢に障害のない成人男女

18 名（年齢 25.7 ± 2.6）の右大腿肢とした . 対象者は KT

に対する知識が高くなく、KT の効用性を説明せずに実施

した .KT は市販されている株式会社共和制の KT を 20 ㎝に

採寸し使用 .KT 貼付方法はキネシオテーピングの基本的貼

付法を参考とした .KT の貼付肢位は皮膚の最大伸張位であ

る股関節・膝関節屈曲 90°位にて対象者の右大腿前面（大

腿直筋直上）にて KT を軽度伸張した状態で貼付した . 貼

付条件は貼付なし（以下 Non）, 遠位から近位方向への貼

付（以下 Dis）, 近位から遠位方向への貼付（以下 Pro）の

3 条件としそれぞれの条件で膝関節伸展の等速性筋力を測

定した . 測定肢位は股関節・膝関節屈曲 90°にて実施 . 測

定条件はランダムに設定し一週間以上二週間未満の間隔

をあけてその他の条件の測定を実施 . 筋力測定には Biodex 

System3（酒井医療株式会社）を使用した .60deg/s の角速

度にて膝関節の等速性伸展運動を 5 回実施させ最大伸展筋

力を求めた . 統計学的分析方法として ,Non・Dis・Pro の各

条件での膝関節伸展等速性筋力の条件間の比較に一元分散

分析と多重比較法を実施 .

【 結 果 】 測 定 結 果 よ り 各 平 均 値 は Non141.1 ±

47.3,Dis149.8 ± 47.9 ,Pro143.8 ± 45.5（単位 NM）であっ

た . 分散分析の結果 ,KT 貼付条件（Non・Dis・Pro）の違い

による膝関節最大伸展筋力に有意差は認められなかった（p

＞ 0.05）. また多重比較法においてもの各水準間有意差は認

められなかった .

【考察】本研究結果では KT の有無や貼付条件の違いが最

大筋出力に与える影響は差があるとは言えない結果となっ

た . 安静時、大腿直筋に KT を貼り付けることで筋厚増加が

得られることは先行研究にて検証されている . 筋厚増加によ

り最大筋出力の向上が期待できたが , 宮本らによると安静時

の筋厚増加と筋力との相関は弱いとのことであり KT 貼付に

より得られる筋厚増加は筋出力を増強するほどの影響は少

ないと考える . 磯谷らによると KT の貼付方向の違いにより

異なった効果が得られるとされており , 貼付条件 Dis は羽状

角増大 , 筋厚増加 , Pro は筋繊維長の増加など様々な生理学

的効果を検証している . 羽状角が増大にすることにより容積

が増し生理学的断面積を増大させる . 羽状角が増大すること

で筋は収縮位状態であり最大筋出力を向上させるのではな

く出力しやすい状態にあるのではないかと考える . また筋収

縮速度は筋線維長に比例しているとの報告があるため筋繊

維長の増大は筋出力向上には関与しにくく収縮速度に関与

しているのではないかと考える . このことから貼付方向の違

いにより得られる生理学的効果は最大筋出力を変化させる

ほどの影響力は少ないのではないかと考える .

【まとめ】KT 貼付が筋出力に及ぼす影響は少なく有意差は

得られなかった . 今後は KT 貼付にて得られる生理学的変化

を筋出力も含めて継続して調査していきたい .

【倫理に関する項目】本研究は対象者に研究の趣旨を口頭と

書面にて説明を行い同意を得た上で実施した .
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脊椎圧迫骨折患者の入院期間に影響する因子の検討

黒田　昌宏 1) 　・　三浦　京子 2) 　・　杉田　誠 3) 　・　武井　寛 3) 

1) 社会医療法人みゆき会　みゆき会病院

2) 社会医療法人みゆき会　かみのやま訪問看護ステーション

3) 社会医療法人みゆき会　みゆき会病院　山形脊椎センター

脊椎圧迫骨折 ,	入院期間 ,	骨脆弱性骨折

【目的】 脊椎圧迫骨折は、特に高齢者に多い骨折の一つであ

り、要介護や寝たきりの要因の一つになる。脊椎圧迫骨折

患者のリハビリテーションは、ADL および歩行能力の向上

と転倒予防を目的とした生活指導を合わせて行っている。

入院期間の設定は、症状や動作能力によって個別的な対応

が必要となり、併存疾患の多い症例では ADL 訓練や再発予

防の指導など多職種による包括的な介入が必要となる。本

研究の目的は、当院にて初期治療を行った脊椎圧迫骨折患

者において入院期間に関与する要因を明らかにすることで

ある。

【方法】　対象は、平成 25 年 1 月から平成 26 年 10 月まで

脊椎圧迫骨折の診断で、当院に入院し保存療法が施行され

た 52 名である。リハビリテーションの目的で他院より転院

したもの、合併症により急性増悪となったもの、既往に脊

椎の手術歴のあるものは除外した。入院から退院までの期

間が、4 週間以内であったものを早期退院群、4 週間以上と

なったものを退院延長群の 2 群に分類した。

　方法は、対象者を診療録情報から後ろ向き調査とした。2

群間において、年齢、性別、転帰先、損傷椎体レベル（移

行部 ( 第 11 胸椎以下、第 2 腰椎以上 ) と移行部以外）椎

体骨折数（一椎体と多椎体）、後壁損傷の有無、入院時

Berthel Index（以下 B.I）、歩行能力、Body　Mass Index（以

下 BMI）、椎体骨折の既往の有無、高齢者に多い骨折（大腿

骨頸部骨折、上腕骨近位端骨折、橈骨遠位端骨折）の有無、

脳血管障害の既往の有無を比較した。椎体骨折のレベルな

らびに椎体骨折数、後壁損傷の有無については、入院時の

MRI 画像により判定した。

 統計学的手法は、R.2.8.1 を使用し、2 標本 t 検定または

Mann-Whitney の U 検定を行った。また、名義尺度間の比

較にはχ二乗検定を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】 早期退院群は 19 例（男性 10 例、女性 9 例、平均

年齢 77.9 ± 9.5 歳）、退院延長群は 33 名（男性 11 例、女

性 22 例、平均年齢 82.1 ± 7.6 歳）であった。両群におい

て、年齢、性別、BMI、受傷した椎体レベル、骨折椎体数、

後壁損傷の有無については有意な差を認めなかった。また、

入院時 B.I、最終歩行能力、椎体骨折の有無、脳血管障害の

有無には有意な差を認めなかったが、高齢者に多い骨折の

既往の有無については２群間に有意な差を認めた。

【考察】 脊椎圧迫骨折患者の入院期間の決定には、様々な要

因が関わり個別的な対応が必要になると考えられる。今回

の結果から、入院期間に影響を与える要因として高齢者に

多い骨折の既往の有無に有意な差が認められた。また、骨

折部位や骨折数、入院時の ADL 能力については有意な差は

見られなかった。これらから、入院期間の設定には、骨折

の有無といった既往歴に関する情報収集の重要性が示され

た。また脊椎圧迫骨折は、高齢者に多い骨脆弱性骨折の一

つであり、症例の能力レベルに個人差が大きいことが考え

られる。今後は、受傷前の状況を考慮し、痛みや歩行レベ

ルなどの能力評価を行い、期間及び予後予測の精度を高め

ていきたい。

【倫理に関する項目】本研究はヘルシンキ宣言に準じ、患者

の権利と守秘義務に十分配慮して実施した。
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仙台市における下肢切断者の義足支給の実態について（第１報）
身体障害者手帳情報および５年間の義足判定からの考察

佐藤　廣之

仙台市障害者総合支援センター

下肢切断者 ,	末梢循環障害 ,	身体障害者手帳

【目的】　 近年，生活習慣病の増加に伴い，糖尿病性壊疽，

閉塞性動脈硬化症などによる末梢循環障害（ＰＡＤ）が要

因と考えられる下肢切断が増えていることが，各学会等で

報告されている。一方，仙台市障害者総合支援センター（以

下，本センター）の補装具費支給制度における新規更生用

義足判定者数は年間 8 名と少なく，その実態にかい離があ

ると思われる。下肢切断者に対する義足等の支援のあり方

について検討するため，仙台市内の下肢切断者の実態につ

いて調査したので報告する。

【方法】　対象は，仙台市内在住の身体障害者手帳（以下，

手帳）所持者 31,668 名（H26.3 月末時点）のうち，18 歳

以上の手帳所持者で，障害内容に下肢の「切断」，「欠損」

と記載のある 310 名とし，性別，切断部位，年齢，原因疾

患，更生用義足判定の有無を調査した。また，平成 21 年 4

月～平成 26 年 3 月末までに本センター義足判定を受けた

250 名について，性別，切断部位，年齢，原因疾患を判定

記録から調査した。

【結果】　手帳所持者 310 名のうち，男性 234 名，女性 76 名。

切断部位は，大腿切断 135 名，下腿切断 155 名で大半を占

めていた。切断年齢は，60 ～ 79 歳代（40％）に多く，次

いで 40 ～ 59 歳代（27％）の順であった。切断原因は，外

傷および後遺症（交通事故，労働災害，火傷）が 32％，末

梢循環障害が 23％で，全体の半数以上を占めている。また

手帳所持者 310 名のうち，更生用義足判定者数は 198 名，

未判定者数は 112 名（手帳所持者の 40％）であり，いず

れも末梢循環障害による切断者が多い。5 年間における本

センター義足判定者数は 250 名で，男性 191 名，女性 59 名。

切断部位は，大腿切断 86 名，下腿切断 131 名であり，全

判定者数の 86％であった。切断年齢は 60 ～ 79 歳代に多く，

切断原因は外傷および後遺症が 42％，末梢循環障害が 58%

であった。

【考察】　 本市における下肢切断の現状は，大腿切断と下腿

切断に多く，サイム切断，足指切断等は極端に少ない。外

傷および後遺症による切断は，どの年代にも多いが，末梢

循環障害による下肢切断は，60 歳以上で急増している。糖

尿病や閉塞性動脈硬化症による下肢切断の実態は，澤村ら

の兵庫県内で実施した調査によると，昭和 45 年から平成

16 年までの 35 年間の四肢切断者に対する調査において，

1980 年代より増加していると報告されている。この傾向は，

本市では 1990 年頃から見られる結果を得た。また手帳取

得した下肢切断者のうち，更生用義足未判定者が 4 割存在

しており，未判定者の原因疾患は，末梢循環障害が 37％，

外傷および後遺症が 16％であることが分かった。未判定者

に末梢循環障害が多い要因を考えた場合，他の疾患による

切断よりも断端形成において成熟が進まず，義足が装着で

きる状態までに時間がかかることが背景にあると推測され

る。また義足の情報・義足訓練などが医療機関などから十

分に提供されず，更生用義足作製につながらないのではな

いかと考えられる。しかしこのことは推測の域を超えない

ものであり，今後さらに下肢切断者の生活実態を明らかに

する調査が必要と考える。

【倫理に関する項目】  この抄録に用いる個人情報は，専ら学

術研究のために利用し，本人の権利利益を不当に侵害する

恐れがないと認められることから，仙台市個人情報保護条

例第９条第１項第５号に該当し，その利用は適当であると

考える。
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高校スポーツ部活動において選手が使用できるトレーニング用具の調査
宮城県内公立高校と私立高校での比較

千葉　渉　・　渡邉　好孝

医療法人松田会　松田病院　リハビリテーション部

スポーツ外傷・障害 ,	スポーツ部活動 ,	トレーニング用具

【はじめに】スポーツ外傷・障害後のリハビリテーション

およびリコンディショニングを行う際には、その発生要因

の分析が必要であり、個体要因、環境要因、トレーニン

グ要因を把握することは重要である。筆者は特に、スポー

ツ外傷・障害を有する高校生に携わる機会が多く、高校ス

ポーツ部活動（以下、部活動）において、選手が使用でき

るトレーニング用具（以下、用具）を把握することは、リ

ハビリテーションおよびリコンディショニングプログラ

ムを作成・指導するうえで重要な情報となると考える。し

かし、部活動における用具に関する報告は、筆者が渉猟す

る限り見あたらない。

【目的】宮城県内公立高校（以下、公立）と私立高校（以下、

私立）の部活動において、選手が使用できる用具を調査し、

用具の種類を明らかにすることである。

【方法】平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月までの 3 年間で、

当院を受診し、スポーツ外傷・障害と診断され、当院外来

リハビリテーションを処方された、宮城県内の高校に在籍

し、主として部活動でスポーツをしている高校生 106 名

（男 50, 女 56）を対象とした。外来リハビリテーション初

回時に、年齢、性別、所属チーム先（以下、学校名）、競

技種目、競技レベル、練習時間、練習日数、疼痛部位、チー

ム専属トレーナーの有無、選手が使用できる用具につい

て、質問紙法によるアンケートを実施し、競技種目、用具

に関する回答を抽出し算出した。なお、膝前十字靭帯損傷

再建術後の選手は、競技種目の偏りが大きくなること考え

たため除外した。

【結果】公立 29 校 51 名（男 30, 女 21）13 競技、私立

12 校 55 名（男 20, 女 35）12 競技であった。部活動で

選手が使用できる用具の種類の上位５つは、公立では、ダ

ンベル 72.5%、縄跳び 64.7%、ラダー 62.7%、ベンチプ

レス 54.9%、メディシンボール 41.2% であり、私立では、

ダンベル 65.5%、ラダー 61.8%、縄跳び 58.2%、バラン

スボール 54.5%、ゴムチューブ 50.9% であった。公立と

私立の合計では、ダンベル 68.9%、ラダー 62.8%、縄跳

び 61.3%、ベンチプレス 47.2%、ゴムチューブ 40.6% で

あった。

【考察】結果より、部活動で選手が使用できる用具の上位

３つは、公立私立で同一であった。これらは、負荷設定が

容易であり、比較的安価で簡単に入手できる。さらに、ス

ポーツに必要な体力である、筋力、敏捷性、心肺機能をト

レーニングするために、有効的に使用できる用具であると

考える。そのため、スポーツ外傷・障害後のリハビリテー

ションおよびリコンディショニングを行う際には、これら

の用具をより安全に使用し、より有効的なトレーニング

を行うための知識や指導能力が必要であると考える。ま

た、医療機関などにおいても、これらの用具を使用した、

スポーツ外傷・障害後のリハビリテーションおよびリコン

ディショニングプログラムを積極的に実施することも重

要であると考える。

【まとめ】宮城県内の高校部活動において、選手が使用で

きる用具について、調査を行った。

【倫理に関する項目】対象者には、本研究の目的を説明し、

同意を得た。
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キセノン光の星状神経節近傍照射の安全性に関する文献調査
Horner 徴候に注目して

花田　真澄 1) 　・　吉田　英樹 2) 　・　前田　貴哉 2,3) 　・　照井　駿明 4) 

1) 大館市立総合病院リハビリテーション科
2) 弘前大学大学院保健学研究科
3) 医療法人整友会弘前記念病院リハビリテーション科
4) 地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター機能訓練部

キセノン光 ,	星状神経節 ,	Horner 徴候

【目的】キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-LISG）は、

交感神経活動の抑制を非侵襲的に引き起こし得る手法であ

り、理学療法においても末梢循環の改善や慢性疼痛の軽減

などを目的として実施されることがある。Xe-LISG は、侵

襲的な手法である星状神経節ブロックと比較して交感神経

活動の抑制作用は弱いとされるが、非侵襲的であるが故に

星状神経節ブロックでの重篤な有害事象である後咽頭血腫

や気胸などの発生リスクは皆無である。その一方で、星状

神経節ブロックを実施した際の効果判定所見として重要な

Horner 徴候（眼瞼下垂や縮瞳、眼球陥凹など）が Xe-LISG

でも認められるか否かについては統一見解が得られていな

い。非侵襲的な Xe-LISG では、前述の重篤な有害事象に加

えて Horner 徴候の発生リスクも無いことが望ましい。そこ

で今回は、これまでに公表された Xe-LISG に関する文献（原

著）を調査し、Horner 徴候の発生リスクからみた Xe-LISG

の安全性について検討することとした。

【方法】Xe-LISG に関する文献の検索は、Xe-LISG に用いら

れるキセノン光治療器が海外では殆ど使用されていないこ

とから、国内医学論文検索サイト「医中誌 Web」を使用し、

キーワードを「キセノン光」および「星状神経節」として

実施した。その上で、検索された原著論文について、①全

論文の総対象者数、②対象者の年齢、③ Xe-LISG の実施方

法および実施時間、④ Xe-LISG により交感神経活動が抑制

されたか否か、⑤ Xe-LISG による Horner 徴候の発生状況に

ついて調査した。

【結果】今回の調査では、16 編の文献が抽出された。

 ①「全文献の総対象者数」は 349 名であり、対象者は全て

の文献で健常者であった。

 ②「対象者の年齢」については、各文献での対象者の年齢

の平均値は最小で 21.1 歳、最大で 43.1 歳であった。

 ③「Xe-LISG の実施方法および実施時間」については、両

側の星状神経節近傍へのキセノン光照射を採用した文献が

13 編、片側の星状神経節近傍へのキセノン光照射を採用

した文献が 3 編であった。Xe-LISG の実施時間については、

一般的な実施時間と考えられる 10 分間である文献が 14 編、

15 分間の文献と 50 分間の文献が 1 編ずつであった。

 ④「Xe-LISG により交感神経活動が抑制されたか否か」に

ついては、全ての論文で Xe-LISG による交感神経活動の抑

制を示す所見が報告されていた。

 ⑤「Xe-LISG による Horner 徴候の発生状況」については、

Xe-LISG により Horner 徴候の発生を報告した文献は皆無で

あった。また、Horner 徴候以外の有害事象の発生を報告し

た文献も皆無であった。

【考察】今回の文献調査結果から、Xe-LISG により交感神経

活動は抑制されるが、Horner 徴候の発生リスクは皆無、も

しくは極めて低いことが示され、Xe-LISG の安全性が確認

できたと考える。このことは、Xe-LISG が星状神経節ブロッ

クと同様に交感神経活動を抑制し得るものの、その作用は

大変マイルドなものであることの裏付けにもなり得ると考

える。一方、今回の文献調査での対象者の母集団は若年健

常者であった。若年健常者と比較して生理学的予備力の低

下が予想される高齢者や実際の症例を対象とした場合では、

Xe-LISG による Horner 徴候の発生リスクが高まる可能性は

否定できない。しかし、高齢者や実際の症例を対象とした

Xe-LISG に関する系統的な研究は皆無である。Xe-LISG の安

全性を十分に確立するためには、高齢者や実際の症例を対

象とした追加検討が必要である。

【倫理に関する項目】本研究は文献調査のため倫理的配慮は

該当しないが、今回調査した 13 編の文献で対象者に対する

インフォームドコンセントの取得が行われたという記載が

あった。
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P-H-1 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

下腿三頭筋支配の脊髄興奮準位に及ぼす四肢間相互作用の影響に関する研究

古川　勉寛 1,2) 　・　藤原　孝之 1,2) 　・　上條　正義 2) 

1) 郡山健康科学専門学校

2) 信州大学大学院

H 波 ,	アクティブトリガ ,	ボタン押し課題

[ はじめに ] 我々は，対象者自身の意思の発動によってもた

らされる生体信号を用いて電気刺激装置を掃引する仕組み

（アクティブトリガ）を用いて意思の発動が脊髄興奮準位に

及ぼす影響について基礎研究を進めている．今回我々は，

意思の発動が脊髄興奮準位に及ぼす影響を明らかにする目

的で，可及的に骨格筋収縮を最小限にするために示指屈曲

運動を用いて電気刺激装置を掃引し，脊髄興奮準位に及ぼ

す影響を明らかにすることにした． 

[ 方法 ] 対象は，健常成人男性 7 名（21 歳）とした．被験

者の課題は，右の示指屈曲運動をする条件（以下，R 条件）

と左の示指屈曲運動をする条件（以下，L 条件）において，

各 8 回，0.2cps の頻度で反復示指屈曲をすることである．

H 波測定は，安静条件 ( 以下，P 条件 )，R 条件，L 条件の

3 条件で実施した．測定順は，P 条件実施後，R 条件と L 条

件をランダムに実施した．なお，いずれの条件も 5 分間隔

とした．H 波の測定姿勢は，頭頸部中間位・膝関節屈曲 60

°・足関節底屈 30°としたリクライニング座位とした．脛

骨神経の電気刺激は，電気刺激装置（H-0745，日本光電社製）

を用いて持続 1msec の方形波を設定し，定電流式アイソ

レータ（SS-104J，日本光電社製）に接続した．示指屈曲を

ともなう条件では，静電容量スイッチ式のタイミングパル

ス発生装置（自作）を外部トリガとして電気刺激装置に接

続し，示指が接触した時点で電気刺激装置を掃引した．電

気刺激強度の設定は，閾下二発刺激法を用いて刺激閾値を

求め 1.12 倍した値とした．H 波導出は，右側のヒラメ筋と

し，皮膚インピーダンスを 5kΩ 以下に前処理した．電極間

距離は 2.5cm として表面電極（M-150，日本光電社製）を

貼付した。表面電極より導出した H 波を，筋電アンプ（特注）

にて増幅し，A/D 変換ボードからサンプリング周波数 2kHz

で PC に取り込み，誘発電位研究用プログラム（EPLYZER Ⅱ，

キッセイコムテック社製）を用いて H 波を 8 回加算平均し ,H

波の振幅値を記録した。統計処理は，統計処理解析ソフト

（SPSS for windows ver.21.0）を使用し，H 波振幅値（mV）

を用いて，多重比較検定（Tukey）を有意水準 5％で実施し

た．また，H 波振幅値の変化率を観察するために，Pre を

100％として正規化して R 条件と L 条件の変化率を算出し

た． 

[ 結果 ]H 波振幅値 (mV) は，P 条件：1.08 ± 0.71mV，R 条件：

1.65 ± 1.11mV，L 条件：1.66 ± 1.17mV であった．多重

比較検定の結果，P 条件と R 条件間，P 条件と L 条件間に

有意差が認められた（p<0.05）．R 条件と L 条件間には，統

計学的有意差が認められなかった（p>0.05）．変化率は，R

条件：186％，L 条件：169％であった． 

[ 考察 ] 骨格筋収縮をあまり必要としないボタン押し課題に

おいて H 波振幅値が増強したことは，5 秒に 1 回のタイミ

ングでボタン押しを反復する作業課題と被験者自身の意思

の発動が，影響要因である可能性が示唆された．この結果

を理学療法の臨床で用いられる筋収縮課題を例に考えると，

外的に筋収縮のタイミングを与える（口頭指示）よりも，

対象者自身のペースで筋収縮を行うと筋出力が増強する可

能性が考えられる． 

【倫理に関する項目】本研究は，こおりやま東都学園研究倫

理委員会の承認（承認番号：倫理委 R1404）を得て行われた．

全ての被験者には事前に本研究の目的と内容を口頭および

書面で説明し，書面にて研究協力の同意を得た．
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P-H-2 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

ステップエルゴメーター駆動時における足部肢位の違いと下肢筋活動の分析

近藤　貴大　・　桑名　伸幸　・　添田　健仁

医療法人社団　新生会　南東北第二病院

ステップエルゴメーター ,	筋電図 ,	下肢筋活動量

【背景】 エルゴメーターでの運動はリハビリテーション領域

において多く用いられており，下肢筋力増強や運動耐用能

改善が主な目的となる．リカンベント式のステップエルゴ

メーターは，下肢の交互踏み込み運動をスムーズに実施で

きる機器である．運動処方時にその筋活動を理解すること

は必要だが，サイクルエルゴメーターと比較して，ステッ

プエルゴメーター駆動時の筋活動に関する報告は少ない．

ステップエルゴメーターでの運動を行う際，調節する点の

一つとしてストラップによる前足部の固定がある．ステッ

プエルゴメーターではペダル幅が広いためペダル上での足

部回旋が可能である．下肢外旋位での膝関節伸展運動は内

側広筋の最大随意筋活動を上昇させるという報告もある．

しかし，ステップエルゴメーター駆動時に肢位の違いに着

目した報告はない．本研究では，ステップエルゴメーター

駆動時の下肢筋活動を足部肢位の違いとともに検討する．

【方法】 健常男性 9 名を対象とした．ステップエルゴメーター

はプレステップ（酒井医療株式会社製）を用いた．シート

位置は膝関節が最大伸展に達した際に膝関節屈曲 20 度とな

る位置とした．前足部はストラップで固定した．固定条件

は 2 条件で，中間位と 20°外旋位とした．筋電図の測定は

表面筋電図計テレマイオ G2（ノラクソン社製）を用い，被

検筋は内側広筋，外側広筋，前脛骨筋，ヒラメ筋とした．

皮膚抵抗が 5k Ω以下になるよう処理を行い，電極を貼付し

た．1 分間のステップ数は 60 回で，仕事率は 40W とした．

エルゴメーター駆動時の平均筋活動量を求め，各筋の最大

等尺性収縮時を 100％として正規化し，%IMVC として表し

た．統計処理は対応のある t 検定を実施．有意水準は 5% 未

満．統計ソフトは R ver.2.8.1 を使用．

【結果】 内側広筋の %IMVC は中間位で 18.2 ± 9.30%，外旋

位で 21.0 ± 10.8% となり，有意差を認めた（p<0.05）．エ

フェクトサイズ 0.88，95% 信頼区間 5.48 ～ 0.09% であっ

た．外側広筋の %IMVC は中間位で 15.9 ± 6.44%，外旋位

で 17.4 ± 6.79% となり有意差を認めた（p<0.05）．エフェ

クトサイズ 0.80，95% 信頼区間 3.06 ～ 0.04% であった．

前脛骨筋は中間位 7.26 ± 9.64%，外旋位 8.49 ± 10.1% と

なった．ヒラメ筋は中間位7.69±5.34%，外旋位7.54±4.65

となった．前脛骨筋，ヒラメ筋の %IMVC は条件間で有意差

を認めなかった．

【考察】 ステップエルゴメーター駆動時の %IMVC は内側広

筋で約 18%，外側広筋で約 16% であった．一方，前脛骨筋

とヒラメ筋は 10% 以下であった．先行研究にて，40W で

サイクルエルゴメーターを駆動した際の %IMVC は内側広筋

で約 9％，外側広筋で約 8%，前脛骨筋で約 9%，腓腹筋内

側頭で約 21% という報告がある．ペダルを踏み込む際，初

期に内側広筋や外側広筋，そして後期にヒラメ筋が活動し，

ペダルを引き上げる際に前脛骨筋が活動するとされている．

これら報告と比較すると，ステップエルゴメーター駆動時

にはペダルを踏み込む際に膝関節伸筋がより活動し，足関

節周囲筋の活動を補ったと考えられる．足部肢位の違いで

は，外旋位で内側広筋，外側広筋の筋活動量が増加した．

膝伸展時に股関節外旋を伴うことで，内転筋群が伸張され

広筋内転筋板が伸張される．それにより内側広筋の活動量

が増加するといわれている．しかし，今回は内側広筋のみ

ならず，外側広筋の活動も増加した．内側広筋は膝関節最

終伸展域にてより働くという特徴や負荷の程度が関係して

いると考えられる．今回，同一ステップ数で同一仕事率で

の運動にも関わらず筋活動が異なった．このことは，ステッ

プエルゴメーター設定時の一指標となりうる．

【倫理に関する項目】対象には本研究の説明をし，同意を得

た．
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P-H-3 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

座位最大側方リーチ動作における座面の材質の違いが体幹運動に及ぼす影響

山口　美沙都　・　小野寺　一也　・　関　公輔　・　佐藤　英雄

いわてリハビリテーションセンター

座位側方最大リーチ ,	バランスパッド ,	体幹運動

【目的】 臨床で動的座位バランスへの介入は、硬い座面や柔

らかい座面、また、バランスツールを使用した不安定な座

面など、様々な環境で行われる。先行研究では、座位の支

持面となる硬さの違いで側方リーチ動作活動時の差異を述

べた研究は少ない。そこで今回、硬い座面とバランスパッ

ドを使用した柔らかい座面で側方リーチ動作を行った際の、

体幹の運動に着目し、胸郭および骨盤の角度に及ぼす影響

を明らかにすることを目的に本研究を行った。

 【方法】対象は健常男性 8 名（平均年齢 23.5 ± 1.8 歳）と

した。測定にあたり、本研究の目的と方法を説明し同意を

得て行った。被験者に 70 ㎝台の上に端座位をとらせ、開始

肢位は大腿の 55％が座面に乗るようにし、下腿は自然下垂

位、足底は非接地とした。動作課題は、硬い台の上および

台の上においたバランスパット上から前方の目印を注視し

たまま、なるべく体幹の回旋が入らないように保ちながら，

右側へ最大リーチすることとした。左上肢は左大腿の上に

置き、右上肢は肩関節 90°外転位、肘関節伸展位、手掌は

床面に向け、手指伸展位の肢位とした。測定はメトロノー

ムを使用し、リーチ速度を一定とした。動作順序は、静止

座位→側方リーチ→最大リーチ点での静止→静止座位まで

の戻り→静止座位を各 3 秒ずつ測定した。事前練習として

各条件で 2 回練習した後、3 回計測をし、最もリーチ距離

が長い 1 試行を結果として採用した。

身体標点として反射マーカーを両側の肩峰、烏口突起、肘

関節、手関節、股関節、膝関節、足関節、第 5 中足骨頭、

上前腸骨棘、上後腸骨棘、および頭部 3 点、第 2 胸椎に貼

付した。計測は三次元動作解析装置 VICON　MX（VICON

社製）を使用し、得られたデータから頭部・胸郭・骨盤の

側方傾斜角度、骨盤と胸郭の相対角度、左右の下腿傾斜角度、

および、COG の上下・左右への移動量、リーチ距離を算出

した。統計処理は SPSS17.0 を使用し、Wilcoxon の符号付

順位和検定を用い、有意水準を5％未満として比較検討した。

 　【結果】硬い座面（3.8 ± 5.5°）と比較し、バランスパッ

ド（8.7 ± 4.7°）の条件で胸郭・骨盤の相対角度で有意差

が見られた（p ＝ 0.012）。頭部・胸郭・骨盤・左右の下腿

傾斜角度、および、COG の上下・左右への移動量、リーチ

距離は有意差は見られなかった。

【考察】今回、座面の違いによって胸郭と骨盤の相対角度

が大きくなる結果となった。この角度変化は、体幹の左側

屈を表していることから、バランスパッド上で最大リーチ

することにより、立ち直る方向への体幹の側屈運動が生じ

るが、これは、パッドでは圧分散の作用があることで、支

持面となる殿部や最外側端となる大転子の体圧を包み込み、

支点となる部分の安定が図られた結果、最大リーチ時の支

点の安定性として寄与し、体幹の側屈運動が行いやすかっ

たのではないかと推察される。

また、骨盤、胸郭のそれぞれにおいては有意な差は認めら

れず、各個人でばらつきがあった。これは、平衡反応の冗

長性であり、骨盤の傾斜を中心とした側屈運動を作り出す

運動と、胸郭の傾斜を中心とした側屈方向の運動を作り出

す 2 つの反応があることが考えられた。

【まとめ】健常者を対象に、硬い台での側方最大リーチ時と、

柔らかいバランスパッド上での側方最大リーチ時の反応の

違いを、体幹の運動を中心に比較検討した。結果、バラン

スパッドにおいて相対角度のみ大きくなる傾向があり、ト

レーニングとして、体幹側屈運動が引き出しやすい可能性

が考えられた。

【倫理に関する項目】測定にあたり、本研究の目的と方法を

説明し同意を得て行った。
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P-H-4 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

発達障害児に対する PEDI を用いたアセスメントの経験

越後　あゆみ

東北メディカル学院

発達障害 ,	PEDI, 	未就学児

【はじめに】近年、発達障害への関心が高まるとともに身

体障害のみを有する児よりも、その数は多いと言われてい

る。近藤ら (2006) は、発達障害全体では脳性麻痺の占める

割合は少なく、精神遅滞、コミュニケーション障害、発達

性協調運動障害、ADHD、非言語性 LD、LD、PDD がむしろ

多く、全体としては人口構成の数％に及ぶと考えられてい

ると報告している。発達障害は先天的な脳の機能障害が原

因であることが明らかになり、様々な療育方法が紹介され、

療育機関も増えてきている。その反面、障害を抱えながら

も保育機関や児童デイサービスに通園する児への対応に困

惑する保育スタッフは多い。そのような状況下でも、児を

評価し支援プランを設定しようという施設の取り組みに対

し、リハビリテーションのための子どもの能力評価法（以下，

PEDI）を用いてアセスメントを行った。発達障害の評価は

多くあるが、どれも専門的であり、知能・認知面を重点的

に評価するように構成されている。しかし、PEDI はその子

どもを良く知る臨床家や教育者によって実施することがで

き、系統的な聴取とそれに対する親の回答によっても実施

することができる。また、セルフケア領域、移動領域、社

会的機能領域に分類されているため、特殊教育の分野で使

われている適応発達評価とリハビリテーション医学で用い

られている機能評価の両者の特徴を併せもっている。そこ

で、今回は児童デイサービスに通う未就学児で、発達障害

またはそれが疑われる児に対し PEDI を使用し、アセスメン

トから支援プログラム作成を進めたので報告する。

【症例紹介】未就学児（2 ～ 4 歳）3 名に対し、実施した。

うち 2 名は発達障害の診断をうけており、療育機関への定

期的な通院がある。残り 1 名は、療育機関への通院がない

もののプリングルス病の診断を受けている。3 名とも言語

的コミュニケーションは不可、歩行動作は獲得している。

【PEDI による評価】初回評価時、移動領域が年齢よりも大

きく下回ることはなく、セルフケア領域と社会的機能にお

いて低スコアとなった。セルフケア領域では、3 症例とも

トイレ動作、排尿・排便管理においてスコア獲得は困難で

あった。しかし、食事動作や更衣動作では部分的にでき、

できていない部分を詳細に評価することができた。また、

社会的機能は他の 2 つに比べ特に低スコアであり、3 名と

も項目によっては 0 点という項目もあった。コミュニケー

ションの機能的使用、文章の理解、物で遊ぶ、仲間との交流、

社会的遊び、自己防衛、時間のオリエンテーションの項目

に関しては、次のステップが把握しやすかった。

【考察】PEDI で評価することにより、児の苦手な領域や次

に獲得できそうな項目を、スコアで表すことができスタッ

フが理解しやすかった。また、その項目をデイでの生活に

取り入れやすいため、支援プログラムへと繋げやすかった

こと、支援プログラムの効果が分かりやすかったことが利

点として挙げられる。PEDI の使用対象として、主要な障害

が行動面や社会面にある子どもに対する妥当性については

まだ検討中ではあるが、今回の経験より発達障害を有する

またはそれが疑われる未就学児に対して PEDI を用い評価す

ることは、こちらが児の生活全般を把握でき、どのような

支援が必要となるかを考えるための評価として、適してい

ると考えた。しかし、セルフケア領域、移動領域のスコア

を獲得した後、社会的機能面のみが低値を示す年齢になる

児には、適応行動を評価するための他の指標が必要になる

ことが予測された。

【倫理に関する項目】本報告の内容と目的を対象者の保護者

へ説明し、書面にて同意を得た。
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P-H-5 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

若年男性における胸郭拡張差測定の有用性
～呼吸機能および姿勢との関連から～

阿部　雄介

石巻赤十字病院

若年男性 ,	胸郭拡張差 ,	呼吸機能

【目的】胸郭拡張差 ( 以下、拡張差 ) は呼吸時の胸郭可動性

を簡便に評価する方法であり、中高年者では呼吸機能との

関連から拡張差の標準値や拡張差を加味した肺機能予測式

も報告されているが、若年者において同様の報告は見当た

らない。

 拡張差と呼吸機能との関連の有無については多数報告さ

れ、関連がないとする報告も少数ながら存在している。また、

姿勢の変化に伴い呼吸時の胸郭運動は変化し、拡張差も影

響を受けると指摘されている。しかし、拡張差を姿勢間で

比較し、各姿勢での拡張差と呼吸機能との関係について同

時に検討した報告は少ない。

 そこで、本研究では若年男性を対象として、胸郭拡張差と

呼吸機能および姿勢との関連やその傾向を明らかにし、若

年男性での拡張差測定の有用性を示すことを目的とした。

【方法】対象は成人男子大学生 31 名 ( 年齢 21.1 ± 1.1 歳、

身長 170.7 ± 4.8cm、体重 62.8 ± 7.6kg) であった。

 測定肢位を安静座位および安静立位とし、胸郭拡張差測定

と呼吸機能検査を姿勢毎に実施した。

 胸郭拡張差測定にはテープメジャーを用い、腋窩高・剣状

突起高・第 10 肋骨高の最大吸気および呼気時の胸郭周径を

測定し、その差を求め、差の最大値を採用した。

 呼吸機能検査にはフクダ産業製電子スパイロメータ ( スパ

イロシフト SP-310) を用い、肺活量 (VC) および努力性肺活

量 (FVC) を測定し、VC、FVC、対標準肺活量 (%VC)、1 秒量

(FEV1)、対標準 1 秒量 (%FEV1)、1 秒率 (FEV1%) を求めた。

統計学的検定には Excel 統計 Statcel3 を使用した。各姿勢

における測定部位間の拡張差の比較を Turkey-Kramer 法、

姿勢間での拡張差および呼吸機能の比較を対応のある t 検

定で行い、拡張差と呼吸機能の相関はピアソンの相関係数

を求めた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】各姿勢における拡張差を測定部位間で比較し、座位

では剣状突起高と第 10 肋骨高の拡張差間で、立位では腋窩

高および剣状突起高と第 10 肋骨高の拡張差間で有意差を認

め、いずれも第 10 肋骨高での拡張差が有意に小さかった。

 姿勢間で拡張差および呼吸機能を比較し、剣状突起高、第

10 肋骨高の拡張差に姿勢間で有意差を認め、立位で有意に

小さかった。呼吸機能は有意差を認めなかった。

 各姿勢における拡張差と呼吸機能との相関係数を求め、座

位では剣状突起高での拡張差と VC、%VC、FEV1において、

立位では腋窩高の拡張差と %FEV1、剣状突起高の拡張差と

FEV1、%FEV1において有意な正の相関関係を認めた。

【考察】座位・立位共に腋窩高、剣状突起高の可動性が大き

いことから、最大努力時の呼吸様式は胸式呼吸が優位であ

ると考えられる。

 立位と比し座位では剣状突起高と第 10 肋骨高の拡張差が

有意に大きいことから、下部胸郭の運動が増加していると

考えられ、下部胸郭の運動の変化により姿勢間で関連する

呼吸機能が異なったと考える。

 以上から、拡張差は呼吸様式や姿勢の影響を受けるが、座

位・立位共に特に剣状突起高での拡張差が呼吸機能をより

反映していると推察される。

【理学療法学研究としての意義】 本研究では若年男性におけ

る最大努力呼吸時の呼吸様式や姿勢による胸郭運動の変化

を胸郭拡張差測定によって捉えた。そして、胸郭拡張差と

呼吸機能に相関関係が認められたことから、若年男性にお

いても中高年者同様に胸郭拡張差測定には有用性があるこ

とが示唆された。

【倫理に関する項目】対象者に対し本研究の目的や参加同意

及び同意撤回の自由、プライバシー保護の徹底等について

予め十分に説明し、書面にて同意を得た。
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P-H-6 【ポスター発表	H	基礎Ⅰ】

高齢者の身体能力認識誤差及び加齢との関連性

菊池　宏菜　・　熊谷　恵理　・　斉藤　未幸

盛岡つなぎ温泉病院

身体能力認識誤差 ,	高齢者 ,	過小評価

【目的】身体能力認識誤差は、自身で認識している自己の身

体能力と実際の身体能力との誤差である。高齢者において

は、自己の身体能力を過大評価するなどの自己の身体能力

を正確に認識できていない場合に転倒リスクが高まると言

われており、身体能力認識誤差が転倒と関連していること

も報告されている。今回、日常的な動作を用いて身体能力

認識を測定し、高齢者の身体能力認識誤差及び加齢との関

連性について検討することを目的とした。

【方法】対象は移動能力が独歩自立または見守りレベル

( 杖使用可 ) の著明な認知面の低下や運動・視覚障害のな

い、65 歳以上の当院通所・外来・入院患者 28 名 ( 平均年

齢 75.8 ± 6.3 歳 ) とした。課題動作は①またぎ動作 2 種類

( 幅 10・20cm) ②昇段動作 2 種類 ( 高さ 10・20cm) の計

4 種類とした。①静止立位で足先を基準線に合わせた状態

を開始肢位とし、目標物である溝を 5 秒間見てもらい溝は

撤去した。その後、溝をまたぎきるつもりで前方に一歩進

んでもらい、基準線から踵までの距離を測定し実測値とし

た。②基準線に足先を合わせた立位を開始肢位とし、基準

線から前方 20 ㎝のところに設置した台を 5 秒間見てもら

い台は撤去した。その後、台に上がるつもりで前方に足を

上げてもらい、足底面から床までの距離を測定し実測値と

した。尚、課題動作は支持物のある環境にて行った。また、

目標と実際の動作結果のずれを身体能力認識誤差として算

出し、目標物に対し実測値が大きい場合は身体能力を過小

評価、小さい場合は過大評価していると判断した。統計解

析は SPSS14.0 を用いて実際の認識誤差を絶対値とし、身体

能力認識誤差と加齢との関連について Spearman の順位相

関分析を行った。

【結果】Spearman の順位相関係数では、またぎ 10 ㎝ ( ｒ＝

－ 0.24)、またぎ 20 ㎝ ( ｒ＝－ 0.25)、昇段 10 ㎝ ( ｒ＝－

0.21)、昇段 20 ㎝ ( ｒ＝ 0.16) であり、身体能力認識誤差と

加齢に有意な関連性は認められなかった。一方、4 種類の

課題動作を全て過小評価している対象者 11 名、全て過大評

価している対象者 1 名、その他 16 名は 4 種類の動作を過小・

過大評価しており一定ではなかったため、身体能力を過小

評価している対象者が多い傾向となった。

【考察】結果から、身体能力認識誤差と加齢に有意な関連性

は認められず、加齢に伴い身体能力認識誤差が大きくなる

とは言えなかった。要因としては、対象者の動作能力が高

かったことや年齢に関係なく身体能力認識誤差の大きさに

ばらつきがみられ、それらが影響したのではないかと考え

た。一方、先行研究では立位での最大リーチ距離の測定にて、

虚弱高齢者は身体能力を過大評価する傾向にあると報告し

ている。しかし、本研究では身体能力を過小評価する傾向

がみられた。この傾向の違いについては、先行研究の測定

内容は立位でのバランス能力も影響している動作であるが、

本研究の課題動作は、支持物を使用しバランスの影響が少

ない環境下でのまたぎ・昇段動作であったことが考えられ

た。このように、バランス能力の影響や測定内容の違いに

より過大・過小評価の傾向に相違が生じることが考えられ

た。

【まとめ】高齢者の身体能力認識誤差及び加齢との関連性に

ついて検討した。高齢者の身体能力認識誤差と加齢との間

には有意な関連性は認められなかった。また、身体能力の

認識誤差の過大・過小評価の傾向には、バランス能力や測

定内容の違いなどが影響していると考えられた。 

【倫理に関する項目】対象者には本研究の主旨を十分に説明

し書面にて同意を得て実施した。
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体重減少の著しい利用者への栄養管理と運動療法が効果的であった一症例
～通所リハビリでの関わり～

金子　尚貴　・　小笠原　涼介　・　高橋　沙穂理　・　高橋　未来　・　武田　哲

一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院通所リハビリテーションセンター

通所リハビリ ,	栄養管理 ,	運動療法

【はじめに】週 2 回の通所リハビリ ( 以下通リハ ) 利用にて

約 3 か月間栄養管理と運動療法を実施し , 身体機能が大幅

に改善した症例を担当する機会を得た。改善に至った経緯

とその考察について以下に報告する。

【症例】年齢・性別：70 歳代後半・男性。既往歴：胃癌 ( 約

20 年前 , 胃 2/3 切除 )。熱中症発症後 , 熱発と食欲不振によ

り半年間の在宅生活で約 20kg の体重減少を認め , 身体機能

の著しい低下がみられた。約3週間の入院治療後自宅退院し,

当通リハ利用を週 2 回の頻度で開始した。要介護度：要介

護 4。家族：妻と二人暮らし。性格：職人気質 , 真面目。

【理学療法評価】MMT：両大腿四頭筋 3, 腹直筋 3。握力 (kg)：

L/R・12.7/12.6。TUG,10ｍ歩行テスト：膝折れ強く計測不能。

FIM：88（移動：車椅子レベル）。発症前 ADL：独歩で生活

し植木仕事をしていた。

【 栄 養 評 価 】身 長：164cm。 体 重：39.0 ㎏。 体 重 減 少

率 ( 半 年 間 )：33 ％。BMI：14.5。 下 腿 周 径 (cm）：L/R・

25.5/25.0。MNA-SF：3/14( 低栄養 )。総エネルギー消費量

( 以下 TEE)：1076kcal。基礎代謝量 ( 以下 BEE)：896kcal。

必要蛋白質量：48.75 ｇ。食事形態：軟食・刻み。エネル

ギー摂取量（以下摂取量）：約 600kcal。摂取量－ TEE ＝－

476kcal と負の栄養バランス。中等度～重度の栄養障害を

認め ,EWGSOP の分類で摂取量不足 , 廃用性筋萎縮による二

次性サルコペニアと分類される。

【経過】( 利用開始前 )1 日ベッド臥床にて経過 , 食事量は主

食 , 間食数口程度。主治医よりエンシュア・リキッド処方

あるも摂取せず負の栄養バランスを認めた。(1 ～ 2 ｗ ) 通

リハ利用開始に伴いエンシュア・リキッドの摂取を促し運

動後を中心に提供した。栄養管理が適切に行われるまでは

ベッド上 ROM ex 程度の運動強度から実施した。(3 ～ 4

ｗ ) 通リハ利用により離床時間増加。ベッド上 ROM ex に

加え平行棒内歩行練習開始。摂取量約 1000kcal。(5 ～ 6

ｗ ) 身体機能改善とともに運動意欲向上し食事内容は蛋白

質を多く含むものへ徐々に変化。平行棒内での低強度レジ

スタンストレーニング ,T 字杖使用した歩行練習開始。( ～

2M）歩行状態安定化に伴い独歩での歩行練習開始。摂取

量 約 1600kcal, 体 重 40.6kg,TEE：1376kcal。TEE を 摂 取

量が安定して上回ってきたためマシンを使用した中強度レ

ジスタンストレーニングを開始。( ～ 3M) 独歩で移動自立

し ADL ほぼ自立レベル。体重 41.6kg。BMI：15.5。下腿周

径 (cm）：L/R・28.0/27.5。MNA-SF：10/14(At risk)。 筋

力 (MMT)： 両 大 腿 四 頭 筋 4, 腹 直 筋 4。 握 力 (kg）：L/R・

20.1/20.6。TUG( 秒 )：8.67。10 ｍ歩行テスト ( 秒 )：8.11。

FIM：119。

【考察】本症例は熱中症発症を起因とし , 食欲低下による摂

取量減少と , 活動量減少による廃用性筋萎縮がサルコペニア

を引き起こし,それによるBEE,TEEの低下が更なる食欲低下,

活動量低下をもたらし , 栄養不良状態を促進させるフレイル

ティ・サイクルを構築していた。そこで通リハにてフレイ

ルティ・サイクルを構築している主原因であった , 栄養・活

動面に対してのアプローチを実施した。栄養面に対しては

栄養補助食品の必要性を説明し , 栄養指導を実施したことが

摂取量の拡大に効果を示したと考えられる。加えて , 通リハ

利用により離床時間が拡大したことで TEE が増加し , 食欲

の増加 , 摂取量の拡大につながったと考えられる。また ,TEE

と摂取量のバランスを考慮した運動療法の実施が筋肉量の

増加に効果を示し , 身体機能向上につながったと考えられ

る。通リハでの週 2 回の関わりの中でも , 適切な栄養管理

と運動療法の実施がサルコペニアの改善に効果を示し , フレ

イルティ・サイクルからの脱却をもたらしたと考える。

【倫理に関する項目】対象症例には本報告の趣旨・内容を説

明し同意を得ている。
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理学療法士の視点で見た脳卒中専門病院における褥瘡対策の実態調査

皆方　伸 1) 　・　佐藤　聖子 2) 　・　佐藤　雄一 1) 

1) 秋田県立脳血管研究センター　機能訓練部

2) 秋田県立脳血管研究センター　看護部

脳卒中 ,	褥瘡 ,	危険因子

【目的】平成 24 年度の診療報酬改定から，褥瘡対策の実施

は入院基本料の施設基準に組み込まれた．そのため，褥瘡

は医療の質保証の指標の１つとして位置づけられている．

しかし，尾崎らがリハビリテーションスタッフを対象に行

なった褥瘡に関する評価スケールの理解度調査の結果，そ

の理解度は低く，褥瘡対策への関心が薄いことが明らかと

なった．そこで，本研究は，車椅子使用時の褥瘡対策に焦

点を当て，脳卒中専門病院である当センターで計画された

内容を調査し，理学療法士の関わり方の一助とすることを

目的として行った．

【方法】対象は，平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月までに

当センター回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期

病棟）に入棟し，入棟時の「褥瘡対策に関する看護計画書」（以

下，計画書）が確認できた 126 名（男性 76 名，女性 50 名．

平均年齢 68.0 ± 11.6 歳）とした．調査項目は，計画書に

記載されている危険因子の有無（①ベッド上での自力体位

変換，②イス上での姿勢保持 • 除圧，③病的骨突出，④関

節拘縮，⑤栄養状態低下，⑥皮膚湿潤，⑦浮腫），計画され

た車椅子使用時の褥瘡対策の内容とその数，また同時期に

評価された Functional Independence Measure（以下，FIM）

とした．検討方法は，褥瘡計画の内容等については単純集

計を実施した．さらに，褥瘡対策の計画数を従属変数，年齢，

FIM 運動項目合計得点，FIM 認知項目合計得点，7 種類の

危険因子の有無を独立変数として，Akaike’ s Information 

Criterion によるステップワイズ法を用いて重回帰分析を実

施した．なお，危険因子の有無において，褥瘡リスクがな

い場合は「0」，ある場合は「1」を代入した．統計学的有意

水準は 5% とした．

【結果】対象群の 98 名（77.8%）が，車椅子使用時に褥瘡

対策を計画されていた．その内，複数の対策を計画され

たものは 72 名（57.1%）で，最大で 4 種類の対策を計画

されていた．計画の内容としては，除圧クッションの使用

（92 名），除圧動作の介助（70 名），座位姿勢のセッティン

グ（34 名）の順で多かった．褥瘡対策の計画数を従属変数

とした重回帰分析の結果，FIM 運動項目合計得点（β = －

0.02），イス上での姿勢保持 • 除圧（β =0.64），皮膚湿潤（β

=0.54）の 3 項目が有意な変数として抽出された（自由度調

整済み R2=0.48，F=39.9，p<0.01）．

【考察】今回の調査では，回復期病棟入棟時に約 8 割の患

者に褥瘡対策を計画されていたことが判明した．そのため，

理学療法士は回復期病棟の対象となる患者の多くが褥瘡対

策の計画が必要となることを理解し，その対策に関心を持

つ必要性があると考えられた．また，対策の計画数を従属

変数とした重回帰分析の結果から，計画数が増えることに

は，ADL 能力や座位バランスが低く，皮膚湿潤あることが

関与していた．皮膚湿潤の要因については，多汗，尿・便

失禁とされ，特に尿失禁の頻度が高い．これらのことから，

急性期治療時から早期の ADL 練習を開始し，排泄動作の自

立を目指していくことは，間接的に褥瘡対策に繋がる可能

性があるものと考えられた．

【まとめ】回復期病棟入棟時に立案された褥瘡対策の実態調

査を行った．結果，対象群の約 8 割が車椅子使用時の褥瘡

対策を計画されていたことが判明した．また，その計画数

には，ADL 能力，座位バランス能力，皮膚湿潤の有無が関

与していた．そのため，理学療法士による急性期治療時か

らの早期の ADL 練習が褥瘡対策に繋がる可能性が示唆され

た．

【倫理に関する項目】対象は，入院中の診療データの研究使

用に対しての同意書が確認できた症例のみとした．また，

データ解析にあたり，個人が特定できないように配慮を行っ

た．
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脳卒中地域連携パス活動報告と今後に向けて

白井　由貴　・　丹保　信人

竹田綜合病院

脳卒中地域連携パス ,	地域連携 ,	転帰

【はじめに】
福島県会津地域は高齢化率約 32％と超高齢社会を迎えた地
域である．全国的にも高齢化は進んでおり，医療・介護・
福祉提供体制の見直しが加速している．平成 20 年脳卒中地
域連携パス（連携パス）が保険診療として認められ，当院
では平成 23 年より連携パスが運用開始された．今回，福島
県会津地域連携パスの活動と今後の地域医療における連携
パスの役割について考察する．

【脳卒中地域連携パスの活動】
 計画管理病院として当院が 1 段階目となり，2 段階目 7 施
設の病院，6 施設の介護老人保健施設（老健）( 入所 )，3
段階目 5 施設の外来診療機関，6 施設の老健（通所）と連
携し，連携パスを運用している．連絡会議を年 3 回開催し，
市役所，医師会，歯科医師会，薬剤師会も参加している．
地域連携に向けて顔の見える連携の場として情報共有や交
換，実績報告，施設紹介，症例検討，講演会を行っている．

【対象と方法】
 平成 24 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日に連携パス運用
となった脳卒中患者数，病型，転帰，計画管理病院在院日
数について後方視的に調査した．数値は平均±標準偏差と
した．

【結果】
 1）脳卒中患者数，病型について
 平成 24 年度脳梗塞 303 名，脳出血 85 名，くも膜下出血
25名の計413名．平成25年度脳梗塞339名，脳出血107名，
くも膜下出血 15 名の計 461 名．平成 26 年度脳梗塞 354 名，
脳出血 89 名，くも膜下出血 15 名の計 458 名であった．
 2）転帰について
 転院は平成 24 年度 58 件中 9 件が当院同一法人施設外，
平成 25 年度は 75 件中 41 件，平成 26 年度は 78 件中 35
件であった．老健は平成 24 年度 7 件全て当院同一法人施
設外，平成 25 年度 11 件中 6 件が当院同一法人施設外，平
成 26 年度は 13 件中 7 件であった．

 3）在院日数について
 平成 24 年度転院 115.0 ± 65.0 日，老健 92.2 ± 38.8 日，
平成 25 年度転院 121.8 ± 129.0 日，老健 224.7 ± 326.7 日，
平成 26 年度転院 106.7 ± 44.5 日，老健 106.5 ± 102.6 日
であった．

【考察】
 連携パス運用開始から約 3 年が経つ．平成 24 年度と比較し，
平成 25 年度，平成 26 年度は当院同一法人施設外への転院
が増えた．老健は平成 24 年度全て当院同一法人外の転帰だ
が全体数が少ない．平成 25 年度，平成 26 年度は全体数が
増え，約半数が当院同一法人施設外の転帰であった．連携
パス運用開始から比較すると少しずつ地域連携が行われて
いるのではないかと考える．また連絡会議での施設紹介に
より互いの施設の強みを知ることで，より良い医療が提供
できると共に地域連携にも繋がっていることが考えられる．
在院日数については転院，老健共にばらつきのある結果と
なった．これは社会的入院や施設待機，透析患者では転院
可能な病院が少ないという現状にあることが考えられる．
 脳卒中患者は増加傾向にあり，高齢化が進んでいる現在，
今後も患者数の増加が考えられる．そのため生活習慣病や
再発予防が重要で開業医との連携も必要であると考える．
地域全体でフォローできる体制として地域包括ケアシステ
ムが推進されており，大野は地域包括ケアシステム確立の
ためには急性期・回復期・維持期が効果的に連携しなけれ
ばこのシステムが機能できない．様々な連携の仕組みが必
要だが，急性期・回復期・維持期をつなぐツールとして連
携パスの必要性は地域包括ケアシステムの視点でも重要で
あると述べている．地域包括ケアシステムのためにも連携
パスの活動を通して地域の医療・福祉関係者と連携を深め
ていくことが大切であると考える．
 【倫理に関する項目】研究に際し，個人特定できないよう匿
名化し連結不可能なデータとして処理を行った．本研究は
当院倫理審査委員会の承認を得て実施した．
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学童期の運動能力と運動量の関係について
―縦断的調査研究より―

西沢　孝朗

医療法人なかざわ整形外科スポーツクリニック

学童期 ,	運動能力 ,	運動量

【目的】近年，児童の運動能力低下が問題視されているが，

未だ原因については明確にされていない。注目されている原

因の中に運動習慣の低下があり，先行研究では，運動習慣が

ある児童の方は，運動習慣が無い児童より有意に高い運動能

力を示すという横断的研究結果が示されている。しかし実際

に運動量の増加に伴い，運動能力が向上するのかを確認する

ためには，縦断的研究により児童の経時的変化を追う必要が

ある。そこで、本研究の目的は児童の運動習慣の変化と運動

能力の変化を縦断的に調査し，両者の関係性を明らかにする

ことである。

【方法】弘前市内の某小学校にご協力を仰ぎ，2011 年から

2014 年まで経時的に同一児童の運動能力と運動量を調査し

た。その結果，2 年時から 5 年時までの 4 年間継続調査が

可能であり調査項目に不備のなかった小学校 5 年生 34 名

（男子 15 人，女子 19 人）を対象とした。対象者の年齢は

10.53 ± 0.51 歳，身長は 142.38 ± 5.83cm，体重は 34.96

± 15.41kg であった。運動能力は，小学校で毎年実施され

ている新体力テストの項目の中から，50m 走，立ち幅跳び，

反復横跳びの 3 種目を抽出して実測値を用い、運動量は，

質問紙法によって実施したアンケート調査から 1 週間の総

運動時間を算出し、それぞれの各学年間での変化を検討し

た。統計解析には Tukey-Kramer 法または Steel-Dwass 法を

使用した。次に，得られた運動能力と運動量のそれぞれの成

績から，2 年時から 3 年時までといった，1 年間での成績の

変化量を各学年間で算出し，Spearman の順位相関係数を使

用して相関分析を行った。さらに，2 年時から 5 年時までの

3 年間でのそれぞれの成績の変化量を算出し，同様の統計処

理にて相関分析を行った。すべての検定において有意水準は

0.05 とした。

【結果】運動能力と運動量の成績は，いずれも学年の向上に

伴い有意に向上していた。次に，運動能力の変化と，運動量

の変化との関係を，1 年間という短期的な観点で分析した結

果，どの学年間においても両者の間に有意な相関はみられな

かった。そこで，2 年時から 5 年時の 3 年間での変化での

分析の結果，50m 走を除く反復横跳びと立ち幅跳びの成績

の向上と，運動量の増加との間に有意な相関が認められた。

【考察】運動能力も運動量も学年の向上に伴い増加するが，

それぞれの成績が向上する時期にばらつきがみられたこと，

そして運動量は 1 年間では有意な増加ではなかったことか

ら，短期的には両者の間には有意な相関関係がみられなかっ

たと考えられる。しかし 3 年間での運動能力及び運動量の

増加は有意であり，両者の変化量の間には有意な相関がみら

れた。このことは，3 年間という長期的な視点での検討を行

うことにより，上述したような対象者間の運動能力向上時期

のばらつきを全て包含した結果が捉えられ，運動量の増加に

ついても 3 年間での蓄積された結果を捉えることができた

と考えられる。 

【まとめ】今回の研究結果から，普段の運動量を長期的に継

続または少しずつ増加させていくことが，運動能力の向上に

つながることが示唆された。今後は，運動の質や強度にも注

目することで，児童の運動能力向上のさらなる手がかりを追

及していくことができると考える。

【倫理に関する項目】本研究は弘前大学大学院保健学研究科

倫理委員会の承認を受け，校長から同意を得たうえで被験者

及びその保護者に文書による説明により同意を得て実施さ

れ，個人情報に配慮して匿名化して統計処理を行った。
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震災 4 年経過時点での仮設住宅在住の被災地住民の生活状況について

田邊　素子　・　光永　輝彦　・　高村　元章　・　小笠原　サキ子　・　庭野　賀津子　・　佐藤　俊

人

東北福祉大学

生活空間評価、,	社会的ネットワーク ,	主観的健康感

 【目的】東日本大震災は、津波による被害に加え福島第一原

子力発電所事故による被害も加わり、被災地の住民の生活

に今なお多大な影響を与えている。本研究では、震災後 4

年が経過した時点における被災地住民の生活状況において、

活動性（生活空間）、社会性（社会的ネットワーク）、主観

的健康感の調査を行い、津波流失被害の影響が大きい宮城

県、原発事故の影響が大きい福島県の対象者でこれらに違

いがあるかどうかを明らかにすることとした。

【方法】対象者は、宮城県気仙沼地区 3 カ所、福島県郡山地

区 3 カ所にある応急仮設住宅に居住する女性 71 名（内訳：

宮城 48 名、福島 23 名）である。対象者の平均年齢は 73.4

± 11.1 歳（34~94 歳 ）。 募 集 期 間 は、2014 年 9 月 か ら

2015 年 1 月で、仮設住宅の集会所で催される化粧療法に集

まった女性住民から、調査参加に同意したもとした。調査

方法は、質問紙調査で、調査項目は、年齢、同居家族等の

基本情報、活動性の評価として、生活空間評価（LSA：Life 

space assessment, 0-120 点）、社会性の評価として Lubben

の Social Network Scale-6（LSNS: 社 会 的 ネ ッ ト ワ ー ク、

0-30 点）、主観的健康感は、過去 4 週間の健康状態につい

て 4 段階（4-1 点）で評価した。統計解析は、年齢は対応

のない t 検定、同居家族等についてχ 2検定、LSA、LSNS、

主観的健康感の各調査項目についても、宮城県（M 群）、福

島県（F 群）にわけ、2 群間において対応のない t 検定を行っ

た。危険率 5％未満を統計学的有意とした。

【結果】平均年齢は、M 群で 76.0 ± 10 歳、F 群で 67.3 ±

11.6 歳で有意差があった（p ＝ 0.002）。同居家族の形態は

有意な差はなかった。LSA は、M 群では 78.76 ± 18.47 点、

F 群で 72.95 ± 22.53 点で有意な差はなかった（p ＝ 0.320）。

LSNS は、M 群 で 14.79 ± 5.25 点、F 群 で 17.04 ± 4.66

点で有意な差はなかった（p=0.290）。主観的健康感は、M

群で 2.19 ± 0.57 点、F 群で 1.91 ± 0.43 点で F 群が有意

に低かった（p ＝ 0.045）。

【考察】対象者の年齢を比較では、宮城の対象者の平均年齢

が福島より高く高齢者が多い集団だったといえる。しかし、

年齢差があるにもかかわらず、LSA、および LSNS の得点に

差はなかった。基準値との比較では、LSA は一般高齢者よ

り宮城、福島とも低い傾向であり、仮設住宅での生活にお

いては活動範囲が狭いことが示唆される。LSNS は福島の対

象者群の方が基準値より高く、宮城の方がやや低い状況で

あった。LSNS はインフォーマルなサポートを反映すること

から、福島の対象者は、家族、友人、近隣との関わりを多

く持つ傾向にあることが考えられる。主観的健康感は福島

の方が有意に低かった。年齢が比較的若いにも関わらず健

康感が低いことは、福島の仮設住宅での生活における生活

上の不安が健康感に反映している可能性が考えられる。今

後、詳しいインタビュー等の調査、分析が必要である。今

回は集会所での化粧療法参加者であるため、集団が限定的

であるが、今回の結果は震災 4 年後の仮設住宅の住民の活

動性、社会性、健康感を宮城、福島で明らかにした。今後

の災公営住宅での居住が開始してからの被災者の生活支援

の資料と成りうると考える。

【倫理に関する項目】対象者には質問紙調査時に研究概要に

ついて十分な説明を行い、同意を得てから実施した。本研

究は東北福祉大学倫理審査委員会で審査され承認を受けて

いる。
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P-J-1 【ポスター発表	J	生活環境支援Ⅱ】

介護予防推進支援事業における集団体操作成の実際

室井　宏育　・　官野　亜麻妃　・　佐藤　純也　・　服部　和彦　・　秋吉　秀美　・　榊枝　功恭

佐藤　友里絵　・　菅野　史　・　丹治　佑記　・　松嶋　舞子

（財）総合南東北病院

介護予防推進支援事業 ,	集団体操 ,	地域高齢者

【目的】平成２６年度より地域づくりによる介護予防推進支

援事業が施行され、以前にも増して、地域活動が重要になっ

てきている。今回、近隣の市町村より介護予防のための集

団体操の作成を依頼された。多種多様な運動メニューから

どのように選択し集団体操を作成したのか、集団体操の効

果検証のためどのような評価を取り入れたのか。作成の実

際について以下に報告する。

【目的の明確化】集団体操を作成するうえで、市町村が掲げ

る基本目標や理念を下位に展開し、具体化していった。市

の基本目標は「一人ひとりがその人らしい心豊かで健やか

な生活ができるまちづくり」であり、担当の保健師と共に

市の基本目標を具体化出来るよう、さらに下位に展開し、

集団体操の目標を「虚弱～元気高齢者が、自立した日常生

活が送れ、疲れずに野菜作りなど農作業が出来る体力の保

持・向上」とした。

【集団体操作成の実際】上記の目標設定により、対象を、虚

弱～元気高齢者で集会所に集まれる運動機能を有する者と

した。「疲れずに野菜作りなど農作業が出来る」という文言

により、下肢筋力を確保し疲労や痛みがなく作業に従事で

きるようプログラムを立案した。以上により集団体操作成

におけるキーワードとして、多種多様な運動メニューから

「下肢・体幹筋力」「膝疼痛」「持久力」に関連する運動を選

択し作成した。評価表は通常の運動機能評価に加え、SF-12（ 

SF-12 Health Survey）、下肢筋力評価として 40cm 台からの

片脚での立ち上がり、膝疼痛については VAS。また、疼痛

に関連する HbA1c なども評価項目に追加した。持久力とし

て目標心拍数（運動強度 60％）を自覚出来るよう目標数値

を各参加者に設定した。

【考察】2025 年の地域包括ケア実現にむけて、地域との関

わりが益々重要となってくる。我々、理学療法士への要望

も更に増加することが予想され、運動プログラム作成では

効果がある内容が求められている。対象者や目標が不明瞭

なまま、一般的な運動を組み入れれば効果が見えにくくな

る可能性がある。今回、疼痛関連運動は膝痛中心に限定し

ている。それは、疼痛を訴える身体箇所は膝以外に肩、腰

も多く存在するが、肩や腰痛を追加すると多くの運動プロ

グラムが必要となり、現実的に施行困難になると予想され

るからである。膝疼痛の評価には VAS を使用し、「歩いた

時の膝の痛み」に限定し疼痛の再現性を高める問いとした。

持久力評価は 6 分間歩行が主に用いられるが、地域での評

価としては施行が難しい。持久力評価ではないが、目標心

拍数を自覚し持久力向上につなげることとした。集団体操

で懸念される一つに、途中で運動を中断してしまう脱落者

の問題が挙げられる。対策として、測定した各評価結果に

点数をつけ、参加者の順位付けを行い競争力を刺激する試

みを導入している。現段階では、まだ体操を実施しておら

ず、結果報告や参加者のアンケートなどの報告は出来ない

が、学会当日には、何らかの結果報告を加え報告したい。

【まとめ】市町村が掲げる基本理念から、下位に展開し集団

体操プログラム及び評価表を作成した。今後地域活動にお

いて、集団体操作成の一助になれば幸いである。

【倫理に関する項目】該当する市職員には口頭にて発表の主

旨を伝えた
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訪問によるリハビリテーションサービスの内容に対する介護支援専門員の認識

丹野　克子 1) 　・　白澤　政和 2) 

1) 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科

2) 桜美林大学大学院

情報共有 ,	居宅介護支援事業所 ,	職種間連携

【目的】介護保険サービスの提供において、職種間連携を円

滑かつ効果的に行なうために相互の情報共有は欠かせない。

本研究では、介護保険の訪問によるリハビリテーションサー

ビス（訪問リハサービス）を提供する理学療法士及び作業

療法士（リハ職）が実際に提供しているサービス内容につ

いて、提供の有無に関する介護支援専門員の認識を確認す

ることにより情報共有の実態を把握し、情報提供のあり方

の検討資料とすることを目的とする。

【方法】WAM-NET のデータから無作為抽出した東北地方の

居宅介護支援事業所 300 か所に質問紙を郵送し、所属する

介護支援専門員各 1 名に回答を求めた。また、回答した介

護支援専門員から、事例を共有するリハ職に質問紙を渡し

ていただいた。提供サービス内容と認識の確認には同一事

例についての回答が必要なため、介護支援専門員が 1 事例

を指定してリハ職に伝え、リハ職が当該事例について回答

することとした。介護支援専門員とリハ職のペアが同定で

きるよう、質問紙に通し番号を付した。また、質問紙は、

各回答者から研究者宛に直接返送とした。質問項目は独自

に作成し、基本属性の他に、介護支援専門員には「事例に

提供されている『訪問リハサービス』について、あなたは、

どのような内容であると認識して（思って）いますか」と

いう質問で、20 項目について「思う」「わからない」「思わ

ない」の 3 件法で尋ねた。リハ職には同じ 20 項目につい

て提供の有無を尋ねた。調査期間は平成26年7月～9月だっ

た。分析にあたり、リハ職が提供について「有」と回答し、

ペアの介護支援専門員が「思う」、またはリハ職が提供につ

いて「無」と回答し、ペアの介護支援専門員が「思わない」

と回答したものを「一致」とし、それ以外の組み合わせを「不

一致」として、20 項目ごとに一致と不一致に偏りがあるか

どうかを把握するために、χ 2 適合度検定を適用した。統

計学的有意水準は 0.01 以下とした。

【結果】回答を精査した 61 ペアを分析の対象にした。検定

の結果、p<0.01 で有意な偏りがあったのは、「感覚、知覚

のいずれか」「ねがえり、起き上がり、立ち上がり、ベッド

と車いすの間の移乗、座位、立位のいずれかの動作や姿勢

保持」「歩くことや車椅子操作等の移動動作」「嚥下（飲み

込み）や咀嚼（噛むこと）」「左記以外の食事に関する動作

や方法」「家事活動に関する動作や方法」だった。このうち

「感覚、知覚のいずれか」は不一致が一致より多く、他の 5

項目は一致が不一致より多かった。一致と不一致に有意な

偏りがなかった項目は、認知・精神、コミュニケーション、

呼吸機能、排泄、更衣、入浴、整容、外出活動、介助方法、

福祉用具、住環境、自主トレーニング、健康増進に関する

ものだった。「関節・筋力・バランス機能のいずれか」は全

事例に提供されていて、介護支援専門員全員が提供を認識

していた。

【考察とまとめ】事例に対するリハ職の提供サービスの内容

を、介護支援専門員が認識しているかどうかを確認した。

運動機能に関しては全事例に提供・認識されていた。感覚・

知覚に関しては認識の誤りが多く、起居移乗動作、移動動作、

嚥下・咀嚼、食事動作、家事動作に関しては正しく認識さ

れやすかった。リハ職が提供するサービス内容が具体的に

理解されることは、利用者に関する職種間の情報共有とコ

ミュニケ―ションを進めるものであると考える。情報共有

をより一層図るために、情報提供のあり方について検討が

必要と考える。

【倫理に関する項目】研究者の所属機関の倫理審査委員会の

承認を得て実施した。調査への協力は任意で、質問紙の返

送をもって研究協力への同意とみなした。
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P-J-3 【ポスター発表	J	生活環境支援Ⅱ】

高齢者における人とのつながりと関連性のある要因について

金子　亮太郎　・　菅原　智裕　・　渡邉　好孝

医療法人松田会松田病院

つながり ,	身体機能 ,	活動範囲

【はじめに】 通所リハビリテーションや介護予防事業などで

高齢者と接する機会の中で私たち理学療法士が感じている

ことは，人とのつながりが多い高齢者ほど生き生きと活動

的に生活を送っている印象がある．

 人との信頼関係が強い地域に住む人と，そうでない地域に

住む人とを比較したマスメディアによる報道からも，活動

的な元気高齢者の実際を窺い知ることができる．このこと

は人とのつながりが健康に大きな影響を与えていることを

示唆するものでもある．

 本邦は超高齢社会に突入している．私たち理学療法士は高

齢者の健康寿命を延伸し，日常生活の活動を高め，生活の

質を担保し続けることが求められている．

 高齢者の身体機能と活動範囲については，種々の調査より

その関連についての報告がされている．しかし人とのつな

がりと身体機能や活動範囲の関連を調査した報告は見当た

らない．本研究はその関連を調査することを目的とした．

【方法】 対象は仙台市泉区在住高齢者 55 名，男性 15 名（73.7

± 5.2 歳），女性 40 名（74.0 ± 5.9 歳）である．日本理学

療法士協会が開発した Elderly status assessment set（E-SAS）

内の人とのつながり，Life space assessment（以下，LSA）

項目を質問紙法を用いて調査した．身体機能評価としては，

①握力，②開眼片脚立位保持時間（以下，OFS），③ Timed 

up & go test（以下，TUG），④ 5m 歩行速度を計測した．解

析方法は対象者を性別で 2 群に分けた上で，人とのつなが

りを従属変数，その他の項目を独立変数として重回帰分析

（ステップワイズ法）を行い，有意水準を 5% 未満とした．

【結果】 女性では OFS（β =-.432,p<.05），5 ｍ歩行速度（β

=-.580,p<.01）が人とのつながりに有意に関連していた．男

性ではすべての項目に有意な関連は見られなかった．

【考察】 LSA には，親戚や友人の家を訪ねるなどの人とのつ

ながりと関連があるのではないかと考えたが，男女ともに

有意な関連はみられなかった．特に男性では，すべての項

目に有意な関連がみられなかったことは，調査対象者数が

一因となっているのではないかと推察した．女性では OFS

と 5m 歩行速度が人とのつながりに有意な関連を示してい

たが，OFS は標準化係数が負の値であった．これは 60 秒を

上限として測定したため，正の相関を示す有意な関連とは

ならなかったと考えた．

 梶原の報告によれば，後期高齢者では LSA と 10 ｍ歩行が

有意に関連していたが，前期高齢者では LSA との関連はな

かったとしている．

 地域包括ケアシステムの主要な目的の一つとして介護予防

が挙げられている．このような中，私たち理学療法士は介

護予防事業などを通して，地域の人々の健康を支えるヘル

スケアマネジャーとしての役割と，地域包括ケアシステム

を management する一員としての機能を発揮することが求

められている．その一助として高齢者に限らず地域の様々

な人々の交流の場で，人とのつながりを “つなぐ理学療法士” 

としての活動を展開していきたいと考えている．

 今後，本研究を進めるため，人とのつながりが身体機能面

や活動範囲との関連性を知るため，調査項目や調査対象者

数，高齢者世代間にも着目し研究を深化させたい．

【まとめ】 今回の研究より，人とのつながりと身体機能，活

動範囲の関連は移動速度に関連することが理解できた．

 高齢者が人とのつながりを保ちながら，住み慣れた地域で

いつまでも健康に暮らしていくことができるよう理学療法

士として支援していきたい．

【倫理に関する項目】対象者全員に対し口頭にて研究の目的

及び内容を十分に説明し、同意を得た。
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P-J-4 【ポスター発表	J	生活環境支援Ⅱ】

高位頸髄損傷者が在宅復帰できた一症例
回復期病棟での重症患者の在宅復帰への取り組み

鈴木　華子　・　菊地　雅行　・　渡邉　好孝

医療法人松田会　松田病院　リハビリテーション部

他職種連携 ,	高位頸髄損傷 ,	家族支援

【目的】 平成 27 年度より地域包括ケアシステムが導入され，
病気や障害があっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を続けるが国策となった．
 これを受け回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ）
の役割として，重症患者の在宅復帰のために他職種が連携
して退院まで支援することが重要な使命となった．
 本症例は頸髄損傷（C3-4）となり四肢不全麻痺によって重
度運動障害となり，日常生活は全介助である．そのため住
み慣れた自宅での生活は絶望的状況でもあった．回リハの
役割と使命の下，在宅復帰に向け多職種連携によって家族
を支援する体制を整えたことによって，高位脊髄損傷者が
在宅復帰できた一症例を報告する．

【症例紹介】後縦靭帯骨化症の既往のある 70 歳代前半の男
性．平成 26 年 11 月に転倒し頸髄損傷となる．A 病院にて
椎弓形成術施行．Key person は同居の妻．リハビリテーショ
ン（以下リハ）目的にて平成 27 年 1 月に当院回リハへ入院．
入院時介護度は要介護 5，日常生活機能評価 14/19 点，ス
ピーチカニューレ使用，経鼻経管栄養，尿道カテーテル留
置．退院時尿道カテーテルとスピーチカニューレ抜去．朝
のみ間欠的口腔食道経管栄養法，昼と夕は濃厚流動食を摂
取．介護度 5．

【HOPE】
本人：食べたい
 妻：口から食べられるようになって自宅に帰したい

【理学療法評価：入院時→退院時】
改 良 Frankel 分 類：C1 → C2．FIM：43 点 → 47 点．
ROM-t：全身の可動域制限．痛み（他動運動時痛）：全身→
左肩・両膝．ADL：全介助→ W/C 上で右上肢にて濃厚流動
食の摂取，歯磨き動作一部可能．

【入院時の在宅復帰に対する問題点】ADL は全介助．廃用進
行の恐れ．経口摂取未獲得．介助の仕方や他動運動時の激痛．
妻は既往で大腿骨頚部骨折（平成 26 年 6 月）があり，夫
の起居移乗動作介助時に下肢に過度な負担はかけられない．

【経過】入院直後より在宅をイメージし，妻の身体的負担軽
減目的としての家族指導，福祉用具の検討をした．褥創予防，
痛みを伴わない愛護的な拘縮予防，起居動作などの介助方
法指導を妻に行った．退院後必要なサービスについて同法
人内の在宅支援部門と適時検討を重ねた．
妻の体力を考慮し入院期間中から福祉用具のリフトを導入
した．また在宅生活をシミュレーションするため各種サー
ビス担当者とも面談を重ねた．自宅生活環境を想定し介助
方法や各種福祉用具の使用方法の指導を理学療法士と多職
種が連携して行った．

【考察】在宅復帰が可能となった要因は，妻の障害理解と，
妻に対する支援に関して早期から回リハと同法人内の在宅
支援部門が十分に機能したことと考えられる．
 高位頸髄損傷者には特有の risk と crisis が常態する．妻の
過大な介護負担を想定し退院後直ちに 1 日 3 回／週 4 回の
ホームヘルパーを利用したことで，妻の身体的負担や不安
軽減に繋がった．また，退院後サービスが顔見知りの関係
者で継続支援体制が組まれたことも自宅生活に挑む後押し
をしたと考える．
 回リハが在宅復帰困難な重症患者と関わることは多々あ
る．地域包括ケアシステムが提唱している，病気や障害が
あっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるため
の入り口や出口として社会的責任を課せられている．在宅
復帰へ向けての management の質によってその後の生活が
左右されることを知る事ができた．
 口から食べられるようになって自宅に帰したいという，妻
の希望を叶えるための支援は結果として夫婦への全人間的
アプローチとなった．

【まとめ】重症患者の在宅復帰への鍵は回リハが握っている
と言っても過言ではない．夫の為に献身的に尽くそうとす
る妻の想いに応えることができた．

【倫理に関する項目】本人，家族に十分説明し同意を得た．
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P-J-5 【ポスター発表	J	生活環境支援Ⅱ】

脳性麻痺児における平日と休日の姿勢保持時間の比較

福島　真人

青森県立保健大学

脳性麻痺 ,	姿勢 ,	平日と休日

【目的】長期休暇後に特別支援学校に通っている子どもたち

の運動機能が低下するのをたびたび経験する。その原因の

1 つに臥位時間や同一姿勢保持時間の延長が関わっている

と考えられる。そこで本研究では平日と休日で姿勢保持時

間に違いがあるのか検討した。

【方法】特別支援学校の中学部に在籍している生徒 1 名

を対象とした。粗大運動能力分類システム (Gross Motor 

Function Classification System: GMFCS）はレベルⅤであっ

た。

　姿勢の計測には生活活動度計（Activity Monitoring and 

Evaluation System: A-MES）を用いた。A-MES は 3 軸加速

度計が内蔵された 2 つの端末，端末の充電やデータを取り

込むためのステーション，解析用ソフトが内蔵されたパソ

コンから構成される。2 つの端末をステーションにセット

して，記録された加速度データをパソコンに取り込み，専

用の評価ソフトを使用することで姿勢の解析ができる仕組

みになっている。

　端末は体幹部と大腿部の 2 ヶ所に取り付けた。端末の取

り付け位置は，体幹部は胸骨付近とし，大腿部は左右どち

らかの大腿中央前面とした。体幹部への取り付けは肌に密

着するシャツを着てもらい，シャツ中央部に縫い合わせた

ポケットに端末を入れた。大腿部への取り付けは，収納付

きベルトを用いて固定した。端末の固定が緩い場合にはそ

の上からさらにサポーターなどで押さえてもらった。

　参加への同意が得られた対象児の保護者並びに担任には，

事前に A-MES の取り扱いについて資料を用いて説明を行い，

実際に操作をしてもらって理解したことを確認してから 1

週間貸与した。端末は起床または朝の着替え時に装着して

もらい，夜の入浴または就寝時にはずしてもらった。計測

は平日と休日に少なくとも 1 日行ってもらった。

　1 秒ごとに判定された姿勢結果から各姿勢の総時間と最

大保持時間を算出し，平日と休日で比較した。

【結果】平日，休日ともに 9 時 43 分から 18 時 24 分まで

の同一時間帯で姿勢を比較した。平日の各姿勢の総時間は，

背臥位が 3 時間 22 分 56 秒，右側臥位が 1 分 18 秒，左側

臥位が 1 分 23 秒，座位が 5 時間 14 分 33 秒，立位が 1 分

25 秒であった。最大保持時間は，背臥位が 33 分 27 秒，

右側臥位が 12 秒，左側臥位が 12 秒，座位が 1 時間 4 分 2 秒，

立位が 1 分 9 秒であった。一方，休日の各姿勢の総時間は，

背臥位が 8 時間 20 分 3 秒，右側臥位が 1 秒，左側臥位が

2 分 38 秒，座位が 18 分 53 秒であった。最大保持時間は，

背臥位が 1 時間 28 分 50 秒，右側臥位が 1 秒，左側臥位が

46 秒，座位が 10 分 20 秒であった。 

【考察】平日，休日ともに背臥位と座位が姿勢のほとんどを

占めているが，平日には座位が多く，休日には背臥位が多

いという結果であった。本研究で対象にした GMFCS レベ

ルⅤの子どもは自力での移動に多くの制限があり，重力に

抗して頭と体幹の姿勢を維持するための能力に制限がある。

そのため，家庭内では背臥位で過ごすことが多くなる。一方，

平日は学校に通っており，授業で活動するための姿勢とし

て座位が多くなり，教室間の移動も車いすを使用するため

座位が多くなったと考えられる。

【倫理に関する項目】　対象児の保護者には，研究前に文書

と口頭により説明を行い，本研究への同意を得た。なお，

本研究は著者が所属する機関の研究倫理審査委員会の承認

を得た上で実施した。
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O-V-1 【口述発表Ⅴ（動画）　神経Ⅱ・運動器Ⅱ】

ベルクロ付きバンドを短下肢装具として代用した効果の一検証

宮沢　有希子　・　平山　麻子

メディカルコート八戸西病院

短下肢装具 ,	バンド ,	背屈補助

【目的】脳卒中片麻痺による歩行困難に対し、短下肢装具が

必要となるケースは多い。しかし中には、価格、重量、外

観等の問題により、購入を断念するケースがある。また、オー

ダーメイド品がすぐに準備できず、訓練に支障をきたす場

合もある。

今回、足関節背屈随意性の低下により短下肢装具の適応で

あった症例に対し、代用として、安価に購入でき、装着も

簡便なベルクロ付きバンド（以下、バンド）を利用した。

バンドを背屈補助として利用した際に歩容に与える影響を

明らかにするため、即時効果および 2 週間の継続訓練後の

効果に分けて検証した。

【対象と方法】対象は左被殻出血発症後約 7 週間経過した

40 代男性で、右下肢の Brunnstrom Stage（以下、Br-s）は

Ⅳ、FIM 移動は車椅子で 6 点（歩行で 2 点レベル）であった。

裸足での歩容は、麻痺側振り出し時のつまづきや分回しが

見られ、足尖接地から立脚中期に至るまでに時間を要した。

また、麻痺側立脚中期から後期にかけては膝ロッキングに

よる体幹動揺を生じた。

背屈補助として使用したバンドは幅 4.5 ｃｍ、長さ 60 ｃｍ

とした。その際、足底の第 1~ ５中足骨頭部から足関節近位

部にかけて、足背で交差するように装着した。バンド使用

の即時効果を検証するため、装着前、装着直後において 10

ｍ歩行を各 3 回行い、歩行速度と歩幅を算出した。また麻

痺側での立脚回数に対し膝ロッキングした回数をロッキン

グ率として算出した。また、バンドでの継続訓練効果を検

証するため、2 週間後にバンドなしで同様の測定を行った。

そして、算出された平均値についてｔ検定で有意差（有意

水準５％未満）を検証した。

【結果と考察】バンド装着前と装着直後を比較すると、歩

行速度には有意差が認められなかったが、歩幅とロッキン

グ率では有意差が認められた。すなわち装着直後の歩幅は

1.8cm 増大し、ロッキング率は装着前 55.6％から 24.6％に

減少した。バンド装着前の歩容は、麻痺側振り出しが分回

し様となり足尖から接地したのに対し、バンド装着直後で

は踵から接地した。また「足がスッと前に出る」との感想

を得た。この事から、バンド装着によって麻痺側足関節背

屈の過剰努力や下腿三頭筋の過緊張が軽減し、麻痺側下肢

での荷重支持学習の即時効果があったと考えられる。しか

し、この時点では麻痺側足底面内での荷重移動のタイミン

グや動的立位バランスは学習されず、歩行速度には変化が

見られなかったと考えられる。

そこで、さらに 2 週間、バンドを付けての歩行訓練と併せ

て麻痺側下肢を支持脚としたステップ練習によって、動的

立位バランスの学習も行った。その結果、訓練前に比べ歩

行速度は 6 ｍ / 分速く、歩幅は 3.6cm 増大し、ロッキング

率は 11.6％に減少して、いずれにも有意差が認められた。

Br-s はⅤとなり、FIM 移動は歩行で 7 点となった。すなわち、

バンドを取ってもその効果が持続する事が示唆された。

したがって、足関節背屈補助としてバンドを歩行訓練に使

用する事は、麻痺側での荷重支持だけでなく、背屈運動の

促通や歩行中での背屈タイミングの学習にも繋がった可能

性があり、歩容の改善に一定の効果があることが明らかと

なった。 

【倫理に関する項目】本研究は、対象者に対して研究の概要

の説明文書と同意承諾の文書を作成し、十分な説明を行っ

た上で同意承諾の署名を得て行った。また、得られたデー

タは個人が特定できないように配慮し、研究以外の目的で

用いないように管理を行った。
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脳卒中左片麻痺例に対するセラバンドを用いた歩行トレーニングの効果検証

竹山　大輔　・　丹保　信人　・　折笠　忍

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院　リハビリテーション部

脳卒中 ,	歩行速度 ,	股関節角度

【はじめに】脳卒中片麻痺者の歩行訓練において，歩行速

度の向上は有用な治療指標である．中谷らの先行研究で

は，下肢装具を用いたトレーニング時に歩行速度を向上さ

せる目的で股関節屈曲補助バンド（T-support）を作製し，

T-support の使用により歩行速度が向上したと報告してい

る．今回，先行研究で用いられた T-support を参考に，左

片麻痺例に対して短下肢装具とセラバンドを併用した歩行

トレーニングを実施した．簡易的な弾性ストラップを想定

したセラバンドの使用が歩行速度と歩幅へ与える影響を検

証した．

【対象】60 歳代男性．脳梗塞（右内包後脚～放線冠）．下肢

Brunnstrom recovery stage：Ⅳ．Modified Ashworth Scale：

下腿三頭筋（1+），大腿四頭筋（1）．腱反射： アキレス腱

（++），足クローヌス陽性．使用装具は足継手に川村義肢社

製 Gait Solution® を用いたプラスチック製短下肢装具（GS-

PAFO）を使用．T 字杖と GS-PAFO にて屋内歩行自立．歩容：

麻痺側立脚相は Stiff knee Gait に近似．麻痺側遊脚初期（ISw）

にて膝屈曲角度が不足し，遊脚期中に toe drag が出現する．

【方法】歩行練習中は，中谷らが作製した T-support を参考

に，D ＆ M 社製セラバンド ®（色：シルバー , 強度：スーパー

ヘビー，素材：天然ゴム）を GS-PAFO の下腿カフから膝関

節を経由させ，骨盤帯に巻きつけて装着した．歩行中の装

着肢股関節が伸展位に移行するとセラバンドが伸張されて，

ISw 以降の股関節屈曲運動を補助する構造とした．歩行訓

練時間は 30 ～ 40 分 / 日とし，通常の運動療法も併用して

実施した．課題動作は，前後 3m の助走路を設けた 10m の

自由速度歩行とし，１度の試歩行後，2 度目の歩行で測定

した．計測期間内の評価は Honda 社製歩行アシスト ® を使

用した．測定項目は 10m 歩行における歩行所要時間［秒］・

歩数［歩］・歩幅［㎝］・歩行速度［m/min］・歩行中の股関

節屈伸角度のピーク値とした．実施期間は 2 週間．1 日 3

回測定した値を平均化した．

【結果】10m 歩行所要時間：13.3 → 9.6（初期評価→ 2 週間

後の評価）秒，歩数：20.2 → 16.4 歩，歩幅：57 → 61cm，

歩行速度：49 → 65m/min，股関節屈曲角度：22.1 → 32.1

° ，股関節伸展角度：10 → 9°．歩容：ISw での膝屈曲角

度が増大し，麻痺側遊脚期中の toe drag が改善．本人の感想：

「楽に足が出る」．訓練後も効果が持続した．

【考察】今回，セラバンドの使用により，麻痺側遊脚期中の

toe drag の改善と，歩幅の増大に伴う歩行速度の向上が得

られた．加えて，歩行中の股関節屈曲角度も増大した．こ

れは股関節が伸展位をとった際に伸張されたセラバンドの

収縮力を利用したことで，ISw における股関節屈曲角度を

増大させ，二次的に ISw の膝屈曲に作用したものと考える．

本検証により，セラバンドの使用が歩行速度と歩幅の向上

に関与する可能性が示唆された．今後の課題として，セラ

バンドの力学的特性を含めた歩行への影響を明らかにして

いきたい． 

【倫理に関する項目】症例からは書面にて同意を得て，当院

倫理審査委員会の承認も得た．
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麻痺側下腿三頭筋に高度筋緊張亢進を呈する重度片麻痺者における長下肢装具を使

用した前型歩行練習の一経験　～安静時筋緊張と動作時筋緊張の評価の重要性～

辻本　直秀　・　阿部　浩明　・　大鹿糠　徹　・　大橋　信義　・　齋藤　麻梨子　・　神　将文

一般財団法人 広南会 広南病院 リハビリテーション科

脳卒中 ,	長下肢装具 ,	筋緊張

【はじめに】脳卒中片麻痺者の歩行能力は麻痺側下肢筋力と

相関し（Bohannon. 2007）、片麻痺者の歩行再建には麻痺

側下肢筋力を改善させる視点が重要である。近年、長下肢

装具（KAFO）を用いた前型歩行練習は随意的な筋力発揮が

困難な重度片麻痺者（SHP）の麻痺側下肢筋活動を増加さ

せうることが報告されており（大鹿糠ら . 2015）、筋力強化

に難渋する SHP の歩行能力向上に貢献できる可能性がある

と推察される。前型歩行練習の実践には足部可動性のある

KAFO の使用が必要であり、底屈制動及び背屈遊動の足継

手を選択する必要がある（増田 . 2012）。しかし一般的に、

下腿三頭筋（GaS）の高度筋緊張亢進例では底屈制限の足

継手を選択する。今回、麻痺側の筋緊張が著しく亢進した

若年 SHP の KAFO を作製する機会を得た。GaS に高度の筋

緊張亢進がみられたが、歩行時の麻痺側下肢筋電図（EMG）

所見より足継手に Gait solution を用いた KAFO（GS-KAFO）

を作製し、積極的な前型歩行練習を試みた。本症例におけ

る装具作製までの経過と作製後の理学療法経過について報

告する。

【症例紹介】年齢：17 歳　性別：男性　診断名：脳動静脈

奇形（AVM）破裂による脳出血　現病歴：意識障害で発症。

搬送され右側頭葉皮質下出血と AVM を認めた。同日、開頭

外減圧術及び血腫除去術が施行された。6 病日、血管内治

療目的で当院へ転院、28 病日、AVM 塞栓術、40 病日、開

頭 AVM 摘出術及び頭蓋形成術が施行された。

【理学療法経過】11 病日より bed side にて介入開始。AVM

塞栓術後、30 病日より立位練習開始（重度高次脳機能障害

のため転倒の危険性があり歩行練習は実施困難）。44 病日

より当院備品の KAFO にて歩行練習開始。

【理学療法評価（48 病日）】JCS：1　BRS：Ⅱ－Ⅱ－Ⅱ　腱

反射：高度亢進　MAS（GaS）：3　ROM-T（足関節背屈）：

0°　感覚（表在・深部）：重度鈍麻　高次脳機能障害：半

側空間無視、注意障害、脱抑制、pushing behavior（PB）

歩行（平行棒使用）：重度（SCP：6/6）の PB と下肢支持性

の著しい低下により、KAFO を必要とした。また、PB のた

め非麻痺側下肢への重心移動が困難となり、麻痺側下肢の

遊脚に介助を要した（FIM 歩行：1）。

EMG：全歩行周期に半腱様筋、前脛骨筋の活動が観察され

たが、大腿直筋と腓腹筋では明らかな活動が観察されなかっ

た。

【装具作製と理学療法】EMG 所見を参考に足部可動性のあ

る GS-KAFO を作製し、SHP に有効とされる前型歩行練習を

積極的に実施した。

 【最終評価（77 病日）※変化項目のみ記載】BRS：Ⅲ～Ⅳ

－Ⅳ－Ⅳ　高次脳機能障害：PB（SCP：1/6）

歩行（四点杖使用）：GS-KAFO の膝ロックを解除した状態で

前型歩行が可能になった（FIM 歩行：4）。　

EMG：半腱様筋、前脛骨筋は歩行周期に同調した周期的な

活動が観察され、大腿直筋、腓腹筋は麻痺側立脚期にのみ

明らかな活動を示した。

 【まとめ】GaS の高度筋緊張亢進を呈する SHP に対し、

EMG 所見を参考に GS-KAFO を作製し、前型歩行練習を積

極的に実践した。歩行練習開始から 1 ヶ月後には、歩行

介助量の軽減と歩行時下肢筋活動の改善が得られた。安静

時筋緊張と動作時筋緊張は必ずしも相関せず（Ada et al. 

1998）、装具選定においては腱反射や被動性検査などの安

静時筋緊張の評価のみならず動作時筋緊張も慎重に評価す

べきである。

【倫理に関する項目】本人、ご家族に発表主旨を説明し同意

を得た。
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運動療法により歩行獲得に至った重度変形性膝関節症患者の一症例

吉崎　寛之　・　繋　教公

青森慈恵会病院

重度変形性膝関節症 ,	保存療法 ,	下腿内旋

【初めに】 今回、重度の変形性膝関節症（膝 OA）により自力
歩行困難となった症例に対し保存療法として多様な運動療法
を実施した。膝 OA に対する運動療法は先行研究により一定
の効果を示すことが報告されている。しかし、そのほとんど
が歩行可能な症例が対象となっており、自力歩行困難となっ
た重度膝 OA に限定した報告は見られず、主な病態であるマ
ルアライメントに対する修正効果の報告も数少ない。そこで
本症例に対し下肢全長のレントゲン写真（XP）等を用いて
運動療法の効果判定を行ったため報告する。

【症例紹介】 90 歳代男性。独居。5 年程前に膝 OA の診断を
受けていた。自宅内伝い歩き自立であったが、転倒し腰椎圧
迫骨折の診断を受け当院入院。回復期病棟への転棟を期に本
セラピスト介入開始となった。介入時には腰部痛消失して
おり、自宅退院に対する主な問題点として膝 OA による歩行
困難が挙げられた。主治医より Kellgren-Lawrence 分類で右
grade3、左 grade ４であった。

【初期評価】 関節可動域（ROM）（右 / 左）は膝関節屈曲 125
°ｐ /125°ｐ、伸展 -20° /-20°であり、股関節内旋は膝
関節内反変形強く精査困難も両側制限著明。徒手筋力検査

（MMT）では両下肢 3 ～４。立位姿勢として両膝内反変形、
股関節、下腿外旋傾向であった。疼痛は右膝関節にのみ出現
しており、平行棒内右手支持歩行での Visual Analogue Scale

（VAS）で 95 ｍｍであった。疼痛により左下肢の振り出しは
困難であった。膝関節 JOA スコアは右 35 点、左 40 点。XP
では、膝関節中央から内側端を内側 100％、外側端を外側
100％とし、膝関節中央から Mikulicz 線までの垂線の距離を
割合で示した。左右を臥位と立位の 2 条件で撮影した。臥
位（右 / 左）では内側 131％ /126％、立位では内側 168％
/147％であった。

【介入】 股関節機能改善を目的に内旋 ROMex、閉鎖性運動連

鎖を用いた筋力強化と再学習を実施。膝関節機能改善を目的
に周囲筋群の筋力強化、右下腿内旋運動を実施。体幹可動性
改善を目的にストレッチポールハーフカット上での臥位保持
実施。介入期間は 42 日間であった。

【最終評価】 ROM  は膝関節屈曲 130°ｐ /135°ｐ、伸展
-15° /-20°であり、股関節内旋は僅かに改善が見られた。
MMT は変化が見られなかった。右膝関節痛は独歩で VAS 10
ｍｍとなり、前型歩行となった。膝関節 JOA スコアは右 60
点、左 65 点。XP では、臥位で内側 113％ /148％、立位で
内側 131％ /147％となった。屋内独歩、屋外 T-cane 歩行に
て自宅退院となった。

【考察】自力歩行困難であった本症例に対し多様な運動療法
を実施した。その結果、膝関節 JOA スコア改善、疼痛軽減
等により屋内独歩獲得に至った。また内反変形の改善もみら
れた。
 近年、膝 OA のメカニカルストレスについて下腿外旋の異常
アライメントが問題として挙げられている。本症例において
下腿外旋は、姿勢観察により確認している。XP によるアラ
イメント評価では、立位での右下肢で内側 168％から 131％
に減少した。下腿内旋の誘導により可動域が改善された可能
性があり、股関節内旋の相互作用により膝関節中央の内方化
が行われたも　のと考える。歩行時痛軽減については、静的
アライメントの変化により荷重面の変化、運動連鎖の改善に
よる外部膝関節内反モーメントの減少により疼痛軽減に繋
がったものと考えられる。

【まとめ】 本症例を通して、歩行困難となった重度膝 OA 患者
においても、保存療法により静的アライメントの修正、歩行
能力の改善が可能であることが示された。 

【倫理に関する項目】倫理的配慮として本症例には今回の発
表の目的を十分に説明し同意を得ている。
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O-VI-1 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

左右・前後方向に分けて考える片脚立位の姿勢制御

金谷　知晶 1,2) 　・　高林　知也 2) 　・　横山　絵里花 2) 　・　江玉　睦明 2) 　・　稲井　卓真 3) 

久保　雅義 2) 

1) 新潟医療福祉大学大学院　修士課程　医療福祉学研究科

2) 新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所

3) おぐま整形外科クリニック

姿勢制御 ,	片脚立位 ,	COP

【目的】 姿勢制御は日常生活で不可欠な能力の一つであり ,
その評価方法の一つに片脚立位時間がある . 片脚立位時間は
測定が容易であることから , 臨床現場で評価・治療として多
用され , 片脚立位時間と高齢者の転倒頻度の関連性が報告さ
れている (Rekeneire,2003). しかし , 片脚立位時間だけでは
姿勢制御のメカニズムを推察することは出来ない .
 片脚立位は , 足部の構造上 , 左右方向の支持面が前後方向よ
り狭く , 非常に不安定な状態である . メカニズムに関する報
告から , 片脚立位の左右方向への姿勢制御は支持側の股関節
内外転 (Neumann,2012), 前後方向へは主に足関節 , 股関節
が担う (Loram,2001) と考えられている .
メカニズムを推察する際に重心動揺計が用いられ , 足圧中
心 (COP) の変位量が得られる .COP の変位量から姿勢制御
の指標として総軌跡長や単位軌跡長などを算出できるが ,
これらの指標は COP を左右・前後方向に分けて考えていな
い . よって , 片脚立位のメカニズムを検討する際には COP
の振る舞いを左右・前後方向に分ける必要があると考え , 本
研究の目的は片脚立位を左右・前後方向に分けて検討する
こととした .

【方法】 対象者は健常成人 14 名とし（年齢 22.6 ± 3.7 歳）,
フォースプレート 1 枚 (OR6-6-2000：AMTI 社 ) 上で上限 1
分間の片脚立位を測定した . 片脚立位は 3 条件とし開眼（EO）
1 試行 , 閉眼 3 試行（EC）, 上肢運動（肘関節 90 度での肩
関節内外旋）を伴う閉眼（ECP）3 試行 , 合計 7 試行をラン
ダムに測定した（DAY1）. また , 同様の測定を 1 日以上空
けて再度行った（DAY2）. 解析項目として COP の左右方向
の総軌跡長を前後方向の総軌跡長で除した値（ML/AP 比）
を算出した .ML/AP 比が高値ということは前後方向よりも
左右方向の総軌跡長が長いことを表す . 有意水準を 5％とし ,
スピアマンの順位相関係数を用い , 各条件下の ML/AP 比の
DAY1 と DAY2 での相関関係 ,3 つの条件（EO,EC,ECP）そ
れぞれの組み合わせでの ML/AP 比の相関関係の検証を行っ

た . データ解析と統計には「統計分析フリーソフト R（3.2.0）」
を用いた .

【結果】 EO では DAY1 と DAY2 の ML/AP 比間の相関関係
は 認 め ら れ な か っ た（p=0.108,r=0.450） が ,EC・ECP で
は ,ML/AP 比間でそれぞれ有意な正の相関関係が認められ
た（EC:p =0.020,r=0.621, ECP:p =0.019,r=0.626).　DAY1
の ML/AP 比 に お い て ,EO と EC,EO と ECP,EC と ECP の
組 み 合 わ せ で 有 意 な 正 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ た（EO_
EC:p =0.0009 r=0.802, EO_ECP:p =0.0019 r=0.771, EC_
ECP:p<0.001r=0.886）.

【考察】 EC と ECP 条件では ,ML/AP 比は DAY １と DAY2 に
正の相関関係が認められたことから ,ML/AP 比には再現
性がありうる .ML/AP 比が個人により異なるということ
は ,ML/AP 比は個人による姿勢制御方法の違いを反映して
いることが考えられる .3 つの条件間で ML/AP 比に相関関
係が認められ , さらに各条件間で最も強い相関係数が認めら
れた組み合わせは EC-ECP であった .EC と ECP は EO と比べ ,
視覚情報が制限されるため課題の難易度は高く , 更に ECP
に関しては上肢運動が伴っていることで , さらに課題の難易
度が高いことが予測できる . 難易度が高い条件間の相関関係
が最も強いということは , より積極的な姿勢制御が必要なほ
ど , 個人によって姿勢制御方法は一定であることが考えられ
る .

【まとめ】 健常人であっても片脚立位の姿勢制御方法は異な
り ,ML/AP 比は個人の姿勢制御のメカニズムを反映してい
る可能性が示唆された .ML/AP 比から個人の姿勢制御のメ
カニズムを解明することが出来れば , 個人の課題に沿った治
療を選択する一助となる可能性がある .

【倫理に関する項目】本研究は , ヘルシンキ宣言に基づき対
象者の保護には十分に留意し , 研究の趣旨の説明を行い , 同
意を得て行った .
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O-VI-2 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

床への最大リーチ距離テストと身体機能との関係

上川　香織 1,2) 　・　対馬　栄輝 2) 　・　奈川　英美 2,3) 　・　石田　水里 4) 　・　伊藤　翼 2) 　・　佐藤　誠剛 1) 

對馬　史織 1) 　・　高橋　信人 1) 　・　成田　和哉 1) 

1) 弘前市立病院
2) 弘前大学大学院保健学研究科
3) 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
4) 鳴海病院リハビリテーション部

床への最大リーチ距離 ,	身体機能 ,	併存的妥当性

【目的】立位で床から物を拾う動作を想定した床へのリーチ

動作は , 自立した日常生活において必要性の高い動作であ

る . 実際に床へのリーチ動作でバランスを崩す場面に遭遇し

たり , 動作獲得のために指導を要する機会が多くある . これ

らの経験から , 床へのリーチ動作は関節可動域 , 筋力 , バラ

ンスといった複雑な要素が絡み合い , また歩行といった総合

的な動作能力を反映する可能性があるのではないかと考え

た . そこで本研究の目的は , 床への最大リーチ距離 ( 床リー

チ距離 ) と身体機能を測定する既存の検査との併存的妥当

性を検討することである .

【方法】対象は一般病棟入院中の患者で T 字杖歩行または独

歩が可能な 19 名 ( 男性 6 名 , 女性 13 名 , 平均年齢 69.63

± 12.53 歳 ) とした . 疾患の内訳は下肢疾患 10 名 , 脳血管

疾患 4 名 , 頸部疾患 2 名 , 内科疾患 2 名 , 神経変性疾患 1 名

である . 研究主旨の理解及び口頭での指示理解が不良である

者 , 検査動作が医学的に不利益となる疾患は除外した . 健 ･

患側の定義については , 原則として手術側または麻痺側を患

側とし , 両側性疾患に関しては ,MRI 等の画像所見上異常が

みられる側か , 身体機能の劣る側を患側とした .

 床リーチ距離の測定については , まず床に十字のテープを

貼り . 一方の線に両足 ( 裸足 ) 先端を合わせ , 他方の垂直

線が両足部間の中心を通る 20 ㎝開脚立位を開始姿勢とし

た . 次に , 両足底を離さずに健側上肢を前方 , 健側方向 , 患

側方向の床のテープ上においてできる限り遠くにリーチし ,

指尖部が触れた部分に検者がテープを貼付し , 再び立位へ戻

る . これを 3 回繰り返し , テープまでの距離を測定 , その平

均を記録した . リーチ時は指尖のみ触れるようにし , リーチ

姿勢から立位に戻る時に再び手を床に接触することを禁止

した . 測定に際してはあらかじめ見本を示し , 十分に動作の

練習を行い , 各リーチ施行間は疲労度に応じて椅子坐位にて

十分な休息時間を設けた .

 身体機能の評価として , 筋力は体幹伸展筋力と膝伸展筋力 ,

バランス機能はBerg Balance Scale,片脚立位時間,Functional 

Reach Test,10m 歩行時間 , Timed up and Go Test, 関節可動

域は体幹 ･ 股 ･ 膝 ･ 足関節の各可動域 , 形態測定は身長 , 体重 ,

上肢長 , 下肢長 , その他は足底の表在感覚をそれぞれ測定し

た .

 統計的解析は , まず筋力 , バランス , 関節可動域で主成分分

析を実施し項目の集約を行った . その際関節可動域について

は測定項目数が多いため , 事前に床リーチ距離との相関が高

いものを選択したのちに主成分分析を行った . 形態測定につ

いては , 測定項目間の相関より身長を選択した . その後 , 上

記の主成分分析で得られたスコア及び身長 , 足底の表在感覚

を独立変数 , 各床リーチ距離を従属変数とした正準相関分析

を行った .

【結果】第１正準変量では , 床リーチ距離すべてに , 両側の

バランス , 身長 , 関節可動域の順に影響度が高く ( 正準相関

係数 0.95), 第 2 正準変量では , 健側への床リーチ距離に対

して , 健側のバランス , 関節可動域の順 (0.84) に , 第 3 正準

変量では , 患側への床リーチ距離に対して , 関節可動域 , 身

長 , 筋力の順 (0.68) に影響度が高かった .

【考察】各床リーチ距離とも今回測定した関節可動域 , バラ

ンス , 筋力 , 身長と高い関連があった . また各リーチ方向で

関連する身体機能に異なった特徴があらわれた . 床リーチ方

向を変えることによって , より詳細な身体機能を把握できる

可能性があると考える .

【倫理に関する項目】本研究は , ヘルシンキ宣言に則り , 十

分な説明を行い書面にて同意を得て実施された . なお , 本研

究は筆頭演者の所属施設における倫理委員会の承認を受け

実施した .
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O-VI-3 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

股関節伸展筋力が垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響
－筋力増強運動による比較検討－

横野　良知

弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程

垂直跳び ,	運動連鎖 ,	股関節伸展筋

【目的】垂直跳びの跳躍高に対して，膝関節屈曲・伸展筋力

（膝屈曲・伸展力），足関節底屈筋力が影響するという報告

は多い（西廣ら，2002；田中ら，2007 など )．しかし，運

動力学的に分析した結果では，股関節伸展筋力（股伸展力）

の寄与が最も大きいといわれる（Robertson，2004）．この

ことから，股伸展力が跳躍高に及ぼす影響を検討したい．

ところで垂直跳びは，閉鎖運動連鎖 (CKC) の動作であり，

単なる筋力との関係を見て良いか疑問がある．そこで，対

象者に CKC または開放運動連鎖 (OKC) での股伸展力増強運

動を行わせた後に，垂直跳びの跳躍高が変化するかどうか

を比較，検討した．

【方法】 対象は運動習慣のない健常男性 15 名 ( 年齢 21.8 ±

1.4 歳，身長 173.2 ± 4.6cm，体重 66.3 ± 8.2kg) とした．

 OKC による股伸展力の増強運動群 (OKC 群 )，CKC による

股伸展力の増強群 (CKC 群 )，対照群の 3 群を，各 5 人ずつ

準無作為に群分けした．全対象の介入前後に垂直跳びの跳

躍高，股屈曲伸展・膝屈曲伸展の筋力を測定した．垂直跳

びの跳躍高の測定にはジャンプメーター MD( 竹井機器工業

製 ) を使用し，各被検者の最も行いやすい方法で 3 回行わ

せた．筋力測定は BIODEX（酒井医療社製 ) を使用し，全て

角速度 60 度 / 秒で 10 回ずつ測定した．垂直跳びは平均を，

各筋力は 10 回測定分のうち 1 ～ 3 回目の平均を採用した．

 OKC 群はプーリーを用いた負荷とし，寝台上に上半身腹臥

位とさせ，両手で台枠を握らせ，膝屈曲 90 度位で股屈曲

60 度～ 0 度の股伸展運動をさせた．CKC 群はバーベルスク

ワット運動として，最大速度で膝屈曲約 90 度まで上体下

降させ，最大速度で膝屈曲 0 度まで挙上する方法で行った．

スクワットの動作時は膝関節位置をできるだけ前後させず，

股屈曲・伸展を意識して行わせた．これら負荷量・回数は，

漸減抵抗運動（PRE）のオックスフォード法に従った．各群

には 1 回 3 セットとして週 3 回，4 週間継続させた．

 得られたデータの統計解析には R2.8.1（CRAN）を用い，

各群間での差，介入前と介入後 (4 週後 ) での差を sprit-plot

分散分析で解析した．post-hoc 検定は，Tukey 法もしくは

Games-Howell 法とした．また，介入後の跳躍高と各筋力値

との相関係数も算出した．

【結果】 各群間での跳躍高は，介入前も介入後も有意差はな

く，全群とも介入後で有意に高値となった (p<0.01)．

 3 群間の比較において，介入前の全筋力は有意差がなかっ

た．介入後は OKC 群の右股屈曲力が CKC 群より有意に高

く (p<0.05)，OKC 群の右膝屈曲力が CKC 群・対照群より高

く (p<0.05)，OKC 群の左股伸展力が対照群より高くなった

(p<0.05)．

 介入前後の比較において，OKC 群は全ての筋力で有意差が

なかった．CKC 群で左股伸展力・左膝伸展力が有意に向上

した (p<0.01)．対照群で右股伸展力と左膝屈曲力が有意に

向上した (p<0.05)．各群とも，いずれの筋力値も跳躍高と

有意な相関は認められなかった（r ＝－ 0.03 ～ 0.39）．

【考察】 股伸展力は OKC 群で変化無く，CKC 群・対照群で

左右何れかが有意に向上したが，結局，3 群とも介入後に

跳躍高は向上した．むしろ CKC 群・対照群の膝伸展力向上

が跳躍高に影響すると考えたが，筋力値と跳躍高に有意な

相関がない結果と矛盾する．対象者数が少ないことが原因

だとしても，PRE のような強い負荷を与えたなら有意差は

得られるはずである．PRE 適用の問題は再考するとして，

単なる筋力増強運動によってパフォーマンスが向上すると

いう考えは短絡的なのかもしれない．

【倫理に関する項目】本研究ではヘルシンキ宣言に則り，事

前に対象者に研究に関する説明を行い，同意を得ている．
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O-VI-4 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

脊柱可動性の低下が歩行時の足圧分布に与える影響

佐藤　大道 1,2) 　・　岡田　恭司 2) 　・　石澤　暢浩 3) 　・　齊藤　明 2) 　・　斎藤　功　4) 　・　髙橋　裕介 2) 

柴田　和幸 2) 　・　堀岡　航 2) 　・　安田　真理 2) 　・　大沢　真志郎 2) 

1) 秋田厚生医療センター
2) 秋田大学大学院医学系研究科リハビリテーション領域
3) 藤原記念病院
4) 羽後町立羽後病院

脊柱 ,	足圧分布 ,	歩行

【目的】　脊柱可動性の低下はバランス能力や歩行能力、転

倒歴に関連するとされており、脊柱の可動性を保つことは

運動能力を維持するうえで重要な因子と言える。そこで本

研究の目的は、脊柱可動性の低下が歩行に対してどのよう

な影響を与えるのか足圧分布の観点から検討することであ

る。

【方法】　本研究に同意と協力が得られた 51 名の高齢者を対

象とし、Spinal Mouse® ( Idiag AG、Switzerland ) による脊

柱アライメントと脊柱可動性の測定およびインソール型足

圧分布計測システム（F-scan Ⅱ、ニッタ社 ) を装着した状

態で 10m 歩行を快適速度で行い足圧分布、歩行速度、歩幅

を測定した。脊柱アライメントは脊柱全体の傾斜角、胸椎

後弯角、腰椎前弯角、仙骨傾斜角を測定し、脊柱可動性は

脊柱全体の可動性を測定した。また、得られた足圧分布か

らは足底面を踵、足底中央、中足骨、母趾、足趾の 5 つの

領域に分け、それぞれの荷重値を体重で除した値 ( %PFP )

を算出した。そして対象者を脊柱後弯変形の有無に関わら

ず、脊柱可動性が正常な群 ( 正常群 : 29 名、年齢 ; 75.7 歳、

BMI ; 23.0 kg/m²) と低下している群 ( 低下群 : 22 名、年齢 

; 77.9 歳、BMI ; 24.0 kg/m²) の 2 群に分類した。脊柱可動

性の低下の基準としては、Spinal Mouse® を用いて対象者

全体の脊柱可動性を測定し、その中央値よりも値が低いも

のを脊柱可動性が低下していると定義した。なお、両群と

もに独歩が不能なもの、歩行時の下肢痛があるもの、脊椎

または下肢の手術歴があるもの、顆間距離が 2.5 横指を超

過しているもの、明らかな下肢の関節可動域制限および筋

力低下があるものは本研究の対象から除外した。各測定項

目における正常群と低下群の比較には対応のない t 検定を

用い、有意水準を 5% とした。

【結果】　脊柱アライメントでは脊柱傾斜角 ( 3.1 ± 5.6° vs 

9.2 ± 9.5° , p < 0.05) で正常群に比べ低下群が有意に高値

を示し、腰椎前弯角 ( 10.4 ± 19.2 ° vs -1.1 vs 19.6 ° , p 

< 0.05) は低下群が正常群に比べ有意に低値を示した。歩行

速度 ( 0.9 ± 0.2 m/s vs 0.8 ± 0.2 m/s , p < 0.05)、歩幅 ( 0.5 

± 0.1 m vs 0.4 ± 0.1 m , p < 0.05) は正常群に比べ低下群

が有意に低値を示した。%PFP では低下群が正常群に比べ、

母趾 %PFP ( 11.3 ± 7.0 % vs 7.7 ± 5.5 % , p < 0.05) と足趾

%PFP ( 11.3 ± 9.9 % vs 7.7 ± 4.3 % , p < 0.05) で有意に低

値を示した。

【考察】　脊柱の可動性が低下している群では歩行速度、歩

幅の低下が生じ、母趾および足趾の荷重量も低下していた。

歩行時の母趾、足趾の荷重量の低下は歩行時の蹴り出しが

減少していることを表していると考えられ、その結果とし

て歩行速度と歩幅の減少が生じていると推察される。本研

究では脊柱後弯変形の有無に関わらず、脊柱可動性に着目

し分類を行っているため、脊柱後弯を有している高齢者で

も脊柱可動性が残存しているものは歩行能力が大きく低下

しないことが示唆された。また、脊柱後弯変形を有してい

なくても脊柱の可動性が低下している場合、歩行能力に影

響を与えうると考えられる。今後は脊柱アライメントだけ

でなく、脊柱の可動性を評価することも重要となると考え

られる。

【まとめ】　脊柱可動性が低下すると歩行時の母趾、足趾で

の蹴り出しが減少することで歩行能力の低下が生じる。脊

柱アライメントのみならず、脊柱可動性も歩行をするうえ

で重要な要素の 1 つであると考えられる。

【倫理に関する項目】事前に口頭と書面で研究の目的・趣旨

を説明して同意を得た者を対象とし、ヘルシンキ宣言に基

づく倫理的配慮を十分に行った。
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O-VI-5 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

健常成人における上肢の振りと歩行能力の関連性
脳卒中片麻痺例をイメージして

薛　畯杰 1,2) 　・　高見　彰淑 3) 　・　牧野　　美里 3) 　・　齊藤　琴穂 4) 

1) 一般財団法人黎明郷　弘前脳卒中リハビリテーションセンター
2) 弘前大学大学院保健学研究科　総合リハビリテーション科学領域　理学療法学分野
3) 弘前大学大学院保健学研究科保健学専攻　健康支援科領域　障害保健学分野
4) 社会福祉法人　函館厚生院　函館中央病院

上肢振り ,	歩行能力 ,	脳卒中片麻痺

【目的】 普段我々は、腕を振りながら歩いている。しかし、

脳卒中片麻痺のように上・下肢・体幹に障害のある場合、

臨床の歩行練習では、上肢の動きに注意し、取り組む優先

順位は未だに低い印象がある。これは手の振り方や程度に

よる歩行への影響が充分解明されていない事が一因と考え

る。そこで本課題においては、上肢を振るもしくは制限す

ることが歩行能力に影響するかどうかを調査することを目

的とした。

【対象と方法】 対象：本研究の主旨を理解し、書面で同意を

得た健常成人 26 名（男性 15 名、女性 11 名、年齢 21.3 ± 1.7

歳、身長 166.0 ± 8.34cm、体重 56.7 ± 8.5kg、全員利き

手右である）。

 方法：事前にアームスリングを着用前後の肩関節屈曲・伸

展可動域を測定した後、①通常歩行（両上肢フリー）、②両

上肢制限歩行（典型的中等度片麻痺患者をイメージし、利

き手はアームスリングを着用し、肘関節 90°屈曲位で固

定）、③両手制限歩行（バランス不良で非麻痺側上肢でバラ

ンスを維持している片麻痺患者を想定し、利き手はアーム

スリング・非利き手はストラップで体側に固定）、④上肢最

大振り歩行（片麻痺患者に両手を振るように指導すること

を想定している。利き手はアームスリングを着用し、非利

き手はフリー）の 4 パターンをランダムで 10m 歩行テスト

を 1 回ずつ行い、総歩行時間と歩数を測定した。歩行速度

は「普段廊下を歩くくらいの速さで歩いてください。」と速

度の恒常指示下での自由歩行を指示した。

 解析：①各歩行パラメータ別の上肢振り種類相互間の比較

は Tukey の多重比較検定を用いて検討した。②肩関節の屈

曲・伸展可動域変化量と各変数の関連は Pearson の積率相

関係数を用いて検討した。なお、有意水準は 5％未満とした。

主観的な難易度を調査するためアンケートの集計も行った。

【結果】 時間的なパラメータは、両手制限歩行と両手最大振

り歩行に歩行速度差が認められた (p<0.05)。空間的パラメー

タは、両手最大振り歩行は他の上肢振り別と比べ、歩幅に

有意差が認められた (p<0.01)。歩行率には群間の有意差が

認められなかった。片手制限歩行は全体的に差が認められ

なかった。両手最大振り歩行時の歩幅 (r=0.50、p=0.09) と

歩行比 (r=0.57、p=0.03) は肩関節伸展可動域変化量と正の

相関関係を示した。アンケート調査では主観的な難易度と

して両手最大振り歩行が一番難しかったとの結果が得られ

た。

【考察とまとめ】 通常歩行を基準にし、片手制限歩行と両手

制限歩行はどの歩行能力パラメータにおいても差が認めら

れなかった。しかし、両手制限歩行は両手最大振り歩行と

比べ、歩行速度は有意に遅かった。また、どの歩行能力パ

ラメータにおいても両手制限歩行は一番劣った結果であっ

たため、歩行に片側でも上肢の振りを加えることが望まし

いと考える。時間的なパラメータは、両手制限歩行と両手

最大振り歩行に歩行速度差が認められた。空間的パラメー

タは、両手最大振り歩行は他の上肢振り別と比べ、歩幅に

有意差が認められた。両手最大振り歩行は歩幅を大きくし、

歩行率が下がらなかったことが示唆される。しかし、歩行

比が増加するため、エネルギーコストを考えると高負荷に

なる可能性があり、脳卒中片麻痺患者に実施する際に注意

が必要であろう。両手最大振り歩行時肩関節伸展可動域変

化量と正の相関関係を示した。つまり、肩関節の伸展可動

域が小さければ両手最大振り歩行の歩幅や歩行比の減少を

示唆された。そのため、臨床の肩関節可動域練習では、屈

曲のみならず伸展も重要である。

【倫理に関する項目】本研究は弘前大学保健学研究科倫理委

員会の承認を得て行った。

key	Words:	

2015 年 11 月 29 日	（日）	10:10	～ 11:10



1442015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

O-VI-6 【口述発表Ⅵ　基礎Ⅱ　】

歩行における前方牽引時のエネルギーコストについて

鈴木　博人 1) 　・　中山　知美 1) 　・　秋元　礼智 1) 　・　荒谷　佳苗 1) 　・　猪股　拓朗 1) 　・　関根　拓馬 1) 

芳賀　幸恵 1) 　・　西山　徹 2) 　・　鈴木　誠 1) 　・　藤澤　宏幸 3) 

1) 東北文化学園大学

2) 日本医療大学

3) 東北文化学園大学大学院

歩行 ,	前方牽引 ,	エネルギーコスト

【目的】　牽引歩行は理学療法場面において，歩行障害に対

する課題指向型訓練として用いられている．上方牽引歩行

に関する研究は多くなされているものの，前方牽引歩行に

関する報告は少ない．そこで本研究では，歩行における前

方牽引時のエネルギーコストを明らかにすることとした．

【方法】　対象は健常若年男性 13 名とした．測定項目は，酸

素摂取量および筋活動量とした．酸素摂取量について，呼

気ガス分析装置を用い Breath-by-Breath 法にて測定した．

また，筋活動量の測定には表面筋電図を用い双極誘導にて

導出した．その際，サンプリング周波数を 1 kHz に設定した．

被験筋は左側の外側広筋，腓腹筋，ヒラメ筋の計 3 筋とし

た．さらに，歩行周期を同定するために感圧センサーを左

足底の踵部中央に貼付した．前方牽引歩行を実施するにあ

たりオリジナルの前方牽引装置を作製し，対象者の上前腸

骨棘を指標に装着させた専用腰ベルトにて水平前方方向へ

牽引した．牽引量は体重の 5％とした．牽引条件は，牽引

なし歩行，牽引あり歩行の 2 種類とし，歩行速度条件は，

20，40，60，80 m/min の 4 種類とした．測定手順につい

て，安静立位を 3 分間とらせた後，3 分間ずつ各歩行速度

で牽引なし歩行を実施させた．その後，安静座位にて十分

休憩させた後，牽引あり歩行を同様の手順で行わせた．デー

タ解析において，各条件の終了直前 30 秒間のデータを用い

た．筋電図データについてはフィルター処理を行った後，1

歩行周期を 100％として基準化し，各歩行周期のデータを

加算平均した．さらに，1 歩行周期中の積分筋電値を測定

条件毎に算出し，牽引なし歩行（20 m/min）の積分筋電値

を 100% として基準化した．

　統計解析について，独立変数を牽引条件，歩行速度条件

とした被験者内計画による二元配置分散分析を用いた．ま

た，事後検定として shaffer の方法による多重比較検定を

行った．統計学的有意水準は危険率 5% 未満とした．

【結果】　酸素摂取量は，20 m/min 以外の歩行速度条件で牽

引時に有意な減少が認められた．また，積分筋電値を分析

した結果，下腿三頭筋では 80 m/min の牽引あり歩行が牽

引なし歩行よりも有意に低い値を示した．また，40 m/min

以上の歩行速度でヒラメ筋の積分筋電値に減少傾向がみら

れた．一方，外側広筋は 20 m/min 以外で牽引時に筋活動

が有意に増加した．なお，歩行率に牽引条件による大きな

違いはみられなかった．

【考察】　本研究の結果より，酸素摂取量は，20 m/min 以

外の歩行速度条件（中速度）において牽引なし歩行に対し

て牽引あり歩行で有意な減少が認められた．中速度におい

て，牽引あり歩行ではヒラメ筋の積分筋電量が減少し，外

側広筋の積分筋電量が増加した．ヒラメ筋については，前

方牽引により前方への加速が補助されたことで，Push off 時

の活動低下したためと推察する．一方，外側広筋について

は，前方牽引により荷重応答期における活動が増加したた

めと考える．この点について，平地歩行では下腿三頭筋が

最大で 80％ MMT の活動が生じるのに対し，外側広筋は最

大 25％ MMT の活動を示す．したがって，推進力の生成に

寄与する下腿三頭筋の活動量が減少したことにより，エネ

ルギーコストが減少したと考えられた．

【まとめ】　中速度条件において，前方牽引により歩行時の

推進力生成に寄与する下腿三頭筋の活動量が減少し，エネ

ルギーコストが低下することが明らかになった．今後，牽

引量と歩行速度の関係について検討する必要があると考え

る．

【倫理に関する項目】　本研究は東北文化学園大学倫理審査

委員会の承認を得た後に実施した（文大倫第 14-10 号）．ま

た，対象者へは書面及び口頭にて説明し，書面にて同意を

得た．
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P-K-1 【ポスター発表	K	東日本大震災】

癒しのサロンの有無が仮設住宅居住高齢者の身体機能および健康状態に及ぼす
影響

只木　正和 1) 　・　小野田　修一 1) 　・　森山　信彰 2) 　・　浦辺　幸夫 2) 

1) 南相馬市立総合病院　リハビリテーション技術科

2) 広島大学大学院医歯薬保健学研究科

応急仮設住宅居住高齢者 ,	身体機能 ,	健康状態

【はじめに，目的】東日本大震災が発生して 4 年以上が経過

したが，福島県南相馬市では 2015 年 4 月現在で，4,974

人の市民が依然として市内応急仮設住宅（以下，仮設住宅）

で避難生活を送っている．そのうち約 42％が 65 歳以上の

高齢者となっている．市内仮設住宅では，集会所を利用し

て，コミュニケーションの場の提供と，居住者の心身の健

康維持を目的とした癒しのサロンが 5 カ所に設置されてい

る．今回，癒しのサロンを利用することで、仮設居住高齢

者の身体機能およびＡＤＬ能力の維持・向上していると予

想されるが、実際に利用者の身体機能および健康状態につ

いては報告されていない．そこで本研究の目的は，癒しの

サロンの有無が仮設住宅居住高齢者の身体機能および健康

状態に及ぼす影響を明らかにすることとした．

【方法】南相馬市の仮設住宅居住者 64 名（年齢 76.8 ± 7.2

歳）を対象とした．調査は平成 26 年 12 月から平成 27 年

1 月に行った。身体活動量は、スズケン社製 3 軸センサー

活動量計 e-style2 を用い対象の 7 日間の 1 日平均歩数を測

定した．膝関節伸展筋力，握力，Timed Up and Go test（TUG）

の測定，健康関連 QOL の指標である SF-36 の得点を算出し

た。対象を癒しのサロンあり群 ( 全員癒しのサロン参加者 )

と癒しのサロンなしの 2 群に分け，それを男女で比較した．

統計学的解析は、SPSS ver.12. を用い，統計学的解析は、各

測定値が正規分布しているかどうかを検定し、正規分布が

認められた項目の差の比較には 2 標本 t 検定を、正規分布

が認められない項目の差の比較に Mann-Whitney 検定を

行った。有意水準は 5% とした .

【結果】女性では癒しのサロンなし群で TUG，握力，膝伸展

筋力，癒しのサロンのあり群で，SF-36「心の健康」に有意

差が認められた (p<0.05）． しかし、男性では癒しのサロン

の有無で、身体機能および健康状態に有意差は認められな

かった (p > 0.05)．

【考察】女性で身体機能面の，TUG，握力，膝伸展筋力で癒

しのサロンなし群が有意に高く，癒しのサロンあり群で身

体機能が低い数値を示した．しかし，女性で SF-36 のサブ

カテゴリ「心の健康」で，癒しのサロンあり群が有意に高

い結果となった．「心の健康」は SF-36 の「精神的健康」に

最も強く関連する尺度であることから，癒しのサロンあり

群女性は精神的な健康が保たれている状態であることが推

測された．身体機能が低い数値を示した原因として，癒し

のサロンあり群では後期高齢者の割合が多かったことが考

えられた．今回の研究では，癒しのサロンを利用している，

身体機能が低下しているとされた高齢者が自力で外出して

いることが明らかになった．近年，仮設居住者の高齢化率

が上がっており，加齢的変化を完全に予防することは困難

であるが，コミュニケーションの場の提供や，レクレーショ

ンなどの身体機能・健康状態を維持・向上できるよう支援

していくことが，すべての仮設住宅に求められる．その支

援において癒しのサロンの役割は，仮設住宅居住高齢者の

身体機能および健康状態の維持向上に寄与する可能性が示

唆された．

【理学療法学研究としての意義】癒しのサロンの利用だけで

は，身体機能の向上は図れないため、本研究で得られた知

見は仮設住宅居住高齢者の運動指導・活動提供など活動量

を上げる取り組みの一助になると考えられる．  

【倫理に関する項目】研究の趣旨を案内し，自主的な参加が

得られた者である．本研究は南相馬市立総合病院倫理委員

会の承認を得て実施した（承認番号 26-11）．
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P-K-2 【ポスター発表	K	東日本大震災】

当法人の介護予防事業の活動と効果判定

渥美　美穂　・　小野　剛広　・　阿部　由貴

医療法人医徳会　真壁病院　リハビリテーション室

介護予防事業 ,	社会参加 ,	E-SAS

【目的】平成 18 年、介護保険制度に介護予防が導入された。

また、平成 27 年、厚生労働省の介護予防・日常生活支援総

合事業のガイドラインにて、「年齢や心身の状況等によって

分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人

と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進する。」と定義された。

当法人では平成 20 年より、東松島市の宮戸島で住民を対象

にした介護予防事業「宮戸☆お達者クラブ」（以下、「お達

者クラブ」）を毎月開催し、7 年が経過した。平成 23 年に

は東日本大震災が発生し、6 ヶ月間中止となった。震災前

は約 1100 人が島に住んでいたが、現在は 600 人近くまで

人口が減少した。さらに、震災後はデイサービスなど島民

が集まる場所も減少した為、「お達者クラブ」は地域の交流

の場としてだけではなく、社会参加への促進の役割を担っ

た。今回、運動機能のみで評価するのではなく、高齢者が

活動的な地域生活の営みを獲得できたかを把握する事を目

的に、E-SAS を用いた評価を実施した。また、社会参加へ

とつながる結果が得られたので、その取り組みについて報

告する。

【方法】「お達者クラブ」の参加者は毎回 15 人前後である

が、延べ 114 人に対して運動機能面と社会面の評価を行っ

た。評価は半年に 1 回実施している。このうち、対象者は

平成 20 年度から参加し、かつ平成 20 年度の開始年度と平

成 27 年度に評価を実施した、8 名とした。評価法としては

E-SAS を用い、各項目において検討した。統計は t 検定を用

い、危険率 5％未満を有意とした。

【結果】平均参加人数は平成 20 年度が 15.6 人、平成 21 年

度が 17.6 人、平成 22 年度が 14.9 人、震災のあった平成

23 年度が 11.1 人、平成 24 年度が 13.5 人、平成 25 年度

が 14.7 人、平成 26 年度が 14.4 人、平成 27 年度が 19.7

人（平成 27 年 6 月現在）であった。対象者 8 名の開始時

の年齢は平均 77 歳であり、最終回時は平均 83 歳であった。

「歩くチカラ」（TUG）は 6.8 秒から 9.5 秒へと有意に低下し

ていた。その他５項目「生活の広がり」「ころばない自信」「入

浴動作」「休まず歩ける距離」、「人とのつながり」で、有意

差は認められなかった。

【考察】「お達者クラブ」は、①血圧測定②言葉つなぎ③ア

トラクション④休憩（お茶飲み・談話）⑤軽運動⑥合唱、

以上のプログラムで行われている。アトラクションは毎回

テーマを変えて行われており、講話、ヨガ、演劇などであ

る。参加型のアトラクションが好まれている傾向にあり、

参加人数に大きく影響していると考えられる。「歩くチカラ」

（TUG）は有意に低下したが、カットオフ値 13.5 秒より、7

年経過しても基準値内にある。健康の三要因として、身体

的要因、精神的要因、社会的要因が挙げられており、これ

らが相互に関係しており、特に社会的要因が身体的要因を

高めているという報告がある。島民はお互いに知ってはい

ても、顔を合わせる機会があまりなかった。しかし、「お達

者クラブ」に参加することで、親交を深め、それが刺激となっ

て身体機能に作用したと考えられる。また、地域住民が参

加できる場所を提供し、身体機能の維持・向上を図りつつ、

新たな人間関係を築き、社会参加を促進させたと考えられ

る。「お達者クラブ」に参加し、島民同士の交流が広がり、

平成 26 年から自主的に月１回「お茶のみ友の会」が開かれ

るようになった。現在も継続しており、社会参加へ繋がっ

た結果となった。今後、現在のプログラムを継続することで、

身体機能や社会参加にどのような影響があるのかを E-SAS

の評価を実施し、検討していきたい。

【倫理に関する項目】対象者には個人情報の保護について口

頭で説明を行い、同意を得た。

key	Words:	

2015 年 11 月 29 日	（日）	10:10	～ 11:10



1472015: The 33th Anuual Tohoku Physical Therapy Congress

P-K-3 【ポスター発表	K	東日本大震災】

釜石リハ士会設立の経緯と二年間の活動から見えてきたこと

千葉　悟 1,2) 　・　東　孝喜 1,3) 

1) 釜石リハビリテーション療法士会

2) 釜石のぞみ病院

3) せいてつ記念病院

釜石リハ士会 ,	連携 ,	チームかまいし

【はじめに】　東日本大震災での支援活動を経験し、リハビ

リテーションサービスを提供する専門職が組織として動く

重要性を強く感じた。また、平成 24 年 7 月より在宅医療

連携拠点チームかまいし（以下：チームかまいし）が発足。

行政との連携や地域での活動に参加、参画していく為には、

リハ専門職としての立場を明確にする必要があると考え、

平成 25 年 7 月に釜石リハビリテーション療法士会（以下：

釜石リハ士会）を設立。二年が経過した。そこで現在まで

の活動を以下に報告する。

【釜石リハ士会の設立】　震災前より釜石医師会と釜石市は

地域連携に積極的で、顔が見える関係を構築しており、行政、

医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護支援専門員連絡協議

会の参加による会議などは行われていたが、リハ部門の参

加はなかった。そこで、釜石圏域リハビリテーション広域

支援センターの専門部会として、釜石リハ士会を設立した。

会員は同圏域の病院、施設に勤務する PT・OT・ST。会長 1

名、副会長 2 名、事務局長 1 名、事務局員 1 名の役員で構

成されており現在 41 名が所属している。

【活動方針】(1) 災害時に初動対応を行い、必要に応じ関係

各所に応援を要請。共同で支援活動を行う。

(2) 釜石圏域の地域包括ケアにおける連携機関の一部門とし

て、住民の健康増進に寄与する。

(3) 研修会の企画や介護施設等への講師派遣。

【設立からの活動実績】○行政主導の地域包括ケアに関する

会議、プロジェクトへの参加。

○チームかまいしと連携しての他職種研修会の企画、運営。

○新築予定の県立大槌病院院内環境評価委員会への参加。

○釜石市平田・鵜住居地区サポート支援活動。

○大槌町介護予防教室への参画（SNS を用いた取り組み）、

住環境改善講習会への講師派遣。

【今後の活動】○釜石圏域の介護予防教室など、健康推進事

業への協力。

○行政、他職種との連携強化および研修会の企画、運営。

○行政主導の地域連携等の会議、プロジェクトへの参加。

○釜石リハ士会員同士の連携強化。

【まとめ】　釜石圏域でリハ専門職が活動する際の窓口が一

本化されたことで、行政や他職種団体との連携がスムーズ

になり、発足から二年が経過した現在では地域包括ケア関

連の会議・研修会等への参加要請を頂ける様になった。「顔

が見える関係」を構築した次は、同圏域の地域包括ケアシ

ステム構築の一部門になる為、会員内の意志統一をしっか

りと行い、リハ専門職として信頼される活動を継続するこ

とが重要である。

【おわりに】　現在までの活動で強く感じていることがある。

それは、地域包括ケアシステムの構築とは、自分の住んで

いる地域の「まちづくり」に参加するという意識が重要で

あり、その地域に合った、住みやすいまちをつくるために、

リハ専門職である PT として何が出来るのかを考え、実行し

ていかなければならない。地域包括ケアシステムの構築と

は「まちづくり」であると考える。

【倫理に関する項目】画像は本人の同意を得て使用していま

す。
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P-K-4 【ポスター発表	K	東日本大震災】

災害時における深部静脈血栓症と理学療法

小野部　純

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

深部静脈血栓症 ,	自然災害 ,	理学療法

【はじめに】深部静脈血栓症（deep vein thrombosis：DVT）

は，肺塞栓症（pulmonary thromboembolism：PTE）を引

き起こし，生命の危機をも脅かす重篤な病態である．自然

災害時において，DVT を問題視する契機となったのは新潟

中越地震である．この震災では，避難者が車中で長期間寝

泊りすることにより発症した PTE などが 2 次被害として問

題視された．平成 13 年度厚生科学特別研究報告書による

と，「以前はいろいろな角度から見ると preventable（回避

可能） であることは否定できないが，災害と結びつけるべき

疾患とは言われていなかったと考えられていたが，今後は 

preventable として扱うことになる」と指摘している．そし

て，東日本大震災ではこの教訓が生かされ，震災発生早期

から避難所または仮設住宅等にて DVT の早期発見・予防の

対応が取られた．なお，震災後の報告によると，特に津波

による浸水地域では DVT 発症率が高値であり，震災早期の

段階で 45.6％が DVT 陽性と診断されたとしている．

【DVT 発症の要因】DVT は，Virchow により提唱された①

血流の遅延，②静脈内皮障害，③血液凝固能の亢進の 3 要

因が引き金となって血栓を生じることで発症する．東日本

大震災では，重度の精神的ストレス，避難所生活を強いら

れたことによる活動量低下が筋ポンプ作用の低下を招いた

ために血流が遅延したこと，津波による外傷のため静脈内

皮細胞に障害が生じたこと，十分な栄養や水分摂取を行え

なかったことによる脱水状態が血液凝固能を亢進させたこ

とが要因として考えられる．

【症状】血栓は多くの場合に下肢で形成され，ヒラメ筋静脈

が好発部位として知られている．臨床所見として，軽～中

等症では下肢の腫脹，鈍痛，浮腫，表在静脈拡張，立位に

おけるうっ血色などがみられる．多くの場合，初期症状は

軽く，下腿が張る，足がつるなど筋肉疲労様の症状を訴え

ることが多い．重症では，急激に進行する下肢の腫脹，緊

満痛および特有の色調 ( 赤紫色 )，静脈還流障害により動脈

流入が阻害され，二次的な虚血症状を示すこともある．

【評価】近年，医療機関の多くでは，対象者の既往歴や現病

歴などの情報を元にリスクを階層化し，リスクレベルに応

じた予防的介入が主流である． 特に理学療法士が多く関わ

る股関節や膝関節の人工関節置換術患者は高リスクに位置

づけられており，適切な介入によって DVT を引き起こさな

いことが重要である．

【予防方法】VTE の予防は，下肢の静脈停滞防止と血液凝固

活性の調節とで行われるが，手段として理学的予防法と薬

物的予防法がある．理学的予防法には，下肢の挙上，筋ポ

ンプ作用を促す運動療法，弾性ストッキング着用による圧

迫療法が挙げられる．これらの手段を用いて，早期から適

切に介入することが予防する上で重要である．

【まとめ】DVT は，多くの場合，理学療法手段によって発症

率を低下させることが可能な疾患である．新潟中越地震を

教訓に，外傷，脱水，避難所生活における物理的な活動制限，

精神的ストレスなど様々な要因が相まって，DVT 発症のリ

スクが非常に高い状態でるため，注意すべき疾患の一つと

して考えられるようになり，早期介入すべくシステム作り

も行われていた．しかし，東日本大震災は被災地域が広範

囲にわたり，避難者の把握もままならない状況であったな

ど，非常に介入が難しかったことも否めない．このような

点も踏まえ，早期介入のためには理学療法士などの一部の

専門職のみがこれを担うのではなく，ハイリスク者へのさ

らなる啓蒙を行うなどの活動が必要になってくると思われ

る．

【倫理に関する項目】本報告は県士会推薦演題（総説）であり，

特に倫理的に配慮するべき内容は含まれていない．
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P-L-1 【ポスター発表	L	県士会推薦】

福島県理学療法士会における管理職研修会の紹介
－参加者増加への取り組み－

本田　知久

（一社）福島県理学療法士会　活性化委員会

研修会 ,	参加者 ,	増加

【目的】各都道府県士会では管理職を対象とした研修会や懇

親会を実施しているが参加者数など課題もある。福島県理

学療法士会（以下、福島県士会）でも平成 27 年に管理職研

修会（以下、研修）を初めて企画し、参加者を増やすため

案内方法を工夫し研修を実施した。

本研究の目的は研修参加者の意識調査や案内に関わった各

支部長からの聞き取り調査の結果を踏まえ、今後の研修参

加者の増加に必要なことを明らかにすることとした。

【管理職研修会と案内方法の紹介】研修の目的は「福島県内

の施設における PT 部門管理職の質の向上と情報共有」とし、

参加対象者は福島県士会員で各施設の理学療法部門の管理

職（役職者）クラスの方とした。日程は日曜日の 9:30 ～

15:00 とした。案内に関しては前年度の拡大理事役員会と

年度初めの総会での口頭告知。研修会 1 ヶ月前に福島県内

全 193 施設へ案内を郵送し、加えてメーリングリストでも

送信し、各支部長から支部内の施設への連絡を行った。な

お郵送案内には会長メッセージとして研修の開催意義を別

紙で添付した。さらに募集締切 1 週間前に中間報告として

支部ごとの参加者数を県士会役員へメールし、参加と声掛

けを再度促した。

【方法】参加者数に関して、中間報告時と当日人数を明らか

にした。

意識調査に関して、対象は研修参加者とし、調査方法は無

記名にて多肢選択式および自由記述式の質問紙調査を実施

し、研修直後に回収した。質問項目は支部・経験年数・管

理職年数・研修効果・開催希望曜日・提案とした。

また研修後に、各施設に募集の声掛けを行った各支部長に

対し電話にて募集に関する聞き取り調査を行った。

【結果】参加者数は、中間報告時登録 33 名。当日は 49 名

だった。6 支部の施設参加率は A 支部 16％、B 支部 25％、

C 支部 20％、D 支部 31％、E 支部 50％、F 支部 19％であっ

た。意識調査の回収率は 92％（45 件）。経験年数は 21 年

以上 36％、11 ～ 15 年目 27％。管理職年数は 1 ～ 5 年目

が 53％、6 ～ 10 年目が 24％。研修効果として「どの程度

理解できたか」は 7 割以上 45％。「満足でしたか」「役立ち

ますか」は肯定的な回答（普通を含まず）がともに 96％。

開催希望曜日は複数回答可として日曜 82％土曜 62％平日

17％。各支部長に対する聞き取り調査にて、研修案内時に

参加の有無や理由を確認していた支部は D、E 支部のみで、

不参加理由は所属施設のイベント、私用、他の研修会への

参加があげられた。

【考察】研修内容に関しては満足と役立つかの回答項目が高

いが、理解が 7 割未満、管理職年数 5 年目以内がともに半

数以上であることから、より具体的で時間的余裕のある内

容への検討が必要と思われる。

参加人数に関しては中間報告時よりも当日は約 1.5 倍の人

数となった。具体的な数値で各支部長に連絡したことで再

度参加を促しやすくなったと考えられる。しかし県内の

193 施設から 1，2 名参加とし、200 名を目標にしていた

ため目標の 1/4 の参加人数となった。意識調査にて平日開

催希望が 2 割弱いることや、今回他の用事と重なり不参加

だった管理職がいることを考慮すると、研修の参加率向上

には、同内容で休日と平日の複数回開催も必要と思われる。

また、案内時に参加の有無や理由を確認していた D、E 支部

の参加率が高いことから、参加に対する各施設の動向の確

認も必要と考える。

【まとめ】管理職研修会の参加者をさらに増やすためには案

内の工夫に加え、休日と平日の複数回開催と各施設の参加

動向確認の必要性が示唆された。

【倫理に関する項目】プライバシーの保護と公表について紙

面で説明した。無記名調査し、回答をもって同意を得たも

のとした。なお本研究は福島県士会理事会の承認を得てい

る。
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P-L-2 【ポスター発表	L	県士会推薦】

秋田県理学療法士会の地域包括ケアシステムに向けた取り組み

大場　みゆき 1,2) 　・　願法　廣典 1) 　・　小松　しのぶ 1) 　・　畠山　和利 1) 　・　鈴木　克昌 1) 

草別　拓郎 1) 

1) 公益社団法人秋田県理学療法士会

2) 中通総合病院

地域包括ケアシステム ,	県士会活動 ,	地域包括ケアシステム推進委員会

【はじめに】秋田県の 65 歳以上の高齢者数は、全国で最も

高い高齢化率 32.4%（平成 26 年 7 月現在）を示しており、

平成 52 年には、3.8％となることが予測されている。また、

一方では秋田県の平均寿命は全国の中で下位に位置してい

る。健康寿命を延伸し、生活習慣病の予防やいつまでも楽

しく生きていけるような地域包括ケアシステムづくりが必

要である。

秋田県理学療法士会では，平成 26 年 2 月に地域包括ケア

システム推進委員会を設置し，地域包括ケアシステム構築

に向けた取り組みを開始した。そこで今回は、これまでの

活動と今後の課題について報告する。

【活動報告】委員会では 3 年間のアクションプランを策定し，

組織体制整備、啓発、人材育成と実践、行政・地域との関

係づくり、他職種との連携に取り組んでいる。組織体制整

備については、秋田県士会ではかねてより県を３つのブロッ

クに分け、各ブロック担当理事が統括する体制をとってき

た。そしてブロック下の各医療圏に地域包括ケア推進委員

を配置し、委員が中心となり県内の会員が市町村事業等に

対応できるシステムの整備をしてきた。また委員会の情報

共有ツールとしてグループウェアサイボウズを活用し、情

報共有と意見交換ができるようにした。今後は人材派遣バ

ンクの設置を予定し、協力できる派遣業務の内容と活動で

きる地区の範囲について登録して頂き、行政機関からの派

遣等の依頼に対する手配がスムースになるようにしていく。

会員の啓発については、26 年 9 月に県内各施設の理学療法

士長に集まって頂き、地域包括ケアシステムの説明と、所

属施設の会員への啓発、派遣要請への協力を依頼した。こ

の説明会には 58 施設 70 名参加（全施設の 54.0％ ) があり、

関心の高さが伺われた。

理学療法士が十分に県民の期待に応えられるよう介護予防

に携わる人材の育成をすることを目的とした事業計画が、

秋田県の平成 26 年度新たな財政支援制度における事業に採

用され（123 件の応募のうち認可されたのが 49 件）、26 年

度から 4 年間にわたり事業を展開することができることと

なった。最終目標としては、推進リーダー 150 名以上（会

員の 4 割）を養成し、ブラッシュアップ研修等の開催によ

り会員のスキルを高めていく。また介護予防事業における

指導書等を作成し、誰でも一定レベル以上の内容を提供で

きるようにする。この事業は主に『介護予防ワーキンググ

ループ』が行い、より専門的に分析、問題点の把握、対策、

提言といったことが積極的にできるようにする。

委員会内にはこれ以外に『調査とネットワーク』、『地域ケ

ア会議』、『医療と介護の連携』のワーキンググループを設

置している。

【今後の課題】　委員会を立ち上げてから 1 年半が経過し、

県士会に寄せられた依頼はまだ数少ないのが実情である。

今後は行政・地域との関係づくりを密にし、理学療法士が

できることをアピールすることが必要である。遅きに失す

ることなく、県士会の総力を挙げて取り組んでいきたい。

【倫理に関する項目】公益社団法人秋田県理学療法士会理事

会で承認された事業の活動報告である。本会の個人情報取

り扱い規定、公益社団法人日本理学療法士協会倫理規程に

従っている。
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新人教育プログラム修了率増加のための取り組み

村上　賢一 1,2) 　・　川上　真吾 1,3) 　・　小野部　純 1,4) 

1) 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
2) 一般社団法人宮城県理学療法士会学術局
3) 一般社団法人宮城県理学療法士会学術局生涯学習部
4) 一般社団法人宮城県理学療法士会学術局教育部

新人教育プログラム ,	生涯学習システム ,	修了者数

【目的】日本理学療法士協会（協会）は、「理学療法士の人格、

倫理及び学術技能を研鑽し、わが国の理学療法の普及向上

を図るとともに、国民保健の発展に寄与する」という基本

目的に基づき生涯学習システムを構築した。生涯学習シス

テムは、3 つの基本理念「新卒理学療法士に対する、ある

べき基本姿勢への理解や資質の向上」「理学療法の専門分野

における職能的水準の引き上げ」「自発的な学習の継続」を

成熟するためのツールとして位置づけられている。そして

生涯学習システムは、「新人教育プログラム」「認定・専門

理学療法士制度」「推進リーダー制度」に大別され、目標

達成が明確に示されている。協会がその指針を示すように、

そして本学術大会のテーマとして挙げられているように「求

められる理学療法士になるため」の研鑽が重要となるので

ある。宮城県理学療法士会においては、自発的な学習を促

すために積極的な学習環境提供のため 2012 年度より改革

を進めてきた。以上の経緯により、今回はその改革内容と

新人教育プログラムの修了率について報告する。

【方法】宮城県理学療法士会は、2012 年度から 2015 年度

現在までに 4 つの点について取り組んできた。その取り組

みは、①新人教育プログラムの A ～ E の全テーマ開講（1

年間で修了可能）、②地区ブロック単位での新人プログラム

の開講と症例発表機会の設定、③宮城県内で認定・専門理

学療法士取得可能とするような理学療法士講習会開催（基

礎（ひと）、神経（脳卒中）、運動器（運動器）、内部障害（循

環・呼吸）（2015 年度取得可能必須ポイント））、④新人対

象の研修会開催（新人対象の職能的水準引き上げ内容）で

ある。それ以外にも指定研修や必須研修などの受入も積極

的に行ってきた。

【結果】宮城県理学療法士会の新人教育プログラムの修了率

および修了順位は、2009 年度 29.7％（全国 45.3％）46

位、2010 年 度 26.6 ％（ 全 国 45.6 ％）48 位、2011 年 度

34.5％（48.2％）47 位、2012 年度 31.7％（44.7％）47 位、

2013 年度 37.8％（51.3％）47 位、2014 年度 42.5％（55.4％）

46 位であった。新人教育プログラムの年間参加者のべ人数

（うち、宮城県理学療法士会会員割合）は、2013 年 970 名

（95.4％）、2014 年 1173 名（73.3％）であった。2015 年

8 月現在（残 4 テーマ）では、954 名（88.3％）であった。 

【考察】宮城県理学療法士会の新人教育プログラム修了率は

年々増加傾向にある。しかしながら、増加の流れは全国的

なものと捉えられる。そのため、修了率を順位で表すと宮

城県理学療法士会の修了率は下位に位置し、全体の修了率

を引き下げているのが現状である。しかしながら、新人教

育プログラムの参加者は増加傾向にあり、その中でも他県

からの受講者が多いことは特徴として挙げられる。このこ

とは、宮城県が近隣の県からの交通の便がよいことなどの

地域特性が関連している可能性があり、宮城県での積極的

開催が全体の修了率へ貢献していると信じたいところでも

ある。今後としては、宮城県理学療法士会自体の修了率を

一層向上させるため、新人教育プログラム（e ラーニングで

の聴講も含めた）の広報活動および啓蒙活動を充実させて

いく必要があると考えている。

【倫理に関する項目】本報告は、宮城県理学療法士会運営の

研修会参加者数をまとめたものであり、レトロスペクティ

ブなものである。参加者個人の情報を収集・処理しておらず、

倫理的な問題にはあたらないと捉えている。
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高校野球選手の腰部障害の実態
～福島県高野連メディカルサポート講習会の結果から～

鴫原　智彦 1) 　・　十文字　雄一 1) 　・　今野　裕樹 1) 　・　小野田　修一 1) 　・　野邊　翔平 1) 

大歳　憲一 2) 

1) 福島県理学療法士会　公益事業局　MST 企画推進部

2) 福島県立医科大学　スポーツ医学講座

高校野球選手 ,	腰痛 ,	障害度

【目的】　高校野球は，その練習時間と過酷さから，さまざ

まな過労性障害が発生しやすい．福島県では，県理学療法

士会メディカルサポートチームを中心に，福島県高等学校

野球連盟（以下，県高野連）と連携し，選手に対するサポー

ト活動を行っている．その一環として，平成 26 年度より県

高野連所属選手を対象にメディカルサポート講習会を開催

し，県内全選手の健康状態のチェックと障害発生の状況の

調査を開始した． 今回われわれは，高校野球選手の腰部障

害の実態を調査したので報告する．

【対象】県高野連所属硬式野球選手 1・2 年生 2153 名のう

ち，上記講習会に参加した 1266 名（1 年生 624 名，2 年

生 642 名，平均年齢 16.2 歳）を対象とした

【方法】講習会開催前に練習状況と障害についてのアンケー

ト調査を実施した．練習状況としては，野球継続期間と，1

週間の練習日数及び合計練習時間を調査した．腰部障害と

しては，腰痛の既往，過去 1 年間の腰痛，及び調査時点で

の腰痛の有無と，腰痛によるスポーツ活動，および日常生

活動作における障害度を調査した．障害度は，「障害なし，

軽度，中等度，重度」の 4 段階に分類した．講習会当日の

メディカルチェックでは，腰椎前屈時痛，後屈時痛，およ

び Kemp 徴候の有無について調査した．

【結果】腰痛の既往を有する選手は 910 名 71.9％，過去 1

年間に腰痛を自覚した選手は，812 名 64.1％，調査時点で

の腰痛を有した選手は 326 名 25.8％存在した．腰痛によ

りスポーツ活動時が中等度以上障害されている選手は 234

名 27.2％，高度に障害されている選手は 81 名 9.8％存在し

た．腰痛で，日常生活においても中等度以上障害されてい

る選手は 131 名 15.8％，高度に障害されている選手は 26

名 3.2％存在した．

　身体所見では，腰椎前屈時痛 91 名 7.2 ％，後屈時痛

392 名 31.1%，Kemp 徴候陽性 428 名 34.0％（右 270 名

21.4％，左 286 名 22.7％ , そのうち両側陽性例 128 名）で

あった．

【考察】中高野球選手の腰痛の有病割合について，中野らは

59％，長谷川らは 55.9% と報告している．本調査では，腰

痛の既往が 70％以上，過去 1 年間に腰痛を自覚した選手が

60％以上存在し，先行報告よりも高い結果となった．また，

調査時点でも約 25％の選手に腰痛が存在しており，通年に

わたり腰部障害が存在することが明らかになった．

竹林らはスポーツ選手の腰痛の 64.2％は後屈時痛と報告し

ている．本調査では，腰椎所見で前屈時痛が認められた選

手に対し，後屈時痛が認められた選手が約 4.3 倍，Kemp 徴

候陽性である選手が約 4.7 倍多い結果となり，腰部後方障

害が発生しやすい現状が明らかとなった．また，野球では

投球や打撃など，同一方向への回旋動作が多く，Kemp 徴

候陽性はその動作の影響を受けていると考えられた．

本調査では，腰痛により，スポーツのみならず日常生活に

もある程度支障を来していることが明らかとなった．腰痛

は，肩肘痛と同様にパフォーマンス低下につながる要因の

一つであり，学業にも影響を及ぼす可能性がある．高校野

球選手に対しては，肩肘痛のみならず腰部障害に関しても，

予防を含め適切に対応する必要性がある可能性が示唆され

た．

【倫理に関する項目】本講習会の開催にあたり福島県立医科

大学倫理委員会の承認を得ており，また本人・保護者・指

導者に十分に説明し，書面にて同意を得ている．
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福島県高等学校野球連盟強化研修会「メディカルサポート講習会」報告
～福島県理学療法士会メディカルサポートチーム活動の変遷～

野邉　翔平 1) 　・　鴫原　智彦 1) 　・　今野　祐樹 1) 　・　小野田　修一 1) 　・　四家　卓也 1) 　・　遠藤　和博 1) 

樫村　孝憲 1) 　・　大歳　憲一 2) 

1) 福島県理学療法士会　公益事業局　MST 企画推進部

2) 福島県立医科大学　スポーツ医学講座

高校野球 ,	強化研修会 ,	障害予防

【はじめに】 甲子園では平成 7 年から医師と理学療法士（以

下，PT）によるメディカルサポートが開始された．その後，

各県レベルでも高校野球選手の障害予防に対する支援の取

り組みが広がりを見せている．福島県でも福島県高等学校

野球連盟（以下，県高野連）の依頼を受け，平成 22 年に福

島県理学療法士会内にメディカルサポートチームを結成し，

平成 23 年より県予選での大会サポートを開始した．その後，

現在まで県高野連，福島県立医科大学整形外科学講座，福

島県理学療法士会が連携し，昨年度から始まったメディカ

ルサポート講習会を含め，継続的なサポート活動を行って

いる．本報告では，現在までの活動内容とその変遷につい

て紹介する．

【大会サポート】 平成 23 年度より，県大会の準々決勝以降

のサポートを行っている．各球場に医師 1 名，ＰＴ 4 ～ 6

名程度を配置し，試合前は障害を有する選手に対する応急

処置やテーピング，試合中は外傷に対する応急処置，試合

後は登板した投手を対象としたクーリングダウンを行って

いる．平成 27 年度からは後述するメディカル講習会の実施

とあわせて，試合後のクーリングダウンは各チームでの実

施とし，傷害に対する応急処置を中心としたサポートを行っ

ている．

【メディカルサポート講習会】 大会サポートは準々決勝から

の介入であり，ごく一部の選手が受けられるに過ぎない．

県高野連や指導者側の要請もあり，平成 26 年度より福島県

内の全高校野球選手を対象とした「メディカルサポート講

習会」という強化研修会を企画・実施した．講習会は，平

成 26 年 11 月から平成 27 年 1 月まで，福島県内の 6 支部

（会津・県北・県中・県南・相双・いわき）で，述べ８日間

にわたり実施した．

 受講者は県高野連所属の 1，2 年生 2153 名を対象とし，種々

の事情で参加できなかった者を除く 1,343 名が参加した．

スタッフは 1 会場あたり医師 1~3 名，ＰＴ 10 ～ 16 名で

実施した．総動員人数は，医師が 14 名，ＰＴは 98 名であっ

た． 講習会では「メディカルチェック」「座学講習」「実技

講習」の 3 項目を実施した．メディカルチェックでは，ア

ンケートによる問診，身体所見，及び超音波検査を実施し

た．参加者には事前にアンケートを配布し，野球歴や練習量，

障害の既往と現状について調査した．身体所見は，肩肘障

害の評価を中心に，上下肢のタイトネスや肩甲胸郭機能に

ついて評価した．また，主に投手を中心に超音波による肘

障害の評価を行った．座学講習では，投球障害に関する 20

分程度の講義を行った．実技講習では，選手にストレッチ

内容が記載されたパンフレットを配布し，その内容に合わ

せ，講習会後もチームや個人で継続的に実施できるように

指導した．また，要望により，トレーニングやコンディショ

ニング，テーピング，アイシング方法の指導なども行った．

【今後の課題と展望】 大会サポートに関しては，今年度から

傷害に対する応急対応を中心に行うことになったが指導者

側からは，より外傷の発生頻度の高い予選の段階からのサ

ポートを希望する意見があげられた．また，メディカルサ

ポート講習会に関しては，県高野連，各高校の指導者，お

よび選手からの評価はおおむね良好であったが，人員の確

保，活動費用の調達，スタッフ間の評価技術の格差，およ

び適切なフィードバック法についての課題があげられた．

今後も県高野連や指導者側とも協議を重ね，より適切で効

果的なサポートが供給できるように活動を継続していきた

いと考えている．

【倫理に関する項目】個人情報は収集・処理しておらず、倫

理的な問題には該当しないと捉えている。
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看護・介護職員に対する姿勢別腰痛体操の実施が腰痛に及ぼす影響

早坂　郷

滝沢中央病院

腰痛体操 ,	立位姿勢 ,	矢状面

【目的】本研究の目的は、立位姿勢の特徴から選択した腰痛

体操の実施が腰痛軽減に対して有効であるか明らかにする

ことである。 

【方法】対象は、当院の看護・介護職員とし腰痛発症から

3 カ月を経過している者で、現在投薬治療を行っていない

者、神経症状を伴わない者 41 例とした。まず、腰痛に関す

るアンケート調査を行った後、腰痛を有する者の立位姿勢

を矢状面から観察し骨盤が前傾している前弯型、骨盤が後

傾している扁平型、骨盤が前後傾中間位で前方偏移してい

る動揺型の 3 つに分類した。分類のための指標として、ま

ず、上前腸骨棘（以下 ASIS）、下前腸骨棘（以下 PSIS）、大

転子、外果にカラーマーカーを貼付し、腕を胸の前で組ま

せ立位をとらせた。骨盤前後傾の評価は、ASIS と PSIS の高

低差で判断し中間位を 2 ～ 2.5 横指 PSIS が高い位置とし、

これ以上の差を前傾、以下を後傾とした。また、骨盤前方

偏移は、重りをつけた紐を外果前方に向けて垂らしその線

より大転子が前方に位置している場合とした。姿勢分類後、

短縮しやすい筋のストレッチ 2 種類と伸長されやすい筋の

収縮を促す運動 2 種類を 1 か月間、週 3 回以上、1 日 2 回

行うように指導した。介入効果の検証として腰痛の程度に

ついて、Visual Analog Scale（以下 VAS ）と QOL 改善効果

として日本整形外科学会腰痛質問票（以下 JOABPEQ）を用

い、腰痛体操指導前と 1 か月後で比較した。VAS の統計処

理は対応のある t 検定を用いて実施し、JOABPEQ に関して

は Wilcoxon の符号付順位検定を実施した。なお、統計的有

意水準は危険率 5％未満とした。

【結果】今回の研究における VAS を用いた痛みの評価におい

ては，前弯型，扁平型，動揺型のいずれにおいても有意な

低下が認められた（p ＜ 0.05）。JOABPEQ 中央値（最大値

‐最小値）は、前弯型において「疼痛関連障害」71（100‐

43）から 100（100‐71）、「社会生活障害」59（78‐50）

から 78（70‐85）となり有意差を認めた（p ＜ 0.05）。扁

平型と動揺型では，全ての項目で有意差は認められなかっ

た。

【考察】先行研究では、看護・介護従事者の腰痛発症頻度が

高率であることを示している。そのため、厚生労働省の腰

痛予防対策指針の中で、腰痛体操の実施が推奨されている。

本研究における腰痛体操においては、各分類における VAS 

及び前弯型における JOABPEQ の疼痛関連障害、社会生活障

害において有意差が見られ姿勢別腰痛体操の有用性が示唆

された。今回の研究では、矢状面上の骨盤アライメントの

特徴から姿勢分類したが、前額面や水平面の特徴を考慮し

ていなかったことや実施期間が短かった事により腰痛軽減

効果が低く、JOABPEQ の改善効果に繋がらない項目もあっ

たと考えられた。 

【まとめ】今回の研究では立位姿勢の特徴より短縮しやすい

筋と伸長されやすい筋に対してアプローチを行う腰痛体操

を指導することで、腰痛の程度に変化が見られた。腰痛体

操時には、立位姿勢についても考慮していく事で効果的な

腰痛体操が指導できる可能性がある。 

【倫理に関する項目】全ての対象者に研究の趣旨と内容の説

明し同意を得た。 
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脊髄硬膜外膿瘍患者に対する BWSTT の効果　
一週間の介入効果

工藤　慎也

仙台リハビリテーション病院

脊髄硬膜外膿瘍 ,	BWSTT,	介入効果

【目的】 脊髄硬膜外膿瘍は入院患者 1 万人あたり 0.2 から 1.2

人の発症率である . その症状として , 発熱と背部痛に続き ,

脊髄神経根および脊髄症状が出現し , 進行増悪すると報告

されている . 今回，第 8 胸髄から第 1 腰髄にかけての病変

を認め , 感覚障害および運動麻痺により歩行動作の安定性 ,

速度低下を認めた症例を経験した . 当院入院経過中に , 両側

の T 字杖を使用し安定した屋内外の歩行を獲得した . しか

し , 退院後独居生活であり，屋外の歩行機会も多く , 活動範

囲拡大のため歩行速度の向上が望まれた . そこで脳卒中片麻

痺者や脊髄損傷者で歩幅 , 歩行速度の向上が報告されている

Body Weight Supported Treadmill Training（以下 ,BWSTT）

を用い，歩行速度向上を目的に介入したので以下に報告す

る .

【症例紹介】　51 歳男性 . 両下肢に麻痺が出現し , 歩行困難

となり胸椎硬膜外膿瘍と診断された . その後第 9 から第 12

胸椎両側椎弓切除術および病巣掻把術を施行された . 術後

の経過は良好でリハビリ開始となった . しかし歩行自立に

は至らず , リハビリ継続が必要と判断され当院へ転院となっ

た . 当院入院時車椅子にて ADL は自立されていた . 術後 7

週で歩行車使用し屋内歩行自立 , 術後 12 週で両側 T 字杖使

用し屋内外歩行自立となった .

【方法】　BWSTT による効果を検証するため ,T 字杖 , 両側 T

字杖 ,Free hand の条件で 10m 最大歩行速度および快適歩行

速度を計測した . また各条件での cadence および stride 長

を算出した . さらに介入前後の筋力について , 酒井医療社製

モービィ MT-100 を用い , 等尺性筋力を計測した . 術後 13

週目よりトレッドミルおよび , 体重免荷装置を用い介入を開

始した . 免荷量および速度の設定は先行研究を参考に算出し

た . 実施時間は 5 分から始め患者の疲労度に合わせ時間を

延長した . 以上の条件にて 1 日 2 セット 7 日間行った . 

【結果】 介入前後で T 字杖および両側 T 字杖条件による 10

ｍ最大歩行速度計測時の cadence および stride 長に変化は

認められなかった . その他の条件では介入前に比べ介入後で

cadence および stride 長が増加し歩行速度が向上した . 等尺

性筋力については介入前後で大きな変化は認められなかっ

た .

【考察】 BWSTT の効果として反復した同一の刺激が可能な

ことから効率のよい運動学習につながる可能性があるとさ

れている . 今回，体重免荷装置とハーネスを用い , 安全性

を確保した状態において最大歩行速度での反復した練習を

行った . このことが効率の良い学習効果に繋がり , 歩行速度

の向上に至ったと考える . また歩行能力向上の根拠の一つと

して歩行に関わる centaral pattern generator( 以下 CPG) の

存在がある .CPG は脊髄に存在し , 脳からの刺激なしに歩行

運動を作り出す機能とされている . 本症例においても末梢か

らの刺激が CPG を賦活し , 歩行活動が誘発され , 歩行速度

の向上につながったとことも寄与していると予測する . 今回

1 週間のみの介入であった為 ,BWSTT による介入効果であっ

たか , 自然回復による歩行速度の向上であったかは明確では

ない . 今後はこの点を踏まえ介入方法を検討したい .

【倫理に関する項目】本症例には書面にて介入の同意を得た。
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