
 

 L-001  神経

ビタミンB1欠乏症に伴う多発性神経障害により
重度四肢麻痺を呈した一症例の骨格筋量と機能
回復の経過
○真島 和希 1)，野添 匡史 2)，久保 宏紀 1)，
山崎 允 1)，島田 真一 3)

1) 伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部
2) 甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学
科
3) 伊丹恒生脳神経外科病院 脳神経外科

【はじめに】ビタミンB1欠乏症に伴う多発性神経障害により骨
格筋量が減少する可能性は指摘されているが，詳細な骨格筋量
の推移とそれに伴う機能回復については知られていない．今回
同疾患により重度四肢麻痺を呈した症例の骨格筋量の変化と機
能回復の経過を検討したので，若干の考察を加えて報告する．

【症例紹介】20歳代男性，既往歴なし．ほぼ糖質のみを摂取し
て過度な筋力トレーニングを行う生活を続け，X-1月頃より四
肢遠位部優位の異常感覚，疼痛，筋力低下を認め，X月Y日に
ショック状態で他院へ救急搬送された．高度の乳酸アシドーシ
ス・ビタミンB1低下を認めたが，ICUで治療を行い全身状態は
改善した．Y+83日にリハビリテーション目的で当院へ転院と
なった．転院時BMI18.7kg/㎡で，筋力はMMTで上肢近位筋4
・遠位筋2，下肢近位筋3・遠位筋0で，表在・深部とも両上下
肢近位中等度，遠位重度の感覚障害を認めた．歩行は両側シュ
ーホンブレイスを使用し平行棒内軽介助で連続10m可能だった．
日常生活活動はFIM運動項目が33点だった．

【経過】転院後筋力改善及び歩行能力向上を目的に筋力トレー
ニング，歩行練習を実施したが，Y+120日時点で上肢に比べ下
肢の機能回復が乏しかったため，骨格筋量・筋力の評価を実施
し，管理栄養士とともに栄養療法の見直しを行った．この時点
でBMI20.7㎏/㎡，筋量 (右/左)は上肢2.00kg/2.00㎏，下肢
5.36kg/5.47㎏，SMI5.8㎏/㎡，握力 (右/左)9.0㎏/6.3㎏，膝伸
展筋力 (右/左)15.3kg/11.1kgであった．タンパク質摂取量は
2g/㎏/日を3.1g/㎏/日まで増加させ，その後も継続的に身体組
成及び栄養状態の評価を実施した．運動負荷量は神経再生を害
しないよう過用症候群に注意し身体機能改善に合わせて漸増し
た．退院時 (X+211日)BMI22.7㎏/㎡で，筋力はMMTで上肢近
位筋5・遠位筋5，下肢近位筋5・遠位筋2で，表在・深部とも
両上下肢近位軽度，遠位中等度の感覚障害は残存したが，歩行
はT字杖・オルトップLHを使用し，6分間歩行試験で386mまで
可能となった．日常生活活動はFIM運動項目が81点まで向上し
た．筋量は上肢2.28㎏/2.23㎏，下肢5.65㎏/5.61㎏，SMI6.2
㎏/㎡，握力25㎏/23㎏，膝伸展筋力33.8㎏/34.6㎏と改善した．
骨格筋量・筋力の改善率をX+120日と退院時で比較して，筋量
は上肢より下肢が乏しく (上肢：下肢＝13％：4％)，握力より
膝伸展筋力が乏しかった (握力：膝伸展筋力＝213％：159％，
左右平均値)．

【考察】ビタミンB1欠乏症に伴う重度の多発性神経障害でも機
能的転帰が良好な先行報告が多く，本症例も同程度の機能改善
だった．詳細な骨格筋量の推移についての先行報告はないが，
本症例では骨格筋量・筋力の改善率に上下肢で差があった．代
謝性多発性神経障害における神経再生には効果器が遠位なほど
改善に時間を要すると言われており，本症例で下肢筋量・筋力
の改善が乏しかったのは神経再生に遅延があった可能性が示唆
された．
【倫理的配慮】甲南女子大学研究倫理委員会の承認を得て実施
した．

 L-002  神経

Lateropultionに対し視覚フィードバックと体性
感覚入力が姿勢矯正に有用した延髄外側梗塞の
一例
○西村 慈覚，横森 正喜，麻井 和也，丸吉 康太，
深谷 淳

清仁会　水無瀬病院 リハビリテーション部

【目的】
延髄外側梗塞の特徴として、Lateropultion (以下LP)と呼ばれる
側方への姿勢制御障害により立位・歩行障害を呈することがあ
る。LPは前庭脊髄路、背側脊髄小脳路などが責任病巣と報告さ
れており、自覚的視覚的垂直判断 (以下SVV)の偏倚を伴うとさ
れる。そのため、姿勢矯正の理学療法では視覚フィードバック
 (以下視覚FB)を用いるよりも意識下での体性感覚を利用した報
告が多い。今回、延髄外側梗塞によりＬＰを呈した症例を経験
し、触圧覚を利用した意識下での理学療法に加え、視覚FBを用
いたことにより即時的効果を認め歩行自立に有用であった症例
を経験したので報告する。

【症例紹介】
60歳代男性。X-6日頭痛にて急性期病院へ搬送。X日磁気共鳴
画像にて右延髄外側に梗塞巣を認め、X+20日リハビリテーシ
ョン目的にて転院。運動麻痺、腱反射、筋力に異常はみられな
かった。右顔面・左上下肢に温痛覚鈍麻を認めたが、同部位の
触覚や深部感覚は正常であり解離性感覚障害を呈していた。
Scale for Assessment and Rating Ataxia (SARA)：9/40点、
Burke Lateropulsion Scale (BLS)：3/17点、Berg Balance Scale 
(BBS)：34/56点、Lateropulsion Glade：Ⅱ、ロンベルグ徴候陰
性。ホルネル徴候、めまい、眼振、複視は認めない。Pusher現
象のような非麻痺側上下肢の押し返しや他動的姿勢矯正による
抵抗、四肢の失調症状はない。独歩では右側傾斜が生じ要介助
であり、内省として「右に傾き自分では直せない」と訴えあり。

【経過】
X+22日姿勢傾斜に対して姿勢鏡を使用し視覚FBを実施したと
ころ「左足に体重を意識することができた感じがする」と即時
的・能動的に重心移動が可能となり立位姿勢改善を認めた。さ
らに、併用して両足底の触圧覚を意識させ、右へ過剰に荷重す
る事がないように注意しながら裸足重心移動、立位歩行練習を
実施。実施後10m独歩可能となり即時効果を認めた。以降、同
様の介入を通常理学療法に合わせて週6回60分継続した。結果、
X+35日、SARA：2/40点。BLS：1/17点、BBS：43/56点、
Lateropulsion Glade：Ⅰ。LP改善に伴い屋内独歩自立となった。

【考察】
LPの治療において視覚FBはSVVの偏倚を伴うことや眩暈や眼振
など前庭障害をきたすことから難しいとされているが、本症例
では姿勢鏡を用いることで自発的姿勢調整がみられた。一般的
にLPの治療に多く用いられている触圧覚情報など意識される知
覚を利用した重心移動、歩行練習を行うことにより姿勢制御機
能の再構築が図れるが、本症例のように視覚・前庭症状を認め
ない場合、触圧覚を利用した意識下での理学療法に加え、視覚
FBを用いることがLPの改善に有効と示唆された。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】
ヘルシンキ宣言に従い目的と個人情報の取扱いについて十分な
説明を行い、同意を得た。



 L-003  神経

前皮神経絞扼症候群の治療とリハビリテーショ
ンの併用がパーキンソン病患者の体幹前屈姿勢
に与える効果
○山本 幸夫 1)，入田 英祐 1)，藤本 康之 1)，
井上 貴美子 1,2)，松岡 由里子 3)，遠藤 卓行 2)

1) 大阪刀根山医療センター リハビリテーション科
2) 大阪刀根山医療センター 脳神経内科
3) 大阪刀根山医療センター 漢方・ペインクリニック内科

【はじめに】
パーキンソン病 (PD)患者には腹部絞扼感を訴え、体幹前屈の姿
勢異常を呈する患者が存在する。PD患者のうち、前皮神経絞
扼症候群 (ACNES)を強く疑った患者に対する腹部局所麻酔薬注
射療法とリハビリテーション (リハ)の併用が体幹前屈姿勢に与
える効果について検討した。
【方法】
2020年5月から2022年1月までに当院で入院加療を行ったPD
患者のうち、Carnett試験陽性などの臨床所見からACNESを強
く疑った6例について、腹部局所麻酔薬注射とリハを併用した
患者を対象とした。
入院中リハは週3～5回の理学療法、作業療法、言語聴覚療法を
実施した。
対象者の年齢、性別、入院時のHoehn & Yahr (HY)分類、The 
Unified Parkinson�s Disease Rating Scale PartⅢ (UPDRSⅢ)、
入院から注射までの期間、入院期間を調査し、入院時、注射後
4日以内(注射後)、注射後11日から16日(注射後2W)の各時期に
Numerical Rating Scale (NRS)での腹部絞扼感の評価および座位
での体幹前屈角度 (前屈角度)を測定した。
前屈角度は、背もたれのない40㎝台に安楽な座位で矢状面から
写真撮影し、画像から第7頸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ直
線と第5腰椎棘突起から床におろした垂線との角度より算出し
た。
薬剤については、オン時間延長やオフ時間短縮を目的としたレ
ボドパ製剤の調整が3例に行われたが、ドパミンアゴニストの
変更はなく、姿勢の評価はすべてオン時間に実施した。
解析にはEZRを使用し、各項目の中央値、四分位範囲を算出し
た。
【結果】
性別は全例女性、入院時HY分類Ⅲ5例、Ⅳ1例、各調査項目の
中央値［四分位範囲］は年齢74.5［71.25-77］歳、UPDRSⅢ
31.5［22.75-35.75］、入院から注射までの期間15［
12.25-24.5］日、入院期間45[42.5‐46.75]日であった。NRS
は入院時4.5［4.00-5.75］、注射後1.0［0.25-4.00］、注射後
2W0.5［0.00-1.75］で減少した。また、前屈角度は入院時 20
［17.75-21.5］、注射後 13.5［11.5-18.5］、注射後2W16［
12.75-19.25］度であった。
【結論】
PD患者の体幹前屈姿勢とACNESの関係に着目し、ACNESに対
する局所麻酔薬注射と姿勢改善のためのリハを行った。その結
果、腹部絞扼感の改善とともに前屈角度が減少し、注射後2週
においてもその効果が継続した。今回、症例数が少なかったた
め解析は行わなかったが、今後、症例数を増やして効果の検証
やリハのみを施行した群との比較などを行っていく必要がある。
【倫理的配慮】本研究は、所属施設倫理審査委員会の承認を受
け、対象者には研究内容を説明し，書面により同意を得た。

 L-004  神経

脳卒中後注意機能障害を呈した症例に対する
Virtual Realityを用いた介入の経過ー症例報告ー
○谷岡 愛，濱嶋 真弘，奥野 博史，藤田 隆，
福原 みなみ，大川 愛美

岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセンタ
ー

【目的】
近年VirtualReality (VR)は，リハビリテーション分野における
研究報告が増加している．今回，通常介入では生活場面での変
化が乏しい症例に対して，VRによる注意機能練習を通常介入
に付加することで，注意機能が改善した症例を経験したため報
告する．
【症例紹介】
対象は，右後頭葉梗塞の80歳代女性．入棟時より意思疎通は良
好で，明らかな麻痺は認めなかった．注意機能は，Trail 
Making Test (TMT)part Aが225秒，part Bが実施困難であった．
またリハビリテーションツール＠ATTENTION(クレアクト社，
以下＠ATTENTION)での注意機能評価では，対象物の見落とし
が見られ，全般性注意障害が疑われた．また，反応時間は4.1
秒であった．病棟内では，対象物への接触や対向者を避けるこ
とが困難であり，移動は独歩見守りであった．
【経過】
入院20週目では，独歩見守りから自立となり，注意機能に関し
てはTMT part Aは215秒，part Bは355秒となった．＠
ATTENTIONでは反応時間が3.1秒へ改善したが，全般的な見落
としは残存していた．病棟内では障害物への接触が継続し，屋
外歩行では信号や対向者の見落としを頻回に認めていた．
通常介入では注意機能を考慮し，周囲の刺激が少ない環境で介
入を行っていたが，練習環境や課題難易度が，注意障害の程度
に合わせた個別性の高い調節が困難であった．VRでは環境お
よび難易度設定が可能であったことからVR介入を実施した．
期間は入院20週後から通常理学療法に加え，測定機能付自力運
動訓練装置 (mediVRカグラ，mediVR社製)を用いたVR介入を1
回20分程度，週5回を3週間実施した．方法は，座位でVR空間
内の目標物にリーチを行う課題を実施し，評価はTMTと＠
ATTENTIONを使用し，介入前後で行った。
VR介入３週間後の評価ではTMT part Aは102秒，part Bは333
秒と共に改善し， @ATTENTIONでは対象物の全般的な見落と
しが軽減し，反応時間が2.8秒と改善を認めた．病棟内では障
害物への接触や立ち止まり，屋外歩行では信号や対向者の見落
としが軽減を認めた．

【考察】
注意機能に対する通常介入での変化が乏しい回復期脳卒中患者
に対して，VRによる課題提供を３週間，通常介入に加えて実
施した．その結果，注意機能に関連する指標の改善が得られ，
生活場面での症状軽減を認めた．
VR使用することで，視覚的外乱の排除や対象物の出現数制御
など，本症例に適した介入を実施したことが改善に繋がった可
能性がある．また，VRでは机上課題で困難である受動的注意
ネットワークを動員した課題を提供できたことも改善に繋がっ
た要因の一つではないかと考える．

【倫理的配慮】【倫理的配慮，説明と同意】
対象に対して，ヘルシンキ宣言に基づき説明を行い書面で同意
を得た．



 L-005  神経

低栄養脳卒中患者におけるリハビリテーション
介入の転帰 ～ 傾向スコアマッチングを用いた検
討 ～
○嘉摩尻 伸 1,2)

1) 岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセン
ター
2) 岸和田リハビリテーション病院 脳卒中リハビリテーショ
ン研究所

【はじめに】
低栄養は，脳卒中患者のFunctional Independence measure 
(FIM)改善や，自宅復帰率などの転帰に悪影響を及ぼすことが
報告されている．一方，それら先行研究ではさまざまな交絡因
子を含む報告が散見され，低栄養脳卒中患者に対するリハビリ
テーション (リハ)効果は明らかになっていない．そこで本研究
では，傾向スコアマッチング (PSM)を用いて低栄養と非低栄養
脳卒中患者の交絡因子を調整し，リハ介入効果を検証した．
【方法】
対象は回復期リハ病棟に入棟された脳卒中患者とし，包括基準
は65歳以上で，3食経口摂取が可能な者，初発脳卒中でテント
上病変を有する者，入院日数が30日以上の者とした．そこで
151名が抽出された後，Mini Nutrition Assessment (MNA)を用
いて，低栄養群 (45名，MNA15±1.7)と非低栄養群 (106名，
MNA20±1.8)に分類した．PSMは年齢，性別，BMI，入棟まで
の日数，上肢・下肢Fugl Meyer assessment，modified Rankin 
Scale (mRS)，Functional Oral Intake Scale，FIM運動項目・認
知項目・合計点を用いて実施した．対象者の特性把握として入
院時の食事摂取量，Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)，血
清Albumin，血清総蛋白 (TP)，四肢骨格筋指数 (SMI)，Phase 
Angle (PhA)，入院日数を分析した．加えて，麻痺・非麻痺側
の握力と膝伸展筋力，Fugl Meyer assessment上肢・下肢項目，
Functional Balance Scale，Functional Ambulation Categories，
FIM運動項目は入院から退院までの変化量を算出し分析した．
統計分析はPMSにて分類された2群に対して，各分析項目の正
規性を確認後，群間比較を実施した．
【結果】
PSMの結果，低栄養群25名と非低栄養群25名がマッチングさ
れた．入院時の特性把握分析では，低栄養群でGNRI，TP，
SMI，PhAにおいて有意に低値を示した．入院から退院までの
変化量分析では各分析項目に有意差は認められなかった．
【結論】
今回，患者の基本情報や脳卒中症状などの交絡因子を調整した
うえで，低栄養脳卒中患者のリハ介入効果を検証した．その結
果，低栄養群の特性として，骨格筋量・質が低下していること
が明らかとなった．しかし，各分析項目の変化量では低栄養群
と非低栄養群で有意差は認められなかった．これは，低栄養の
有無に関わらずリハ効果としては低栄養脳卒中患者においても
一定の介入効果が得られることが示唆された．低栄養を呈す原
因は様々であり，どのような低栄養患者において転帰に悪影響
が生じるのかを明らかにする必要がある．
【倫理的配慮】本研究は岸和田リハビリテーション病院倫理審
査委員会の承認を得て実施した．本研究で得られる特定の個人
を識別できる情報は匿名化し，日常診療で得られた診療情報の
みを使用した．そのため，インフォームドコンセントは「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」に基づき
省略した．

 L-006  神経

パーキンソン病患者の左右への姿勢制御と体幹
側方傾斜角度の関連性について
○尾畠 康太，川見 優貴，小川 恵美，清水 健太，
福島 実紗

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 リハビリ療法部 理
学療法科

【はじめに】パーキンソン病(以下PD) は腰曲がりやPisa徴候(
以下Pisa)等の姿勢異常と関連が強い疾患と言われている。Pisa
を有するPD患者は健常者と比較して静的立位時の重心位置の
左右偏位が大きいとの報告がある。Pisaを有するPD患者の姿勢
修正は困難との報告が多く、Pisaに増悪する前の軽度姿勢異常
の段階からの介入が必要と考えられる。また、重心位置の左右
偏位と体幹傾斜角度の関係性は明らかとなっていない。本研究
はPisaを有さないPD患者を対象に、重心位置の左右偏位と体幹
傾斜角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Pisa(体幹側屈10°以上)を有さないPD患者35名
(以下PD群)と同年代健常者(以下健常群)とした。包含基準は立
位保持が2分間以上可能な者とした。除外基準は整形外科的疾
患やPD以外の脳神経系疾患の既往のある者、認知機能の低下
がある者、測定の正確性に影響を及ぼすジスキネジアを有する
者、Pisaまたは腰曲がり (前屈45°以上)を有する者とした。体
幹側方傾斜角度の評価は、安楽立位(以下立位)にてC7-L5を結
んだ線と床からの垂直線との角度を測定した。重心動揺測定は、
重心動揺計上で対象者に立位保持を30秒間2回行わせ、その際
の重心位置(%)と外周面積(cm²)を測定した。また、上記立位条
件から左右に最大限重心移動した位置で5秒間保持させ、その
際の左右重心移動域(%)を測定した。尚、重心位置と左右重心
移動域は各被験者の左右支持基底面幅で除した値を算出した。
PD群と健常群の2群に対して、正規性に基づいて群間比較を行
った。また、ピアソンの相関係数の検定を行い、PD群の体幹
側方傾斜角度とその他の評価項目との間の相関係数を算出した。
統計解析にはR(2.8.1)を用い、有意水準は5％とした。

【結果】体幹傾斜角度は健常群(2°)とPD群(2°)の間で有意差
を認めなかった。立位時の重心位置は健常群(3.7±2.3)と比較
しPD群(7.5±5.5)で有意な左右偏位を認めた。外周面積は健常
群(1.08)と比較しPD群(1.61)で有意な拡大を認めた。左右重心
移動域は健常群(49.8±5.2)と比較しPD群(42.5±10.9)で有意に
狭小化を認めた。相関関係については、PD群の体幹側方傾斜
角度と重心位置の間で正の相関を認めた(r=0.35)。

【結語】本研究において、健常群と比較しPD群で有意な重心
位置の左右偏位、外周面積の拡大、左右重心移動域の狭小化を
認めており、Pisaを有さないPD患者であっても左右方向のバラ
ンス制御に影響を及ぼす可能性が示唆された。また、PD群の
体幹側方傾斜角度と重心位置の間で相関を認めた。このことか
ら、PD患者は軽度の側方傾斜の姿勢異常であっても、重心位
置の左右偏位が拡大していることが考えられ、PD患者に対し
ては早期から側方傾斜の姿勢異常と合わせて左右方向のバラン
ス制御を考慮した介入の必要性が示唆された。
【倫理的配慮】当院の倫理委員会の承認を得て、対象者に研究
内容を口頭および紙面にて説明し、同意を得て実施した (承認
番号1806)。
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免疫介在性壊死性ミオパチー患者に対する下肢
骨格筋の質と生理的コスト指数を指標にした運
動強度設定の試み
○新納 亮太 1)，二階堂 泰隆 1)，浦上 英之 1)，
石田 直也 1)，佐浦 隆一 2)

1) 大阪医科薬科大学病院 リハビリテーション科
2) 大阪医科薬科大学 医学部 総合医学講座 リハビリテーシ
ョン医学教室

【はじめに】
免疫介在性壊死性ミオパチー(IMNM)は，四肢近位筋優位の筋
力低下や高CK血症などを呈する特発性炎症性筋疾患である．
炎症性筋疾患に対する運動強度の指標には血清CK値や疲労感
が用いられる．一方，運動により疲労が生じると筋力発揮の効
率や運動の効率は低下するため，これらの指標から適切な運動
強度を設定できる可能性がある．今回，IMNM患者の理学療法
に際し，筋力発揮の効率には下肢骨格筋の質(MQ)を，運動の
効率には生理的コスト指数(PCI)を用いて過度の疲労を呈さない
運動強度の設定を試みたので報告する．
【症例紹介】
症例は40代男性．歩行や階段昇降の困難感を主訴に受診．四肢
近位筋の筋力低下と高CK血症，抗HMGCR抗体陽性からX日に
IMNMと診断．ステロイド内服と免疫グロブリン静注療法
(IVIg)目的にX+60日に入院，X+63日から理学療法を開始．初
期評価時(X+63日)は，血清CK値:1991U/L，倦怠感評価スケー
ル(FAS):12/50点，筋力はMRCスコア:50/60点，等尺性膝伸展
筋力(HHD;左右平均):111.6Nm，下肢骨格筋量(体組成計;左右平
均):10.6㎏，MQ(等尺性膝伸展筋力/下肢骨格筋量):10.5Nm/㎏，
6分間歩行テスト(6MWT):420m，6MWT時のPCI([歩行時心拍
数－安静時心拍数]/歩行速度):0.13beats/mであった．
【経過・結果】
運動強度は，膝伸展運動を10～15回反復 (各週に応じた強度
[HHDによる％RM])した際の下肢疲労感(修正Borg scale;mBS)を
基に筋力練習や歩行，階段昇降練習の量を調節した．1週目の
運動強度は40%RM未満(mBS4未満)の低強度から開始し，その
後はMQとPCIが前週比でわずかでも悪化した際には運動強度を
低減させ，それ以外は過度の疲労を呈していないと判断し運動
強度を増加させた．2週目はMQ:11.2 Nm/㎏，PCI:0.13 
beats/mで初期評価時と比較し悪化はなかったので，
40%RM(mBS4)へ増加させた．IVIgを施行された3週目は
FAS:15点と疲労感が増悪したため，身体機能評価は実施せず
40%RM未満(mBS4未満)へ低減させた．IVIg施行後の4週目は
MQ:10.5 Nm/kg，PCI:0.16 beats/mと悪化していたので
40%RM未満(mBS4未満)で継続した．5週目はMQ:11.0 Nm/㎏，
PCI:0.15 beats/mと悪化しなかったので40%RM(mBS4)へ，以
降もMQとPCIは悪化はなく，6週目は50%RM(mBS5)へ，7・8
週目は60％RM(mBS5)へと増加させた．最終評価時(Ｘ+117日)
は，血清CK値:510 U/L，FAS:12/50点，MRCスコア:54/60点，
等尺性膝伸展筋力:120 Nm，下肢骨格筋量:9.9kg，MQ:12.1 
Nm/㎏，6MWT:500m，PCI:0.11beats/mと有害事象なく自宅
退院となった．
【考察】
8週間を通して，MQとPCIを指標に運動強度を調節したことで，
最終評価時には血清CK値と疲労感の増悪なく筋力や歩行能力
の向上を認めた．以上より，MQとPCIによる筋力発揮や運動の
効率の評価は，IMNM患者に対する適切な運動強度設定の指標
となる可能性がある．
【倫理的配慮】治療経過の発表について患者本人に文書を用い
て説明し，書面にて同意を得た．
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片側変形性股関節症患者への２ステップテスト
に関する一考察
－1歩目が患側か健側かで違いがあるか－
○阪口 七聖，田篭 慶一，生友 尚志，三浦 なみ香，
岡村 憲一，奥埜 尭人，中川 法一

医療法人　増原クリニック リハビリテーション科

【はじめに】
ロコモティブシンドロームのテストの一つである2ステップテ
ストの測定方法は、最大限に大股で2歩進み両足を揃えたとこ
ろまでの距離を計測するとされており、左右どちらから踏み出
すかの規定は特にない。2ステップテストにおいて1歩目となる
下肢は、大きく踏み出してから2歩目の下肢を大きく踏み出す
までの間の立脚能力が求められ、片側変形性股関節症(股OA)の
ように機能低下がみられる患側からの踏み出しは2ステップ値
にも影響すると考えられる。
そこで本研究では、片側股OA患者を対象とし、1歩目が患側か
健側かで2ステップ値に違いがあるのか検討した。
【方法】
対象は、当院にて手術目的で入院した片側末期股OAの女性患
者43名(年齢 65.9±8.3歳、BMI 24.0±4.2kg/㎡)とした。人工
股関節例や両側股OA例、他の下肢疾患を合併する患者、測定
不能者は除外した。
方法は、1歩目が患側と1歩目が健側の2ステップテストをそれ
ぞれ実施し、2ステップ値(Two Step; TS)を求めた(TS：最大2歩
の長さ/身長)。1歩目が患側か健側かの順番はランダムに決定
し、1回の練習の後2回ずつ実施し、大きい方を採用した。1歩
目の長さは、頭上から動画撮影しスタートラインから1歩踏み
出した足尖までの長さを計測した。2歩目の長さは、最大2歩の
長さと1歩目の長さの差とした。1歩目の長さを身長で除したも
のをFirst Step(FS)、2歩目の長さを身長で除したものをSecond 
Step(SS)とした。
TS、FS、SSを患側と健側で比較した。また、患側と健側それぞ
れにおけるFSとSSの比較も行った。各項目の比較には対応のあ
るt検定を用い、有意水準は5%とした。
【結果】
患側は、FS 0.54±0.09、SS 0.52±0.09、TS 1.06±0.16とな
った。健側は、FS 0.56±0.08、SS 0.52±0.08、TS 1.08±
0.15となった。患側と健側の比較では、FSにおいて有意差がみ
られた(p < 0.05)。SS、TSは有意差を認めなかった。また、健
側においてFSがSSよりも有意に大きくなった(p < 0.01)。
【結論】
今回、片側股OA患者を対象に2ステップテストを実施し、1歩
目が患側か健側かで違いがあるか検討した。対象者の2ステッ
プ値の平均は患側が1.06、健側が1.08であり、移動機能の低下
が進行し自立した生活ができなくなるリスクが高くなっている
段階とされるロコモ度2(0.9以上1.1未満)に該当した。2ステッ
プ値の比較においては、1歩目が患側でも健側でも2ステップ値
には差がみられないことが明らかとなった。1歩目が患側では、
健側ほど十分な歩幅を得ることができていなかった。また、1
歩目が健側では、FSがSSより大きくなる傾向がみられ、健側機
能を利用した戦略をとっていることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施し、対象
者には研究目的と内容、個人情報の保護について十分に説明を
行い書面にて同意を得た。
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腰椎疾患患者の破局的思考に影響を与える因子
の検証
○杉山 主馬，山田 貴司，東野 一成，柴田 航輔，
大前 麻希，永田 達

学研都市病院 リハビリテーション科

「はじめに」
腰部疾患は疼痛により，運動障害が生じ，それに伴い心理社会
的側面にも影響が生じていることが報告されている．特に，破
局的思考が強いと，疼痛が慢性化することが報告されており，
理学療法も円滑に実施しにくいことを経験する．腰部疾患の破
局的思考に関する報告は多いが，破局的思考と腰部症状との関
連を調査した報告は少ない．そこで本研究の目的として，当院
術前患者を対象に，腰部疾患の破局的思考に与える要因を調査
することとした．
「方法」
2022．1．4－2022．5．11に入院された腰椎手術予定患者33
名に対して，術前に質問紙を配布し，記入するよう指示した．
対象者は胸椎圧迫骨折1名，脊髄損傷1名，腰椎椎体骨折1名，
腰椎すべり症(分離・変性を含む)5名，腰椎椎間板ヘルニア11
名，腰部脊柱管狭窄症14名で男性20名，女性13名，年齢は65．
1±18．8歳である．質問紙は，破局的思考の程度を測定する
ためにPain Catastrophizing Scale(PCS)，腰痛・臀部や下肢の痛
み・臀部や下肢の痺れの程度を測定するためにVisual 
analogue scale (VAS)，機能障害の程度を測定するために
Oswestry Disability Index (ODI) ，日常生活動作に対する自覚
的な腰椎の不撓性の影響度を測定するためにLumbar Stiffness 
Disability Index(LSDI)を用いて評価した．統計学的解析は，
PCS値に対して，腰痛VAS値，下肢痛VAS値，下肢痺れVAS値，
LSDI値，ODI値の相関関係を解析した．正規性が確認できたも
のはpearsonの積率相関係数，正規性が確認できなかったもの
はspearmanの順位相関係数を用いた．有意水準は5%とした．
「結果」
PCS値と各評価の相関係数は， 腰痛VAS値(r = 0.25, p = 0.16)，
下肢痛VAS値(r = 0.28, p = 0.17)，下肢しびれVAS値(r = 0.35, 
p = 0.049)，LSDI値(r = 0.42, p = 0.015)，ODI値(r = 0.49, p = 
0.004)であった．
「結論」
腰部の疼痛，下肢の疼痛とPCS値は相関関係が認められなかっ
たが，機能障害の評価指標であるODI値とLSDI値はPCS値との
相関関係が認められた．多くの疼痛患者の報告で，疼痛と破局
的思考に相関関係が生じることが報告されているが，手術が必
要な重度の腰部疾患患者は，疼痛よりも疼痛により生じている
機能障害により破局化が生じている可能性が示唆された．また，
下肢の痺れとも相関関係が認められた．重度な腰部疾患の場合
は，疼痛よりも痺れ症状の方が破局的思考に与える影響が強い
可能性も示唆された．
【倫理的配慮】本研究は，ヘルシンキ宣言に従って行われ，研
究前に当院の院内倫理委員会の承認を得た．全ての対象者に十
分な説明の上，同意を取得した．
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右下肢荷重時の疼痛により立位保持が困難であ
った右恥坐骨骨折の一症例
○野際 誉也 1)，井尻 朋人 1)，鈴木 俊明 2)

1) 医療法人寿山会 法人リハビリテーション部
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
右下肢荷重時に右股関節前面と右腰部～殿部に疼痛が生じ、立
位保持が困難であった症例を担当した。姿勢、疼痛評価をおこ
ない治療した結果、右下肢荷重時の疼痛が軽減し、歩行練習開
始に至ったため報告する。
【症例紹介】
症例は右恥坐骨骨折の40歳代男性で、X年Y月Z日、仕事中に高
所から転落し受傷した。Z+1日からリハビリを開始し、Z+20日
にリハビリ継続目的で当院に転院された。主訴は「痛くて立て
ない」であり、ニードは「立位保持の実用性向上」とした。
【経過】
立位は腰椎伸展位を呈し、右股関節内転・内旋位で骨盤左下制
・右回旋を呈し、この状態で右膝関節屈曲することで体幹左後
方傾斜を認め、左下肢荷重優位であった。右下肢荷重量は最大
20kgで体重1/3程度であり、右股関節前面にはNRS6/10、右腰
部～殿部にはNRS5/10の疼痛を認めた。触診にて疼痛部位に一
致する右腸骨筋、長・短内転筋、大殿筋、多裂筋の筋緊張亢進
を認めた。両上肢支持下で筋収縮を可能な限り抑制した右下肢
荷重では、右股関節前面の疼痛は軽減したが、右腰部～殿部の
疼痛、姿勢に変化はなかった。末梢神経由来の疼痛を疑ったが、
FAIRテスト、ケンプテスト、SLRテストは陰性であった。一方、
座位では右寛骨が仙骨に対し前傾しており、右仙腸関節の不適
合が疑われ、Newtonテスト、Geanslenテスト、Patrickテスト
は陽性であった。仙腸関節の不適合により、後方靭帯に異常な
伸長が生じ疼痛が発生すると報告されている。同様に、右仙腸
関節の安定性に関与する右大殿筋と多裂筋も関節不適合により
筋緊張異常が生じたと考えた。以上から、右股関節前面は筋性
疼痛、右腰部～殿部は仙腸関節痛が生じていると考えた。治療
は筋性疼痛に対して筋緊張改善目的での右股関節、体幹の自動
介助運動をおこない、右仙腸関節痛に対しては、アライメント
修正目的で右股関節屈曲時の右寛骨後傾を徒手操作した。10日
間の治療継続で立位姿勢は改善し、右下肢荷重量は最大50kg
となった。疼痛は荷重40kgまでは右股関節前面NRS0/10、右
腰部～殿部NRS3/10であった。右腸骨筋、長・短内転筋、大殿
筋、多裂筋の筋緊張は改善傾向であった。右寛骨の前傾は改善
し、Newtonテスト、Patrickテストは陰性となった。疼痛軽減
により歩行練習を開始することができた。
【考察】
右股関節前面は筋性疼痛、右腰部～殿部は仙腸関節痛が生じて
いると考えた。高所から転落して受傷したため、右仙腸関節に
も障害が生じた可能性が考えられた。そのため、筋緊張異常と
右仙腸関節に対し治療をおこなった。筋緊張異常と右仙腸関節
のアライメントが改善したことで、筋性疼痛の改善と右仙腸関
節の安定につながり、疼痛が軽減し、立位保持が可能になった
と考えた。
【倫理的配慮】発表に際し、症例に十分な説明をおこない同意
を得た。
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地域在住高齢者の主観的健康感とADL動作の困
難さとの関連について
○伊藤 里紗 1)，今岡 真和 2)，中村 美砂 2)，
田崎 史江 2)，肥田 光正 2)，今井 亮太 2)

1) 社会医療法人栄公会佐野記念病院 リハビリテーション部
2) 大阪河﨑リハビリテーション大学 リハビリテーション学
部

【はじめに】
主観的健康観の低下は死亡リスクの上昇、慢性疾患の有病、フ
レイル該当リスク、ADL低下が関連すると報告されており、主
観的健康観低下の要因を知ることは改善に向けた取り組みを行
う上で重要である。しかしながら、具体的に主観的健康観低下
のリスクを高める生活項目は十分に検証されていない。そこで
本研究では、ロコモ25の質問紙票を活用して主観的健康観低下
の関連因子を検証することした。
【方法】
対象は60歳以上の地域在住高齢者、152名(平均年齢：75.0±
6.8歳)とした。調査方法は主観的健康感及びロコモ25を記名自
記式のアンケートにて調査した。主観的健康感は4件法で調査
した後に、「健康である」、「まあまあ健康である」を主観的
健康群、「あまり健康ではない」、「健康ではない」を非健康
群として2群に分類して取り扱った。
統計学的検討は2群比較を単変量解析にて行い、有意差を認め
た項目を用いて主観的不健康であることを従属変数とした強制
投入法によるロジスティック回帰分析を各項目ごとに用い性、
年齢で調整して独立関連因子のオッズ比を算出した。なお、有
意差は5％未満とした。
【結果】
結果、主観的健康群137名 (90.1%)、非健康群15名 (9.9%)であ
った。次に、非健康群ではロコモ25の下位項目の起居、屋内移
動、更衣(上衣・下衣)、早歩き、整容、連続歩行、外出、交通
機関利用、家事(軽い・重い)、スポーツ、友人との交流の計13
項目が有意差を認めた。次に、各項目と性、年齢で調整したロ
ジスティック回帰分析の結果をオッズ比が高い順に示す。起居
はオッズ比11.0 (95％CI : 3.4-37.2)、上衣更衣はオッズ比16.6 
(95％CI : 2.5-114.7)、下衣更衣はオッズ比10.6 (95％CI：
2.3-49.7)、屋内移動はオッズ比8.4 (95％CI : 1.8-39.5)、外出
はオッズ比8.1 (95％CI：1.5‐44.0)、整容はオッズ比7.3 (95
％CI：1.3-41.9)、スポーツはオッズ比7.1 (95％CI：1.9-26.8)、
友人との交流はオッズ比6.8 (95％CI：1.4‐32.3)軽い家事はオ
ッズ比6.2 (95％ＣＩ：1.1-34.0)、交通機関利用はオッズ比5.6 
(95％CI：1.6-19.8)、早歩きはオッズ比5.4 (95％CI：1.6-18.6)、
連続歩行はオッズ比3.8 (95％CI：1.2-12.5)、重い家事はオッ
ズ比3.0 (95％CI：1.0-9.3)、であった。
【結論】
本研究は、ロコモ25の質問紙票を活用して主観的健康観低下因
子を検証することした。結果として、主観的な不健康感に対し
て特に起居、上衣・下衣の更衣はオッズ比が10を超える強い独
立関連因子であることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究は、大阪河﨑リハビリテーション大学倫
理審査委員会における承認 (承認番号：OKRU-RA0005)を得て
実施した。なお、対象者には本研究の趣旨を口頭および書面で
説明し同意を得て実施した。
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左橈骨遠位端骨折術後に遠位橈尺関節の不安定
性を呈した一症例
-遠位橈尺靭帯の解剖学的構造に着目して-
○岸川 昌嗣 1)，小野 志操 2)，水田 有樹 1)，
柴原 基 3)

1) しばはら整形外科スポーツ関節クリニック リハビリテー
ション科
2) 株式会社 運動器機能医科学インスティチュート
3) しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 整形外科

【目的】
 遠位橈尺関節 (DRUJ)の安定化には三角線維軟骨複合体 (TFCC)
が最も関与しているとされている．二村らはTFCCの中でも遠
位橈尺靭帯 (DRUL)は立体的交叉性構造によりDRUJの動的安定
化を担っていると報告している．今回，DRULの解剖学的構造，
前腕回外可動域 (ROM)に着目し治療を行なった結果，DRUJの
不安定性が改善した症例を経験したため報告する．
 【症例紹介】
 50歳代女性，2022年2月に自宅で転倒し受傷した．受傷肢位
は肘関節軽度屈曲位，前腕回外位，手関節背屈位で体が乗り掛
かるように転倒した．受傷2週後に掌側ロッキングプレートに
よる骨接合術を施行され，術後1週より当院で理学療法開始と
なった．
 【経過】
 術後1週において，前腕回外の自動ROMは45°であった．方
形回内筋 (PQ)に圧痛を認め，DRUJ Ballottement test (BT)は特
に背側方向で陽性であった．Ulnar carpal stress test，Grip test，
Shake hand testは陰性であった．理学療法としてPQに対しリ
ラクセーションとストレッチングを実施した結果，術後9週に
おいて前腕回外の自動ROMは80°に改善し，PQの圧痛および
BTは陰性となった．術後11週で前腕回外の自動ROMは90°と
改善した．
 【考察】
 堀内らによるとDRUL深層は関節円板の掌側から茎状突起基部
背側に付着し，表層は関節円板の背側から茎状突起先端掌側部
に，最表層部は掌側関節包に付着するとされている．本症例の
単純X線画像にて認められた尺骨茎状突起骨折からTFCC損傷は
生じていないと考えられるが，DRUL表層線維の損傷が推察さ
れDRUJの安定性は低下すると考えられる．秋田らは掌側関節
包はPQ深頭の筋束と付着していると報告しており，沖田らは
骨格筋と関節包は不動期間2週から4週で拘縮の責任病巣の中心
になると報告している．本症例はColles骨折によりPQ付着部の
筋損傷が生じ，手術までの2週間の不動によりPQに加え掌側関
節包の拘縮が生じ，前腕回外制限を誘発したと考える．また，
沖田らは靭帯は不動に伴い力学的に脆弱になると報告している
ことから，不動に伴うDRUL深層線維の脆弱化がDRUJの不安定
性に関与したと考えた．さらに，手術によりPQを切離された
ことも攣縮を助長した要因の一つと考えられた．治療の結果，
PQの圧痛は消失し前腕回外ROMは健側と同等まで改善し，BT
は陰性化した．治療介入によりPQの攣縮が改善されたことで
PQのDRUJに対する動的安定性が向上したことに加え，掌側関
節包の伸張性も改善したと考えられる．さらに前腕回外ROM
が向上することでDRUL深層線維の立体的交叉性構造が機能し
DRUJの動的安定性が向上したと考えた．
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，発表の趣旨を十分に
説明し同意を得た



 L-013  運動器

鏡視下腱板修復術後の疼痛に対し徒手療法およ
びHydro releaseが著効した一症例
○竹岡 正洋，稲田 徹，三好 翔太

永野整形外科クリニック リハビリテーション科

【目的】
鏡視下腱板修復術(ARCR)後の疼痛は年齢や性別、腱板の断裂サ
イズや罹病期間、術前の疼痛強度、関節可動域(ROM)制限から
影響を受けると報告されている。しかしARCR後の疼痛を軟部
組織の滑走性に着目し報告したものはない。今回、ARCR後に
肩前方部痛および前腕外側部痛を訴える症例に対し、軟部組織
の滑走性に着目し徒手療法およびHydro releaseを実施した結果、
疼痛消失に至ったためその有効性について報告する。
【症例紹介】
70歳代男性。歩行中に転倒し受傷。肩甲下筋腱、棘上筋腱、棘
下筋腱断裂と診断され、他院にてARCRを施行。術後2週で当院
にて理学療法開始。術後3週から全方向の他動運動、術後4週か
ら自動運動が許可された。外転装具は術後6週間装着した。
【経過】
術後8週から肩前方と前腕外側の疼痛が出現し、術後12週で疼
痛(NRS7)が残存した。疼痛は外転、外転外旋、水平内転、結帯
時に出現した。ROMは屈曲130°外転110°下垂位外旋20°外
転外旋40°水平内転105°結帯L4であった。圧痛は烏口腕筋と
上腕二頭筋短頭で構成される共同腱(共同腱)、共同腱と肩甲下
筋(SSC)間、烏口腕筋内の筋皮神経に認めた。
エコーにて烏口突起直下の共同腱と、その深層を走行するSSC、
上腕骨小結節を描出した。健側と比較し、下垂位での内外旋時
に共同腱とSSC間の滑走性低下を認めた。エコーガイド下で組
織間の滑走性改善を目的に徒手にて筋間の滑走性を促し、疼痛
は軽減した。術後16週で圧痛、前腕外側の疼痛は消失し、
ROMは屈曲140°外転130°下垂位外旋30°外転外旋50°水平
内転115°結帯L1に改善したが、肩前方部痛(NRS2)が残存した。
エコー観察にて、同部位の滑走不良が残存していたため、術後
20週で医師に共同腱とSSC間にHydro releaseを依頼した。
Hydro release後、エコー観察にて組織間の滑走性は改善し疼痛
軽減を認めた。術後22週で疼痛は消失し、ROMは屈曲150°外
転140°下垂位外旋35°外転外旋60°水平内転120°結帯Th11
に改善した。エコー観察にて組織間の滑走性は維持されていた。
【考察】
筋皮神経は烏口腕筋を貫通し、外側前腕皮神経となり前腕外側
の皮膚知覚を支配する。本症例は共同腱とSSC間の滑走性低下
を認めたため、同部位に存在する烏口下滑液包がその周囲の軟
部組織と癒着して肩前方部痛が生じたと考える。さらに癒着に
より烏口腕筋に伸張ストレスが加わることで筋皮神経由来の関
連痛が前腕外側部に生じたと考えられる。癒着部に対する徒手
療法およびHydro releaseにて疼痛消失に至ったため、ARCR後
の疼痛改善には軟部組織の滑走性も重要である可能性が示され
た。
【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に基づき、症例報告の
目的と意義を説明し同意を得た。
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当院看護師の不眠症状と腰痛の関係性に関する
調査
○和田 遼 １)，津村 宜秀 ２)，岩田 篤 ２)，石倉 隆 ２)

1) 医療法人　河端病院 リハビリテーション科
2) 大阪保健医療大学大学院 保健医療学研究科

【はじめに】
睡眠習慣と腰痛の関係性は多くの報告がなされており，夜間勤
務により睡眠習慣が乱れやすい看護師では腰痛を発症するリス
クが高いと考えられている．しかし，我々は看護師の睡眠時間
の短縮は腰痛の発症要因ではなく，腰痛の増悪要因であること
を報告した．一方，大友らは睡眠時間の短縮や睡眠の構造の乱
れは不眠症を誘発することで痛みの感受性を高めていると報告
しており，同じ睡眠習慣であっても不眠症状の強さによって腰
痛に与える影響が異なる可能性がある．そこで当院で定期的に
実施している腰痛予防企画の中で睡眠習慣や不眠症状の調査を
行い，不眠症状の強さと腰痛の関係について調査を行った．
【方法】
当院の病棟看護師33名，看護助手3名の計36名(女性97.2％，
平均年齢40.3歳，平均経験年数17.5年)から同意が得られた．
計測項目は質問紙を使用した基本情報(年齢，夜間勤務の頻度，
労働時間，休憩時間，平均睡眠時間，既往歴)，慢性腰痛のリ
スク評価としての日本語版STarT Backスクリーニングツール 
(SBST)，不眠症評価としての日本語版アテネの不眠症スケール 
(AIS)である．また，腰痛やストレス，睡眠満足度の強さは
Visual Analogue Scale (VAS)で測定した．
統計学的手法には，Rコマンダー(4.1.3)を用いた．先行研究に
従い，強く不眠症が疑われる6点以上を陽性群，5点未満を陰性
群とした2群間で各変数に対するWilcoxonの順位和検定を実施
した．また各群での各変数間の相関係数はSpearmanの順位相
関係数を算出した．有意水準は5%とした．
【結果】
AIS陽性群は陰性群に比べて睡眠満足度VAS，平均睡眠時間が
有意に低く，SBST心理社会的要因，AIS，腰痛VASが有意に高
い結果であった．また，SBSTによる慢性腰痛の高リスクは陽
性群で28%，陰性群で0%という結果であった．腰痛VASと有意
な相関を認めた項目はAIS陽性群で睡眠満足度VAS(r=-0.6)，睡
眠時間(r=-0.57)，SBST心理社会的要因(r＝0.58)，SBST身体的
要因(r=0.65)，ストレスVAS(r=0.5)であり，SBSTのサブスケー
ルでは心理社会的要因の「自覚的な煩わしさ」に有意な相関を
認めた(r=0.67)．AIS陰性群ではストレスVAS(r=0.5)，SBST身体
的要因(r=0.53)でのみ有意な相関を認めた．
【結論】
この度，不眠症が強く疑われるAIS6点以上の陽性群はSBSTに
よる慢性腰痛のリスクが高く，陽性群でのみ腰痛VASと睡眠時
間，睡眠満足度の相関関係を認めた．このことから，不眠症状
の強さによって睡眠習慣が腰痛に与える影響が異なることが示
唆された．また，AIS陽性者は腰痛の強さとSBSTの「自覚的な
煩わしさ」に正の相関を認めた．腰痛に対する「自覚的な煩わ
しさ」は将来的な欠勤リスクと関連があると報告されているた
め，不眠症状の強い者は腰痛の増強により就業が妨げられる可
能性が考えられた．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，得られた情
報を研究内で使用することを口頭で説明し，口頭による同意を
取得した．また，自由意思による同意撤回が可能である旨を説
明した．
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地域在住高齢者におけるコロナ禍での運動実施
に関する要因の検討 －基本チェックリストの下
位項目を用いて－
○中北 智士 1,2,3)，松本 大輔 4)，高取 克彦 4)

1) 社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院 リハ
ビリテーション部
2) 紀の川市役所 福祉部高齢介護課
3) 畿央大学大学院 健康科学研究科修士課程
4) 畿央大学大学院 健康科学研究科

【はじめに】
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)感染拡大は、高齢者の
身体活動量を減少させ、フレイル進行の危険性が増すと懸念さ
れている。フレイル予防には運動実施が効果的であると言われ
ているが、COVID-19の流行下でも運動を実施できるか否かに
関連する要因については明らかにされていない。一方、行政に
おいては、生活機能低下のスクリーニングに基本チェックリス
ト (KCL)が広く用いられ、特にKCL下位項目 (運動機能低下、う
つ等)は、介護予防・生活支援サービス事業対象者の判定にも
活用されている。そこで、本研究の目的は、地域在住高齢者に
おけるコロナ禍での運動実施に関連する要因を行政で活用して
いるKCL下位項目に着目して検討することとした。
【方法】
2018年7月に和歌山県A市在住の65歳以上80歳までの要介護認
定を受けていない高齢者に対し、郵送調査 (ベースライン調査)
を実施した。プレフレイル・フレイルによる影響を除くため、
回答者からKCLが４点以上の者を除外したロバストのみを抽出
し、さらに、2020年7月の追跡調査でも回答が得られた3,698
名 (女性1,972名、年齢70.6±3.7歳)を分析対象とした。調査票
にはKCLに加えて、年齢、性別、家族構成、主観的健康感、痛
みによる不自由の有無を含み、追跡調査ではCOVID-19流行下
での自宅等での運動実施について聴取した。対象者を運動実施
群と非実施群の２群に分け、ベースライン時の各変数と追跡調
査時のフレイル発生について群間比較にはχ2検定、対応のな
いt検定もしくはMann-Whitney U検定を用いて分析した。さら
に、コロナ禍での運動非実施それぞれを従属変数とし、KCLの
下位項目である運動機能低下、低栄養、口腔機能低下、閉じこ
もり、認知機能低下、抑うつを独立変数とし、強制投入法にて
共変量を調整したロジスティック回帰分析を行った。有意水準
は５％とした。
【結果】
コロナ禍での運動実施群は2,994名 (81.0%)で非実施群は704名
 (19.0%)であった。運動実施・非実施での2群間比較において、
KCL下位項目の抑うつ判定で運動実施群222名 (7.4%)、非実施
群85名 (12.1%)、また、フレイル発生者も運動実施群93名 
(3.1%)、非実施群74名 (10.5%)と有意に非実施群で多かった 
(p<0.01)。ロジスティック回帰分析の結果、コロナ禍での運動
非実施には、抑うつ判定 (オッズ比 1.52 ，95%信頼区間 
1.14-2.01，p<0.01)のみ有意に関連した。
【結論】
コロナ禍の運動非実施には、KCL下位項目の抑うつが関連する
可能性が示唆された。フレイル予防には、自宅や近隣でも運動
を実施できるような関わりが重要であり、フレイルと判定され
ていなくても、特に抑うつ傾向にある者への対応には注意が必
要であると考えられる。
【倫理的配慮】本研究は、著者所属機関の承認を受けて実施し
た。ヘルシンキ宣言の趣旨に沿い、対象者には調査票の主旨と
活用について書面にて説明を行い、調査票の返信をもって同意
とした。
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地域在住高齢者におけるMNA-SFにより評価した
栄養状態と1年後の日常生活動作能力との関連
○矢野 まのか 1)，石本 泰星 1)，藤本 威洋 1)，
林 ひかる 1)，松平 望 1)，橋本 里紗子 1)，
豊田 敬生 2)

1) 赤ひげクリニック リハビリテーション部
2) 赤ひげクリニック 内科

【はじめに】
先行研究において，地域在住高齢者におけるMini Nutritional 
Assessment-Short Form (MNA-SF)により評価した栄養状態と日
常生活動作能力 (Activities of daily living：ADL)の関連が明ら
かとなっている．しかしそれらは，3-5年間の縦断調査により
得られた知見であり，1年単位の短期的な縦断的関連性は不明
である．したがって本研究の目的は，地域在住高齢者における
MNA-SFにより評価した栄養状態と1年後のADLおよびADLの変
化との関連を調査することである．
【方法】
対象は通所リハビリテーション利用中の高齢者を対象とした。
対象のうち歩行が困難である者，データ欠損がある者は除外し
た．全対象123名のうち，歩行が困難な者 (1名)，データ欠損
がある者 (27名)，28名を除いた95名を対象とした．メインア
ウトカムはBarthel Index (BI)とし，ベースラインおよび1年後
に測定を行った．その他変数はMNA-SF，年齢，性別，薬剤数，
Body Mass Index (BMI)，修正版チャールソン併存疾患指数 
(UCCI)，Food Intake Level Scale (FILS)を評価した．1年後のBI
と各評価値の関連性を調査するため，spearmanの相関分析を
実施した．そして1年後のBIを目的変数，MNA-SF，年齢，性別，
UCCI，服薬数，BMI，FILS，ベースラインのBIを独立変数とし
た強制投入法による重回帰分析を実施した．またADLの改善・
悪化を目的変数とした強制投入法によるロジスティック回帰分
析を実施した．すべての統計解析はR 4.0.2を使用し，統計学的
有意水準は5%とした．
【結果】
1年後のBIを目的変数とした重回帰分析の結果，ベースライン
のBI，FILSおよび MNA-SF が有意な変数として抽出された(R2

＝0.835，f2＝5.06，統計的学検出力＝1.000)．またADLの改
善・悪化を目的変数としたロジスティック回帰分析の結果，
MNA-SF のみが有意変数として抽出された (オッズ比: 0.663［
95%信頼区間：0.528‐0.923］)．
【結論】
本結果より，地域在住高齢者の1年後のADLよびADLの変化に
はMNA-SFが関連する可能性を示した．これらは地域在住高齢
者における1年単位での縦断的なADLを把握するうえで栄養状
態を確認することの重要性を示すものであると考える．
【倫理的配慮】本研究は貴志川リハビリテーション病院倫理委
員会の承認を得て実施した (承認番号：R2-3)．
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脊髄小脳変性症に対する短期集中リハビリテー
ションにて多職種・患者家族と情報共有し退院
支援を行った一例
○岡田 悠里

社会医療法人大道会森之宮病院 リハビリテーション部

【目的】脊髄小脳変性症 (SCD)に対するリハビリテーション (
リハ)の効果として、4週間の短期集中リハ介入により運動失調
症状及びADL改善が報告されている (Miyaiら、2012)。今回、
SCDの一病型である歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPLA)を
呈した症例を担当した。入院生活の中でADL介助量の変動や環
境適応への困難さを認めたため、リハ介入による身体機能向上
だけでなく、多職種連携や退院前指導を通して問題点や介助方
法を共有し、退院後の機能維持・向上を目指した経過について
報告する。

【症例紹介】30歳代女性。幼少期よりてんかん発作があり、精
神発達遅滞を認めていた。X年にDRPLAと診断。X+5年に当院
初回短期集中リハを開始し、今回X+9年に2回目の短期集中リ
ハのため入院。入院半年前頃よりADL介助量の増加や指示の通
りにくさが目立ち始め、自宅で転倒を繰り返していた。患者家
族からのニーズや利用施設の情報を元にGoal Attainment Scale 
(GAS)を用いて段階設定を行い、入院時の状態 (トイレ移乗に2
人介助が必要)を-2点、退院時に期待される結果を0点 (手すり
を使用し右方向への移乗がステップ経由し1人介助で行える)と
して目標設定を行った。

【経過】入院時評価では、FIM運動項目22点 (車椅子移乗1点、
トイレ移乗1点)であり、移乗は2人介助にてスライドで行った。
心身機能ではScale for the Assessment and Rating of Ataxia 
(SARA)31点、Berg Balance Scale (BBS)1点であった。基本動作
は、寝返りはベッド柵を使用し見守りで可能であったが、起き
上がりや端座位保持は介助を要した。また、精神発達遅滞 (発
達年齢：言語3～4歳、認知2歳前半レベル)に伴い指示の通りに
くさや新規環境及び介助者への適応の困難さがみられ、突発的
な行動や協力動作の得られにくさを認めた。1日6～9単位のリ
ハ介入のほか、入退院時に本人や多職種を交えてカンファレン
スを行い、目標や経過について共有した。退院前準備では、入
院前より利用していた施設職員とZOOMにて介助方法や環境設
定について共有し、退院当日に主介護者である患者家族に対し
て動作指導を行い、介助方法を撮影した動画をお渡しした。退
院時評価では、FIM運動項目28点 (車椅子移乗1点、トイレ移乗
1点)、SARA30点、BBS6点となった。GASはリハ評価では目標
達成し、ステップ経由にて1人介助で移乗が可能となったが、
依然として病棟場面での介助量の変動はみられた。

【考察】本症例はADL介助量の増大に関して、身体機能面だけ
でなく認知面による影響が大きいと考えられた。そのため、機
能改善だけでなく関わり方を共有することが重要と考え、入院
中に多職種で情報共有を行い問題点を抽出し、患者家族や退院
後の利用機関に情報共有を行うことで退院後の機能維持・向上
を目指した。
【倫理的配慮】当院倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言
に基づき本人及び家族に書面にて説明を行い同意を得た。
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遠隔リハビリテーションの実現に向けたTimed 
Up and Go Testの構成動作を評価する光式ゲー
ト時間計測装置の開発
○小山 祥太 1,2)，浅井 剛 3)，三栖 翔吾 4)，
大島 賢典 5)，三方 祐美 6)

1) 済生会兵庫県病院 リハビリテーション科
2) 関西医科大学 研究員
3) 関西医科大学 リハビリテーション学部
4) 甲南女子大学 看護リハビリテーション学部
5) 株式会社エブリハ リハビリテーション事業部
6) 無所属 無所属

【はじめに】
近年、人材に乏しい遠隔地に住む人々を対象とする、IT技術を
駆使した遠隔リハビリテーションの普及が期待されている。そ
の実施には簡便かつ場所を選ばず、専門家が現地にいない場合
でも運動機能を適切に評価できる必要がある。我々は、介護予
防領域などで最も利用されている運動機能検査の1つである
Timed Up & Go Test (TUG)に着目し、TUGを動作ごとに分割す
ることで、様々な運動機能を単回で多面的に評価できると考え
た。しかし、動作間の区切りに明確な定義はなく、ストップウ
ォッチを用いて計測する方法では計測者の判断に依存する傾向
が強い。そこで今回、TUGを個別動作に分ける光式ゲート時間
計測装置及び計測システムを開発し、装置の動作検証を行った
ことを報告する。

【方法】
本研究では、まず初期プロトタイプ (初期版)を開発し動作検証
を行い、その問題点を改善するための改良版プロトタイプ (改
良版)を作成し、さらに動作検証を行った。初期版は光電セン
サ (回帰反射型)、圧力シート、計測用ソフトを導入したPCで構
成した。圧力シートは椅子の座面上に配置し、起立着座を検知
した。光電センサは40cmの高さで、椅子から45cm前方と
275cm前方の2カ所にゲート式に配置した。対象者が光電セン
サと反射板の間を歩行すると通過を検知し、無線で信号がPCへ
出力され時間を記録した。計測ソフトで、それらの時間の差分
により個別動作の所要時間を算出した。本計測システムにより
TUGは5つの区間 (①立ち上がり、②往路歩行、③方向転換、④
復路歩行、⑤方向転換と着座)に分けられた。改良版では光電
センサを光式ゲート時間計測装置 (光センサおよびレーザー装
置)に変更し、光センサに照射されたレーザーが遮断されると
対象者の通過を検知する仕様とした。また、ある区間で光セン
サの入力が複数ある場合、正しい入力を検知するためのフィル
ター機能を実装した。いずれの動作検証も地域在住高齢者を対
象とし、対象者の動作の区切りを検知可能であった数を記録し
た。

【結果】
初期版の座面上に配置した圧力シートは起立着座を正確に検知
したが、光電センサは対象者の通過を116試行のうち12回検知
した。改良版の光式ゲート時間計測装置及びフィルター機能は、
72試行中55回検知した。

【結論】
本研究では、TUGの個別動作の所要時間を計測できる光式ゲー
ト時間計測装置を開発し、改良を行うことで測定精度の改善が
得られた。遠隔リハビリテーションの場面で使用するためには、
さらに精度を向上させるなど、改良を続けていく必要がある。

【倫理的配慮】
本研究は関西医科大学倫理審査委員会にて承認の基、実施した。
 (承認番号：2020107)
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橋本市の地域支援事業拡充について‐地域課題
分析と多職種による協働に着目して-
○松岡 佑

紀和病院 リハビリテーション部

【はじめに】
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が地
域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げて
いくことが必要とされている。基本チェックリストで将来的に
要介護状態になる危険が高い虚弱高齢者や、要介護認定におい
て要支援1，2と判定された高齢者は地域サロンや通いの場等の
地域支援事業で介護予防に取り組むことが示されている。これ
まで、理学療法士の視点で地域支援事業の課題や拡充を検討し
た報告はみられるが、多職種協働で検討した報告はない。
本研究では、橋本市の地域支援事業の実態把握と課題分析を行
い、多職種協働で地域支援事業の拡充を検討することを目的と
した。
【方法】
橋本市の地域支援事業の実態把握は、行政担当者へのインタビ
ューを通して事業内容を聞き取り調査した。課題分析は、厚生
労働省の公開する保険者機能強化推進交付金に係る評価指標の
達成状況に関する情報を利用した。
多職種協働で検討する方法としては、組織や個人の戦略策定に
用いられるフレームワークであるSWOT分析を利用した。
【結果】
橋本市は、すべての地域支援事業が網羅的に行われていたが、
一部、COVID-19による感染対策から実施を保留している事業
があった。保険者機能強化推進交付金に係る評価指標からは、
「地域包括支援センター・地域包括ケア会議」、「介護予防／
日常生活支援」、「生活支援体制の整備」、「介護人材の確保
」の得点が低く、解決すべき優先的な課題であった。
SWOT分析の結果から、理学療法士の強みとしては、「身体機
能の評価に長けている」や、「生活に即した指導ができる」等
が挙げられた。弱みとしては、「専門性があまり知られていな
い」や、「介護保険制度の仕組みを理解していない人が多い」
等が挙げられた。機会としては、「地域包括ケアシステムの推
進」や「自治会、老人会の地域密着感」等が挙げられた。脅威
としては、「要介護認定率が高い」や、「外出時に移動が困難
」が挙げられた。
【結論】
橋本市はこれから高齢化率が高まる見込みであり、フレイル予
防とセルフマネジメント向上を推進させていかなければならな
い。現状の地域支援事業について、保険者機能として得点が低
く、さらに理学療法士が改善に寄与できるものは「地域ケア会
議への参加」や、「通いの場、地域サロンでの運動指導・健康
相談」、「主介護者のための腰痛予防教室の開催」であること
が、地域課題の結果とSWOT分析の結果から検討された。本研
究を通して、橋本市の地域支援事業を充実していくために、重
点的に取り組むべき課題が分かった。
また、SWOT分析は、地域課題にマッチングした事業の検討を
する上で、専門職の専門性を把握できるツールであることが分
かった。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、研究内容やインタビ
ューについては対象者へ口頭にて説明を行い、同意を得た。
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ネフローゼ症候群に対する高用量ステロイド治
療中に下肢の筋力低下ならびにバランス能力が
向上した症例
○西 正史

大阪急性期・総合医療センター 医療技術部セラピスト部門

【目的】
高用量ステロイド治療による副作用のひとつとして筋力低下が
挙げられる。筋力はバランス能力を構成する機能的要素であり、
筋力低下は転倒の危険因子のひとつである。今回は転倒予防を
目的として介入し、下肢の筋力低下を来しながらも、バランス
能力が向上した症例を報告する。
【症例紹介】
ネフローゼ症候群による蛋白尿、低アルブミン血症を来した60
歳代の女性である。症状として両側下腿浮腫、腹水、体重増加
がみられた。既往歴は40歳代に全身性エリテマトーデスを発症
している。入院前の日常生活動作は自立していた。第1病日 (入
院日)にステロイドパルス療法1,000mg/day、第2病日よりプレ
ドニゾロン55mg/dayの投与が開始された。理学療法は第9病
日より開始した。介入1週目の初期評価は、Hand-Held 
Dynamometerによる膝伸展筋力 (右/左)15.8/17.2kgf、5回立
ち上がりテスト (以下SS-5)13.53秒、Four Square Step Test (以
下FSST)30.14秒、Berg Balance Scale (以下BBS)45点、
Mini-BESTest15点 (反応的姿勢制御：0点、強い転倒恐怖感あ
り)、10m歩行テスト (快適/最速)9.37/8.35秒であった。介入
４週目に日本語版-改訂Gait Efficacy Scale　(以下日本語版
mGES)を評価し28点 であり、動作観察による評価との乖離は
なかった。
【経過】
理学療法は、前後・側方・斜め方向のステップ、前後・側方の
ステップアップ、屋外歩行練習を実施した。自主練習として、
棟内歩行、自体重によるレジスタンス運動、低難度のバランス
練習を加えた。介入2週目より椅子からの立ち上がりが上肢支
持なしでは不可となり、退院日 (第45病日)まで改善がみられな
かった。介入5週目の最終評価は、膝伸展筋力 (右/左
)13.4/13.5 kgf、SS-5測定不可、FSST13.38秒、BBS46点、
Mini-BESTest20点 (反応的姿勢制御：3点、転倒恐怖感なし)、
10m歩行テスト (快適/最速)10.73/8.98秒、日本語版mGES59
点であった。日本語版mGESの点数と動作観察による評価との
乖離はなかった。
【考察】
本症例における下肢の筋力低下は、転倒の危険因子と考えられ
る。一方で、FSSTおよびMini-BESTestは最小可検変化量 (MDC)
を超える改善を示した。日本語版mGESの改善は、退院後の活
動量減少の抑止に寄与する可能性があり、結果として身体機能
の維持に繋がると考えられる。これらのことから、下肢の筋力
低下を来しながらも、限られた条件下で転倒リスクが軽減する
可能性が示唆された。下肢の筋力低下の要因は、高用量ステロ
イド治療による副作用が大きいと考えられるが、筋力低下の回
復はステロイドの減量もしくは中止から3～4週間を要すると言
われており、入院中にその経過を確認することはできなかった。
【倫理的配慮】本発表は本人に書面を用いて説明を行い、書面
にて同意を得た。
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短期間の訪問リハビリテーションにより転倒恐
怖感が軽減し独居生活を再獲得出来た一症例
○松原 達哉，江口 悟，宮本 勇将

洛陽病院 リハビリテーション科

【目的】独居生活の高齢者が外傷により入院し、退院後独居生
活を継続出来ないことは多い。その原因は身体機能、ADL能力、
認知機能の低下等多岐にわたるが、転倒外傷経験からくる本人
の不安も考えられる。今回退院後、家族宅で短期間訪問リハビ
リテーション(以下訪リハ)を行うことにより本人の自信が回復
し、遠方の他県にて独居生活を再獲得出来た症例を経験したの
で報告する。
【症例紹介】対象は80代女性。要支援1。遠く離れた他県で農
作業をしながら独居生活を送っていたが、自宅で転倒し左膝蓋
骨骨折。観血的整復固定術後、長男在住の当県でリハビリを希
望し、2ヶ月間当院入院。T字杖歩行獲得にて長男宅に退院。退
院直後より長男宅で訪リハ開始となる。
【経過】訪リハ開始時：主訴は「出来るなら自宅に帰りたい」、
左膝可動域屈曲130°、伸展0°、左膝疼痛NRS4、Functional 
Independence Measure(以下FIM)117点、身体能力を評価する
Short Physical Performance Battery(以下SPPB)9点、長谷川式
簡易知能評価スケール28点、「自宅に帰りたいけど、またこけ
るのが怖い」との発言があったので、転ばない自信を評価する
日本語版Modified Falls Efficacy Scale(以下MFES)を用いて評価
し72点。本人、家族、他県のケアマネ、ケアプラン作成依頼を
受けた当県ケアマネと話合い、1ヶ月で長男宅で安定した生活
出来る事、2ヶ月で他県の自宅で一人暮らしが出来る事を目標
に週2回の頻度で訪リハ開始。最終評価時：左膝可動域屈曲
140°、伸展0°、左膝疼痛NSR3、FIM117点、SPPB9点と身体
機能、ADL能力には大きな変化は無かったが、MFESは96点と
向上した。訪リハ開始から2か月後、独居生活に戻ることにな
った。
【考察】身体機能、ADL能力は訪リハ開始から最終評価時まで
著明な変化は認められなかった。上原らは独居高齢者のFIMは
108.3点と報告しており、本症例においても訪リハ開始時から
FIM点数は高く、能力面では独居生活が可能なレベルであった
と考えられる。それが出来なかったのはMFES点数また本人の
発言から転倒恐怖感、生活への不安によるものと考えられた。
よって両県ケアマネと連携し、他県自宅の家屋構造、周辺環境
を確認し、本人と話合いながら独居生活に必要な日常生活動作
の反復練習を行った。農作業に関しては、実際使用していた農
作業用の椅子を自宅から取り寄せ練習した。また独居生活に必
要な歩数を考慮した歩数管理表を作成し自主トレを促した。家
族と話合い自宅への試験外泊も実施した。その結果自己効力感
も向上し、MFES点数も向上したと考えられる。訪リハは身体
機能、能力面だけでなく心理面を考慮したアプローチをするこ
とで利用者の生活能力向上に繋げられると考える。
【倫理的配慮】発表に際してヘルシンキ宣言に基づき本症例、
家族様に口頭にて説明し同意を得た。
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我が国における高齢者の転倒予防介入に関する
システマティックレビュー －有酸素運動の効果
についての検証－
○檜垣 奨，杉本 圭，国宗 翔，松尾 浩希，
平川 正彦，中根 征也

森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科

【はじめに】
高齢化が顕著である我が国では、平均寿命と健康寿命の差が社
会問題となっている。この格差が生じる一因が転倒である。転
倒は要支援・要介護に至る原因の第4位であり、転倒を起因と
して何らかの支援や介護が必要となることが非常に多い。その
ため、転倒予防は重要度を増している。
我が国における転倒予防介入に関して、主に筋力増強運動やバ
ランス運動、太極拳などの効果について数多く報告されている。
一方で、運動耐容能の向上を目的とする有酸素運動の転倒予防
効果に関する報告は少ない。
ヒトは生活を営むために何らかの身体運動を行っている。その
際、身体では活動量・身体負荷に見合った酸素を呼吸にて取り
込み、心拍応答により骨格筋へ酸素供給することで、エネルギ
ーが生成され筋活動・動作遂行が可能となる。すなわち、運動
や日常生活活動に必要となる酸素を骨格筋へ供給する心血管系
の貢献こそ、転倒予防に必要であると我々は考えている。
本研究では、我が国における転倒予防介入の動向・効果を調査
するとともに、有酸素運動・持久力運動の転倒予防効果を明ら
かにすることを目的とする。
【方法】
Research Question (以下、RQ)を、PICOの4つの要素に定式化
し、検索した。検索データベースは医学中央雑誌、Google 
scholar、CiNii、PubMedを用いた。検索キーワードはPICOに
基づきRQに関連する用語を掛け合わせ、和文論文は“地域在
住高齢者”“高齢者”、“身体運動”“運動介入”“理学療法
”、“転倒回数”“バランス機能”“バランス能力”の2×3×
3、英語論文は“elderly”“older”、“exercise”“physical 
therapy”、“fall”“balance”、国内の報告を抽出する“
japan”を含めた2×2×2×1の検索条件で実施した。なお、二次
スクリーニングにおいて「持久力運動および有酸素運動を実施
している」を採択基準として設定し、分析対象論文を抽出した。
【結果】
特定した論文3260編のうち、14編が分析対象論文として採択
された。そのうち、有酸素運動、持久力運動単独の転倒予防効
果を検証した論文は2編であり、いずれもバランス機能の評価
尺度において有意に改善を示したと報告があった。一方、その
他12編の論文は、マルチコンポーネント運動の一部として介入
し、その効果検証を行った論文であった。よって、有酸素運動
や持久力運動単独の効果について検証した論文は少なく、信頼
性は低かった。
【結論】
我が国における有酸素運動、持久力運動の転倒予防効果につい
ては未明確であった。よって、今後単独の効果を明らかとする
介入研究が必要であることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究はヒトを対象とする研究でないため、特
別な倫理的配慮を必要としなかった。
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弾性素材へのドロップ着地の運動解析
○三谷 保弘 1)，大嶺 俊充 1)，向井 公一 2)，
幸田 仁志 1)，植村 弥希子 1)

1) 関西福祉科学大学 保健医療学部
2) 四條畷学園大学 リハビリテーション学部

【はじめに】
着地動作は、下肢スポーツ損傷後の理学療法において獲得すべ
き動作の一つである。臨床現場では台上から前方に落下し着地
するドロップ着地が行われることが多いが、損傷部への過度な
負荷を避けるため段階的に行う必要がある。着地面の素材を考
慮することでドロップ着地の負荷をコントロールすることがで
きるが、その運動特性については十分に検討されていない。そ
こで今回、衝撃を軽減する弾性素材へのドロップ着地の運動解
析を行い、その運動特性について検討した。
【方法】
対象は、整形外科的疾患の既往を有さない健常男性10名とし、
運動課題は両脚でのドロップ着地とした。着地面の素材は床と
2種類の弾性素材 (Hard、Soft)とし、着地点は台上から下方
30cm、前方45cmとした。運動解析には三次元動作解析装置と
表面筋電図を使用した。測定項目は、着地後の足関節の最大背
屈角、膝関節の最大屈曲角、股関節の最大屈曲角、着地の減速
区間における内側広筋 (VM)、大腿直筋 (RF)、外側広筋 (VL)、
腓腹筋内側頭 (MG)、腓腹筋外側頭 (LG)の筋活動とした。なお、
筋活動は減速区間の平均振幅を求め、最大随意収縮時の平均振
幅を100％として正規化し、％MVCを算出した。ドロップ着地
は3回行い、各測定項目において3回の平均値を求めた。統計解
析は、一元配置分散分析を行い、多重比較にはBonferroniの方
法を用いた。有意水準は0.05とした。
【結果】
足関節の最大背屈角は、床が30.4 ± 7.1°、Hardが25.6 ± 9.2
°、Softが25.6 ± 9.9°であり有意な主効果を認め、Hardと
Softが床に比べて有意に低値を示した。MGの筋活動は、床が
21.9 ± 16.1％MVC、Hardが29.4 ± 14.1％MVC、Softが29.9 
± 16.4％MVCであり有意な主効果を認め、HardとSoftが床に
比べて有意に高値を示した。LGの筋活動は、床が20.2 ± 11.2
％MVC、Hardが29.2 ± 13.1％MVC、Softが28.6 ± 10.6％
MVCであり有意な主効果を認め、Hardが床に比べて有意に高
値を示した。膝関節と股関節の最大屈曲角、VM、RF、VLの筋
活動は、着地面の素材による有意な主効果を認めなかった。
【結論】
弾性素材はドロップ着地の衝撃を軽減するが、VM、RF、VLの
筋活動は床との間に有意差を認めず、MGとLGの筋活動は床に
比べて有意に高値を示した。着地面の素材によるドロップ着地
の筋活動の特性が明らかとなり、着地の負荷をコントロールす
る際の重要な知見となった。研究の限界として、今回使用した
弾性素材が着地の衝撃をどれだけ軽減するかについては明らか
にしていない。今後は弾性素材への着地動作における衝撃の値
や各関節に与える負荷についても明らかにする必要がある。
【倫理的配慮】全ての対象者に研究目的と内容を書面ならびに
口頭にて説明し、同意書に署名を得ることで研究参加の同意を
得た。なお、本研究の実施は、関西福祉科学大学研究倫理審査
委員会の承認を得た (承認番号21-29)。
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感染拡大前後における地域在住高齢者の歩行時
の加速度の変化と転倒リスクへの影響
○中島 基公

社会福祉法人清和園久世ホーム デイサービス

【はじめに】
高齢者における転倒は要介護の原因にもなっており予防が求め
られている。昨今の行動範囲の制限や外出の自粛といった参加
・活動の変化は先行研究などからも歩数の減少やフレイルの増
加が指摘されており、高齢者の身体機能の低下が懸念されてい
る。一方で歩行動作のパフォーマンスに関する変化は報告が少
なく、感染拡大を経て高齢者の歩行能力にもたらした変化を比
較検討することを目的とした。
【方法】
感染拡大前を2019年以前の記録から集計し、感染拡大後の測
定を2022年2月に実施した。対象は65歳以上の地域在住高齢
者として、拡大前が340名 (男性85名：女性255名)、拡大後が
34名 (男性7名：女性27名)であった。アンケートにて計測時点
での年齢、過去一年の転倒の有無、転倒不安感の有無、運動の
頻度を確認した。歩行は10m歩行テストに準じて通常歩行速度
にて加速度を測定した。加速度の計測は iPhone を腰部に装着
し、アプリケーションを用いて行った。サンプリング周波数は
 200Hz とし、ローパスフィルターにて平滑化を行った。
比較方法としては感染拡大前および感染拡大後のデータから転
倒有り群と転倒無し群に分けて感染拡大前後での各群における
変化を確認した。
比較項目としては、歩き始めおよび歩行中の加速度から前後軸、
上下軸の最大ピーク値や最小ピーク値を抽出した。
統計学的解析にはMann-Whitney の U 検定を用いた。有意水準
は 5%未満とした。
【結果】
感染拡大前後では転倒の有無に関わらず歩行開始時の前後軸の
最小ピーク値および上下軸の最大ピーク値、歩行中の前後軸の
最大ピーク値で低下が見られた (p<0.05)。また、転倒有り群で
は感染拡大後に歩行中の前後軸の最小ピーク値でも低下が見ら
れた (p<0.05)。転倒無し群では感染拡大後に歩行中の前後軸の
最小ピーク値と上下軸の最大ピーク値が低下している傾向がみ
られた (p<0.1)。
感染拡大前の転倒の有無による比較では、転倒有り群で歩行開
始時の前後軸最大ピーク値および歩行中の前後軸の最小ピーク
値と上下軸の最大ピーク値に低下が見られた (p<0.05)。
感染拡大後の転倒の有無による比較では明らかな差が見られな
い結果となった。
【結論】
本研究の結果から感染拡大後は歩行動作能力としても機能的に
低下している可能性が示唆された。持続的な高齢者の運動能力
の低下は転倒リスクの増加など社会保障費の増大にも拍車がか
かることとなる。現時点での介護認定率は大幅な増加が見られ
ていない状態であり将来的な転倒・骨折による介護認定率の増
加が示唆された。本研究では感染拡大後の対象者が限定的であ
ることや比較的運動に意欲のあるものであったことから傾向を
知る上では今後の課題と考える。理学療法にて歩行練習などを
実施していく上では疾患を有さないものでも数年前の参加・活
動水準から一定の機能低下をきたした状態であることを考慮し
て対応していく必要があると考える。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】
全対象者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。
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急性期病院におけるリハビリテーション中に発
生した高齢者と非高齢者の転倒事例の特徴
○木下 利喜生 1)，安岡 良訓 1)，堀 晋之助 1)，
小池 有美 1)，梅本 安則 2)，田島 文博 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【はじめに】
転倒は患者に様々な程度の怪我,自信喪失,入院期間延長や追加
コストだけでなく,長期的にActivities of Daily Living(ADL)の低
下をひきおこすことが分かっている.また入院期間中の転倒に関
する報告は多く,転倒率と転倒による傷害重症度は加齢とともに
増加することも知られている.しかし,リハビリテーション(リハ)
中の転倒事例を調査した報告は少ない.
本研究の目的は,リハ中に発生した転倒事例を評価し,今後のリ
ハ医療におけるリスク管理戦略を改善するための詳細な情報を
得ること,さらに転倒した高齢者と非高齢者の特徴を明らかにす
ることである.

【方法】
2020年4月1日から2022年3月31日までに大学病院のリハ中に
発生した転倒に関するインシデント報告を分析した.調査項目は
,病院全体とリハ中の転倒件数,転倒発生率(転倒数/調査期間中に
リハを受けた患者数),年齢,性別,入院前・転倒時のmodified 
Rankin Scale (mRS),入院時のFunctional Independence 
Measure (FIM),転倒時の患者のコミュニケーション能力が良好
であった割合,転倒時に療法士が一緒にいた割合であった.また
65歳以上を高齢群,64歳以下を非高齢群とした.さらに非転倒患
者との比較のために年齢,性別,診療科が一致する患者を無作為
に抽出しデータを収集した.
高齢者と非高齢者,転倒群と非転倒群の比較は,年齢はt-test,mRS
とFIMについてはMann-Whitney U test,転倒発生率と性差,コミ
ュニケーションが良好であった割合,転倒時に療法士が一緒にい
た割合についてはχ2-testを用いた.

【結果】
リハ中の転倒件数は35件 (非高齢群14件,高齢群21件)で,病院全
体の945件よりも有意に低く,非高齢者(0.41%)と高齢者(0.21%)
の転倒発生率に有意差はなかった.非高齢群,高齢群ともに非転
倒群との比較では入院前のmRS,入院時のFIMに有意差はなかっ
た.転倒した非高齢者と高齢者の比較でも性別,入院前のmRS,入
院時のFIM,転倒時のｍRS,コミュニケーションが良好な割合 (良
好な非高齢者52.4%,高齢者71.4%),療法士が横にいた割合 (両群
とも71.4%)にも有意差は認めなかった.
転倒が患者に及ぼした影響は,大多数が追加の治療を必要としな
い軽微な有害事象で,高齢者群で1件のみ眼瞼裂傷に対する創部
縫合を要した事例が発生した.

【結論】
リハ中の転倒率は入院療養中よりも大幅に低く,その多くは患者
への影響が軽微な事例であった.またADL・コミュニケーション
状況での予測は困難であり,転倒を経験した高齢と非高齢群の特
徴も明らかではなかった.しかし,転倒の半数以上は療法士と一
緒にいる場面で発生していることから患者の状態と訓練内容に
関する精査の必要がある.
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施され,倫理
審査委員会により承認された.この研究に関する情報は大学のウ
ェブサイトに掲載され,対象者にはオプトアウトの機会が与えら
れた.また委員会は本研究が遡及的な性質を持つことから,書面
によるインフォームド・コンセントを免除した.
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リハビリ職種の自ら学ぶ意欲・やりがい感の関
連因子の検討－総合病院の経験の影響－
○山形 繁広

兵庫県立西宮病院 リハビリテーション部

【はじめに】
当院は23診療科を有する総合病院で多疾患かつ複数病棟のリハ
ビリテーションを担当している。日々の業務で患者の疾患や治
療を通し、自ら学ぶ意欲・やりがい感にも繋がっていると感じ
ている。しかし、多疾患を担当するか、疾患別に担当するかは
病院によって異なっている。今回当院のような総合病院による
多疾患の経験が意欲・やりがい感に関係しているのかを検討し
たので報告する。
【方法】
中高年の看護師の仕事意欲について (小野ら、2019)と看護師
の自ら学ぶ意欲の評定尺度の作成 (野寄ら、2019)の先行研究
を基にアンケート用紙を作成し、回答を得た。対象は当院リハ
ビリ科職員20名 (回収率100%)である。調査期間は2020年6月
8日～6月23日。自ら学ぶ意欲については8項目で、先行研究を
基に「学習が楽しい」、「認められたい気持ち」、「充実感と
行動」、「自ら学ぶ行動」について調べた。また、総合病院で
働くことによる興味ややりがい感について11項目とした。職種
・当院の経験年数を主軸に1～19の各項目の比較はWilcoxon符
号位順位和検定を用い、関連についてはχ2独立性の検定を
IBM SPSS 12.0Jを使用し、5%水準とした。
【結果】
「当院の経験年数」の中央値が3年であったため、3年未満と3
年以上で比較を行った。Wilcoxon符号位順位和検定の結果、「
当院の経験年数」自ら学ぶ意欲には有意差がみられなかったが、
「興味のある分野数」のみ有意差がみられた (p=0.037、
z=-2.09)。しかし、職種や当院の経験年数の違いが自ら学ぶ意
欲・やりがい感との関連は認めなかった。その他因子ではχ2

独立性の検定の結果、「性別」と「認められたい気持ち」 
(P=0.018、V=0.711)、「自ら学ぶ行動」(P=0.034、V=0.658)
で高い有意な関連を認め、「認定や専門資格の有無」と「学習
が楽しい」 (P=0.019、V=0.524)で中等度の有意な関連が認め
られた。
【結論】
職種や当院の経験年数と自ら学ぶ意欲・やりがい感に関連を認
めなかった。「当院の経験年数」が長いほど、「興味ややりが
い感のある分野数」が有意に多かった。女性より男性の方が「
認められたい気持ち」、「自ら学ぶ行動」強い傾向であること
がわかった。認定や専門資格を有した方が、「学習が楽しい」
と感じている結果であった。また、疾患別に人事配置した際の
自由記載では、「当院の経験年数3年未満」は疾患別ごとへの
メリットや他の視点でのやりがい感などポジティブに考える意
見がみられた。一方で「当院の経験年数が3年以上」では、疾
患別ごとになった際のネガティブな意見が多くみられた。これ
らのことから総合病院で多疾患を経験することよりも意欲・や
りがい感は個人因子である価値観の影響が強い可能性が考えら
れた。
【倫理的配慮】本報告は、兵庫県立西宮病院倫理委員会の承認
 (R4-19)を得ている。また、対象者には本研究の趣旨について
説明を行い、同意を得ている。
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タイ王国での回復期リハビリテーション病棟開
設に向けた現地療法士への教育的支援活動
○平手 佑弥 １)，井上 知哉 1)，石井 剛 １)，
濱口 祐衣 １)，池上 泰友 １)，貞末 仁美 ２)，
大垣 昌之 ３)

1) 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 リ
ハ技術部　理学療法科
2) 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 リ
ハ技術部　教育研修科
3) 社会医療法人愛仁会　愛仁会本部 リハビリテーション部
門

【はじめに】
タイ王国 (以下タイ)で回復期リハビリテーション病棟 (以下回
リハ病棟)を開設するにあたり、現地療法士の教育支援を目的
として2021年9月から9ヶ月間に渡って現地で活動を行った。
現地で療法士と関わる中で特に注力した点に関して、症例を通
じ考察を交えて報告する。
【方法】
回リハ病棟開設予定のタイ・スワンナプーム病院において、主
に現地の療法士 (理学療法士：6名、作業療法士：2名)を対象に、
On the Job Trainingとして、併診を通じて治療の補助や助言を
行い、Off the Job Trainingとして、技術指導や教材資料の作成、
講義を行った。症例A (脊髄損傷：L2/L3レベル)は、商業施設
で歩いて買い物ができることを目標にスワンナプーム病院に入
院となった。入院時の移動は車いすレベルであったが、介入1
ヶ月後にはロフストランド杖歩行で移動できるようになった。
しかし、病棟生活での移動は車いすを使用しており、担当療法
士から歩行を導入する働きかけはなかった。そこで、担当療法
士が患者の能力を実際の生活に適応させていく意識を持って治
療を進められるように、できるADLとしているADLの乖離要因
の分析と病棟練習を行うことを提案した。また、屋外歩行獲得
に向けた治療計画は立案されなかったため、実際に商業施設で
歩行練習を行うこととケアギバー (個人専従介護者)への介助指
導を提案した。
【結果】
症例Aはロフストランド杖歩行で病棟を移動できるようになり、
商業施設内はケアギバー見守りの下で歩いて移動できるように
なった。退院後は自立して自宅内を移動できるようになり、買
い物やレストランに歩いて行けるようになった。また、症例A
以外の患者においても、現地の療法士は自発的に実行状況を確
認し、できるADLをしているADLに働きかける治療計画を検討
できるようになった。さらに機能回復だけに留まらず、活動レ
ベルや参加レベルに繋がる治療計画の立案が可能になった。
【結論】
タイの療法士は機能面やできるADLの向上への意識が強く、し
ているADLや社会参加に　対する働きかけは不十分であった。
タイは障がいを受けると本人の自立を支援するよりも、周囲が
支える文化が根付いているため、療法士が本人の能力を最大限
に生かし活動や参加レベルに働きかける仕組みが浸透していな
い。また国としても障がい者の社会参加を促進する制度や環境
が存在しないことも、療法士にICFの概念が馴染んでいない要
因の一つとして考えられる。日本で展開している回復期リハビ
リテーション医療の目的やその実際を伝えることは有用である
とともに、日本側からの一方的な知識・技術提供だけなく、タ
イの医療制度や文化を加味し、教育支援に携わっていく必要性
があると考える。
【倫理的配慮】当院、倫理委員会の承認を得た(2022-08)。対
象者にはヘルシンキ宣言に沿って十分な説明を行い、同意を得
た。
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当院での新人教育改革の実際　　　　　　　　
～個別担当制から組織的取り組へ～
○谷合 雄基，木村 純子，得能 幹夫，本庄 剛，
土居 優莉子，桂 智哉，松川 訓久

堺市立総合医療センター リハビリテーション技術科

【はじめに】2016年まで1対1の担当制を用いて新人教育を取
り組んでいた。担当制では指導内容に偏りがでること、指導者
の負担が増すこと、新人と指導者の精神面の把握が難しいこと
が問題であった。そこで2017年より新人教育チームを立ち上
げ組織で教育を担う役割制へと変更した。
【方法】2017年よりリーダー、サブリーダー、チューター、
疾患別チームリーダーに役割を分担した。教育期間は3年とし
た。教育対象者 (以下、対象者)の習得状況を把握するために日
常業務と疾患別に分けて評価表を作成した。評価表は各項目に
自己評価と他者評価を記載し習得度の把握を行い指導した。精
神面は日々の状況を全体で共有し確認した。各役割として主に
リーダーは総括的業務を行い、サブリーダーはリーダーへの報
告、対象者の把握・支援、チューターと疾患別チームリーダー
と情報共有を行った。チューターは対象者の業務量調整、精神
面の援助を行い、疾患別チームリーダーは担当領域における知
識、技術指導、成長度の評価を行った。月1回の症例検討会、
新人教育会議を設け進捗状況を確認し教育修正を行った。また、
教育制度の見直しを図るため教育終了後の5名に対し教育体制
について調査を実施した。質問内容は多人数指導による戸惑い
の有無、教育期間の2項目とした。
【結果】新人教育チームの発足後、新人の離職率は0％となっ
た。また精神的な負担が増加し新人教育から逸脱する対象者は
いなかった。新人教育を終えた時点で日常業務、疾患別領域の
達成項目がすべて達成できた対象者が多かった。新人教育終了
後の調査は多人数指導による戸惑いはなかったの質問に対し、
5名中そう思うが3名、やや思うが2名であった。また教育期間
は適切であったの質問に対し5名中そう思うが4名、やや思うが
1名であった。
【結論】役割制の導入は指導者の役割が分担、明確されたこと
で指導者の負担が軽減された。多人数指導のため対象者の状況
を話し合う機会が多く、指導や精神面への細やかな対応が対象
者へできたと考える。評価表の活用や教育会議を行うことで現
状や達成目標が各指導者と対象者で方向性の共有ができ、指導
内容に混乱を招くことはなかった。また調査結果からも多人数
指導による戸惑いがなかったことが明らかで対象者も混乱は生
じていない。教育期間については3年間で評価表の達成項目が
すべて達成され、3年の教育期間は適切であったと調査結果か
らも示された。今後客観的臨床能力試験での成長度、精神面を
把握する評価表を取り入れより客観的に新人教育を評価してい
きたいと考える。
【倫理的配慮】本演題は堺市立総合医療センター薬剤・技術局
症例報告等審査委員会での承認を得た。
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胸腔鏡下肺切除術後離床に関連する因子の検討
○坪井 直人 1)，井下 兼一郎 1)，太田 文典 2)，
小野 英也 3)

1) 国立病院機構和歌山病院 リハビリテーション科
2) 国立病院機構和歌山病院 外科　医長
3) 国立病院機構和歌山病院 リハビリテーション科　医長

【はじめに】
呼吸器外科術後の早期離床は早期回復及び早期退院の観点から
重要である。近年、術前の歩行能力が術後の早期離床に関連す
るという報告や、外科の分野において、術前の栄養や呼吸機能、
歩行能力などが早期離床に関連しているという報告がある。胸
腔鏡下手術 (Video assisted thoracic surgery (以下：VATS))の
術後に関する先行研究において、術前の歩行能力が術後の離床
に関連しているという報告を認めたが、栄養状態や呼吸機能、
握力においては術後の早期離床に関連しているという一定の見
解は確認できなかった。
そこで、本研究では術後早期離床に関連する術前評価項目を調
査することを目的とした。

【方法】
令和2年4月～令和4年７月の間に国立病院機構和歌山病院にて
VATSを実施した45名 (33名　女12名　平均年齢73.22±6.96
歳)を対象とした。術後1日目で歩行が可能であった群 (以下：
離床可能群)41名 (男29名　女12名　平均年齢 72.83±7.14)、
術後1日目で歩行が不可能であった (以下：群離床不可群)4名 (
男4名女０名　平均年齢77.25±1.92)の2群に分類した。調査
項目は、術前呼吸機能 (FVC・FEV1.0/FVC)、術前最大握力・
術前6分間歩行試験 (以下6MDW)で、身体属性として年齢・性
別・body mass index (以下：BMI)のほか、術前のアルブミン (
以下：Alb)を診療録より後方視的に調査した。統計解析として、
2群における身体属性を術前呼吸機能・術前最大握力 (以下：握
力)・６MWDをX2検定またはU検定にて群間比較した。また早
期離床の可否に関連する要因を抽出するため、従属変数として
離床可否を、独立変数として術前6MWD、共変量として年齢・
術前呼吸機能を投入したロジスティック回帰分析を実施した。
解析にはフリー統計ソフトEZRを使用した。統計学的有意水準
は５％とした。

【結果】
群間比較の結果術前6MWDにおいて有意差を認めた (P＜０．
０１)。一方で年齢・BMI・Alb・術前呼吸機能・握力では群間
における有意差は認めなかった。
ロジスティクス回帰分析の結果、術後早期の離床には術前
6MWDが優位な関連を示した。 (オッズ比：０．９６　P=０．
０４ )。

【結論】
本研究の結果、術前6MWDが術後離床に関連することが示唆さ
れたが、栄養状態や術前呼吸機能、握力などは本研究では関連
を認めなかった。そのため、術前の歩行能力が術後の早期離床
に関連する因子であると考える。よって、術前より歩行能力を
向上させることが術後早期の離床にとって重要であり、術前の
積極的な理学療法介入が有効であると考える。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言の趣旨を尊重し、人権の擁護、
調査によって生じる不利益及び危険性について医学的に配慮し
て調査を行った。
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全身性強皮症に伴う肺動脈性肺高血圧症患者へ
の包括的リハビリテーション介入 ～就労復帰に
至った一症例～
○足羽 涼 1)，林 広太郎 1)，吉冨 俊行 1)，豊福 守 2)

1) 日本赤十字社和歌山医療センター リハビリテーション部
2) 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科

【目的】
間質性肺疾患に伴う肺高血圧症(PH)は肺動脈圧、肺血管抵抗が
上昇し、右心不全に至る慢性進行性の難治性疾患である。患者
の適切な自己管理は心不全増悪の予防に重要な役割を果たし、
自己管理能力を向上させることで、生命予後やQOLの改善が期
待できるとされている。今回、全身性強皮症に伴う肺動脈性肺
高血圧症(SSc-PAH)患者に対し、短期間の包括的リハビリ介入
が就労復帰につながった症例を経験した為ここに報告する。
【症例紹介】
61歳女性、BMI:22.8、HOPE:夫婦で経営してる居酒屋の仕事を
少しでも手伝いたい。2019年7月、SSc-PAHと診断され、在宅
酸素療法(HOT)安静時/労作時2L導入。徐々に息切れが増強し 
2021年8月頃から就労困難となった。薬剤調整で息切れは改善
傾向にあったが、 依然として外出や就労は困難であったため、
2022年1月、薬剤調整目的で入院となり、翌日からPT介入開
始となった。<右心カテーテル検査 >meanPAP:36mmHg、
PCWP:14mmHg、TRPG:55mmHg、<心エコー検査>LVEF:60%、
<肺機能検査>%VC:52%、%DLco:19%、<血液検査
>NT-proBNP:1047pg/mL。<初期PT評価>膝伸展筋力体重比:右
0.59/左0.56、Short Physical Performance 
Battery(SPPB):11/12点、6分間歩行試験(6MWT):206m(SpO2:8
2%、カヌラ2L、修正Borg scale:胸部7/10、下肢5/10)、The 
Nagasaki University Respiratory Activities of Daily Living 
questionnaire(NRADL):33/100点、Hospital Anxiety and 
Depression Scale(HADS):不安10/21点・抑うつ14/21点。
【経過】
入院2日目、30mの自由歩行でSpO2:86%、修正Borg scale:胸部
2/10・下肢2/10、自覚症状と他覚所見に解離を認めたため、
主治医と協議してSpO2:88%を下限とした。3日目からパルスオ
キシメーターを装着して6MWTや実動作を確認しながら酸素流
量の調節を行なった。4日目、看護師と病棟内ADLや呼吸状態
などの情報共有を行い、労作時はカヌラ3Lに調節した。また、
4日目以降から運動療法や動作指導に加えて、退院後の自主練
習やパニックコントロールなどに関して資料を用いて指導を行
った。<最終PT評価>TRPG:30mmHg、膝伸展筋力体重比:右
0.52/左0.58、SPPB:12/12 点、6MWT:305m(SpO2:86%、カヌ
ラ3L、修正Borg scale:胸部4/10・下肢4/10)、NRADL:43/100 
点、HADS:不安7/21点・抑うつ11/21点と改善を認め、8日目
に自宅退院した。
【考察】
今回、短期間ではあるが、運動療法や動作指導に加え、酸素流
量の調節や患者指導などを多職種と連携して包括的にアプロー
チを行った。HOPEである就労復帰に関しては、就労内容が運
動耐容能の許容範囲であるかを確認しながら、就労内容の調節
を行った。その結果、退院後も適切な自己管理を継続され、早
期に就労復帰が可能となりQOL 向上につながったと推測され
る。今後も外来で定期的なフォローアップなど、継続した関わ
りが重要であると考えられる。
【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に基づき十分な説明を
行い、同意を得た。



 L-031  内部障害１

サルコペニアを合併している周術期患者に対し
栄養摂取と消費量を考慮し運動処方を実施した
症例
○上羽 伸哉

医誠会病院 リハビリテーション部

【目的】低栄養やサルコペニアは生活機能やQOLを悪化させる
一因であり、理学療法の効果を高めるためには栄養を考慮する
ことが不可欠である。今回、サルコペニアとADL低下を呈した
周術期患者に対し骨格筋量を含めた栄養状態、摂取カロリーか
ら消費カロリーを減じた値 (以下、栄養バランス)、蛋白摂取量
を考慮した運動処方を実施した。その結果、骨格筋量が増加し
ADLが改善した症例を経験したためここに報告する。
【症例紹介】　50代男性、疾患名は直腸がん。現病歴として、
X-56日に自宅で衰弱しているところを発見され搬送。脱水症で
当院入院。X-4日に当院再入院、X日腹腔鏡下大腸切除術施行。
【経過】　初期評価 (X-4～X-3日)時、四肢MMTは4レベル、病
棟内独歩自立。10段の階段昇降で心拍数が30bpm以上上昇、
およびBorg指数15に上昇。自宅はアパート2階で階段昇降が必
要。体重39.6㎏、BMI15.1kg/㎡、骨格筋指数6.93kg/㎡ (7.0㎏
/㎡以下でサルコペニア)。栄養バランスはプラス267kcalで、
現状では摂取カロリーが上回っている。蛋白摂取量は1.39g/kg。
ゴール設定として、短期ゴール (X+7日)は骨格筋量の減少予防
と病棟内独歩自立の獲得、長期ゴール (X+21日)は骨格筋指数
7.0kg/㎡以上と階段昇降獲得とした。食事は当院の術後プロト
コルに則って提供された。X+4日までは栄養バランスがマイナ
ス。ゆっくりとした歩行や病棟ADL確認など2-3METs程度の介
入を実施。X＋5日には短期目標である病棟内独歩自立を獲得
した。X＋6日、栄養士と主治医に栄養量について相談し、摂
取カロリーがプラスかつ蛋白摂取量が1.5以上となるよう、メ
イバランスⓇを導入。X+7日以降、自転車エルゴメーター、レ
ジスタンストレーニングを追加。X＋17日、約4METsにあたる
負荷をエルゴメーターで実施できたことを確認し、階段昇降練
習も実施した。最終評価 (X+22日)では骨格筋指数は6.93kg/㎡
から7.02kg/㎡に上昇。階段は脈拍の著増なくBorg指数12以内
で昇降可能となった。
【考察】消化器がんの周術期では手術侵襲と手術後の蛋白分解
・合成のインバランスにより栄養状態と身体機能が低下すると
されている。本症例においては術前からサルコペニアの状態で
あり、術後は栄養バランスがマイナスかつ蛋白摂取量が乏しい
状況であった。そのため早期に階段昇降などの高負荷な運動を
実施することは蛋白分解を助長し筋量低下につながると考えら
れた。栄養バランスがマイナスの時期は機能維持を目標とした
2－3METsの運動が推奨されており、本症例でも2.5METsにあ
たる速度0.9m/s以下の歩行やベッド回り動作の実施にとどめた。
栄養バランスがプラスになった時期に3.5METsを目安に段階的
にレジスタンストレーニングやエルゴメーターを実施し、最終
的に筋量の上昇と階段昇降の獲得に至った。サルコペニアを合
併している周術期患者には通常の理学療法に加えて栄養状態の
評価を実施することが有用であることが示唆された。
【倫理的配慮】本発表について本人に説明を行い同意を得た。
また、医誠会病院倫理委員会の承認を得た (承認番号：００１
１１１)

 L-032  内部障害１

新型コロナウイルス感染症拠点病院におけるリ
ハビリテーション部の現状と取り組み
○齋木 宏之 1)，田村 真理 1)，福井 竜馬 1)，
加藤 崇史 1)，田中 公輔 1)，中村 幸子 2)，
岩田 幸代 3)，佐野 秀 4)，柳田 博美 1)

1) 兵庫県立加古川医療センター リハビリテーション部
2) 兵庫県立加古川医療センター 総合内科
3) 兵庫県立加古川医療センター 循環器内科
4) 兵庫県立加古川医療センター 救急科

【はじめに】
当院は2020年3月より，兵庫県全域に対応する「新型コロナウ
イルス感染症拠点病院 (以下，拠点病院)」と位置付けられ，患
者の受け入れを開始．2021年4月には臨時重症病棟の運用開始
や，重症化しやすいハイリスク患者に対して中和抗体療法実施
など感染状況のフェーズに応じた体制を整備している．リハビ
リテーション(以下，リハビリ)部は，2020年5月にCOVID-19
チームを立ち上げ直接介入を開始．コロナ病棟の編成による従
来の一般患者業務への影響を受けたが，リハビリ部として体制
整備の見直しを行い，一般事業継続と業務の効率化を図った．
今回，拠点病院としてリハビリ部の取り組みについて報告する．
【方法】
2020年4月～2021年10月，リハビリ処方の依頼があった255
名患者のうち，死亡例等を除いた239名を対象とした．調査項
目は，年齢，性別，BMI，在院日数，転帰先，リハビリ開始ま
での日数，人工呼吸器管理の有無，人工呼吸器管理期間、酸素
投与日数，入院時と退院時のADL(歩行可否)をカルテより後方
視的に調査した．
第１波時，リハビリ介入にあたり当院のCOVID-19に対する診
療方針やICTとの協議に基づき，リハビリスタッフの接触を限
定するなどの助言のもとで開始．2020年5月，リハビリ医師と
リハビリスタッフ2名によるCOVID-19チームを立ち上げ，専従
による対応を開始．重症化患者の急増を認める中，救急医/感
染症医等とのリハビリ対応の協議にて，リハビリ対象者は人工
呼吸器管理中は対象外とし，人工呼吸器離脱後の患者に限定す
る方針となった (体位ドレナージや腹臥位療法等の呼吸リハビ
リは，医師/看護師の関わりが主体)．2020年12月，リハビリ
スタッフの配置転換を行い，3名でのローテーション体制を構
築．2021年3月と6月には更に１名ずつメンバーを追加した．
2021年8月，当院の診療方針や診療体制の変化に合わせてリハ
ビリ業務内容の見直しを図り，COVID-19専従リハビリ体制か
ら，感染のない一般患者業務との兼務を開始．
【結果】
年齢(中央値67歳)．男性155名，女性84名．BMI(中央値
25kg/m2)．在院日数(中央値20日)．転帰先は自宅/施設120名，
転院119名．リハビリ開始までの日数(中央値9日)．人工呼吸器
管理患者107名．人工呼吸器管理期間(中央値9日)．酸素投与期
間(中央値15日)．入院前の歩行可能は221名．退院時の歩行可
能は159名．
【結論】
拠点病院として，感染拡大や社会情勢の変化により診療体制へ
の影響は不可避である．今回，院内クラスターを発生させるこ
となく，限られた人員の割り振りで専従体制から一般患者兼務
の体制へ段階的に拡充が出来た．今後，院内の診療体制に応じ
たリハビリ部としての体制整備を行い，リハビリ業務の質的向
上を図る．
【倫理的配慮】兵庫県立加古川医療センター倫理委員会の承認
を得た(承認番号2022-17)．



 L-033  内部障害１

放射線治療を受ける進行・再発固形がん患者に
対するリハビリテーション介入前後の身体機能
変化
○掛谷 佳昭 1)，草場 正彦 1)，谷名 英章 1)，
砂原 正和 1)，沢田 潤 1)，惠飛須 俊彦 1)，
柳原 一広 2)

1) 関西電力病院 リハビリテーション部
2) 関西電力病院 腫瘍内科

【はじめに】
がん患者は原疾患の進行や治療に伴う合併症に加え，入院中の
安静に伴う廃用症候群の併発から身体機能の低下を招く可能性
が高いとされている。
特に，進行・再発固形がん患者は骨格筋量(Fearon K 2011)や
心肺機能(Jones LW 2007)が低下することが報告されておりリ
ハビリテーション介入が重要であると考えられる。
がんのリハビリテーション診療ガイドラインでは放射線治療中
の運動療法が推奨されており，その効果を調査したsystematic 
review (Zaorsky NG 2020)では乳がんや前立腺がん患者におい
て身体機能の改善が報告されているが，その他の進行・再発固
形がん患者に関する報告は数少ないのが現状である。
そこで本研究では，放射線治療を受ける進行・再発固形がん患
者におけるリハビリテーション介入前後の身体機能の変化につ
いて調査した。
【方法】
対象は令和3年3月から令和4年7月までの間に，当院に入院し
放射線治療及びリハビリテーション介入をした進行・再発固形
がん患者とした。
調査項目は診断名，年齢，性別，リハビリテーション介入期間，
Body Mass Index (以下，BMI)，血液生化学データ (Hb，Alb，
CRP)，栄養指標としてGeriatric Nutritional Risk Index (以下，
GNRI)，身体機能はShort Physical Performance Battery (以下，
SPPB)を指標とした。統計学的解析は対応のあるt検定，
Wilcoxonの符号付順位検定を用いて行い，リハビリテーション
介入開始時，退院前の前後比較を行った。有意水準は5%未満
とした。
リハビリテーション内容は，筋力増強練習，歩行，エルゴメー
ター等の有酸素運動に加え，バランス練習を実施した。実施時
間は20～40分，頻度は週5回，運動強度は修正Borg Scale「4，
やや強い」，かつカルボーネン法により算出した上限心拍数の
40%以下を目安とした。
【結果】
対象は12例，年齢は73.6±7.1歳，性別は男性10例，女性2例，
原発の内訳は肺癌8例，食道癌2例，その他2例であった。リハ
ビリテーション介入期間は25.6±13.4日で全例が運動療法を完
遂していた。血液生化学データ，GNRIは有意差を認めなかっ
たが，BMIは介入開始時22.1±3.5kg/㎡，退院前21.4±4.1kg/
㎡と介入前後で有意に低値であった。SPPBは介入開始時10.7
±2.1点，退院前11.3±1.6点と有意な改善を認めた。
【結論】
放射線治療中の進行・再発固形がん患者に対する運動療法は身
体機能の維
持，改善に有効である可能性が考えられた。今後は症例を蓄積
し更なる検討が必要であると考える。
【倫理的配慮】本研究は関西電力病院の倫理審査委員会の承認
を得た (承認番号22-062)。

 L-034  内部障害１

低活動のため食道癌手術困難と判断された慢性
脳血管障害患者に対する術前リハビリテーショ
ンの効果
○材木 力斗 1)，木下 利喜生 1)，安岡 良訓 1)，
小池 有美 1)，梅本 安則 2)，田島 文博 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【目的】
術後合併症は,全身状態はもちろん日々の活動状態によっても影
響を受ける.特に食道癌手術は侵襲が大きく,術後合併症の発生
頻度が多いことからPerformance Status(PS)0～2を手術適格症
例としている.従って,運動耐容能や筋力の向上と共に,術前の
Activities of Daily Living(ADL)及びPS を向上・維持しておくこ
とが術前リハビリテーション(リハ)の基本となる.脳血管障害患
者は多岐にわたる後遺症によってADL能力の低下が長期に渡っ
て生じる場合がある.そういった患者ではPSも低下するため,手
術適応とならないことが殆どである.今回,PSが低いために食道
癌手術適応外と判断された慢性脳血管障害患者に対し入院での
術前リハを実施し,その内容と効果,その後の経過について報告
する.
【症例紹介】
70歳代男性.食道通過障害を主訴に近医を受診,内視鏡検査で食
道癌と診断された.既往歴は8年前に脳梗塞を発症し左片麻痺を
呈していた.日中の50％以上をベッド上で過ごしており,PSが3
のため手術適応外であった.しかし,当院消化器外科医より運動
に対しての意欲が高いことから,PS改善目的にリハ科に紹介さ
れ理学療法が開始された.患者は意識清明.National Institutes of 
Health Stroke Scaleは計10点.脳神経学的所見は左口角の下垂を
認めていた.Manual Muscle Test(R/L)は上肢5/0,下肢は腸腰筋
5/2,大腿四頭筋5/3,前脛骨筋5/0,下腿三頭筋5/0であった.感覚
検査は表在,深部感覚が鈍麻していた.ADLは歩行が短下肢装具
を装着し,何とか歩けるレベルであった.
【経過】
入院時と術前リハ終了後にPS,Functional Independence 
Measure(FIM),Cardiopulmonary Exercise Testing(CPET)による
Peak VO2を評価した.術前リハは周術期指導と有酸素運動.筋力
増強訓練を1日2回(1日合計約4時間)実施した.有酸素運動の負
荷量は,CPETによって測定された心拍数を用いてHeart Rate 
Reserve(HRR)法80%で行った.筋力増強運動はスクワット,カー
フレイズ,段差昇降を行い,その他にも歩行訓練を実施した.開始
から22日後にPSは3から2,FIMは97点から107点,Peak VO2は
821ml/minから959ml/minへ改善した.その結果,消化器外科カ
ンファレンスにより手術可能と判断された.手術後は翌日より離
床を行い,日中は可能な限り椅子座位(6h/day)で過ごすように指
導した.術後26日目合併症なく自宅へ退院した.
【考察】
今回,脳血管障害後遺症により手術適応外であった食道癌患者に
対し,長時間の術前リハを実施することで手術が可能となり,さ
らに術後合併症なく自宅退院が可能であった.これは術前から有
酸素運動や筋力増強訓練を行い運動耐容能が改善したこと,また
術後も翌日より離床し可能な限り椅子座位を促したためと推察
する.しかし,PS2までの改善には1日4時間程度の理学療法を約3
週間実施する必要があり,全ての病院で提供することは困難であ
る.今後,介護分野も含め脳血管障害患者に限らず,いかに患者の
ADLおよびPSを維持していくかが課題であると考えられた.
【倫理的配慮】個人のプライバシーの保護に配慮し,書面をもっ
て説明し同意を得た.



 L-035  内部障害１

ワークシートを用いたセルフモニタリングが身
体活動量増加に繋がった間質性肺炎の一症例
○酒井 奈菜美 1)，堀田 旭 1)，渡辺 広希 1)，
山本 洋司 1,3)，惠飛須 俊彦 2,3)

1) 関西電力病院 リハビリテーション部
2) 関西電力病院 リハビリテーション科
3) 関西電力医学研究所 リハビリテーション医学研究部

【目的】
間質性肺炎 (以下、IP)患者において、身体活動量は死亡率と関
連する重要な指標である。呼吸リハビリテーションはIP患者の
運動耐容能を改善させるが、身体活動量の改善には寄与しない
ことが報告されている。身体活動量の増加には動機付けやセル
フモニタリングによる介入が推奨されている一方で、目標とす
べき身体活動量や歩行距離などを具体的に指導し、セルフモニ
タリングを導入した際の介入効果を示す報告は少ない。今回、
急性発症したIP患者に対する運動療法を実施し、運動耐容能の
改善を認めたが身体活動量の改善には至らなかった。そこで退
院時に具体的な運動の指導とワークシートを用いたセルフモニ
タリングを指導した。その結果、身体活動量の増加を認めた症
例を経験したため報告する。
【症例紹介】
70歳代男性、診断名はIPである。現病歴は数か月前より咳嗽を
自覚し、鎮咳薬で対応していたが翌月に増悪し当院にて精査入
院となった。併存症は高血圧症、脂質異常症、糖尿病、病前
ADLは自立、第3病日より理学療法を開始した。
【経過】
理学療法開始時の6MDは230m、入院中の身体活動量を歩数計 
(Calori scan; オムロン社製)を用いて評価し、30～60歩/日であ
った。運動療法は上下肢・体幹ストレッチ、有酸素運動、四肢
筋力増強練習を行い、自主トレーニングとして20分以上の歩行
練習を指導した。第73病日の最終評価では、6MDは358mと改
善を認めたが、身体活動量は300歩/日に留まっていた。そこ
で退院時指導として、IP患者の死亡率減少に関連するとされる
身体活動量を参考に3000歩/日を目標に設定し、自宅周辺の歩
行路について地図を用いて指導した。また、運動量が充分か、
活動範囲が拡大できているかを自己で確認できるよう歩数、運
動後のSpO2値を記録するワークシートを配布した。退院後20
日時点の評価では6MDは410m、3000歩/日以上の身体活動量
が確保できていた。
【考察】
急性発症したIP患者の一例に対し、ワークシートを用いたセル
フモニタリングを実施した結果、死亡率減少に寄与すると報告
されている充分な身体活動量を得ることができた。一般的にセ
ルフモニタリングは臨床心理学や認知心理学において「自己の
現在の状態を観察・記録あるいは管理・評価すること」といわ
れ、行動変容を促すといわれている。本症例においては、具体
的な歩行路・歩行量の目標を設定した上でセルフモニタリング
を導入した。これにより、目標に対する達成状況を自分で判断
し、望ましい行動の増加・自信の強化に繋がり、身体活動量の
改善が得られたと考える。
【倫理的配慮】対象者には症例発表にあたり文書にて説明し同
意を得た。当院倫理委員会の承認を得た。 (承認番号：
22-068)

 L-036  内部障害２

免荷歩行訓練による運動量増大により、3年ぶり
にベッド上生活からの脱却に至った一症例
○奥野 浩司郎，桑原 朋之，吉川 創

わかくさ竜間リハビリテーション病院 リハビリテーション
部

【目的】
廃用症候群は筋骨格系に限らず、循環器系、呼吸器系にも見ら
れる。また、廃用期間に準じて廃用症候群の重症度は増減する。
これらの影響から、長期臥床に陥った状態からの身体機能面の
回復に難渋することは臨床上多く経験する。今回、3年間のベ
ッド上生活により、移乗、排泄動作が困難となった症例を担当
した。歩行用リフトでの免荷歩行訓練と減量を行ったことで、
3年ぶりにベッド上生活からの脱却に至ったため報告する。
【症例紹介】
症例は、60代女性。身長153cm、体重81.1kg、BMI34.6kg/m²
肥満2度。X-10年前に両側変形性膝関節症の診断となるも、保
存療法にて経過。X-3年前の階段昇降時の転倒を機に3年間のベ
ッド上生活となる。X年に総胆管結石による胆管炎を認め内視
鏡治療を施行。術後の廃用症候群の改善を目的に当院回復期リ
ハビリテーション病棟に転院。Kellgren-Lawrence分類は、右
膝Grade4、左膝Grade3、介護度は要介護4。
【経過】
介入開始時の関節可動域 (以下：ROM)は膝関節伸展-50°/-20
°、等尺性膝伸展筋力0.03/0.06kgf/kg。基本動作は車椅子移
乗全介助。排泄はオムツ内失禁。歩行は困難。FIM52点 (運動
25点/認知27点)、MMSE30点。
初期介入として、筋力増強を目的に起立練習や立位練習を実施
するも、筋疲労が生じやすく訓練の反復が困難であった。また、
実施直後のバイタル変動を顕著に認め、二次障害の発生が危惧
された。そこで、訓練内容を歩行用リフトでの免荷歩行訓練に
変更した。また、減量については他職種と相談してカロリー調
整を依頼した。
結果、約2か月の介入にて体重77.9kg、BMI33.2kg/m²、ROM
は膝関節伸展-30°/-15°、等尺性膝伸展筋力0.20/0.21kgf/kg。
基本動作は車椅子移乗、排泄動作修正自立。歩行は平行棒内軽
介助。FIM98点 (運動69点/認知29点)に改善した。
【考察】
大畑らは、全荷重下と比較して体重免荷装置を用いた歩行では、
荷重量の減少に伴い下肢筋の筋発揮が有意に減少したと報告し
ている。本来、筋力増強を目指すのであれば、高負荷が得られ
る全荷重下での歩行訓練が望ましい。しかし、本症例の場合は
全荷重下での歩行訓練が困難であり、起立や立位の反復練習も
困難であった。本症例において免荷歩行訓練を選択したことは、
下肢筋の筋発揮が減少するというデメリットが生じてでも運動
量を確保する点で有用であったと考える。
一方で、Danielssonらは30％の体重免荷により9％程度の酸素
消費量の減少が得られたと報告している。減量の観点からは酸
素消費量が得られやすい運動負荷の設定が望ましいが、本症例
は呼吸器系や循環器系にも廃用が疑われ運動直後のバイタル変
動も顕著であった。本症例にとって免荷歩行訓練は、リスク管
理の観点からも有用であったといえ、これら本症例の状態に合
わせた訓練内容の設定が、3年ぶりのベッド上生活からの脱却
に繋がった要因であったと考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り、患者に説明文
書での説明を行った後、書面で承諾を得てから行った。



 L-037  内部障害２

潰瘍性大腸炎による外科手術後に重度サルコペ
ニア状態に至った症例への理学療法
○神田 孝祐 1,2)，北村 亨 2)，山本 浩貴 1)，
福岡 弘崇 1)，石橋 雄介 3)

1) 南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター リハビリ
テーション部
2) 南和広域医療企業団　五條病院 リハビリテーション
3) 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 リハビリテーション部

【はじめに】
腸管吸収障害が生じる炎症性腸疾患は，サルコペニアに至る可
能性が他の内科疾患よりも高く，運動強度・栄養管理を十分に
考慮した上での理学療法 (PT)実施が求められる。今回，潰瘍性
大腸炎 (UC)による外科的治療後に慢性的なサルコペニア状態に
あった患者に対し，栄養状態と運動強度に留意した介入を行う
ことで，ADLの向上に繋がったためその経過を報告する。

【症例紹介】
60歳代男性。UCと診断され，第48病日に結腸全摘・回腸スト
マ造設術を施行。その後，上部消化管病変を合併し，第157病
日に当院一般病棟へ入院となった。第270病日にPT開始，体重
は44.2㎏(術前比73.6％)，Geriatric Nutritional Risk 
Index(GNRI)は65.9点であった。栄養管理は術後調整食
(261Kcal)と高カロリー輸液 (2212kcal)にて行われた。身体機
能については四肢骨格筋指数 (SMI)5.0㎏/ m2，膝伸展筋力は
左右ともに5.7kgfであった。機能的自立度評価法 (FIM)は54点，
荷重による両下肢の膝崩れが生じるため，移乗には介助者が2
名必要であった。

【経過】
運動負荷については，Karvornen法と修正Borg Scale(BS)を指標
とした。またエネルギー摂取量に対する総エネルギー消費量の
割合から充足率を求め，栄養療法の指標とした。介入当初は全
身性の筋委縮が著明であったため，レジスタンストレーニング
(RT)を中心に行った。第274病日には食事が安定して摂取され
ていたため(充足率147.5%)，軟性膝装具を着用した上での起立
・歩行練習を実施した。第308病日，肝機能が悪化したことで
補液は932Kcalに減量 (充足率73.7%)となった。エネルギーバ
ランスが消費優位となったため，運動負荷をBS 4以下とし，ベ
ッド上でのRTと起立練習を中心に行った。第379病日には再度
補液からのエネルギーを1802Kcalへ増量(充足率116.4％)，負
荷もBS 5～６の練習へと変更した。しかし，第396病日に胆嚢
炎が疑われたため，急性期病院へと転院となった。転院直前の
評価では体重50.7㎏(術前比84.5％)，GNRI 81.4点，SMI5.5㎏
/m2，膝伸展筋力は9.3/10.8kgfであった。FIMは64点，移乗
は膝折れなく踏み返しが行えており，最小介助にて可能となっ
た。また，最大能力として見守りでの歩行器歩行が可能になっ
た。

【考察】
本症例はGNRIにおいて重度の栄養障害に該当したが，栄養状
況を常にモニタリングすることで廃用を来すことなく，4か月
間の継続した運動療法が行えており，筋力・筋量の増加，起立
・移乗・歩行等の動作遂行が可能になったと考える。
【倫理的配慮】本症例に対し報告の主旨と参加・中止の自由等
を口頭・書面にて説明し同意を得た。

 L-038  内部障害２

糖尿病教育入院時における2型糖尿病患者の身体
的特徴が、一年後の血糖コントロールに与える
影響
○和田 拓弥 1)，磯嵜 悠衣子 1)，宮田 信彦 1)，
内村 賢博 1)，竹澤 翔太 2)，福家 智也 3)，
小澤 和義 1)

1) 済生会滋賀県病院 リハビリテーション技術科
2) 滋賀県済生会 訪問看護ステーション
3) 済生会滋賀県病院 糖尿病内分泌内科

【はじめに】
２型糖尿病患者の治療は食事療法、運動療法、薬物療法の3療
法が基本であり、患者は日常生活の中で前述の3療法を継続的
にセルフケアすることが求められる。このセルフケアを支援す
るための重要な教育の場として教育入院が挙げられる。糖尿病
のチーム医療の中で理学療法士は運動療法を中心的に担い、有
酸素運動やレジスタンス運動を行なうことで、血糖値の低下効
果があるとされている。
2型糖尿病患者の運動療法を行なう上で、身体機能や認知的側
面などを評価し介入することが理学療法診療ガイドラインで推
奨されているが、それらの評価項目が1年後の血糖コントロー
ルに与える影響について、包括的に調べた報告は見当たらない。
教育入院時の評価結果から、1年後に血糖コントロールが悪化
する可能性のある症例を把握することが出来れば、血糖コント
ロールの悪化を未然に防ぐための運動指導の一助になるのでは
ないかと考えた。
そこで本研究では、糖尿病教育入院時の身体的特徴が、1年後
の血糖コントロールに与える影響について調査することを目的
とした。
【方法】
対象は、2018年1月1日から2020年12月31日までに当院へ入
院し、糖尿病教育入院中に、理学療法士が介入を行った2型糖
尿病患者35名 (男性28名、女性7名、年齢57±11.4歳)とした。
研究デザインは後ろ向きコホート研究とし、年齢、BMI 
(kg/m2)、糖尿病神経障害、合併症、運動習慣の有無、身体機
能の評価としてハンドヘルドダイナモメーターにより測定した
膝伸展筋力 (体重比)、10m最大歩行テスト、Time Up & Go 
Testを調査した。また認知的側面の評価として糖尿病自己効力
感評価尺度、トランスセオレティカ・モデルを診療記録より後
方視的に調査した。
血糖コントロール良好群 (A群)は教育入院1年後のHbA1c:6.9%
以下とし、血糖コントロール不良群 (B群)HbA1c:7.0%以上とし
た。A群、B群の比較には統計ソフト『R』を使用した。統計手
法はX2検定、Mann-Whitney U検定、対応のないT検定を用い、
有意水準は5％とした。
【結果】
A群は24名 (男性20名、女性4名、年齢57.2±10.9歳)B群は11
名 (男性8名、女性3名、年齢54.3±13.7歳)であった。統計解
析の結果、膝伸展筋力にのみ有意差を認め、A群が0.5 (±
0.15)kgf/kg、B群が0.38 (±0.13) (P＜0.05)kgf/kgとA群が有意
に筋力を高く示した。
【結論】
糖尿病教育入院1年後に血糖コントロールが悪化する可能性の
ある症例は、膝伸展筋力が低下していることが示唆された。血
糖コントロールの悪化を未然に防ぐため、膝伸展筋力が低下し
ている症例には、重点的に筋力トレーニングを指導する必要が
あると考えられる。
【倫理的配慮】
研究の遂行にあたり、当院倫理委員会の承認を得た。またヘル
シンキ宣言の理念に基づき、患者の人権擁護には十分配慮を行
なった。 (承認番号：525)



 L-039  内部障害２

横隔膜ヘルニア修復術後症例に対する理学療法
の経験
○平安山 良輔，北野 実咲，大畑 祐貴，藤堂 博行

北出病院 リハビリテーション科

【目的】左横隔膜ヘルニア嵌頓を呈し横隔膜ヘルニア修復術が
施行された症例を担当した。横隔膜ヘルニアへの手術治療の報
告等は散見されるが、術後のリハビリテーション(以下、リハ)
に関する報告はみられない。移動場面等で頻発する呼吸苦の改
善と自立した自宅生活を可能な限り希望する症例へ、歩行運動
等の全身持久力トレーニングや腹式呼吸練習を理学療法として
行ったところ、酸素化能・運動耐容能・歩行能力等で向上がみ
られ自宅退院へ繋がったので報告する。
【症例紹介】70歳代女性。経過観察中であった左横隔膜弛緩症
の増強で呼吸苦が常態化し、A年B月C－125日に左横隔膜縫縮
術施行。C－75日に退院となり、介護保険サービスと在宅酸素
療法(以下、HOT)を利用し自宅生活へ復帰。しかしC日夜間、
呼吸苦のため当院へ救急搬送されるも対応困難により他院へ転
院。左横隔膜ヘルニア嵌頓の診断で同日に横隔膜ヘルニア修復
術施行。C＋21日にリハ目的で当院へ転院。
【経過】C＋22～26日で、SpO2は97～98%(酸素1L)、呼吸数
は11bpm。肺機能評価として、両耳垂直下の鎖骨から下方へ
2cm毎の高さで呼吸音の聴音(以下、2cm毎聴音)を行ったとこ
ろ、右肺呼吸音は呼・吸気共20cmを越えて聴音可能であった
が、左肺は8cmを越えての聴音が困難で、吸気音は2～8cmで
も困難であった。また胸部X線正面像(C＋14日撮影)一側肺尖部
～同側肺底最上部(以下、尖底間距離)を電子カルテ距離計測機
能(R/L)で計測したところ、172.9/132.3mmであった。歩行能
力は歩行器歩行見守り。10MWTは14.6秒。6MDは152mで終
了時SpO2は94%、呼吸数は29bpm、手指チアノーゼがみられ
修正Borg Scaleは13であった。またADLでは、ベッド周辺動作
時等でカヌレの絡まりに戸惑う場面がよくみられた。
この症例へ理学療法として歩行運動等の全身持久力トレーニン
グ等を行い、休息等で腹式呼吸練習を端坐位・立位等で行った。
またADLトレーニングとして、カヌレ装着下の生活動作の工夫
・練習等が作業療法にて行われた。
C＋49～54日で、SpO2は97～99%(酸素1L)、呼吸数は8～
9bpm。左肺2cm毎聴音は16cmまで、吸気音も12cmまで聴音
可能となった。尖底間距離は210.6/137.3mm。歩行能力は歩
行器歩行自立。10MWTは14.0秒。6MDは205mで終了時SpO2
は97%(酸素1L)、呼吸数は31bpm、手指チアノーゼと修正
Borg Scaleは変化なし。ADLでは、ベッド周辺動作時等でのカ
ヌレの絡まりとそれに伴う動作の戸惑い場面が減少。C＋63日、
HOT(酸素1L)利用で自宅退院となった。
【考察】症例には、酸素化能・運動耐容能・歩行能力等で向上
が、カヌレ装着下の生活動作で改善がみられた。呼吸リハは全
身持久力トレーニング等の運動療法を中心に、呼吸練習等のコ
ンディショニングとADLトレーニングを組み合わせることが重
要とされている。経験した理学療法は運動療法とコンディショ
ニングにおいて一定の成果をもたらし、症例の希望に近い自宅
退院へ繋がったと考える。
【倫理的配慮】症例へ報告における倫理的配慮並びに目的と意
義を説明し、同意を得た。

 L-040  内部障害２

当院COVID-19患者における早期リハビリテーシ
ョンの有効性ならびに変異株別検討
○崎田 佳希 1)，山本 洋司 1)，堀田 旭 1)，
渡辺 広希 1)，児島 範明 1)，砂原 正和 1)，
恵飛須 俊彦 2)

1) 関西電力病院 リハビリテーション部
2) 関西電力病院 リハビリテーション科

【はじめに】
COVID-19患者のリハ医療について全米保健機関は、「感染予
防を徹底した上で積極的なリハ治療が必要である」と提唱して
いる。当院では2020年4月にCOVID-19リハチームを結成し早
期リハを実践している。今回、当院COVID-19患者に対する早
期リハが歩行、ADLに及ぼす影響について検証した。また、変
異株ごとに特徴が異なることが報告されており、発症時期から
第4波をアルファ株、第5波をデルタ株、第6～7波をオミクロ
ン株に群分けし臨床的特徴についても同時に検討した。
【方法】
対象は2021年4月～2022年8月までにCOVID-19の診断で入院
し直接介入した66名とし、変異株別に群分けした (アルファ株
は2021年3～6月、デルタ株は2021年6～9月、オミクロン株
は2021年12月以降)。発症前ADLが全介助例、死亡例は除外し
た。年齢、性別、BMI、基礎疾患、変異株、COVID-19重症度、
リハ実施単位数、入院時ならびに退院時のFunctional 
Ambulation Categories (FAC)、Bartthel index (BI)、重篤な合併
症、在院日数、転帰先を後方視的に調査した。早期リハはフロ
ーチャートに基づき主治医が処方した後、リハ科医が診察し療
法士と協議の上、直接介入した。リハ内容は感染対策を指導さ
れた療法士が日本集中治療医学会による集中治療における早期
リハを参考に、座位、立位、歩行などを実施した。統計学的解
析は対象者全例ならびに3群間の比較をχ2検定、Wilcoxonの符
合付順位検定、t検定、一元配置分散分析および多重比較検定 
(Tukey法)にて検討した。統計ソフトはSPSS Statistics 
ver.19(IBM 社製)を使用し、有意水準を5%とした。
【結果】
対象は58名で、年齢75.2±1.9歳、男性31名、女性27名、
BMI 21.6±0.8kg/m2、基礎疾患の保有率は84.5％、変異株 (ア
ルファ株11名、デルタ株5名、オミクロン株32名)、COVID-19
重症度 (軽症23名、中等症26名、重症9名)、リハ実施単位数
26.7±7.0であった。重篤な合併症はARDS9名、深部静脈血栓
症7名、在院日数32.4±3.68日、転帰先は自宅40名、施設また
は転院18名であった。対象者全例における比較で、FAC (4-5)
は入院時19％、退院時50.0％、BIは入院時35.9±4.5点、退院
時60.3±4.6点であり有意な改善を認めた (P<0.05)。変異株ご
との比較で、BIはすべての変異株で入院時と比較して退院時で
有意に高く (P<0.05)、FAC (4-5)はアルファ株とオミクロン株
で有意に多かった (P<0.05)。変異株間での比較で基礎疾患の保
有率はアルファ株、デルタ株と比較してオミクロン株で有意に
多く、COVID-19重症度はアルファ株、デルタ株と比較してオ
ミクロン株で有意に低かった (P<0.05)。
【結論】
COVID-19患者における早期リハは歩行およびADL改善に寄与
する可能性が示唆された。また、 当院におけるオミクロン株
患者は他の2つの変異株と比較して基礎疾患の保有率が多く、
COVID-19重症例の割合が少ないこと明らかになった。
【倫理的配慮】関西電力病院倫理委員会の承認を得た (承認番
号：22-073)



 L-041  内部障害２

当院における心臓血管外科術後のリハビリテー
ションの進行状況
○林 広太郎 1)，上野山 佳男 1)，角田 耕紀 1)，
前馬 直明 １)，足羽 涼 １)，吉冨　 俊行 １)，
吹田　 奈津子 2)，瀧本 真也 3)，納谷 和誠 4)

1) 日本赤十字社和歌山医療センター リハビリテーション部
2) 日本赤十字社和歌山医療センター 看護部
3) 日本赤十字社和歌山医療センター 心臓血管外科部
4) 東京医療保健大学 看護学部看護学科

【はじめに】
心臓血管外科術後の過剰な安静臥床は身体的デコンディショニ
ングを生じ、各種合併症の発症を助長するため、術後急性期リ
ハビリテーション(以下、リハビリ)は、血行動態の安定化と並
行して離床を進め、合併症の予防と身体機能の改善を目指すも
のとされている。当院でも2020年4月から理学療法士も術翌日
からの離床に参加し、多職種とともに術後のデコンディショニ
ングの改善から心臓リハビリ室での集団リハビリまでを実施す
るようになったため、ガイドライン通りのリハビリを実施でき
ていたのかを検討した。
【方法】
研究デザインは後ろ向きコホート研究とした。対象は、2020
年4月から2022年3月までに当院心臓血管外科にて待機的に手
術を施行した患者のうち、術後8日以内に病棟内歩行が自立し
た160例(70.5±8.8、男性78.8%)を、2021年3月以前を2020
年度順調群、2021年4月以降を2021年度順調群に群分けした。
除外基準は、死亡、保存的加療、緊急手術、末梢血管手術、ス
テントグラフト内挿術、歩行非自立、病棟内自立遅延(9日以上
)、データ欠損とした。調査項目は、患者背景、手術時間、術
後経過とし、群間比較にχ2検定および対応のないt検定を行っ
た。統計処理にはEZR on R commander Ver.1.55を用い、有意
水準はp<0.05とした。
【結果】
対象患者の中で2020年度順調群は77例(48.1%)、2021年度順
調群は83例(51.9%)であり、患者背景、手術時間には有意差を
認めなかった。術後経過では、術後在院日数(16.6±5.9/14.4
±5.8)、一般病棟滞在日数(13.5±5.4/11.5±5.6)、初回歩行距
離(91.9±93.2/135.2±112.8)、400m歩行完遂日(3.2±
1.3/2.7±1.0)、病棟内歩行自立日(5.7±1.5/4.1±1.2)、集団リ
ハビリ移行日(7.8±2.7/5.2±1.6)、集団リハビリ参加率
(48.1%/90.4%)において有意差を認めた。
【結論】
2020年4月から理学療法士も術翌日からの離床に参加するよう
になり、2021年度からは術後4日で病棟内歩行自立し、術後5
日から心臓リハビリ室で集団リハビリを実施するガイドライン
通りのリハビリを実施することができていた。
【倫理的配慮】本研究は、日本赤十字社和歌山医療センターの
倫理委員会の承認を受けた(認証番号第1001号)。

 L-042  内部障害２

食事・運動療法が困難な慢性期高齢Ⅱ型糖尿病
患者に対する末梢電気刺激の効果
○木村 文彦 1)，福井 直樹 2)

1) 富田病院 リハビリテーション科
2) 和歌山リハビリテーション専門職大学 健康科学部 リハ
ビリテーション学科

【はじめに】
Ⅱ型糖尿病患者 (T2DM)の血糖コントロールには食事療法・運
動療法が重要である．しかし慢性期や重度のT2DM患者では様
々な理由から血糖コントロールが困難となる例が多い．リハビ
リテーション治療戦略として骨格筋電気刺激 (MES)を利用した
物理療法が挙げられるが，筋疲労などの副作用を伴う．そこで
近年，海外ではT2DM患者に対する筋疲労を誘発しない感覚閾
値での神経電気刺激 (NES)が注目されている．先行研究では
Th7レベルでのNESが交感神経系を刺激し，血糖値とインスリ
ン抵抗性の高い減少を認めたとの報告がある．別の研究におい
てもTh1‐L2レベルへの低周波NESで交感神経系の活動が低下
し，一方，副交感神経系は増加が見られたと報告されている．
そこで本研究では経鼻経管栄養管理中で積極的なリハビリテー
ション介入が困難な高齢T2DM症例に対しTh7レベルにNESを
行い，血糖値に及ぼす影響を検証した．
【方法】
研究デザインは単一事例研究 (ABABデザイン)，対象は入院中
の90代男性で経鼻経管栄養管理中のT2DM患者とした．NESは
低周波治療器 (ESPURGE　伊藤超短波社)を用いて先行研究に基
づき，周波数1Hz，パルス幅150μs，constant mode，電流強
度10-20mAの感覚閾値にて30分間実施した．電極はデルマト
ームTh7レベルに貼付した．介入期間はA期，B期共に各5日間．
B期は午前8時にNESを実施した. A期，B期とA’期，B’期の間
に7日間のウォッシュアウト期間を設定した．各期間中におい
てそれぞれ2回，拘縮予防を目的とした標準的理学療法を実施
した．測定項目として10時・15時・翌朝4時の注入前に血糖測
定を実施した．
【結果】
10時の平均血糖値はA期と比較しB期で+5.4mg/dl,A’期とB’
期で +27.6mg/dlとなった．15時の平均血糖値はA期と比較しB
期で-22.6mg/dl,　A’期とB’期で-38.2mg/dl.となった．翌朝
4時の平均血糖値はA期と比較しB期で-28mg/dl, A’期とB’期
で-5mg/dlとなった．
【結論】
Jaime Ruiz-TovarらはTh7レベルへのNESによって交感神経系
が抑制され，副交感神経優位となることで糖の取り込み抑制，
副腎でのインスリン分泌が促進されたと報告している．本症例
においても同様の効果が見られたと考える．本症例では平均血
糖値が10時で増加，15時で低下し，翌朝4時でも若干の低下が
見られた．Merav Catalognaらの報告では肝臓のグルコース産
生抑制効果が見られるまでに数時間を要することから，副交感
神経優位による肝臓・膵臓の血糖降下作用促進までには，一定
の時間を要することが示唆されている．以上の結果からNESは
運動療法・食事療法の困難な高齢T2DM患者であっても高血糖
状態を抑える手段となり得ると考えられる．今後も症例数を増
やし,データの集積を行っていきたい．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，対象者・家
族に本研究の主旨および目的を説明し，同意を得たのちに評価
・介入を実施した．



 O-001  オンデマンド

臼蓋形成不全、変形性股関節症と妊娠の関連に
関する文献的検討
○荒木 智子

大阪行岡医療大学 医療学部理学療法学科

【はじめに】妊産婦に対する理学療法において、股関節痛を訴
える症例をしばしば経験する。妊娠中は胎児の成長とホルモン
により、靱帯が弛緩し、骨盤アライメントが変化することが知
られている。先行研究で、妊娠中と産後における骨盤前幅は、
妊娠していない女性よりも大きく、産後も妊娠中のアライメン
ト変化が持続する可能性が報告されている。また妊産婦の腰痛
と骨盤、脊椎との関連は多くの報告がある。一方で股関節痛に
関する報告は大腿骨頭萎縮症や骨折に関するものが多く限定的
である。臼蓋形成不全 (以下、DDH)や変形性股関節症 (以下、
Hip OA)と妊娠の関連についての現時点での知見について文献
的検討を行った。

【方法】DDH、HipOAと妊娠の関連について、以下の検索を行
った。英語論文の検索はPubMedを用い、①“Hip OA” “
pregnancy”、②“dysplasia of the hip” “pregnancy” のキ
ーワードを入力して検索を行った。そのうち、1)2000年以前
に発刊された論文、2)臨床研究、メタアナリシス、ランダム化
比較試験、レビュー、システマティックレビュー以外、3)本文
入手不可、を除外し、重複を確認し、検討対象の論文を選択し
た。和文論文の検索は医学中央雑誌を用いて①「変形性股関節
症」「妊娠」、②「臼蓋形成不全」「妊娠」のキーワードを入
力して検索した。1)2000年以前に発刊された論文、2)会議録、
3)本文入手不可、を除外し、重複を確認し、検討対象の論文を
選択した。

【結果】最終的に英語論文1件、和文論文1件が選択された。英
語論文はDDHを合併した妊婦の管理について記載されたレビュ
ー、和文論文はHip OAと尿失禁、骨盤臓器脱に関する論文であ
った。DDH合併妊娠に関しては、DDHが妊娠のリスクの増加、
合併症や経膣分娩の困難さにはつながらないとし、妊娠経過の
管理には多職種によるチームアプローチの必要性が示されてい
た。股関節の評価を十分に行うこと、妊娠週数の進行により、
困難な評価項目が生じることも報告されていた。また人工股関
節の場合、経膣分娩時の肢位について注意することが示されて
いた。Hip OAと尿失禁、骨盤臓器脱の関連については、尿失禁、
骨盤臓器脱ともに有病率が6割を超えていたことが報告されて
いた。また骨盤底機能障害に対して認知度は低かったが、半数
程度が治療や予防に関しての指導を期待していた。

【結論】DDH合併妊娠は直接的なリスクにはつながらないが、
機能評価の必要性が示されていた。また尿失禁、骨盤臓器脱は
産前産後に見られる症状でもあり、それらの症状がHip OA患者
に多いことも明らかとなった。DDH、Hip OAともに妊娠と関
連を検討された研究報告は少数に留まり、妊産婦の股関節痛に
対する評価や理学療法介入について研究の必要性が明らかとな
った。

【倫理的配慮】本研究は、既に公開されているデータベースを
用いて実施した研究の結果を報告するものであるため、倫理審
査を必要としない研究である。

 O-002  オンデマンド

人工股関節全置換術前後における不満度に関連
する要因の検討
○廣津 昂 1)，安彦 鉄平 2)，土屋 諒太 3)，和田 遼 3)，
三宅 一輝 3)

1) 洛和会丸太町病院 リハビリテーション部
2) 京都橘大学 健康科学部
3) 河端病院 リハビリテーション科

【はじめに】
人工股関節全置換術 (Total Hip Arthroplasty：THA)は，慢性関
節症に伴う疼痛を緩和し，機能を向上させ，日常生活動作 
(Activities of Daily Living：ADL)を改善するための有効な治療
法の一つである．しかし，THA患者のうち7％が不満を持って
いることが明らかにされている．平松らや今西らは，術後1年
時点の不満度は疼痛や関節可動域 (Range Of Motion：ROM)，
歩行能力とは関連せず，日本整形外科学会股関節疾患評価質問
票 (Japanese Orthopaedic Association Hip-Disease Evaluation 
Questionnaire：JHEQ)の痛み，ADL，メンタルと関連すること
を報告している．これまでの先行研究は長期的な転帰を調査し
ており，短期的な不満の改善には，疼痛や股関節機能などの要
因も関与する可能性があることが考えられた．そこで，本研究
の目的は，THA術前後の不満度の実態調査を行うとともに，不
満度に関連する因子を明らかにすることである．
【方法】
対象は2021年3月1日から2022年5月15日の期間中に，医療法
人河端病院で変形性股関節症に対しTHAを行い，術前および術
後1ヶ月の測定が可能であった33例36股 (男性3名，女性33名，
平均年齢68.1±8.2歳，BMI23.3±2.7kg/㎡)であった．不満度
はJHEQに包含されているVisual Analog Scaleを用い，数値が大
きいほど不満度が高いと判定した．身体機能評価として股関節
ROM，CS-30，5m歩行テスト，Timed Up & Go Test (以下，
TUG)を行った．また，患者立脚型アウトカムであるJHEQを用
い，痛み，ADL，メンタルを評価した．統計解析は，各時点に
おける各評価の関連性についてPearsonの相関係数を用いて検
討した．なお，統計学的解析にはSPSS Statistics Version28.0を
用い，有意水準は5％とした．
【結果】
不満度の平均値は術前70.5±28.7，術後1ヶ月は19.2±24.1で
あり大きく減少したが，2例 (5％)が術後に悪化した．THA術前
後ともに，不満とADLおよびメンタルが有意な負の相関が認め
られた．術前ADLの下位項目では，不満度と「階段昇降」に有
意な相関が認められた．術後1ヶ月後ADLの下位項目では，不
満度と「階段昇降」，「床上動作」，「和式トイレの使用」，
「浴槽の出入り」，「足の爪切り」，「靴下の着脱」に有意な
相関が認められた．一方で，ROM，CS-30，歩行速度，TUG，
痛みとは相関が認められなかった．
【考察】
本研究では，THA術前後における不満度はADLおよびメンタル
と関連する一方で，股関節機能や運動能力には関連しないこと
が先行研究と一致したが，疼痛が関連しなかった点では異なる
結果であった．THA術後早期は不満度と疼痛は関連しないこと
が示された．対馬や神先らは，THA患者が困難となるADL動作
には，和式ADLやしゃがみ込み，足趾の爪切り，靴下の着脱動
作があり，これら動作には股関節ROMが影響することを報告
している．さらに，本研究結果からTHA術後には階段昇降や浴
槽の出入りも困難となることが明らかになった．
【倫理的配慮】対象者にはヘルシンキ宣言に基づいて研究の目
的や方法，研究参加による利益・不利益，リスクについて口頭
および書面を用いて十分に説明した後，「自由意志での参加」
に書面にて同意が得られた者に協力を求めた．また，本研究は
京都橘大学の研究倫理委員会の承認を得ている．



 O-003  オンデマンド

術前3週間の高強度リハビリテーション治療が術
後に与える影響についての検討
○橋崎 孝賢 1)，藤田 泰久 1)，古田 仁希 1)，
松浦 由梨 1)，島 大智 1)，梅本 安則 2)，田島 文博 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【はじめに】人工膝関節全置換術 (以下TKA)は、日常生活を段
階的に回復させるが、術後身体機能が低下し改善には長期間を
要する。TKA直後に筋力、6分間歩行試験 (以下6 MWT)は低下
し、術前まで回復するのに1－3ヶ月、同年齢と等しくなるには
1年以上を要する。術後の身体機能回復を促進する方法として
術前リハビリテーションが試みられており、低強度では効果が
なく、8週間の長期・高強度リハビリテーションで術後の改善
を促進すると報告された。しかし、術前短期間の高強度トレー
ニングが術後機能に影響を与えるかは不明である。そこで、今
回術前短期間・高強度リハビリテーション治療が術後機能に影
響を与えるかを調べた。
【方法】対象は、50歳以上で、2018.5月～2020.8月に変形性
膝関節症と診断された術前3週間のTKA待機患者とし、通院可
能な者をintervention群、通院不可能な者をcontrol群とした。
術前リハビリテーション治療は、週3回×3週間の計9回実施し、
1回約120分とした。内容は関節可動域・バランス訓練、上肢
・下肢エルゴメーターを60%Hrmaxの負荷で20分、筋力増強訓
練は徒手抵抗や重錘負荷を使用し膝伸展、股関節伸展、股関節
外転、レッグプレスを行い、強度は10回反復最大動作を5セッ
ト行った。control群は、術前3週間に運動指導のみを行った。
評価は術前運動療法前、術前運動療法後、TKA術後1ヶ月、
TKA術後3ヶ月の4ポイント実施し、項目は大腿四頭筋筋力、
6MWT、膝の屈伸可動域、WOMACのpain score、VASとした。
統計解析は、群間差を対応のないt検定、群内差は一元配置分
散分析で評価し、有意差のある項目はDunnの多重比較検定を
用いた。
【結果】年齢、身長、体重、BMI、男女比、入院期間に有意差
は認めなかった。
大腿四頭筋筋力の群間比較は術前運動療法前のみintervention
群で有意に高値を示した。intervention群は術前運動療法後に
術前運動療法前と比較し、有意に改善したが、術後は1ヵ月後
に有意な低下を認め、3ヶ月後は術前運動療法前まで回復した。
control群は、術前運動療法後に術前運動療法前と比べ有意な改
善は認めなかった。
6MWTの群間比較は術後3ヶ月のみintervention群で有意に高値
を示した。intervention群で術前運動療法前と比較し、術後3ヶ
月後に有意に改善を認めたが、control群は変化しなかった。
ROM、痛みは両群とも術後3ヶ月で有意に改善し、群間差は認
めなかった。
【結論】本研究の結果、短期間・高強度の術前リハビリテーシ
ョン治療は、術後3ヶ月の6MWTを向上させ、持久力改善に寄
与する可能性を示唆した。しかし、筋力に関しては術前リハビ
リテーション治療後に改善を認めたが、術後3カ月では改善を
示さなかった。
【倫理的配慮】本研究は和歌山県立医科大学倫理委員会の承認
を得ており (承認番号：2309番)、被検者およびご家族に了承
を得て行った。
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後縦靭帯骨化症術後の運動障害に対して対側下
肢を用いて運動感覚を想起させる介入が功を奏
した一症例
○森田 隆剛 １)，喜多 一馬 ２)，梅津 俊介 ３)，
池田 耕二 ４)

1) 城山病院 リハビリテーション科
2) 株式会社 PLAST
3) 大和高田市立病院　 リハビリテーション科
4) 奈良学園大学　 保健医療学部　リハビリテーション学科

【目的】
脊柱靱帯骨化症診療ガイドライン2019では腰椎後縦靭帯骨化
症(OPLL)の術後合併症に一過性の運動麻痺があげられている。
今回、OPLL術後に運動障害を合併した症例に対し、初期介入
時に反対側下肢を用いた運動感覚に着目した介入を実施し、功
を奏したため報告する。
【症例紹介】
症例は50歳男性。現病歴は、2年前より激しい腰痛があり、1
年前にL1-2の椎間板ヘルニアと診断され摘出術を受けた。症状
は寛解するも、1ヶ月前よりT-cane歩行100ｍで激しい臀部痛
と腰部痛が再発し、当院を受診しL1-2のOPLLと診断された。
今回、後方固定術が施行され、術後翌日より理学療法を開始、
術後10日目に離床が許可され、術後17日目で当院回復期病棟
に転棟となった。
【経過】
初期評価は、臥位で推測したMMTが股屈曲4/1(右/左)、膝伸展
4/2であり、自動SLRが70°/0°、臥位での自動膝屈曲角度が
135°/20°、膝蓋腱反射は正常/低下、アキレス腱反射は正常/
低下、主訴は『左下肢をどう動かせばよいのかわからない』で
あった。初期介入時は、左下肢の動かし方がわからず、自動介
助運動を用いた運動療法を行っても自動膝屈曲角度は20°と変
化を認めなかったため、右下肢の自動膝屈曲運動を行うことで
左下肢の運動感覚を想起させる介入を行った結果、自動膝屈曲
角度は20°から30°と即時変化を認め、主訴も『左下肢の動か
し方が少しわかった』と変化した。翌日の介入開始時から自動
膝屈曲角度が40°であったため、安静臥床期間の10日間は左
下肢筋力増強運動を行う前に右下肢を用いた運動感覚を想起さ
せる介入を行った。離床許可が出た術後10日目には、臥位での
自動膝屈曲角度は100°、MMT股屈曲4/2、膝伸展4/3と改善
し、ADLは起立と移乗動作が中等度介助となった。同日より起
立練習と左膝装具装着下にて平行棒内歩行練習も追加した。最
終評価時の術後16日目はMMTが股屈曲4/2、膝伸展4/3、自動
SLR70°/10°、臥位での自動膝屈曲角度は140°/135°と改善
し、腱反射の変化は認めなかった。左下肢に対する主訴は『左
下肢の動かし方は分かるけど力が弱いですね』となり、ADLは
起立と移乗動作自立、片手手すりにて100m歩行が見守りレベ
ルとなった。
【考察】
本症例に対する運動療法は、L1-2の OPLL術後に左下肢の運動
感覚の想起が難しく自動膝屈曲運動を行うことが困難であった
が、右下肢への介入で左下肢の運動感覚を想起することができ、
運動再教育が可能になったと考えられる。椎間板ヘルニアの罹
患期間も合わせると2年間以上下肢に神経障害があったと推察
できるため、OPLL術後の左下肢介入だけでは運動感覚の想起
や再教育が難しかったものと考えられる。脳血管障害でも非麻
痺側への介入でクロスエデュケーションとして利用されてきた
が、本症例においても初期介入時に有効な介入方法となること
が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は城山病院倫理委員会の承認を得て実施
した。(承認番号：2022-012)
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大腿骨近位部骨折患者に対し、輸血実施の有無
が歩行に与える影響の検討
○津曲 俊希，白川 継信，辻野 正吾

社会医療法人財団 新行橋病院 リハビリテーション科

【はじめに】
高齢者は大腿骨近位部骨折受傷後の検査で貧血を示すことが多
いと報告されている。今回、大腿骨近位部骨折患者の術前ヘモ
グロビン (以下Hb)値が歩行能力低下・生命予後に影響を及ぼす
との報告はあるが輸血実施後のリハビリテーション・歩行予後
に影響を示すかの報告が少ないため今回の研究を行うこととし
た。

【方法】
2018年4月1日～2022年3月1日に当院急性期病棟～回復期病
棟へ転棟した65歳以上、病前歩行自立していた大腿骨近位部骨
折患者221例のうち、既往に脳血管疾患者・免荷期間があるも
の61例を除外とした160例を対象とした。内訳は人工骨頭置換
術：71例 (右：32例　左：39例)骨接合術：89例 (右：44例　
左：45例)対象を非輸血群 (以下A群)87例、輸血群 (以下B群)73
例に分け、年齢、性別、術前Hb値、術後Hb値、離床開始日、
起立訓練開始日、歩行訓練開始日、歩行獲得日数、歩行自立者
 (FIM歩行項目６点以上)、退院時Functional Balance Scale (以
下FBS)、を比較検討した。統計処理はEZR Version　1.55を使
用し連続尺度にT-検定、Mann-Whitney　U検定、名義尺度に
対しχ²検定、を使用し、有意水準5％未満とした。

【結果】
A群 年齢：81.9±6.86歳 男女比 (16：71名)、B群 年齢：84.7
±5.87歳男女比 (20：53名)で、年齢(p<0.01)に有意差認めた
が性別差では認めなかった。その他2群間で有意差がみられた
項目の平均値は、術前Hb値A群12.8±1.4 g/dL B群10.6±1.5 
g/dL(p<0.01)、術後Hb値A群12.1±1.3 g/dL B群9.0±1.1 
g/dL(p<0.01)、 離床開始日A群1.7±0.8日B群2.2±1.1日
(p<0.01)、起立訓練開始日A群2.0±1.1日B群2.6±1.3日
(p<0.01)、歩行訓練開始日A群5.5±4.0日B群9.3±6.2日
(p<0.01)、歩行自立 (FIM歩行項目６点以上)A群自立率64.3% (
自立56名、非自立31名)B群自立率47.9% (自立32名、非自立41
名)(p<0.01)、退院時FBS A群41.5±12.4点 B群35.1±13.5点
(p<0.01)であった。歩行獲得日数では有意差が認められなかっ
た。

【結論】
今回の検討で輸血群は非輸血群より、歩行自立率が低いとの有
意な特徴が認められた。磯村らは入院時Hb値が歩行能力低下
に関係し、貧血のため全身状態が不良であり、リハビリテーシ
ョンが進みにくい可能性があると報告している。本研究におい
ても輸血群は非輸血群より術前Hb値、術後Hb値ともに低値で
あり、離床、起立訓練、歩行訓練開始日が遅延する結果となっ
た。輸血群は非輸血群に比べ、全身状態を考慮し運動負荷量減
少することで、リハビリテーション遅延に影響する可能性があ
ると考えられた。また輸血群は非輸血群よりバランス機能評価
に用いられるFBSも低値を示す結果となった。これらのことよ
り、大腿骨近位端骨折患者に対し輸血実施の有無は歩行に与え
る影響の因子になりうる可能性があると示唆された。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対し研究内
容を説明し、同意を頂いた。
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不動による廃用症候群から自宅復帰した一症例
○岸　 颯太 1)，北村 早紀 1)，谷本 真由美 1)，
渡部 勇樹 2)

1) 医療法人医誠会　介護老人保健施設エスペラル井高野 リ
ハビリテーション科
2) 医療法人医誠会　医誠会病院 リハビリテーション部

【目的】本症例は,3か月間特別養護老人ホームショートステイ 
(以下SS)を利用し,身体機能が低下したため自宅生活が困難とな
った.当施設へリハビリ目的で入所 (X日)し,動作指導や環境調整
を行い在宅復帰した症例である.
【症例紹介】60代男性.現病歴：大脳皮質基底核変性症 (H２８
年頃).合併症：高血圧症.入所前ADL：自宅内歩行器歩行.屋外車
椅子移動.同居の娘が出産の為,特養SSを3ヶ月利用した際ベッド
上での臥床時間が長かった為廃用症候群を呈した.
【経過】当施設入所日より介入を開始.〈初回評価X+７日〉関
節可動域 (以下ROM) (R/L)：足関節背屈0°/10°足関節背屈(膝
伸展)0°/0°.その他著明な制限なし.徒手筋力検査 (以下MMT) 
(R/L)：大腿四頭筋4/5,下腿三頭筋3/4,前脛骨筋2/3,腹直筋4,内
腹斜筋3/3,外腹斜筋3/3,中殿筋3/4.Modified Ashworth Scale (
以下MAS)：右足関節背屈3.クローヌス：+ (右足関節)感覚検査
：正常.Functional Balance Scale (以下FBS)：6点.起立：上肢で
引き込み優位.体幹前傾無く,重心前方移動少ない.立位：右下肢
に荷重が行えず左側後方への重心偏移,平行棒両手支持で立位は
可能であるが,片手での立位保持は困難.
〈X+59日・変化点のみ記載〉MMT (R/L)：大腿四頭筋5/5,下
腿三頭筋4/4,前脛骨筋4/4,腹直筋4,内腹斜筋3/3,外腹斜筋3/3,
中殿筋3/4,FBS：16点,起立：上肢引き込み軽減し,体幹前傾が可
能.立位：右下肢へ荷重可能となり左後方への重心偏移は軽減,
平行棒片手支持で立位保持が可能.
【考察】大脳皮質基底核変性症は,進行性疾患であるため,今回
は廃用症候群に対してアプローチをした.動作能力が低下した理
由として右下肢の筋力低下,右中殿筋の筋力低下,体幹筋の筋力
低下,右足関節背屈制限がある.筋力低下の原因として,３ヶ月間
とベッド上での臥床時間が長かったことによる廃用と考えた.園
田らは,廃用性委縮は抗重力筋に多く見られるとあり,松田らは
複合的な運動を行うことが転倒予防に有効と報告している.この
ことから積極的な起立・荷重訓練を行い,右下肢筋や体幹の筋力
向上により起立・立位の安定性改善を認めた.次に足関節背屈制
限は筋の粘弾性低下による伸張性低下を考えた.それに対し下腿
三頭筋のストレッチを行った.その結果,数値上は変動無かった
が右足部での姿勢制御が可能となり,上肢の依存なく立位保持可
能となった.
家屋環境は,トイレや浴室,リビングに手すりを元々設置してい
た為,退所前訪問指導時に手すり使用時の動作確認やベッドの位
置やトイレまでの導線確認を行い,環境調整をした.家族に対し
て移乗時の注意点や転倒のリスク,体に負担の少ない介助方法の
指導を行った.家族の負担を減らし,在宅生活を継続していく為
に当施設のデイケアやショートステイの利用を提案し,在宅復帰
に至った.
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り，症例報告の趣旨・目的
を書面と口頭で本人に説明し，同意を得た．
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神経症状を有する腰椎変性側弯症に対するシュ
ロス法を用いた運動療法で手術が回避できた一
症例
○中川 凌太 1)，峯玉 賢和 1)，山本 義男 1)，
中川 雅文 1)，左近 奈菜 1)，松尾 咲愛 1)，
中谷 友洋 1)，中川 幸洋 2)，南方 美由希 1)，
幸田 剣 1)

1) 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 リハビリテーショ
ン科
2) 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 整形外科

【目的】
シュロス法とは、身体を肩・胸・腰・骨盤のブロックに分け３
次元的にどのような位置関係にあるかを評価するとともに、骨
や筋だけでなく呼吸にも視点を当て自動運動と呼吸運動を用い
て修正を促す治療法である。
本邦では青年期における特発性側弯症に対するシュロス法を用
いた運動療法の有効性は報告されているが、高齢者における変
性側弯症に対しての介入例は報告がない。
今回、神経症状を有する腰椎変性側弯症を呈し手術検討となっ
た症例に対してシュロス法を用いた運動療法を継続した結果、
神経症状および下肢痛が改善し手術が回避できた症例を経験し
たので報告する。

【症例紹介】
70歳代男性。診断名は腰椎変性側弯症。数十年前から側弯症を
呈しておりX年頃より腰痛が出現。我慢できる程度であったが
X＋6年Y月より左下肢に痺れが出現されたことでＯ整形を受診。
約1ヶ月間のリハビリで著効せず、Y＋1月に当院整形外科を手
術希望で受診された。下肢痛と痺れの増悪により歩行が困難で
あったことから手術が検討され、手術まで運動療法目的でリハ
ビリ科紹介となり、Y＋2月より当院理学療法開始となる。

【経過】
初期評価時、腰痛はなく左大腿前面に歩行時NRS10の疼痛と痺
れが常時出現しており、Kempテストでは左側が陽性となった
ため神経根の圧迫が疑われた。Ｘ線所見では、Cobb角36°の
側弯がみられた。可動域では体幹側屈が20/35°、回旋が
40/50°と制限が見られ、筋力はＭＭＴで腹直筋3、脊柱起立
筋群2、腸腰筋4/3、大腿四頭筋4/4、中殿筋3/3と左右ともに
筋力低下が著明であった。片脚立位8.2/4.7秒、TUG12.2秒、
10ｍ歩行は至適速度12.2秒、最大速度10.9秒となっており連
続歩行は最大100ｍだった。歩行中左膝折れが見られ転倒リス
クと実用性の低下が目立った。
約２ヶ月運動療法を継続した結果、疼痛および痺れはNRS6と
軽減し早朝の歩行時のみとなり、歩行中の膝折れは消失した。
介入後の画像所見は得られなかったが、視診と触診上、坐位や
歩行姿勢において側弯の軽減を認めた。可動域では体幹側屈が
30/40°、回旋が45/50°と改善。筋力は腹直筋4、脊柱起立筋
群3、腸腰筋4/4、大腿四頭筋5/5、中殿筋4/4と向上し Kemp
テストは陰性となった。片脚立位21.2/17.2秒、TUG9.9秒、
10m歩行は至適11.4秒、最速8.9秒、連続歩行は最大500mと
改善が見られ、手術が取り消しとなった。

【考察】
脊柱アライメントおよび歩容の改善、側弯・後弯の増悪予防目
的にシュロス法を取り入れ体幹・下肢筋のストレッチや筋力増
強、日常での姿勢指導やセルフエクササイズ指導を中心に継続
した結果、体幹・下肢筋力の向上と脊柱アライメントが改善し
神経根の圧迫が軽減されたことで神経症状が緩和し、下肢の疼
痛軽減および歩容改善と連続歩行距離が拡大したと考える。
【倫理的配慮】本症例にはリハビリ介入期間中の経過と現在の
状況について報告することと、個人の特定を避けるために、日
時等について公表しないことを説明し文書で同意を得た。
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坐骨結節部の疼痛により座位保持困難であった
症例 －仙結節靭帯に加わるメカニカルストレス
に着目して－
○福山 駿斗，田中 悠介

京都下鴨病院 理学療法部

[目的]
殿部痛を呈する疾患は多岐にわたり、座位においては坐骨結節
部に限局した疼痛が生じることが多い。しかし、殿部痛症例に
おいて坐骨結節部に焦点を当てた報告は少ない。今回、座位で
坐骨結節部に疼痛を呈した症例を経験した。坐骨結節に付着す
る仙結節靭帯 (以下、STL)の解剖学的特徴に着目し運動療法を
施行したことで症状改善を認めたので報告する。

[症例紹介]
症例は50歳代女性である。デスクワークで長時間の座位姿勢を
保持した後に左殿部痛を自覚し当院を受診された。単純X線像、
MRIにおいて腰部疾患の所見は認めず、主治医より仙腸関節炎
の診断を受け理学療法開始となった。

[経過]
主訴である座位時の左殿部痛は座位開始5分ほどで生じ、疼痛
により座位保持が困難であった。左坐骨結節部の圧痛で殿部痛
が再現され、STLの坐骨付着部でNRS7の圧痛を認めた。L5/S1
椎間関節障害、Deep Gluteal syndrome (以下、DGS)の理学所見
は陰性であったが、仙腸関節障害の評価指標であるKurosawa 
scoreは5/8点であった。座位における殿部痛は骨盤前傾位で増
強し、他動的な左膝関節伸展動作を加えることでさらに増強し
た。一方、骨盤後傾位では殿部痛が軽減した。単純X線像にお
いて体幹伸展位像におけるL5/S1椎間関節の過伸展を認め、腰
椎後弯・骨盤後傾可動性を評価するPLF testは135°/ 115° (
右/左)、SLR testは90°/ 75°でどちらも左側に制限を認めた。
これらの所見から座位時のL5/S1椎間関節の過度な伸展による
仙骨のニューテーションがSTLの坐骨付着部に対し牽引ストレ
スを惹起し、座位による床面からの圧迫ストレスが坐骨結節に
加味されることでSTL由来の殿部痛が生じたと推測した。そこ
でSTLに対するメカニカルストレスの軽減を目的に、運動療法
ならびに座位姿勢の指導を行った結果、STL付着部の圧痛は
NRS1に軽減、座位保持時間が1時間まで延長し理学療法終了と
なった。
[考察]
本症例は座位時の殿部痛を主訴とする症例であった。理学所見
より仙腸関節障害を基盤とした殿部痛が生じていたと思われる。
STLは仙骨と坐骨結節を結ぶ靭帯で腸骨に対する仙骨のニュー
テーションを制動する。画像所見上、L5/S1の過伸展を認め、
座位時に骨盤前傾位で疼痛が増強したことから座位における仙
骨の過度なニューテーションがSTLの坐骨結節付着部に牽引ス
トレスを加えていたと考察する。また、他動的な膝関節伸展動
作を加えることで疼痛が増強し、SLR testも患側で制限を認め
た。STLは坐骨結節付着部で大腿二頭筋長頭腱と線維性結合を
成し、wrap around構造を形成する。前述の牽引ストレスと
wrap around部における座面からの圧迫ストレスが加味された
結果、STL由来の殿部痛が生じたと推測する。本症例はSTLの
機能解剖学的特徴に着目し、疼痛が増減する動作を評価で抽出
できたことが症状改善に繋がったと考える。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表の主旨を十分
に説明し、書面にて同意を得た。
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人工膝関節全置換術後の歩行能力に影響する因
子の検討
○水本 一樹 1)，佐藤 久友 1)，大槻 周平 2)，
岡本 純典 2)，若間 仁司 2)，佐浦 隆一 3)

1) 大阪医科薬科大学病院 リハビリテーション科
2) 大阪医科薬科大学 医学部 生体管理再建医学講座 整形外
科学教室
3) 大阪医科薬科大学 医学部 総合医学講座 リハビリテーシ
ョン医学教室

【はじめに】人工膝関節全置換術 (TKA)後早期の歩行能力改善
はリハビリテーション医療の目標である。本研究の目的は、術
後早期の歩行能力の再獲得のために、TKA後患者の歩行能力を
比較して術後早期の歩行能力が良好な患者の特徴を明らかにす
ることである。

【方法】TKAを行った変形性膝関節症患者129名130膝のうち、
術前から歩行時要介助例、術後機能訓練スケジュールからの逸
脱例を除外し、退院時に術側および非術側の膝関節伸展筋力、
股関節外転筋力を測定できた75名75膝 (中央値76歳)を対象に、
退院時 (術後中央値14日)に歩行能力を示す指標のひとつである
Timed Up ＆ Go Test (TUG)を実施した。患者背景 (年齢、性別、
Body Mass Index、Kellgren-Lawrence分類、TKAの機種、侵入
法、手術時間、術中出血量、ターニケット使用の有無)と退院
時の身体機能 (安静時痛と歩行時痛の程度、術側および非術側
の膝関節伸展筋力と股関節外転筋力)を調査した。最大等尺性
筋力をハンドヘルドダイナモメーターを用いて測定し、トルク
体重比を算出 (Nm/kg)して筋力とした。運動器不安定症の診断
基準に準じ、75名をTUG11秒未満の歩行能力が良好群 (19名)
とTUG 11秒以上の不良群 (56名)に分けて、それぞれの患者背
景と身体機能を比較した。Shapiro-Wilk検定による正規性の検
討では、非正規分布であったので、統計解析はWilcoxonの順位
和検定で2群を比較し、p＜0.05を有意差ありとした。

【結果】患者背景および安静時痛と歩行時痛の程度に両群で差
はなかった。一方、術側下肢では膝関節伸展筋力に差はなかっ
たが、股関節外転筋力は良好群が有意に大きかった (良好群
0.8 Nm/kg、不良群0.6 Nm/kg、p=0.008)。また、非術側下肢
では膝関節伸展筋力 (良好群1.3 Nm/kg、不良群1.0 Nm/kg、
p=0.0031)と股関節外転筋力 (良好群0.9 Nm/kg、不良群0.7 
Nm/kg、p=0.0078)はともに良好群が有意に大きかった。

【結論】術側の膝関節伸展筋力が術前程度に回復するには3ヶ
月程度かかるため、術後2週では膝関節伸展筋力に両群で差が
なかったと考えた。一方、退院時の歩行時の歩行能力の優劣に
は非術側の膝関節伸展筋力、股関節外転筋力のみならず術側の
股関節外転筋力が影響していた。すなわち、術後早期の歩行能
力改善には、非術側の膝関節伸展筋力、股関節外転筋力の術前
からの強化のみならず、術側の膝関節伸展筋の筋力強化に加え
て、術後の膝関節機能低下を補う術側の股関節外転筋力の強化
が重要であることが示された。
【倫理的配慮】大阪医科薬科大学研究倫理委員会にて承認を受
け、本研究を実施した。
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人工膝関節全置換術後、神経筋電気刺激を併用
した運動療法の筋力と中枢活性化不全の改善効
果の検討
○津和 恭平，大谷 武史，中谷 亮誠

石川病院 リハビリテーション部

【目的】人工膝関節全置換術 (以下TKA)は、変形性膝関節症に
よる疼痛や機能に対して有効な治療手段である。しかし、TKA
後1ヶ月目の大腿四頭筋筋力は、術前の50～60％まで低下し、
身体機能の回復を阻害する要因となっている。大腿四頭筋の筋
力低下の原因は85％が中枢活性化不全と筋萎縮とされており、
実際にTKA後1ヶ月目には中枢活性化は17％減少したと報告さ
れている。この神経性要因に対し、TKA後の神経筋電気刺激 (
以下NMES)は自発的運動のみよりも大腿四頭筋の中枢活性化不
全を緩和し、メタアナリシスでも術後1年を経過しても効果的
に機能が回復すると報告されている。今回、NMESを併用した
介入を行ったが、筋力強化に繋がらなかった。その原因につい
て考察したため報告する。
【症例紹介】本症例は70歳代男性であった。10年前より膝痛
を認め、歩行時痛が増悪したことから左TKAを施行し、当院へ
入院となった。入院時の状態として、術部の熱感は軽度で、腫
脹は裂隙部で0.5cm、上縁は1.5cm左側が大きかった。炎症所
見は軽度残存しているが、疼痛の訴えはなく、明らかな関節動
揺性もなかった。関節可動域は膝屈曲135°、伸展は-5°。膝
伸展筋力は、ハンドヘルドダイナモメーター (以下HHD)で測定
し、0.19kgf/kgであった。中枢活性化比 (以下CAR)は、伊藤超
短波社製低周波治療器ESPURGEを使用し、HHDで膝伸展の最
大随意等尺性収縮 (以下MVIC)測定時に電気刺激を実施して測
定し、電気刺激なしのMVICとの割合を算出した。CAR測定時
の電気刺激設定については、Miznerの先行研究を参考に実施し
た。電気刺激時のMVICは0.21kgf/kgであり、CARは89％であ
った。
【経過】NMESの設定は、先行研究を参考に対称性二相波形、
周波数50Hz、15秒on・45秒off、パルス持続時間250μsec、
強度は最大耐性強度で11～13ｍAで変調した。術後26病日目
から開始し、1回のNMESで10回の筋収縮を促すことを1日2回、
週5回で2週間行った。2週後のHHDでは、電気刺激なし
0.18kgf/kg、電気刺激あり0.19kgf/kg、CARは92％であった。
【考察】NMESを併用した運動療法を2週間実施したが、筋力
とCARの改善効果は得られなかった。理由として、先行研究と
比較し、介入初期よりCARが89％と高値であったことが考えら
れた。本症例は、介入時より術後約1ヶ月を経過しており、中
枢活性化不全の要因となる炎症所見が軽度で、明らかな関節動
揺性もなかったことが高値を示した要因である可能性が考えら
れた。そして、CARが高値のTKA患者の場合、NMESの効果が
低くなる可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本症例にはヘルシンキ宣言に基づき、症例報告
の目的と意義を説明し、同意を得た。
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骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術
後の運動療法の効果
○中谷 友洋 1)，峯玉 賢和 1)，中川 雅文 1)，
山本 義男 1)，松尾 咲愛 1)，坂田 倫哉 3)，
北裏 清剛 3)，寺口 真年 2)，延與 良夫 1)，
中川 幸洋 1)

1) 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 脊椎ケアセンター
2) 和歌山県立医科大学 救急・集中医学講座
3) 医療法人整形外科　北裏病院 整形外科

【はじめに】
本研究の目的は、骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成
術(Balloon Kyphoplasty；以下 BKP)施行後に、理学療法士監視
下での運動療法を継続することで続発性骨折と後弯変形の進行
を予防することができるかどうかを検証することにある。
【方法】
対象は2018年8月～2022年5月の期間に骨粗鬆症性椎体骨折(
受傷後90日以内)に対してBKPを施行した症例のうち、6か月の
追跡調査が可能であった123例 (年齢：78.0±6.9歳、女性：96
例、男性27例)とした。除外基準は、BKPの既往、脳血管障害
・神経筋疾患の既往、受傷前移動・セルフケア要介助、認知機
能低下(Mini-Mental State Examination；MMSE20点以下)、研
究参加の同意が得られない者とした。退院後も理学療法を行っ
た者をPT群 (48例)、それ以外の者をControl群 (75例)とした。
入院中は筋力増強やバランス練習、有酸素運動、運動(背筋運
動を中心とする)・動作指導を行い、退院後の理学療法におい
ては術後3ヶ月、週1-2回の頻度でこれらの運動療法を継続した。
調査項目は基本情報、骨密度、入院期間、続発性骨折の有無、
X線脊椎アライメント (局所後弯角、胸椎後弯角、腰椎前弯角、
Pelvic tilt、Sacral slope、Sagittal vertical axis、椎体圧潰率)、
運動機能 (握力、腰・膝伸展筋力(徒手筋力計)、歩行速度、
Timed Up ＆ Go test、片脚立位時間)、認知機能 (MMSE)、患者
立脚型アウトカム (腰痛のNumerical rating scale、Oswestry 
disability index、EuroQol-5Dimention-5Level；EQ-5D、MOS 
36-Item Short-Form Health Survey)とし、入院時、術後3か月、
6か月で評価を行い、運動機能は、術後1週間以内に初期評価を
した。有意水準は５％とし、2群で比較した。
【結果】
術前の胸椎後弯角が両群で有意差(PT群 33.1±14.0°vs. 
Control群 41.2±16.6°、Ｐ＜0.05)が認められたが、その他年
齢、性別、Body Mass Index、罹病期間ならびに、術前の調査
項目に両群で差はなかった(P � 0.05)。術後6ヶ月以内に生じ
た続発骨折はPT群で有意に少なかった (PT群 1/48 (2％)vs. 
Control群11/75 (14％)、Ｐ＜0.05)。術後3ヶ月時の変化量で
は、EQ-5DがPT群の方がControl群に比べ、有意に改善した 
(0.4±0.3 vs. 0.2±0.3、Ｐ＜0.05)。腰部伸展筋力においても
PT群の方がControl群に比べ、有意に改善した (4.2±4.5kgf vs. 
0.8±2.9 kgf、Ｐ＜0.05)。さらに、術後6ヶ月時の変化量では、
握力がPT群の方がControl群に比べ、有意に改善した (2.5±
3.4kg vs. 0.3±3.8kg、Ｐ＜0.05)。脊椎アライメント、認知機
能、その他運動機能、患者立脚型アウトカムの変化量には有意
差は認められなかった(P �0.05)。
【結論】
BKP後に理学療法士監視下での運動療法を継続することは、身
体機能の改善および続発骨折の予防に有効であることを示唆し
た。
【倫理的配慮】本研究に関し当大学の倫理審査委員会からの承
認を受け、口頭ならびに文書にて患者に説明し、同意を得て実
施している。
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2ステップ値と変形性股関節症患者の下肢機能と
の関連性
○田篭 慶一，阪口 七聖，生友 尚志，三浦 なみ香，
岡村 憲一，奥埜 尭人，中川 法一

医療法人増原クリニック リハビリテーション科

【はじめに】２ステップテストは高齢者の歩行能力を簡便に評
価するために開発され、ロコモティブシンドロームのテストの
一つとして実施される。バランスを崩さずにできる限り大きく
2歩を踏み出すのが特徴であり、下肢の支持性と可動性、バラ
ンスが求められるため、高齢者だけでなく変形性股関節症 (股
OA)患者のように股関節機能が低下している症例に対する評価
としても有用と考える。２ステップ値は歩行能力との高い相関
を示すことが明らかになっているが、下肢のどの機能がどの程
度反映されているかに関する報告は渉猟する限り見当たらない。
本研究の目的は、２ステップ値と片側末期股OA患者の下肢機
能との関連性について検討することとした。
【方法】対象は、当院に手術目的で入院した片側末期OA患者
37名 (年齢 65.8±8.7歳、BMI 23.8±4.2kg/m2)、全例女性で
あった。両側股OA患者や人工股関節置換術後患者、他の下肢
疾患を合併する者、測定不能な者は除外した。
測定項目は、２ステップ値、股関節可動域 (屈曲、伸展、外転)、
筋力 (股関節外転、膝関節伸展)とし、患側と健側の計測を実施
した。２ステップテストは、ロコモチャレンジ！推進協議会の
ロコモ度テストの方法に準じ実施し２ステップ値を求めた。股
関節可動域 (°)はゴニオメーターにて計測した。筋力はハンド
ヘルドダイナモメーター (mobie、ミナト医科学株式会社)を用
いて計測し、トルク体重比 (Nm/kg)を算出し標準化した。２ス
テップ値と各項目の相関関係の分析には、ピアソンの積率相関
係数を用いた。有意水準は５％とした。
【結果】2ステップ値の平均は1.09±0.16であった。股関節可
動域 (患側 / 健側)は、屈曲 (86±17 / 110±8)、伸展 (2±5 / 
12±4)、外転 (23±9 / 38±9)であった。筋力は、股関節外転 
(0.79±0.24 / 1.03±0.30)、膝関節伸展 (1.10±0.32 / 1.43±
0.40)であった。２ステップ値と各項目との相関係数は、患側
は股関節屈曲可動域 (r=0.35, p<0.05)、股関節外転筋力 
(r=0.37, p<0.05)、膝関節伸展筋力 (r= 0.34, p<0.05)、健側は股
関節屈曲可動域 (r=0.45, p<0.01)、股関節外転筋力 (r=0.36, 
p<0.05))となり、有意な正の相関がみられた。
【結論】片側末期股OA患者に対して２ステップテストを実施
し、下肢機能との関連について検討した。対象者の２ステップ
値の平均は1.09であり、“移動機能の低下が進行し自立した生
活ができなくなるリスクが高くなっている段階”とされるロコ
モ度2 (0.9以上1.1未満)に該当した。また、２ステップ値は股
関節屈曲角度、股関節外転筋力、膝関節伸展筋力それぞれと弱
い相関関係がみられることが確認された。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施し、対象
者には研究目的と内容、個人情報の保護について十分に説明を
行い書面にて同意を得た。
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膝蓋下脂肪体の柔軟性向上にて内側膝窩部痛が
消失した変形性膝関節症の一症例
○西口 純平，玉木 義規

仁生会甲南病院 リハビリテーション部

【目的】畳や床面に座る際には正座や胡座を行う．正座や胡座
は膝関節の深屈曲が必要であるが，疼痛により動作が困難とな
る症例は臨床上少なくない．この度，内側膝窩部痛により胡座
が困難となった症例を経験した．膝蓋下脂肪体(以下，IFP)への
介入にて内側膝窩部痛の消失，胡座の再獲得に良好な経過が得
られたためその経過を報告する．
【症例紹介】70代男性で，左右の変形性膝関節症を呈していた．
外来での理学療法を開始する2ヶ月前より左右の膝窩部痛が出
現し，歩行や胡座の困難さが生じた．理学療法開始時の膝関節
JOAスコアは左右60点であった．痛みは左右の内側膝窩部に出
現し，動作時のNumerical Rating Scale(以下，NRS)は 8であっ
た．膝関節の屈曲可動域は踵臀部間距離(以下，HBD)にて右
3.5cm，左5.5cmであった．
【経過】半膜様筋などの後内側組織へのストレッチングなどの
徒手療法を中心に実施することで，1ヶ月後の膝関節JOAスコ
アは左右80点，動作時のNRSは4となった．しかし，左右の
HBD，胡座の改善は認められなかった．Hoffa testは左右とも
に陽性であり，IFPの柔軟性低下が認められた．また，IFPへの
介入にて即時的なHBDの向上が認められた．そこで，IFPのス
トレッチング，膝蓋大腿関節のモビライゼーション，大腿四頭
筋セッティング(以下，QS)を追加し，後内側組織への介入も継
続して実施した．4ヶ月後，膝関節JOAスコアは左右100点，
動作時のNRSは0となり，HBDは左右ともに0cmとなった．ま
た，Hoffa testは左右ともに陰性となり，胡座は不自由なく可
能となった．介入頻度は開始時より週1～2回，20分であった．
【考察】今回，IFPへの介入を行うことで内側膝窩部痛の消失
や膝関節の屈曲可動域の改善が認められ，胡座の再獲得が可能
となった．本症例は深屈曲時に内側膝窩部痛があり，胡座が困
難であった．IFPは血管が豊富な柔軟な脂肪組織であり，変形
性膝関節症を呈する症例のIFPは循環障害による線維化が認め
られる(Fontanella，2018)．QSはIFPに虚血充血反応を引き起
こし，血液循環を促進すると報告されている(Kitayama，
2021)．本症例においてはIFPへの徒手療法及びQSを行ったこ
とで，血液循環が改善し，IFPの柔軟性が向上したと考えられ
る．また，IFPは膝蓋靱帯と横靱帯の間に存在し，横靱帯を介
して内側半月板に付着する．そのため，IFPの形態変化に異常
を生じると，内側半月板の後方移動を阻害し，インピンジメン
トが起こる可能性がある(工藤，2017)．今回，IFPへの介入を
行ったことでIFPの柔軟性が向上し，内側半月板のインピンジ
メントによる内側膝窩部痛は消失したと考えられる．膝関節の
深屈曲時に生じる内側膝窩部痛に関しては後内側組織だけでは
なく，IFPにも注目する必要があることが示唆された．
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，本発表の方法，趣旨
を本症例に説明し，同意を得た．
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Orthobot®を使用した歩行練習が全人工膝関節
置換術患者の歩行中の膝関節角度と歩行能力に
与える影響
○藤高 弘大 1)，山本 洋平 １)，中谷 知生 １)，
田口 潤智 ２)

1) 宝塚リハビリテーション病院 療法部
2) 宝塚リハビリテーション病院 診療部

【はじめに】
全人工膝関節置換術 (以下、TKA)後は歩行中の膝関節の関節可
動域 (以下、ROM)制限や歩行能力の低下が生じるとされている。
TKA後の患者にロボットを使用した研究でHALを使用したもの
では使用しなかった群と比較して早期に10ｍ歩行速度の改善を
認めている。今回、当院で使用したロボット機構付き長下肢装
具「Orthobot®」は大体の角度や歩行速度から必要な力を算出
し、適切なタイミングで膝屈伸のアシストを行い、正しい歩行
の体験を身体に学習させる歩行学習支援ロボットである。
Orthobot®を使用することでTKA術後患者の歩行中の膝ROMや
歩行能力に与える影響を検証した。
【方法】
対象は左変形性膝関節症に対して左膝TKAを行った80代女性で
左膝のROMは屈曲130度、伸展－5度であった。TKA術後67病
日 (当院入院後44日)から検証を開始した。通常の理学療法に加
えてOrthobot®を使用した歩行練習を1週間行った期間を
Orthobot期とした。その後1週間に通常の理学療法のみを行っ
た期間を消去期とした。Orthobot期初日のOrthobot®使用前、
消去期初日の介入前、消去期の終了翌日に10m歩行、IC・PSｗ
の膝関節角度を測定した。膝関節角度は術側大腿骨大転子、膝
関節外側裂隙、脛骨外果にマーキングをし、ImageJを使用して
測定し３歩行周期の平均値を求めた
【結果】
介入後も左膝のROMに変化はなかった10ｍ歩行の所要時間、
歩数、ICの膝伸展角度、PSｗの膝屈曲角度はそれぞれ介入前
15.46秒、29歩、－17度、49度であった。Orthobot期終了翌
日は13.54秒、24歩、－8度、53度であった。消去期終了翌日
は14.07秒、24歩、－10度、50度であった。【結論】
Orthobot®を1週間使用するとIC膝伸展角度・Psw膝屈曲角度
は拡大し10m歩行速度、歩幅の改善を認めた。TKA術後患者は
踵接地時の膝伸展や遊脚期の膝屈曲が不足していると歩行能力
が低いとされている。遊脚期における膝関節の屈曲が不足した
歩行であるStiff knee gaitの改善にはPSwでの膝屈曲の運動学習
が必要と言われている。本研究もHALを使用した研究と同様に
ロボットの補助による正しい運動学習がTKA術後患者の歩行中
の膝関節角度や歩行速度に影響を与えたと考えられる。
本研究ではベースライン期を作っておらず、介入期のOrthobot
®の効果を抽出しにくかった。今後ベースライン期の設定や使
用期間の延長、Orthobot®の補助パラメーターの設定による違
いから効果検証していきたい。
【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについて十分な説明
を行い、同意を得た
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鏡視下腱板修復術後3､6ヵ月における患者満足
度推移 -断裂サイズ別の検討
○竹内 晃洋 1)，櫛田 里恵 1)，山田 悠司 1)，
畑林 大貴 1)，松井 知之 1,2)，古川 龍平 3)，森原 徹 4)

1) 丸太町リハビリテーションクリニック リハビリテーショ
ン部
2) 洛和会 京都スポーツ医科学研究所
3) 洛和会　丸太町病院　 整形外科
4) 丸太町リハビリテーションクリニック 整形外科

【はじめに】鏡視下腱板修復術(以下ARCR)後は3ヵ月で日常生
活､6ヵ月で社会生活へより早期に復帰する傾向にある｡術後6
ヵ月での良好な臨床成績を得るためには3ヵ月の肩関節屈曲角
度が指標の一つとなることが示されている｡このことから3ヵ
月での評価が重要であると考える｡また､先行研究では肩関節
機能が患者満足度と一致しないと報告されているため､肩関節
機能だけではなく患者満足度の評価を行う必要がある｡
肩関節機能の回復速度は断裂サイズの大きさに影響を受けるが
断裂サイズ別における患者満足度の短期経過を報告した研究は
渉猟しえない｡そこで本研究の目的は､ARCR後3ヵ月および6
ヵ月における断裂サイズ別の患者満足度の推移を検討すること
とした｡
【方法】対象は､当院でARCRを施行した患者のうち､術後3ヵ
月､6ヵ月の評価項目を満たした33例33肩とした｡対象を断裂
サイズによって､小中断裂群16肩(男性9肩､女性7肩､平均年
齢64.8±10.1歳:以下A群)と大広範囲断裂群17肩(男性8肩､女
性9肩､平均年齢68.0±10.0歳:以下B群)に分類した｡
当院独自に満足度評価用紙を作成し､「現在の生活」､「仕事
を行う」､「趣味・娯楽を行う」､「疼痛の変化」､「肩の状
態」の5項目を0点から4点の5段階で評価した｡統計処理は各
満足度の項目において､A群およびB群と術後3ヵ月､6ヵ月を2
要因とした二元配置分散分析を用いた｡有意水準は5%とした
｡
【結果】患者満足度評価は3ヵ月から6ヵ月にかけて生活項目で
A群2.6 ± 0.7→3.9 ± 0.3､B群2.9 ± 0.8→3.5 ± 0.9､仕事項
目でA群2.6 ± 1.0→3.5 ± 0.7､B群2.7 ± 0.9→3.3 ± 0.8､趣
味・娯楽項目でA群2.1 ± 1.1→3.4 ± 0.7､B群2.7 ± 0.6→
3.3 ± 0.8､痛みの変化項目でA群2.7 ± 0.9→3.4 ± 0.6､B群
2.7 ± 0.9→3.4 ± 0.9で､肩の状態項目でA群2.2 ± 0.8→3.4 
± 0.6､B群2.5 ± 0.8→3.2 ± 0.9でありすべての項目で有意に
向上した｡
群間では､生活(p=0.60)､仕事(p=0.77)､趣味・娯楽(p=0.65)
､痛みの変化(p=0.75)､肩の状態(p=0.75)で有意な差は認めな
かったが､すべての満足度の項目の値において､術後3ヵ月で
はA群と比べてB群がやや高く､術後6ヵ月ではA群がB群と比べ
てやや高い傾向を示した｡
【結論】ARCR後3ヵ月では小中断裂群は大広範囲断裂群と比べ
て患者満足度が低かったが､6ヵ月では大広範囲断裂群より高
い値であった｡このことから､小中断裂と大広範囲断裂では､
満足度に影響する因子がそれぞれ術後3ヵ月と6ヵ月で異なる可
能性が考えられた｡術後6ヵ月だけでなく､3ヵ月での満足度を
調査することで､リハビリテーションアプローチの一助となり
える｡
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象には事
前に研究の目的および方法を意十分に説明し、同意を得て実施
した。
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人工膝関節全置換術後早期の腫脹は術後3ヶ月の
歩行能力に影響を与えるか？前向きコホート研
究
○大西 邦博 1,2)，田中 繁治 2,3)，石田 徳磨 4)，
三浦 靖史 2)

1) 大阪整形外科病院　 リハビリテーション部
2) 神戸大学大学院 保健学研究科
3) 神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科
4) ツカザキ病院 リハビリテーション科

【はじめに】
我々は,人工膝関節全置換術(TKA)後の膝関節の腫脹に対して
TKA後1年までの縦断調査を行うとともに2週間の圧迫介入の身
体機能への影響について報告してきた.TKA後の早期には,関節
原性筋抑制により筋出力が低下するが,術直後の腫脹の歩行への
影響については術後早期の報告に留まっており,術直後の腫脹が
急性期以降の歩行に影響を与えているかは不明である.本研究の
目的は,TKA後早期の腫脹が,TKA後3ヶ月時点の歩行能力に影響
するのかを検討することである.      【方法】
研究デザインは前向きコホート研究である.対象は,2018年～
2021年に内側型変形性膝関節症と診断され,初回TKAを施行し
た159名であった.このうちTKA後3ヶ月まで評価可能であった
97名 (平均年齢74.6±5.9歳，Kellegren-Lawrence分類Ⅱ：1名
, Ⅲ：72名，Ⅳ：24名)を対象とした.評価項目として,膝関節の
腫脹,歩行時NRS,術側膝関節屈曲ROM,術側膝伸展筋力,歩行速度
,TUG,6MWDを測定した.膝関節の腫脹は,関節裂隙上で周径を計
測した.測定時期はTKA前,TKA後2週,TKA後3ヶ月とした.術後2
週の測定値を術前値で除すことで術前比を算出(術前%)した.サ
ンプルサイズは,中等度の効果量で21名であった.統計解析は重
回帰分析を用い,従属変数を6MWDとし,説明変数は年齢,BMI,性
別,膝関節裂隙部の周径,歩行時NRS,膝関節屈曲ROM,膝伸展筋力,
歩行速度,TUGの術前比とした.統計ソフトはIBM SPSS statistics 
22.0を用い,有意水準は5%未満とした.
【結果】
重回帰分析の結果,TKA後3ヶ月の歩行能力は,年齢(β
=-0.338),BMI(β=-0.388),裂隙部の周径の術前比(β=-0.225),膝
関節屈曲ROMの術前比(β=-0.249)と有意に関連していた
(R2=0.263,p=0.001).
【結論】
TKA後3ヶ月の歩行能力を向上させるためには,術直後の腫脹を
コントロールすること,膝関節屈曲ROMを増大させる必要性が
示唆された.TKA後早期のリハビリテーション介入は,身体機能
の向上に有用なエビデンスの構築,さらに介入研究の検証へ繋が
ると考えられる.
【倫理的配慮】ツカザキ病院研究審査倫理委員会の承認(承認
番号191019)を得た上で,対象者に研究の主旨と内容,研究への
参加の有無により不利益が生じないことを説明して,書面にて同
意を得た後に計測を行った.
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Quadriceps settingにおける筋弾性率計測値のフ
ィードバックが術後筋力回復に及ぼす影響
○山田 大智 1)，多田 周平 1)，高木 啓至 1)，
橋田 剛一 1)，佐藤 世羅 2)，大堀 智毅 3)，辻井 聡 4)，
前 達雄 5)，中田 研 6)

1) 大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2) 大阪大学 医学系研究科 運動器スポーツ医科学共同研究
講座
3) 大阪大学 医学系研究科 器官制御外科学
4) 大阪大学 医学系研究科 運動器スポーツバイオメカニク
ス学
5) 大阪行岡医療大学
6) 大阪大学 医学系研究科 健康スポーツ科学講座 スポーツ
医学

【はじめに】
前十字靭帯再建術 (以下ACLR)後は、一定期間の荷重制限や装
具による膝関節固定により、大腿四頭筋の萎縮や筋力低下が生
じる。先行研究では、ACLR後2週で内側広筋 (以下VM)の有意
な筋萎縮が認められたため、術後早期に実施される
Quadriceps setting (以下QS)では、VMの筋力を評価し介入する
ことが重要であるが、筋力の定量評価方法が課題である。超音
波診断装置のShear wave elastography (以下SWE)機能を用いて
得られる筋弾性率が、発揮筋力と強い相関関係にあることが明
らかにされている。本研究の目的は、ACLR後のQSにおける
SWE機能にて評価した筋弾性率計測値のフィードバックが、術
後6ヵ月における膝伸展筋力回復に及ぼす影響を検証すること
である。
【方法】
対象は、当院でACLRを施行した患者14名14膝とした。いずれ
も1名の理学療法士が担当した。SWEなし群 (7名7膝)は、触診
によりQS時のVMの硬さを主観的に評価し、患者にフィードバ
ックを行った。SWEあり群 (7名7膝)は、QS時のVMの筋弾性率
をSWEにて計測し、患者にフィードバックを行った。SWEによ
る評価は超音波診断装置 (Apllio i-700, Cannon)を用い、QS時
にVMの筋弾性率を計測した。術前および術後6ヵ月において、
等速性筋力測定装置 (BIODEX SYSTEM4, 酒井医療株式会社)を
用いて膝伸展筋力 (角速度60deg/sec)を測定し、それぞれの時
期において2群間で比較し、かつ術前から術後6ヵ月の間の変化
も各群内で評価した。統計学的検定には、2群間の比較は
Mann-Whitney U testを、各群内での比較はWilcoxon 
signed-rank testを用い、有意水準は5%未満とした。
【結果】
患者背景 (年齢、BMI)および術前の膝伸展筋力は、2群間で有
意差はなかった。術後6ヵ月での膝伸展筋力にも2群間で有意差
は認めなかったが、SWEなし群では、膝伸展筋力 (中央値)が術
前: 154.3 Nm/kgから術後6ヵ月: 160.5 Nm/kgで有意な変化は
なかったものの、SWEあり群では、術前：163.0 Nm/kgから術
後6ヵ月：199.9 Nm/kgと、術前と比べ術後6ヵ月で有意に改
善していた (p < 0.05)。
【結論】
ACLR後のQSにおいて、SWE機能にて評価した筋弾性率計測値
を用いて、患者への客観的なフィードバックを行うことにより、
主観的なフィードバックでは得られなかった、術後6ヵ月での
膝伸展筋力の回復が認められた。検者の主観的な表現ではなく、
実際の計測値をもとにした客観的なフィードバックが、VM筋
力回復にもたらす有用性が示唆された。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、研究の趣旨を説明し
同意を得た。

 O-018  オンデマンド

大腿骨近位部骨折術後における歩行開始日の違
いが術後歩行能力に与える影響
○高橋 伴弥，奥 英晃，金屋 光信，浅枝 諒，
橋本 忠晃

医療法人　橋本病院 リハビリテーション科

【はじめに】
大腿骨近位部骨折は高齢者に多い骨折であり，要介護・要支援
の原因となる．大腿骨近位部骨折に対する外科的治療後の歩行
能力に関する報告は散見され，術後早期の身体機能により退院
時の歩行能力などの活動レベルが予測できることが明らかとな
っている.しかしながら退院時の活動レベルを向上させる術後リ
ハビリテーション治療は明らかとなっていない.
大腿骨近位部骨折の外科的治療術後における離床，歩行が退院
時の活動レベルに与える影響を報告したものは渉猟する限り認
めない．そこで本研究は，大腿骨近位部骨折術後の歩行訓練開
始日が活動レベル (退院時の歩行能力)に影響するかを明らかに
することを目的とした.

【方法】
本研究はカルテ記録を参照した後ろ向きコホート研究である．
対象は2020年1月から2021年12月までに大腿骨頸部骨折また
は転子部骨折による外科的治療をうけた137名のうち，死亡退
院および退院時に歩行が獲得できなかったものを除く 124名と
した (平均年齢81.9±10.1歳，男性24名，女性100名)．外科的
治療から歩行訓練開始までは3.0日 (中央値)であり，3日以内 
65名 (早期歩行群)と4日以上 59例 (非早期歩行群)の2名に群分
けした．
主要評価項目として，退院時の歩行能力を「独歩，杖歩行，シ
ルバーカー歩行可能」か否かで評価した．また副次評価として，
年齢，性別，骨折部位 (頸部/転子部),骨折側，受傷から手術ま
での日数，退院までの日数，介護度 (自立，要支援，要介護)，
居住地 (自宅，施設，病院・転院)，術後初回介入日のBI を使用
した．
統計学的解析にはIBM SPSS statistics ver. 27 (日本アイ・ビー
・エム社製)を使用し，質的変数は カイ2乗検定を，量的変数は
Mann-WhitneyのU検定にて検討した．なお有意水準は5%未満
とした．

【結果】
非早期歩行群と比較して，早期歩行群で「独歩，杖歩行，シル
バーカー歩行可能」が有意に高値を示した (早期歩行群：
47/65名，非早期歩行群：29/59名，p=0.008)．また，介護度
も両群間で有意差を認めた (p<0.001)．量的変数の結果は中央
値［四分位範囲］で記載する．早期歩行群では非早期歩行群と
比較して,年齢が低く (早期歩行群：82［75.5-87］歳 vs 86［
80-90］歳，p=0.004)，退院までの日数が短く (早期歩行群：
55［37.5-71］日 vs 69［52-86］日， <0.001)，術後初回介入
日のBI が高かった (早期歩行群：40［20-60］ vs 20［10-35
］，<0.001)．なお，性別，骨折部位，骨折側，受傷から手術
までの日数，居住地の有意な差を認めなかった (p>0.05).
【結論】
本研究の対象者は，認知機能低下，精神疾患などの既往歴を除
外基準せずに行った.本研究により3日以内の歩行訓練開始は，
3日以上経過して開始したものと比較して，退院時の歩行能力
に有意な差を認めることが明らかとなった．
【倫理的配慮】病院の倫理承認を得て実施.対象患者様に対して
口頭にて承諾を得た.



 O-019  オンデマンド

脊椎圧迫骨折を再発した一症例に対する疼痛日
記を用いた精神心理面への効果
○北畠 一樹 1)，東野 一成 1)，江木 翔平 1)，
瀧口 述弘 1,2)

1) 学研都市病院 リハビリテーション科
2) 畿央大学 健康科学部　理学療法学科

【目的】
脊椎圧迫骨折に起因する腰痛は身体機能を低下させるのみなら
ず、破局的思考や抑うつをもたらすと報告されている(片岡ら
,2022)。そのような症例は、鎮痛治療や運動療法に加えて、精
神心理面にも介入する必要があり、その方法として疼痛日記が
ある。疼痛日記の最適な方法は確立していないため、介入が奏
功した症例報告を蓄積させる必要がある。そこで、入院後に脊
椎圧迫骨折を再発し、疼痛の精神心理面に問題が生じた一症例
に対して、日記を用いた介入を試みた。その結果、精神心理面
に改善が認められ、日常生活動作が改善した経過を報告する。
【症例紹介】
症例は腰椎圧迫骨折(L3)にて保存療法目的で入院した90代女性
であり、後日にも、胸椎圧迫骨折(Th11)を認めた。発症後30
日目の改訂長谷川式簡易知能評価スケールは26点であった。
Functional Independence Measure(FIM)は99点であった。
Pain Catastrophizing Scale(PCS)は41点、老年期うつ病評価尺
度(GDS)は13点でともに重度であった。Verbal Rating 
Scale(VRS)では寝返り、座位保持、起き上がりで訴えが強かっ
た。下肢筋力はMMT3-4レベル、10m歩行は独歩にて12.2秒で
あった。身体機能面に著明な低下はないと考え、ADLを向上さ
せるためには、腰背部痛と精神心理面を改善させる必要がある
と考えた。そこで、理学療法では運動療法に加え、日記による
精神心理面に対する介入を試みた。
【経過】
歩行は痛みの訴えが比較的少なかったため、日記には歩行記録
を追記してもらい、成功体験を記載することで自己効力感向上
を図った。また、日記の消極的な記載に対してはポジティブな
コメントを療法士が記載した。その結果、発症後60日目のPCS
は6点、GDSは7点と改善が認められ、日記にも前向きな記載が
増えた。VRSでは寝返り、座位保持では変化はなかったが、起
き上がりや歩行は痛みの程度が更に減少した。下肢筋力や10m
歩行は、変化はなかった。FIMは109点に向上した。日常生活
においても、自ら動く機会や前向きな発言が増えた。またポー
タブルトイレを使用せず、歩いてトイレまで行くことや、階段
や屋外歩行、独歩も抵抗なく行えるようになった。
【考察】
PCSとGDSは、痛みが少ない歩行を実施してもらい、その成功
体験を記録したことと、療法士によるポジティブなコメントを
記載したことで、改善したと考えられた。身体機能面に著明な
変化がなかったが、FIMが改善したことから、身体機能よりも
精神心理面が関与していたことが考えられる。しかし、病日が
経過し自然治癒で疼痛が軽減したことで、精神心理面が改善し
た可能性もあるので、今後はコントロール条件も加えて検討す
る必要がある。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言を遵守した。また、対象者には、書面
および口頭にて研究の趣旨を説明し、同意を得た上で実施した。

 O-020  オンデマンド

高校野球選手における浅指屈筋機能と肘関節内
側痛発症に関する前向き調査
○宇良田 大悟 1)，古賀 大介 1)，吉田 光一郎 1)，
井上 晟奈 1)，岡 直広 1)，佃 政憲 2)

1) つくだ整形外科 リハビリテーション科
2) つくだ整形外科 整形外科

【はじめに】
近年，内側型野球肘の外反不安定性評価としてRing-down 
artifacts(以下，RDA)が報告されている(Kim NR et al: 2018) ．
RDAは，関節内の真空現象に伴う線状高エコー像と定義され，
肘外反時の関節内線状高エコー像は関節弛緩性を意味する．投
球に起因する肘尺側側副靭帯損傷者において，RDAの存在は保
存療法の抵抗因子であることが報告されている．また，肘関節
自重外反時にⅣ・Ⅴ指浅指屈筋(FDS)の収縮を加えてもRDAが
陽性の場合は，競技復帰が困難となることが報告されている
(Sakata J et al: 2021) ．本研究の目的は，健常高校野球選手に
おけるRDA陽性率と，その後の肘内側痛の発症に関して前向き
に調査することである．
【方法】
高校硬式野球部新入部員54名(年齢15.1±0.4歳)を対象とした．
肘外反不安定性の評価は，超音波診断装置を用い，自重外反時，
自重外反時にⅣ・Ⅴ指の FDSを収縮させた際のRDAの有無と肘
関節内側裂隙幅(以下，MJS)を評価した．肘内側痛の評価は，
検診後から6ヶ月間，毎日疼痛の有無を調査した．肘内側痛は，
全力投球が不能となる程度の疼痛と定義した．統計学的解析は，
R commander3.6.3を使用した．検診時のRDA有無とその後の
肘内側痛発症有無の関係にはピアソンのχ2乗検定を用い，リ
スク比を算出した．また，MJS，有痛日数については
Mann-Whitney U検定を用い比較を行った(有意水準5%) ．
【結果】
自重外反時のRDA陽性率は，30名(55.6%)であり，Ⅳ・Ⅴ指
FDS収縮時のRDA陽性率は14名(25.9%)であった．検診後6ヶ月
間の肘内側痛発症は，自重外反時のRDAの有無で有意差は認め
なかった(p=0.06) ．RDA陽性者のうち，Ⅳ・Ⅴ指FDS収縮で
RDAが残存する群は，消失する群と比較して検診後6ヶ月間に
肘内側痛を有意に発症しやすかった(p=0.001，Relative Risk: 
3.06，95%信頼区間:1.31-7.15) ．有痛日数は，自重外反時の
RDA有群で13.7±34.6日，RDA無群で3.0±5.6日であった 
(p=0.07) ．また，Ⅳ・Ⅴ指FDS収縮によってRDAが残存する群
の有痛日数は26.8±48.2日，消失する群は2.3±3.4日であり，
RDA残存群で有痛日数が有意に長期化していた(p=0.005) ．
【結論】
健常野球選手においてⅣ・Ⅴ指のFDS収縮時にRDAが残存する
場合，FDS機能の低下が考えられ，将来的に肘内側痛を発症す
る可能性が高いことが示唆された．RDA評価は，将来的な肘内
側痛発症の予測因子として有用である．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づいて，対象者に
本研究の目的と方法，個人情報の取り扱いについて十分に説明
を行い，書面にて研究参加の同意を得た．
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円背姿勢を伴うトレッドミル歩行における機械
学習モデルを用いた体幹運動の評価
○大西 智也

宝塚医療大学 和歌山保健医療学部

【はじめに】円背姿勢は下肢の動きに影響を与え、歩行速度を
低下させる。歩行速度はサルコペニアの診断基準の指標に含ま
れており、円背姿勢がサルコペニアの兆候になり得る 
(Reshma A.M. et.al., 2015)。円背姿勢の定量的な評価にモーシ
ョンキャプチャーが有用であるが、測定時の対象者への負担が
大きい。近年、情報社会の発展に伴い、人物の関節点を推定す
る機械学習モデルが公開されている。そのモデルを用いること
で身体運動を容易に定量化できる。それらモデルで円背姿勢に
関する特徴量を捉えることができれば、サルコペニアの兆候を
容易に発見できるものと思われる。そこで、本研究では機械学
習モデルを用いて円背姿勢がもたらす歩行中の体幹運動の評価
について検討する。
【方法】対象を健常男性 3名 (年齢: 35～39 [歳]、身長:169～
187 [cm]、体重: 72～80 [kg])とした。前かがみ姿勢体験ベル
ト装着した姿勢 (SP)と自然な姿勢 (FP)で、歩行速度3[km/h]で
3分間のトレッドミル歩行を実施した。SPについて円背指数を
自在曲線定規と巻尺で計測した。トレッドミル歩行装置の後方
にwebカメラを固定して歩行中の様子をBandicamを介して動画
で記録した。機械学習モデル (MediaPipe)を用いて動画中の左
肩 (LS)、右肩 (RS)、左股 (LH)、右股 (RH)の2次元の座標を取得、
プロット図を作成した。その外周と外周に囲まれた内面積 (面
積)を計算し、FPに対するSPの割合 (SP/FP比)を算出した。次に、
LS、RS、LH、RHを頂点とする四角形を描き、それぞれの頂点
の角をθ、φ、σ、ηとしてスペクトル中心[Hz]を求めた。
MediaPipeの実行、動画の処理・解析にPython3を用いた。
【結果】SPの円背指数は14～22であった。SP/FP比について、
外周、面積の順に、LSでは1.073、1.199、RSでは1.077、
1.175、LHでは1.075、1.151、RHでは1.056、1.159となり、
円背姿勢によって関節の運動範囲は相対的に拡がる傾向を示し
た。スペクトル中心についてSP、FPの順に、θでは1.118、
0.964、φでは1.164、0.915、σでは1.049、0.801、ηでは
0.929、0.763となり、SPはFSに比べて細かな動きが現れる傾
向を示した。
【結論】歩行で起こる脊柱の側屈や回旋に連動して肩や股の位
置が変化する。MediaPipeでそれらの位置を抽出しており、今
回の計測方法では脊柱の運動を間接的に表している。円背指数
の結果から、前かがみ姿勢体験ベルトで円背姿勢を擬似できた。
円背指数が高い者ほど脊柱の弯曲の可動域や骨盤傾斜範囲が狭
小化する (齋藤ら, 2014)。つまり、SPでは脊柱の動きが制限さ
れていたと考えられる。制限された代償として、SPでは肩や股
の運動範囲を拡げ、スペクトル中心が高くなったと示唆される。
今回の方法では前額面上の動きであり、矢状面上の動きも含め
る必要がある。今後は機械学習モデルの精度を検証しつつ、円
背姿勢における体幹運動の簡易的な定量化を確立する。
【倫理的配慮】本研究は所属施設の研究倫理審査委員会の承認
を得て実施した (承認番号: 220720-1)。研究目的、研究方法、
倫理的配慮について研究計画書で説明し、文書の同意を得た。

 O-022  オンデマンド

機械学習を使用した姿勢推定によるジャンプ着
地時膝関節外反角度算出の信頼性と妥当性
○浅枝 諒 1,2)，三上 幸夫 3)，大西 智也 1)，
伊藤 秀幸 1)，宮原 崇 1)，田島 文博 2)

1) 宝塚医療大学 和歌山保健医療学部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座
3) 広島大学病院 リハビリテーション科

【はじめに】
モーションキャプチャーシステム (MC)で算出されるジャンプ
着地時膝関節外反は，限られた施設や参加者を対象とすること
や，コストパフォーマンスが低いといった限界点がある．機械
学習 (ML)を使用した姿勢推定による関節角度の推定は，一般
的な動画から抽出されるビデオ形式のフレームを使用すること
ができ，簡便に膝関節外反を評価できる可能性がある．本研究
は，ジャンプ着地動作における膝関節外反角度の算出をMLお
よびMCで実施し，MLによる膝関節外反評価の妥当性および信
頼性を明らかにすることを目的とした．
【方法】
健常男性6名 (年齢：23.3±9.2歳，身長：172.3±5.3cm，体重
：70.1±11.0kg)に対し，20cm台からの片脚ドロップジャンプ
を10回実施させ，MC (VICON MX，Vicon Motion Systems社製
)およびビデオカメラ (Vicon Vero，Vicon Motion Systems社製)
にてマーカー位置座標と関節位置を記録した (100Hz)．MCで
はPlug-in-gait Modelを使用して股関節，膝関節，足関節中心位
置を記録し，各関節点の前額面で成す角度を膝関節外反角度と
して算出した．MLにおいては，Mediapipe Poseを使用して推
定された股関節，膝関節，足関節位置から，MCと同様の方法
で膝関節外反角度を算出した．解析区間は着地から100ミリ秒 
(ms)間とし，着地は床反力計 (AMTI社製)にて10Nを示した時
点とした．MLおよびMCで算出された膝関節外反角度は，着地
から10msごとの平均を代表値とし，SPSS ver27.0 (日本アイ・
ビー・エム社製)を用いて，時間と算出方法を要因とした繰り
返しのある2元配置分散分析にて比較を行った．MLの信頼性評
価として初回測定から1週間以上の期間をあけて2回目の測定を
実施した際の代表値における級内相関係数 (検者内信頼性：
ICC (1,10))，およびMCとの級内相関係数 (検者間信頼性：ICC 
(3,10))を算出した．また，MCとの併存的妥当性をピアソンの
相関係数を使用して検討した．
【結果】
100ms間の膝関節外反角度は主効果を認め，MLではMCよりも
外反角度が高値を示した (ML；12.6°－13.6°，MC；-5.2°－
-4.2°，p<0.001)．検者内信頼性は着地後90ms (ICC 
(1,10)=0.20)，100ms秒後 (ICC (1,10)=-0.07)以外の級内相関係
数は0.5以上であり (0.51－0.86)，着地時の膝関節外反角度を
基準とした場合の検者間信頼性は，着地後10ms後から100ms
後までの級内相関係数は0.5以上 (0.53－0.90)であった．併存
的妥当性については，着地後30ms (r=0.827, p=0.042)以外は
有意な相関関係を認めなかった．
【結論】
検者内信頼性，および着地時の膝関節外反角度を基準とした場
合の検者間信頼性は概ね良好であったため，MLにおける膝関
節外反角度の推定は臨床応用ができることを示唆する．一方で
MCとの絶対角度誤差を認めることや併存的妥当性が低いこと
から，絶対関節角度を指標とするよりも筋力やパフォーマンス
テストなどの他の指標と組み合わせることが推奨される．
【倫理的配慮】本研究は所属施設研究倫理審査委員会の承認を
得て実施された．対象に対しヘルシンキ宣言に則った，研究目
的，研究方法，倫理的配慮が記載された研究計画書を説明し，
文書にて同意を得た．
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新人教育の当院の取り組みについて
○池 康平，谷野 加奈子，斎藤 健治，北脇 敏史

大阪府済生会中津病院 リハビリテーション技術部

【背景】2018年に「理学療法士作業療法士学校養成施設指定
規則」が改定され、臨床実習指導者要件が変更され、診療参加
型実習が明記された。このような背景の変化によって、入職時
に求めるスキルと現場が求めるスキルに乖離が多く、臨床を行
いながらの教育を行うことが課題となった。そこで、当院では
新人教育センターを立ち上げ、クリニカルクラークシップ 
(CCS)に基づいて、新人7人対して教育に尽力するスタッフを2
名置き、各個人の到達目標や課題を明確化し、スキルの底上げ
に取り組んでいる。
【目的】
当院の理学療法士として求めるスキルに対して、到達状況の把
握と課題を明確にすること。
【方法】
CCSの導入、2weeklyシート (目標・課題・対策・到達度)、理
学療法プロセス達成度評価表 (1回/月)、症例発表4回/年、各班
C.C (1回/年)、スキルマップ (2回/年)、新人アンケート (1回/年
)を実施
【考察】
CCSを用いたことで、理学療法プロセスの流れから臨床におけ
る理学療法の流れを理解させることができた。理学療法プロセ
ス達成度評価表、症例発表、スキルマップを実施することで、
各個人の到達度を数値化し、新人と教育側双方の共通認識を持
つことができた。その上で、個人に合わせた到達目標 (short 
goal)の設定を行い、到達度に合わせた教育方法や単位数の調整
を行い、7人中4人は当院が設定した新人1年目の到達目標を達
成した。
【結論】
新人教育センターを立ち上げて、COVID19の影響で実習もまと
もに受けていない新人に対して、CCSを用いて新人教育を行っ
た。7人中4人は新人1年目の到達目標を達成した。しかし、
CCSへの重きを置き過ぎたこともあり、能動的な部分や思考力
に繋げることができず、今後の課題とした。
【倫理的配慮】本発表は各評価結果から匿名化された情報のみ
を分析して報告するもである。また、新人理学療法士には目的
・方法・匿名性保持・アンケート協力は自由意志であり、いつ
でも撤回できることを説明し、拒否した場合でも不利益を受け
ないこと、本取り組みの成果の公表を同意書を用いて同意を得
た。
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当センターセラピスト部門における医療安全推
進に向けた取り組みと医療安全風土の横断的調
査
○高尾 弘志 1)，出谷 京子 1)，上田 剛裕 1)，
池埜 弥生 2)，南野 博紀 1)

1) 大阪急性期・総合医療センター 医療技術部セラピスト部
門
2) 大阪急性期・総合医療センター 医療技術部

【はじめに】
医療安全風土に対する意識や成熟度の向上に向けて各医療機関
で様々な取り組みが行われている。当センターのセラピスト部
門では職員に対して、毎月発生したインシデント内容の共有や
月ごとのトピックや対策をまとめた「インシデントだより」を
配布・掲示している。一方、医療安全に関する教育内容の効果
や職員の安全意識の測定は容易ではなく、当センターにおいて
もその介入効果は明らかになっていない。今回、当センターの
取り組みの効果や、職員の医療安全に対する意識などを調査し
たため、以下に報告する。
【方法】
当センターセラピスト部門における医療安全係および2021年
度に未勤務であったものを除いた60名に対して、基本属性 (職
種、経験年数、2020年及び2021年のインシデントの報告数)、
インシデントだよりの役立ち度 (1-5点のリッカート法、1点：
役に立たなかった、5点：役に立った)、および発行頻度の希望 
(1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)、インシデント報告
の容易性 (1-5点のリッカート法、1点：困難である、5点：容
易である)、Matsubaraの医療安全風土尺度 (8因子33項目)を
Google formを用いたアンケート調査を行った。経験年数別の
効果を検討するために経験年数の中央値で2群に分け、各項目
の差を対応の無いt検定、Mann-WhitneyのU検定またはフィッ
シャーの正確検定を用いて検討した。統計解析にはR Ver.4.0.5
を用い有意水準は5％とした。
【結果】
アンケートの回収率は56％ (34/60名)であった。職種はPT：
23名、OT：10名、ST：1名、経験年数は10.9±7.0年で経験年
数の中央値は9.5年であった。経験年数10年未満と10年以上で
分けた2群間で優位な差を認めた項目はインシデントだよりの
役立ち度 (フィッシャーの正確検定、p=0.04)のみで、その他の
項目は経験年数による差は認めなかった。医療安全風土尺度の
得点率上位2項目は「報告と規則の遵守」が86.5％、「上司の
態度」が86.0％、下位2項目は「患者と家族の参画」が62.4％、
「医師・他職種の態度」が69.0％であった。
【結論】
医療安全推進に向けた「インシデントだより」は若手セラピス
トで役立ち度が高かった。一方で医療安全風土尺度やインシデ
ント報告の容易性は経験年数による差は無かった。医療安全風
土尺度の下位2項目で挙げられた医療安全への「患者と家族の
参画」、「医師・他職種の態度」はセラピスト部門のみでなく、
組織的な対応が特に必要な項目であり、改善に向けた取り組み
を検討していく必要があると考える。
【倫理的配慮】アンケート調査は調査目的、匿名化及び同意撤
回の説明を十分に行い、同意が得られた上で自由意志による回
答を得た。また、本発表にあたり開示すべきCOI関係のある企
業等は無い。
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当院における急性期リハビリテーション治療中
に発生したインシデント・アクシデント報告の
分析
○松浦 由梨 1)，木下 利喜生 1)，梅本 安則 2)，
堀 晋之助 1)，安岡 良訓 1)，島 大智 1)，小池 有美 1)，
田島 文博 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【はじめに】
リハビリテーション中のインシデント・アクシデントを分析し
た報告は少なく,さらにIntensive Care Unit以外の急性期を対象
としたものはない.今回,急性期のリハビリテーション中に発生
する有害事象の特徴を明らかにするため,当大学病院におけるイ
ンシデント・アクシデント事例を分析した.
【方法】
理学療法士(PT)26名,作業療法士(OT)8名,言語聴覚士(ST)4名に
より,2021年4月から2022年3月までに医療安全推進部に提出
されたインシデント(患者への実害がなく処置や治療が不必要,
あるいは簡単な処置や治療を要した事例)およびアクシデント(
濃厚な処置や治療を要した事例)レポートを対象とした.測定項
目は,有害事象の発生件数,患者への影響度および発生内容,療法
士の経験年数別発生件数,職種別発生件数を調査した.
【結果】
発生件数は全113件(骨折による1件のアクシデントを含む)で
,93.8%が追加の治療を要しない軽微なインシデントであった.主
な発生内容は多い順に末梢静脈チューブ抜去30件,血圧低下に
よる意識レベルの低下と気分不良26件,転倒20件であった.療法
士の経験年数別発生件数は,11年目7件,6年目6.5件,8年目5件で
あった.一方,1年目と2年目の発生件数はそれぞれ3.2件,1.8件と
頻繁ではなく,経験年数と発生件数に有意な相関は認めなかった
.職種別発生件数は,PT74件,OT34件,ST4件であった.PTは血圧低
下による意識レベル低下と気分不良,OTは末梢静脈チューブの
抜去が最多で,頻度の多い発生内容は各職種間で異なっていた.
【結論】
急性期病院でのリハビリテーション中に発生する有害事象の多
くは,患者への影響度が軽微な事例が大多数であり,療法士の経
験年数は有害事象の発生頻度に影響していないようである.また
,各職種による専門性,負荷方法や対象疾患を考慮した安全対策
が必要であることが示唆された.
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施され,倫理
審査委員会により承認された.この研究に関する情報は大学のウ
ェブサイトに掲載され,対象者にはオプトアウトの機会が与えら
れた.また委員会は本研究が遡及的な性質を持つことから,書面
によるインフォームド・コンセントを免除した.
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神経断裂後の閉鎖神経麻痺に起因する理学所見
および理学療法の実際とADL障害の特徴
○島 大智 1)，木下 利喜生 1)，安岡 良訓 1)，
橋﨑 孝賢 1)，浅枝 諒 2)，梅本 安則 3)，田島 文博 3)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 宝塚医療大学 和歌山保健医療学部
3) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【目的】
閉鎖神経は，腰神経叢から発生し，大腿部の感覚および股関節
内転筋群の運動を支配する．閉鎖神経損傷は，時折生じること
があり，症状として大腿部内側の感覚喪失，鼠径部内側部分の
痛み，同側内転筋の筋力低下を示す．神経損傷の治療と予後は，
損傷の重症度によって異なり，その中でも神経が完全に分裂す
る神経断裂は，自然回復が期待できないとされている．これま
で閉鎖神経損傷患者に対する理学療法に関する報告は，不全損
傷によるものに限られ，神経断裂後のリハビリテーションに関
する報告はない．さらに内転筋群が麻痺した状態での
Activities of Daily Living (以下ADL)遂行状況や理学療法実施内
容の詳細は示されていない．今回，閉鎖神経断裂により内転筋
麻痺を呈した患者を担当し，本症例での臨床症状やADL障害の
特徴，有効であった動作指導の実際を報告する．
【症例紹介】
症例は40歳代女性．子宮体癌(類内膜癌Grade2)に対し，腹腔鏡
下子宮全摘，両側付属器摘出術，骨盤リンパ節郭清術を行なっ
た．骨盤リンパ節郭清術中に閉鎖神経損傷を合併し，同日，腓
腹神経による神経移植術を受けた．術後よりManual Muscle 
Testで大内転筋1，恥骨筋1，長内転筋・短内転筋・薄筋は0の
麻痺症状を呈した．ベッド上の股関節屈曲動作では外転，外旋
を伴うが，立位や立ち上がり，身の回りの動作は自立して可能
であった．歩行は股関節外転，外旋位で接地し，その後の重心
移動が十分おこらず，立脚期の短縮が見られたが，転倒傾向な
く，院内ADLは早期に自立した．
【経過】
術後6日目，自宅退院に向け，動作の確認を行ったところ，患
側片脚立位での靴の着脱動作で患側方向への転倒リスクを認め
た．患側片脚立位時に体幹が患側へ傾き，股関節外転位(トレ
ンデレンブルグ様の代償)となった際に安定せず転倒しそうに
なった．閉鎖神経損傷による内転筋麻痺のために股関節を制動
できない事が要因と考えられた．そのため，転倒防止を目的と
して動作指導を行い，靴の着脱も可能になり，術後8日目に退
院となった．
【考察】
本症例を通して，閉鎖神経断裂後の内転筋麻痺患者のADL障害
を明らかにし，それに対する理学療法として動作指導が有効で
あった．我々の知る限り，神経断裂による閉鎖神経損傷患者へ
のリハビリテーション治療の詳細を記した報告はない．この症
例報告は，閉鎖神経損傷により内転筋が麻痺した状態における
リハビリテーション治療の実施内容を説明した初めての報告で
ある．閉鎖神経損傷患者は，片脚立位で行う動作時に転倒リス
クを伴っていた．股関節内転筋群が麻痺していることから，片
脚立位で行う動作時には，重心位置を利用して股関節外転トル
クが小さくなるように姿勢を変化させる動作指導が必要である
ことが明らかとなった．この症例は，閉鎖神経断裂による内転
筋麻痺患者に対する急性期のリハビリテーション治療は，動作
指導が重要であることを示唆した．
【倫理的配慮】個人のプライバシーの保護に配慮し，発表に対
し書面をもって説明し同意を得た．
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脳卒中患者の感覚障害に対する重心動揺計の活
用 ―ラバー負荷試験による定量的評価―
○繁田 万里，田津原 佑介，美濃 真豊

社会医療法人三車会 貴志川リハビリテーション病院

［目的］
重度感覚障害と運動時の失調様症状を呈し,歩行時に右足の躓き
に対し介助を要す左視床出血患者を担当した.重心動揺計を用い
たラバー負荷試験での評価結果から,体性感覚由来の姿勢制御に
ついて考察を踏まえ報告する.

［症例紹介］
対象は左視床出血発症後28病日目に当院回復期病棟に入院した
60代男性である.初期評価を行った69病日目では,FIMが107点
で病棟内では車椅子を使用していた.下肢BRSTⅤ,四肢骨格筋量
は8.1㎏/m2,膝伸展筋力は徒手筋力計にて右0.49/左0.47㎏f/kg
であり,歩行に必要な筋力は有していた.独歩での歩行速度が
0.48ｍ/sec,6分間歩行テストでは121ｍだが,右足部の躓きによ
る介助が必要であった.また,Scale for the assessment and 
rating of Ataxia(以下SARA)は10.5点,足底感覚刺激では正答率
が0/10,歩行中は足部を確認しなければ転倒リスクが高い状況
であり,運動麻痺よりも感覚や運動時の失調様症状による障害が
大きかった.本症例には視覚・体性・前庭感覚の重みづけ評価を
目的にラバー負荷による重心動揺検査を行い,体性感覚由来の姿
勢制御への影響を定量的に捉えた.重心動揺計(アニマ株式会社
GS-7)の測定条件は30秒の閉眼立位ラバー負荷の有無条件で実
施した.条件①は閉眼+ラバーなしで前庭+体性感覚制御,条件②
は閉眼+ラバーありで前庭感覚制御とされており,両条件の総軌
跡長の経過を追うことで,体性感覚由来の姿勢制御について定量
的評価が可能になると考えた.条件①は287.14㎝,条件②は介助
なく立位保持が困難のため測定不可であった.理学療法介入は,
筋力維持に加え,荷重・歩行・バランスの訓練を全て裸足での介
入とした.

［経過］
初期評価より3週間後の90病日目に行った再評価では,FIMが
123点となり,病棟内歩行は自立になった.SARAは2.5点,右足底
の表在感覚が10/10になった.歩行速度は0.96m/sec,6分間歩行
は327ｍで,歩行中に介助を必要とする場面はなくなり,視線も
周囲を見渡せるようになった.ラバー負荷試験による重心動揺検
査では条件①の総軌跡長が228.37㎝,条件②は立位保持困難で
測定不可であった.そのため,介入期間中に前庭機能の改善は認
めなかったが,条件①の総軌跡長が低下し,体性感覚由来の姿勢
制御が改善した可能性がある.

［考察］
閉眼ラバー負荷試験の結果,初期・再評価共に測定不能であった
が,閉眼立位では再評価時に安定し,歩行速度やADLも大きな向
上が認められた.これはSARAが改善したことに加え,体性感覚の
改善が大きく影響していると考える.本症例の経過より,閉眼立
位でのラバー負荷の有無は感覚障害が姿勢制御や歩行に与える
影響を定量的に捉えられる可能性がある．
また,介入前後比較として用いた重心動揺検査は感覚障害に対す
る評価も有用ではないかと考える.
【倫理的配慮】発表にあたり個人情報保護について,文章・口頭
での説明を行い書面での同意を得た.

 O-028  オンデマンド

姿勢制御障害を呈した高齢女性の歩行再建
○後藤 祐貴，吉尾 雅春

千里リハビリテーション病院 セラピー部

【目的】
延髄、小脳に脳梗塞を認め、姿勢制御障害を呈した症例の歩行
再建について、考察を踏まえ報告する。
【症例紹介】
アルツハイマー型認知症の80歳代女性。延髄左背外側、左小脳
虫部から半球部にかけて、及び左頭頂葉に脳梗塞を認めた。4
週後当院入院。入院時SIAS-motor左上肢4-4、下肢4-4-3、右は
全て5。感覚精査困難。SARA15点。FACT2点。 BBS3点。BLS5
点。FAC1点。FIM運動19点、認知10点。MMSE9点。座位では
体幹が左へ崩れ、上肢支持無しでは保持困難。立位でも下肢体
幹全体的に左へ崩れ、保持困難。左手すり支持の歩行でも同様
であった。歩行器歩行では左立脚期での骨盤sway及び右立脚
期でのweight shift (WS)不良がみられた。右壁上肢支持の歩行
では骨盤swayの軽減はみられたが、右へのWS不良及び立脚時
間の減少がみられた。右手すり支持の歩行では左足は揃え型で
あった。右手すり支持の立位での左下肢挙上では右へのWSが
不良であり、挙上困難。注意機能、遂行機能、視空間認知、記
憶の障害がみられた。
【経過】
立位にて右へのWSの練習から実施した。鏡を用いたり、壁や
台を上肢で支えることで対象物と体との距離を測ることができ
るような環境に設定した。歩行練習では右側の壁や手すりを用
いて実施した。入院5週でSARA13点、BBS11点、BLS3点とな
り、四脚四輪歩行に移行したが、骨盤sway及び右へのWS不良
は残存。入院14週でSARA8点、BBS20点、BLS0点、歩行では
左立脚期での骨盤swayの軽減や右へのWSが向上し、左の歩幅
は25cm程度拡大した。四脚四輪にて見守り歩行可能となった
ことで、補助具無しでの歩行や速歩の練習を加え、左下肢への
荷重刺激の増加を図った。入院18週、元の施設へ退院。退院時、
SIAS-motor左右5。SARA5点。FACT10点。BBS25点。BLS0点。
FAC3点。10m歩行(歩行器)11.8秒、TUG(歩行器)19.8秒、FIM
運動63点、認知15点。MMSE12点。歩行はバランスおよび注
意障害の影響で歩行器レベルに留まった。
【考察】
大脳小脳系運動ループの障害によるフィードフォワードシステ
ムの機能低下及び後脊髄小脳路の障害によるフィードバック
(FB)システムの機能低下、大脳皮質萎縮及び大脳小脳系認知ル
ープの障害による前頭連合野の機能低下から運動学習はかなり
困難であると考えた。視覚及び右側の体性感覚情報を手がかり
にして左側下肢体幹への的確なFBから学習を進めたことで歩行
能力が改善したと考えた。
【倫理的配慮】本症例には十分な説明を行い、書面にて同意を
得た。
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両片麻痺を呈した症例の立位・歩行能力の回復
過程についての一考察 ～重心動揺計を用いた経
時的変化の計測～
○中山 裕斗，赤口 諒，奥埜 博之

摂南総合病院 リハビリテーション科

【目的】脳卒中片麻痺患者の立位姿勢は、麻痺側下肢の機能低
下を対側肢で代償する傾向にある。今回、右片麻痺に加えて、
既往歴の左片麻痺により対側の代償を十分に発揮できず、回復
に難渋した症例を経験した。本発表では、歩行能力と重心動揺
検査の経時的変化を評価することで、立位・歩行能力の改善に
至った経過について考察する。

【症例紹介】左放線冠ラクナ梗塞による右片麻痺とL4圧迫骨折
を呈した80歳代男性。既往歴に15年前の右頭頂葉出血による
左片麻痺があり、病前より伝い歩きであった。初期評価は、下
肢BRSは右Ⅵ/左Ⅳ、筋緊張(MAS)は右0/左2、深部感覚(5回法)
は足関節以遠で右5/左0であった。立位では著明な動揺を認め、
左足部回外を伴う緊張性足趾屈曲反射(TTFR)が生じていた。歩
行は努力的に左下肢を振り出し、足部回外とtoe clearance低下
により軽介助を要した。両下肢ともに片脚立位は不可であった。

【経過】圧迫骨折の安静度に従い、発症後14日まで安静臥床、
15日から立位練習、22日から歩行練習開始となった。歩行評
価に10ｍ歩行テスト、バランス評価にBBSと重心動揺検査を実
施した。重心動揺検査は床反力計(BASYS，テック技販社製)に
て30秒間の立位を開・閉眼の2条件で測定した。測定項目は足
圧中心(CoP)の95％楕円信頼面積(面積)、平均移動速度(速度)と
し、面積からRomberg率を算出した。介入は歩行・バランス練
習を主とした運動療法を実施した。計測は発症後40日(初期:移
乗・歩行軽介助)、54日(中期:移乗監視)、98日(後期:移乗自立)、
112日(終期:伝い歩き自立)に実施した。10ｍ歩行(初期/中期/後
期/終期)は(38.8/38.6/27.6/20.7)秒、BBSは(23/31/38/44)点、
開眼面積は(2.9/4.6/15.0/10.1) ㎠、開眼速度は
(3.9/2.1/4.4/4.7)cm/s、閉眼面積は(15.9/33.6/35.9/23.5) ㎠、
閉眼速度は(6.2/6.7/9.0/6.8) cm/s、Romberg率は
(5.5/7.3/2.4/2.3)となった。終期では、MASは左0、深部感覚
は左3 、TTFRの低下を認め、麻痺側での片脚立位が可能とな
った。ADLや歩行、BBSはRomberg率と共に改善する傾向にあ
った。

【考察】本症例は、麻痺側の機能低下を対側肢で代償したこと
で、既往歴の左片麻痺により生じていたTTFR・感覚障害が増
悪し、十分な代償として機能せず姿勢制御障害を来していたと
考える。Romberg率は視覚情報の寄与を検討するものとされ、
中期まで視覚情報への依存を示し、後期より減少した。これは
麻痺側機能の改善により対側肢の代償の必要性が低下したため
に、TTFRの低下ひいては筋緊張の改善をもたらし、立位・歩
行能力の改善に寄与したと考える。よって、両片麻痺患者では、
対側肢の代償は陽性徴候の増悪を招き、回復の阻害因子となり
うることを踏まえた上での評価・介入が重要であると考える。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】本発表は本人に口
頭で説明し、書面にて同意を得ている。
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注意障害を有する脳梗塞患者に対し早期より
長下肢装具での立位練習を実施した一症例
○大畑 拓也

兵庫県立西宮病院 リハビリテーション部

【目的】注意障害は高次脳機能障害の症状として、頻度の高い
症状の一つであると報告されている。運動学習が重要となる脳
梗塞患者において、注意障害は理学療法を実施する中で大きな
阻害因子となることが多い。運動麻痺を有した患者においては、
運動の際に多くの関節をコントロールする必要があり、必要な
関節や筋に対して十分な効果を得られないことを経験する。今
回、注意障害を有する患者に対して長下肢装具を使用した立位
練習を実施し、良好な経過を経たので報告する。
【症例紹介】70歳代女性。通院でがん治療中に心原性脳梗塞を
発症し入院加療となったが、がん治療継続のため急性期病院よ
り直接自宅退院する方針となった。入院翌日より理学療法開始。
右BRS下肢Ⅲ、上肢Ⅳ、手指Ⅳ。TMT-A117秒、TMT-B165秒
で注意障害あり。端座位で体幹は右に傾斜、立位や移乗時は右
側荷重で膝折れあり。立位保持は平行棒把持が必要で、右股関
節と膝関節屈曲位、体幹右傾斜。股関節周囲の筋活動は低下し
ていたが、荷重下で意識すれば随意的に殿筋群の断続的な筋収
縮は可能。理学療法中は視線が泳ぎ注意散漫で、動作を指導し
ても一度に多くのことは実施できなかった。入院前のADLはキ
ャスター付きピックアップ歩行器を使用してADLは自立。自宅
は集合住宅の1階で3段の階段あり。
【経過】初期評価後、早期より長下肢装具を使用し立位練習を
実施した。膝関節伸展ロックした状態で、大殿筋と大腿四頭筋
を随意的に収縮させる際、収縮する筋をタッピングすることで
収縮筋を意識させた。また、膝関節ロックした状態で左右への
重心移動の練習を行い、可能になれば膝関節ロックを解放した
状態でも実施した。中間評価では装具を使用しなくても立位保
持が可能となり体幹右傾斜、股関節屈曲、膝関節屈曲が軽減し
た。中間評価後は麻痺側を前方としたステップ練習で前後の重
心移動練習を実施した。練習中は鏡を用いて全身アライメント
の視覚的フィードバックを行い、動作指導は一つずつ動作を分
けながら行うことで注意を向けやすい環境を作った。最終評価
で体幹の傾斜は改善。荷重下での殿筋群は断続的な収縮から持
続的な収縮が可能となった。キャスター付きピックアップ歩行
器での歩行も可能となり、階段昇降も手すりを把持して可能と
なった。右BRS下肢Ⅴ、上肢Ⅴ、手指Ⅵ。TMT-A98秒、
TMT-B114秒。10m歩行速度は39,3秒、TUGは39,6秒、BBSは
26点。
【考察】本症例は早期より長下肢装具を用いた立位練習を行う
ことで体幹の傾斜と下肢支持性の改善を認めた。長下肢装具を
使用することで膝関節と足関節が固定され、股関節や体幹へ注
意を向けやすい環境を作ることが影響したと考えられる。また、
収縮させる筋をタッピングすることも注意を向けやすい要因の
一助になったと考えられる。歩行に関してはステップ練習で、
動作内での指導を一つずつ行うことで歩行立脚期での動作が汎
化され、運動学習に繋がったと考えられる。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本人に説明を行い書
面にて同意を得た。尚、本発表に関しては兵庫県立西宮病院倫
理委員会 (R4-24)の承諾を得て実施している。
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麻痺側下肢の重度感覚鈍麻に対し、下肢の良肢
位獲得を目指した事で感覚機能の改善に至った
一症例
○宇都宮 涼 1)，田川　 広毅 1)，森田 隆剛 2)

1) 医療法人ラポール会　青山病院 リハビリテーション部
2) 医療法人春秋会　城山病院 リハビリテーション科

【目的】理学療法ガイドライン第2版(2021)にて、脳卒中患者
の歩行は、体幹や下肢運動機能のみならず、感覚障害等を多角
的に評価し、問題点に合わせた介入は重要と記載がある。しか
し、重度感覚障害に対する理学療法は確立されていない。今回、
左足底に重度感覚障害を認めた症例に対し、下肢の良肢位獲得
を目指した結果、感覚機能改善し歩行獲得に至った症例を経験
したため、ここに報告する。

【症例紹介】70歳代男性。病前ADLは独歩にて自立。X日に左
下肢の脱力感を認め、他院受診し、右視床出血と診断。その後、
保存療法にて経過し、X＋11日に当院回復期病棟へ転院となる。
本症例は、自宅退院に向け歩行獲得が必須であった。入院時は
坐位保持困難で、病棟の車椅子移乗は二人介助を要した。

【経過】初期評価時、麻痺側下肢Gross Muscle Test(以下
GMT)4と筋出力軽度低下、Stroke Impairment Assessment Set(
以下SIAS)麻痺側運動機能4と運動麻痺軽度。しかし、SIAS下肢
筋緊張は1-Aと筋緊張亢進。下肢感覚は0。左足底の表在感覚検
査は10点法で0/10と重度感覚鈍麻を認めた。背臥位は左下肢
優位に外旋し、左殿筋群低緊張、左腰部過緊張。坐位は左踵が
浮き、左股関節外旋し、骨盤後傾・左下制、体幹右回旋位で、
体幹は左後方へ偏位し保持困難。
坐位保持困難のため、背臥位で麻痺側膝関節屈曲し、麻痺側足
底へ荷重練習を試みたが、体幹伸展や腰椎過前彎による床面へ
の押し付けを認め、それに伴う麻痺側膝関節伸展・足関節底屈
により荷重困難であった。骨盤-下肢のアライメント修正によ
り荷重可能となり、足底感覚を意識させた。介入後は坐位で踵
接地可能、足底表在感覚2/10と即時効果を認めた。
X＋17日には坐位保持見守りとなり、理学療法時は坐位で下肢
アライメントを整え、麻痺側足底の荷重を行った。同時期より
介助歩行実施。左立脚初期に重心が後方へ位置し、反張膝を認
め、立脚後期が短縮していたため、介助は立脚初期での荷重を
意識した。
最終評価で、麻痺側下肢GMT5と筋出力向上を認めたが、SIAS
麻痺側運動機能は変化みられず。SIAS下肢筋緊張2、下肢感覚2、
左足底の表在感覚検査7/10と感覚機能改善し、X＋110日に独
歩で自宅退院となる。

【考察】今回は、骨盤-下肢姿勢を整え、床反力を認識した状
態で動作練習をした結果、足底感覚改善を認め、独歩獲得に至
ったと考えた。感覚機能は大脳皮質の感覚野で認識される事が
知られ、神経生理学的には、刺激への注意により、体性感覚野
領域が拡大する事が報告されている(Hamalainen.2000)。本症
例のように重度感覚障害が疑われる場合も、異常筋緊張や姿勢
不良により、体性感覚野への入力が低下している可能性がある。
下肢良肢位獲得による感覚知覚を意図した介入が、感覚機能や
筋出力回復に有効である可能性が示唆された。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、発表の趣旨を本人に
十分に説明し同意を得た。
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既往の脳出血と反対側に生じた被殻出血により
異常歩行が増悪した症例の経過
○黒田 歩，村田 宏之，吉尾 雅春

千里リハビリテーション病院 セラピー部

【目的】
既往と反対側の被殻出血により、異常歩行パターンが増悪した
症例の介入経過を報告する。
【症例紹介】
50歳代男性。15年前の右被殻出血後に職場復帰していたが、
今回左被殻出血を発症し27病日に入院。CT画像より左放線冠
～淡蒼球に高吸収域、右島後部皮質周囲に低吸収域を認めた。
BRS：右Ⅵ-Ⅵ-Ⅴ、左Ⅲ-Ⅱ-Ⅲ、SIAS：右69/左34点、膝伸展筋
力(HHD)右375N/左203N、MAS：膝屈曲左2/右0、足背屈左3/
右1+、感覚：表在-左中等度鈍麻・深部-左重度鈍麻、右は正常。
BBS：37点、T字杖とプラスチック短下肢装具(P-AFO)で
10MWS：0.32m/s、TUG：31.4sec。歩行時に左足部内反・
claw toe・上下肢のクローヌスを生じ、左はextension thrust 
pattern(ETP)、stiff knee gait(SKG)を認めた。また右立脚期では
体幹右方傾斜に伴う左下肢側方挙上に続き、骨盤回旋による振
り出しで外転方向への足部接地となっていた。
【経過】
初期では痙縮に対し経皮的電気刺激(TENS)を用いた。
ESPURGE (伊藤超短波株式会社)、モード：コンスタント、周波
数：100Hz、パルス幅：200μsecを膝窩・腓腹筋筋腹部に貼
付し40分間運動療法に併用した。主に起立・立位で荷重移動、
左立脚支持のステップ練習を行った。介入開始1ヶ月後では
MAS変化なし、SIAS：右71/左36点、BBS：40点、T字杖と
P-AFOで10MWS：0.58m/s、TUG：16秒、6分間歩行距離
(6MD)：180mと改善を認めた。歩行時の左足部内反・claw 
toe ・上下肢クローヌスは軽度減弱し体幹右方傾斜は大きく減
少したが、一方で左立脚後期の短縮・同相の体幹前傾、右下肢
は膝屈曲位での初期接地に続いて左振り出し時に右膝伸展を認
めた。骨盤回旋に伴う左下肢の振り出しの変化はあまり見られ
ず、ETP・SKGも変化は少なかった。以上のことからTENSを中
止し、左立脚後期の延長と右下肢の過剰な代償の修正を中心に
歩行の再学習を進めた。その後も異常歩行の変化は見られず、
プログラムを再考し右立脚時の左下肢遊脚操作練習も追加した。
介入開始5ヶ月後ではBRS・MAS変化なし、SIAS：右72/左36
点、感覚機能：表在-軽度鈍麻、深部-重度鈍麻、膝伸展筋力:右
468N/左216N、BBS:48点、10MWS：0.75m/s、TUG：14.4秒、
6MD：288mであった。ETP・SKG、立脚後期の短縮は変化な
く屋外杖歩行距離は連続約500mであった。
【考察】
片麻痺が重症である程バランス能力・歩行速度の向上に非麻痺
側の寄与率が増加する傾向がある。本症例も右下肢の寄与によ
るパフォーマンスを維持しており、今回の発症で右下肢の代償
が困難となり左下肢の痙縮や異常歩行が増悪したと考えられる。
また、下腿三頭筋など抗重力筋の活動が不十分な結果が左立脚
後期の短縮を招き、振り出し時の大腿直筋の過活動がSKGを助
長した可能性がある。
【倫理的配慮】発表にあたり対象者には十分な説明を行い、書
面にて同意を得た。
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回復期リハビリテーション病棟患者に対する歩
数計の使用は6分間歩行距離を向上させる
○田津原 佑介 1)，宮本 帆乃果 1)，宮川 祐希 1)，
石本 泰星 2)，美濃 真豊 1)

1) 社会医療法人　三車会　 貴志川リハビリテーション病院
2) 社会医療法人　三車会 赤ひげクリニック

【目的】
先行研究において回復期リハビリテーション病棟 (以下，回復
期病棟)入院患者の入院中の活動量は退院後の生活範囲と関連
することが報告されており，回復期病棟患者の活動量に対する
策を講ずることは重要となる。本研究は回復期病棟入院患者に
おける歩数計の使用と退院時の6分間歩行距離 (6Minute walk 
test：以下，6MWT)の関連を調査することである。

【方法】
対象は2021年1月～2022年6月における当院回復期病棟入院患
者51名とし，後ろ向きに歩数計を使用した使用群29名 (70.6±
15.3歳，整形疾患20名，脳疾患9名)と非使用群22名 (73.7±
7.8歳，整形疾患7名，脳疾患15名)に分類した。当院では病棟
内ADLの歩行自立と対象者の同意を条件に，歩数計 (オムロン
社HJ-325)と記録表を提供している。本研究では，歩数計の利
用開始時と退院時の6MWT，Modified Falls Efficacy Scale (以
下，MFES)，開始時・退院時の1週間平均歩数を測定した。介
入日数は，使用群は歩数計を14日以上使用した者とし，最大で
28日とした。非使用群では，病棟内歩行自立後に測定した
6MWT，MFESを開始時点とし，終了時点は退院時とした。統
計処理はEZRを使用し，退院時6MWTを目的変数，歩数計の有
無 (有＝1，無＝0にコード化)，開始時MFES，開始時6MWT，
介入日数，疾患，年齢を独立変数とした強制投入法による重回
帰分析を実施，有意水準は5%とした。さらに，重回帰分析の
効果量 (f2) をR2�(1 -R2)にて算出した。f2，α error = 0.05，
合計サンプルサイズ，および独立変数の数に基づき統計的検出
力を算出した。

【結果】
各測定項目の結果は開始時→退院時として記載する。使用群は
介入日数が22.4±5.7日であり，6MWTが281.6±86.5m→
347.0±105.2m，MFESが101.9±34.5点→116.3±29.3点，平
均歩数は3843±2161歩/日→4856±2459.6歩/日であった。
非使用群は介入日数が36.3±12.1日であり，6MWTが270.5±
89.7m→316.6±80.3m，MFESが101.4±22.5点→116.5±
19.2点であった。
重回帰分析の結果，開始時6MWT (β=0.63，p<0.01)と歩数計
の有無 (β=0.26，p<0.05)が有意な関連因子として抽出された 
(R2＝0.65，f2＝1.85，検出力＝1.000)。

【考察】
本研究結果より，退院時6MWTに関連する因子として，開始時
6MWTと歩数計の有無が抽出された。回復期病棟における入院
患者では，歩行自立後の歩数計使用により効率的に持久力を改
善させる可能性が示された。
【倫理的配慮】本研究は当院倫理審査委員会の承認 (承認番号
8)を得た上で、実施した。
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Lateropulsionを合併した急性期延髄外側梗塞患
者の姿勢制御の特徴 ：シングルケーススタディ
○堂田 大嗣，鎌田 将星，島野 克郎，西薗 博章，
横田 千晶

国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科

【目的】
急性期延髄外側梗塞によりlateropulsionを合併した患者の回復
経過から姿勢制御の特徴について検討することである。
【症例紹介】
54歳、男性。入院前ADLは自立していた(modified Rankin 
Scale: 0)。突然のめまいと呂律の周りにくさを主訴に当院へ紹
介され、右椎骨動脈解離に伴う右延髄背外側梗塞の診断にて入
院となった。来院時の神経症候は、Horner症候群、嗄声、構音
障害、左温痛覚低下、右小脳性運動失調を認め、National 
Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS)は4点であった。また、
立位・歩行時に病巣と同側へのlateropulsionを認めた(Grading 
of Lateropulsion: grade Ⅳ)。理学療法は第2病日より開始し、
第4病日(Ⅰ期)、第14病日(Ⅱ期)、第21病日(Ⅲ期)に重心動揺検
査(外周面積、X方向最大振幅、X方向動揺平均中心偏位、ロン
ベルグ率)と自覚的視性垂直位(Subjective Visual Vertical: SVV)、
Scale for Contraversive Pushing(SCP)を測定した。
【経過】
重心動揺検査の外周面積(Ⅰ期: [開眼/閉眼/ロンベルグ率
:1089m2/2024 m2/1.9]→Ⅱ期: [417 m2/687 m2/1.6]→Ⅲ期: 
[215 m2/223 m2/1.03])とX方向最大振幅(Ⅰ期: 
[67.2mm/104.3mm/1.6]→Ⅱ期: [43.5mm/54.6mm/1.3]→Ⅲ期
: [33.3mm/28.1mm/0.8])の経過より、静止立位時の重心動揺
の減少とロンベルグ率の低下を認めたが、X方向動揺平均中心
偏位(Ⅰ期: [1.7 m2/11.4 m2/6.8]→Ⅱ期: [2.1 m2/4.2 m2/2]→
Ⅲ期; [20.9 m2/24.6 m2/1.2])は、Ⅲ期においても
lateropulsion側へ偏位したままであった。SVV(Ⅰ期: 29.9°→
Ⅱ期: 16.9°→Ⅲ期: 15.0°)とSCP(Ⅰ期: 3.75点→Ⅱ期: 0.25点→
Ⅲ期: 0.25点)も同様に経時的な改善を認めたが、Ⅲ期でも病巣
側への傾きが残存した。第22病日に復職を目的に回復期リハビ
リテーション病院へ転院となった(Grading of Lateropulsion: 
gradeⅠ、mRS: 1、NIHSS: 1) 。
【考察】
本症例は、Ⅰ～Ⅱ期の発症早期にlateropulsionの著明な改善を
認め、重心動揺検査やSVVの回復経過も同様の結果であった。
SVV偏位が前庭機能異常を示唆する特徴的な兆候であることか
ら、発症早期は前庭由来の回復が姿勢制御の改善に関与した可
能性がある。また、ロンベルグ率の回復経過より、発症早期は
視覚情報に依存した姿勢制御を行なっていた。これは、延髄外
側梗塞に合併したlateropulsion患者の重心動揺を調査した過去
の報告とも矛盾しない結果であった (Dieterich M, et al 1992)。
一方、本症例は、重心動揺やロンベルグ率が改善したにも関わ
らず、Ⅲ期においてもX方向動揺平均中心偏位やSVVは
lateropulsion側に偏位していた。姿勢制御は、前庭感覚、視覚、
体性感覚の3つの要素で構成されており、これらの感覚情報が
状況に応じて互いに対立しないよう、相互抑制的に制御されて
いると考えられている。本症例においても、身体の垂直軸が病
側に偏位した環境下で姿勢を制御するために、視覚系から体性
感覚系へと感覚の重み付けを変化させた可能性がある。
【倫理的配慮】本発表は患者に対し説明を行い、書面にて同意
を得ている。
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重度右片麻痺、高次脳機能障害を呈した症例に
対し視覚情報介入で歩行機能が改善した一症例
○堀田 直樹，足羽 里沙，三宅 隆広，風呂谷 容平

済生会和歌山病院 リハビリテーション科

【目的】
『脳卒中理学療法ガイドライン2021』では、歩行障害に対す
る歩行機能を改善させるために、頻回な歩行訓練は推奨度・エ
ビデンス共に有効とされている。しかし、高次脳機能障害を合
併する症例においては、運動療法の妨げや歩行訓練に難渋する
ことが多く、「観念失行を呈す症例は歩行自立が困難である」
との先行研究もある。今回、脳梗塞による観念失行を呈した全
失語の重度右片麻痺患者を担当し、視覚情報からの入力により
歩行機能が改善した症例を報告する。

【症例紹介】
60歳代後半の男性。診断名はアテローム血栓性脳梗塞、既往歴
に大腸癌。入院前ADLは全て自立。2022年X日に自宅内で意識
消失し倒れているところを発見され当院へ救急搬送。頭部MRI
にて左中大脳動脈閉塞による左基底核から大脳皮質の広範な梗
塞を認めた。

【経過】
初回評価は、JCS：Ⅰ-3、Brunnstrom Stage：上肢Ⅰ・手指Ⅰ
・下肢Ⅰ。全失語のため感覚検査・認知機能検査は精査困難。
全失語、「うちわを頭へ乗せる」「櫛を頬に当てる」など観念
失行を認めた。FIM：18点、基本動作：全てにおいて全介助。
介入方法は患者への視覚刺激として、歩行動作の模倣を行わせ
た。介入開始のタイミングは短下肢装具(以下AFO)での歩行訓
練開始時とし、歩行前にセラピストが歩行動作を提示してから
同じ様式で歩行させた。
２病日より離床訓練開始。4病日より長下肢装具 (以下KAFO)を
装着し全介助での歩行訓練開始。47病日より四点杖把持での
AFOを装着した歩行訓練開始。100病日にAFOでの直線歩行が
見守りで可能となった。歩行関連動作においても継続した模倣
訓練は実施したが、方向転換や座り込み動作での介助は必要で
あり歩行自立には至らなかった。
最終評価は、JCS：Ⅰ-1、Brunnstrom Stage：上肢Ⅱ・手指Ⅰ
・下肢Ⅱ。全失語・観念失行の症状は残存。FIM：49点、基本
動作：見守り、歩行動作：直線歩行は四点杖見守り・歩行関連
動作には介助を要した。

【考察】
本症例は、中大脳動脈領域の広範囲な脳梗塞により、重度の右
片麻痺、観念失行・全失語を呈し、言語的な指示の入力理解が
困難であり、観念失行による歩行動作に関わる物品の認識と、
全失語による学習効果の判定に難渋した。Buxbaumらによると
「観念失行のある症例に対しては模倣を用いた、視覚情報から
の入力は失行症状が改善しやすい」と報告しており、今回のよ
うな重度片麻痺と高次脳機能障害により、随意的・言語的に運
動プログラムを作り出せない症例でも、模倣という視覚情報を
利用し、杖を用いた歩行機能の改善には効果が出たものと考え
る。しかし、廊下での方向転換や椅子に座るといった、歩行関
連動作での自立には至らなかった。観念失行に対するリハビリ
テーションのエビデンスは十分確立されておらず、今後も検証
していく必要がある。
【倫理的配慮】本人とそのご家族にはヘルシンキ宣言に基づき
十分な説明を行い、同意を得た。
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睡眠の質とバランス能力との関連
○鈴木 光，辻中 椋，糸川 竜平，西村 卓也

泉佐野優人会病院 リハビリテーション部

【はじめに】
病院内での転倒は朝方と夕方の時間帯に多く発生し、バランス
能力の評価は日内変動を考慮する必要があり、睡眠障害は加齢
に伴う身体機能の低下を増悪させると報告されている。また、
睡眠の評価は臨床において動作能力低下のリスクが高まってい
る人を認識するのに有効である可能性があると報告されている。
さらに、若年者の報告において睡眠の質が不良な対象者は睡眠
の質が良好な対象者と比較してバランス能力が悪化すると報告
されている。しかし、入院中の睡眠の質とバランス能力の関連
や日中と起床直後のバランス能力の差に関する報告は少ない。
本研究は入院中の患者に対し睡眠の質を評価し、睡眠の質の良
好群と不良群の日中と起床直後のバランス能力の差を算出して
起床直後のバランス能力の低下を検証した。
【方法】
対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入院中の机上や口
頭による指示を伴う検査を行うことができる者で、歩行能力が
監視または自立とした。併存疾患に神経疾患、脳血管疾患は除
外した。睡眠の質はピッツバーグ睡眠質問票を用いて評価した。
睡眠の質の良好群と不良群の選定として、6点未満を良好群と
した。バランス能力はBerg Balance Scale ( 以下、BBS ) を日中
と起床直後に評価し日中と起床直後のBBSの点数の差分を算出
した。また、バランス能力に影響を及ぼすとされているMini 
Mental State Examination ( 以下、MMSE ) や年齢を考慮し検証
した。統計解析は、睡眠の質を良好群と不良群の群間比較とし
て、性別はカイ二乗検定を用い、BBS、MMSE、年齢を対応の
ない2標本ｔ検定を用いて実施した。有意水準は5％未満とした。
【結果】
睡眠の質良好群、不良群の日中と起床直後のBBSの差は良好群
に比べ不良群はバランス能力が低下していた ( P = 0.044 ) 。し
かし、睡眠の質良好群、不良群の年齢 ( P = 0.444 ) 、性別 ( P 
= 0.784 ) やMMSE ( P = 0.164 ) は有意差がなかった。
【結論】
睡眠の質良好群、不良群の日中と起床直後のBBSの差は良好群
に比べ不良群はバランス能力が低下していた。先行研究より、
健常若年者は起床直後の静的立位バランス能力が低下し、重心
移動を伴う動的立位バランス能力では筋出力を増大させる必要
があると報告されている。また、24時間の睡眠不足後の姿勢制
御は前後方向と左右方向の両方で低下すると報告されている。
さらに、睡眠不足による姿勢制御への影響は若年者よりも高齢
者に広く見られ、高齢者では立位姿勢制御がより不安定である
と報告されている。今回の結果は、加齢による視覚や感覚、筋
力等の機能低下に加えて睡眠の質の低下によって起床直後のバ
ランス能力が低下した可能性がある。
【倫理的配慮】本研究は所属機関に設置された倫理委員会の承
認 ( R 4 ‒ 0003 ) を受け、患者や家族に同意書に署名を得て
実施した。
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失語症患者に対して，下肢装具の自己装着自立
を目指し，獲得できた症例について．
○古川 拓未

かなめ病院 リハビリテーション科

【目的】実績指数の導入によって，より早期にADLを改善させ，
FIM利得を向上させることが回復期リハビリテーション病棟の
課題である．今回，高度な感覚性失語を呈した脳卒中患者は下
肢装具を利用しており，移動FIMを修正自立に引き上げるため
には，装具着脱の自立が求められた．自立を目指す上で，視覚
FBや簡素化した聴覚FBの利用，加えて装具に加工を施し，自
立まで改善を認めたため報告する．
【症例紹介】脳梗塞を発症した50代男性．左中大脳動脈に高度
狭窄を認め，左M2領域の梗塞が完成し，右片麻痺，感覚性失
語を認めた．22病日に当院へ転院．装具は後方平板支柱付き短
下肢装具 (RAPS)を用いた．標準失語症検査にて，カテゴリー
「聴く」の単語の理解が2/10点であり聴覚的理解は著明に低
下していた．また非言語性の知的機能検査であるレーヴン色彩
マトリックス検査では29/36点で50歳代のカットオフ値を下回
る結果であった．
【経過】76病日から91病日までの計16日間で集中的にRAPS着
脱練習を実施．練習開始から言語的教示の理解が困難から，誤
った動作が見られ，聴覚FBでの修正も困難だった．そのため，
隣に座って同装具の手順を見せながら模倣させた．カラーテー
プをカンに貼って通す場所の目印にしたり，ベルトを対応する
色同士で張り合わせたり視覚FBの利用を増やした．加えて聴覚
FBは単語レベル (「貼る」「通す」「O K」など)に簡素化し運
動学習を図った．下腿～足先までのベルト同士を貼り合わせる
ことやカンに通すことは次第に理解された．一方，速く適切に
装着でき，着脱時は再装着しやすい状態に整えることまでを目
指したが、より多くの聴覚FBはかえって混乱を招いた．また下
腿を装具に入れる際に下腿カフベルトを下腿後面へ巻き込んだ
り，カンに足部ベルトを通すことに難渋したり，既存の装具の
仕様では装着難度が高かった．そのため，装具士と相談し下腿
カフにマジックの追加貼り付けとカンをイージリングへ変更，
加えて足部ベルトのマジックを延長した．結果として，装着に
介助で3分21秒要していたのが，35秒で自己装着可能となった．
【考察】運動学習の初期相では視覚的手がかりを中心に練習を
行い，中間相では適切な外在的FBを選択して動作修正を図る．
また視覚的手がかりと言語的手がかりを同時に与えた方が，学
習や保持にとって一層効果があるが，過剰な外在的FBは内在的
FBの誤差の検出を阻害するとされている．今回，本症例が理解
しやすいように簡素化した聴覚FBにレベルを合わせることと視
覚FBの併用で，学習効果があり動作の修正が図れた．そこから
さらに装具を本人の動きに合わせ加工したことで過剰な外在的
FBが必要なくなり，内在的FBの誤差の検出から学習を進めた
可能性がある．今後，重度感覚性失語に加え知的機能低下が認
められる症例に対し，下肢装具の着脱自立に向けて有益なアプ
ローチ方法や視点になると考える．
【倫理的配慮】本症例及び御家族へ発表の趣旨を説明し同意を
得た．
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多系統萎縮症者のWearing-Off現象期における、
快情動提供方法を検討した1例
○山本 哲生 1)，下野 真琴 1)，中尾 和夫 1)，
冨田 昌夫 2)

1) 紀州リハビリケア訪問看護ステーション リハビリテーシ
ョン部
2) びわこリハビリテーション専門職大学 理学療法学科

【目的】一部のドーパミン作動性ニューロンは快刺激にて賦活
され、不快刺激にて阻害される応答特性をもつ (Masayuki 
Matsumoto,et al.2009)。また、中脳腹側被蓋野の同ニューロン
の発火は予測した報酬と実際に得られた報酬予測誤差を表現す
る事が示唆されている (Neir Eshel,et al.2015)。今回、多系統
萎縮症者のWearing-Off現象期に生じる姿勢筋の過緊張と腰背
部痛に対し、二通りの筋緊張緩和方法を試した際の身体的・情
動的変化を確認することを目的とした。

【症例紹介】50代男性。発症より7年経過。画像所見では黒質-
線条体と小脳半球・中小脳脚に萎縮を認めた。パーキンソニズ
ムは薬物療法にて調整。小脳症状は躯幹失調 (下部体幹)、低緊
張、眩暈。非運動症状は起立性低血圧、日中の眠気、口渇感、
勃起不全、便秘。On時のADLは118点 (運動項目85点、認知項
目33点)で自宅内ADL自立。移動は酩酊歩行認めるが独歩。
Wearing-Off現象は15時から16時 (内服状況より、薬剤血中濃
度が最も低下している時間と予想)、座位姿勢のまま動けなく
なり基本動作 (寝返り、起き上がり、椅子からの起立)不可。自
覚症状は無動による恐怖心と腰背部痛を訴えた。

【経過】条件：Wearing-Off時間を調査し内服 (ドーパミン補充
)前に自宅へ訪問。口頭指示に対し動けない事を確認し、不安
感と疼痛をそれぞれVASで評価。開始肢位は腹臥位で頭部・四
肢の位置は本人に委任。
対象：姿勢筋 (頸部－肩甲帯周囲筋、脊柱起立筋、腸肋筋、腰
方形筋)
方法A：支持面の知覚を誘導し、対象姿勢筋の筋緊張を調整 (
肩甲帯周囲筋の被動抵抗がなくなるように上肢をプレーシング、
胸郭を背面から軽く圧迫し胸郭前面と床との接触面を拡げてい
く[圧は肋間の呼気活動が感じられる程度]、腹部を左右から圧
迫し腹圧を高める[圧迫は横隔膜呼吸による吸気時腹圧の高ま
りが感じられる程度]、骨盤を後傾に誘導し骨盤を安定させ腰
部周囲筋の緊張を緩める[吸気時に骨盤後傾し呼気時に骨盤を
少し離す])。
方法B：対象筋のマッサージによる姿勢筋の筋緊張調整 (筋の膨
隆が扁平化し張りが均一化するまで実施)
評価：各方法実施直後に、起き上がる・立ち上がるように口頭
指示し動画で記録。また、動作直後の不安感と疼痛をVASで記
録。
期間：週に一度実施日を設け、方法Aと方法Bを隔週で計４回
実施。
結果：方法Aは無動が解除され口頭指示通り動けた。VAS変化 (
各2回の平均点を記載)は不安感100点→70点、疼痛90点→５点。
方法Bはいずれも腹臥位から体位変換不可。VASは不安感100
点→95点、疼痛95点→15点。

【考察】方法Aのみ基本動作に改善を認めた。これは、呼吸に
よる自律神経調整作用と支持面の知覚が姿勢筋緊張を緩和し、
安心感の報酬を生んだ。また、Wearing-Off現象期に動けたこ
と腰痛が緩和したことが報酬予測誤差に貢献。これら情動-報
酬作用が中脳辺縁系ドーパミン作動性ニューロンを賦活したと
考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り、今回の報告に
あたり患者とその家族に書面での承諾を得た。
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脳卒中患者の歩行時足関節内反に対するアプロ
ーチー機能的電気刺激を用いた理学療法介入ー
○武田 明 1)，田津原 佑介 1)，美濃 真豊 1)，
岩橋 孝弥 2)

1) 社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院 リハ
ビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学付属病院 リハビリテーション科

【目的】
脳卒中ガイドライン2021年では，通常の理学療法に加え，機
能的電気刺激(以下FES)により歩行能力が改善すると報告され
ている．今回，歩行時の麻痺側立脚後期で足関節内反が生じ，
歩行速度や歩行安定性が低下した症例に，足関節外反作用を持
つ長短腓骨筋へ理学療法とFESを行った結果，歩行速度や重心
動揺計での改善がみられたため報告する．
【症例紹介】
対象は左被殻出血発症29病日目に当院回復期病棟に入院した右
片麻痺を呈する40代男性であった．初期評価日である49病日
目では下肢のBRSTがstageⅢ，深部感覚は中等度鈍麻，表在感
覚は軽度鈍麻で，著明なROM制限は右足関節背屈10°，MAS
は足関節底屈筋1+であった．最大歩行能力は独歩見守りである
が，麻痺側立脚後期で足関節内反が生じ不安定であった．足関
節内反抑制を目的に，電気刺激装置GD-612 (IVES)を使用し，
パワーアシストモードで長短腓骨筋に電気刺激を行い，端坐位
にて足関節が内外反するシーソー様の踏み台に患側下肢を設置
し，足部を内反位から外反する際に長短腓骨筋への電気刺激を
加えるトレーニングを1日20分3セット実施した．評価項目は
裸足による独歩での歩行速度，足部外反機能の評価では，端坐
位にて下肢各関節90°の状態で重心動揺計に足底を接地させ，
足部以外の関節運動は動かさないよう指示し，足部内外反運動
の実効値面積を測定．その他はFIM，Fugl-Meyer Assessment(
以下FMA)を評価した．
【経過】
初期評価時 (発症49病日)の5日後に再評価とし,結果の記載は初
期→再評価とする．歩行速度はIVESなしで0.43m/sec→
0.72m/sec，IVESありでは0.51m/sec→0.77m/secであった．
重心動揺計の実効値面積では5.00㎠→11.44㎠と増加を認めた．
FIMとFMAでは変化を認めなかった．
【結論】
結果より，FMAやFIMには変化がないが，歩行速度は向上し，
重心動揺計では実効値面積の増大を認めた．短期間で歩行が改
善したのは足部以外の要因ではなく，足関節外反筋へのFESと
理学療法によるものと考えられる．そのメカニズムとしては，
長短腓骨筋へのFESにより拮抗筋である前脛骨筋や後脛骨筋の
痙縮を抑制し，足関節外反位での長短腓骨筋の筋力増強が得ら
れた．それにより立脚後期での拇趾側への荷重が可能となり支
持基底面を確保することで歩行時の安定性が増したことに加え，
プッシュオフで外反筋の出力増大によって歩行速度が改善した
と考える．以上より，麻痺側立脚後期の内反に対する長短腓骨
筋へFESと理学療法は歩行改善に有効であり，外反機能の定量
的評価として重心動揺計を活用できることが示唆された．
【倫理的配慮】
発表にあたり患者には目的，方法，参加は自由意志で拒否によ
る不利益はないこと，及び，個人情報の保護について，文書と
口頭で説明を行い，書面にて同意を得た．
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脳血管障害性パーキンソニズム患者の歩行にお
いてトランクソリューションが及ぼす影響
○岡本 涼太郎 1)，合田 陸斗 1)，親川 なつみ 1)，
田口 潤智 2)，中谷 知生 1)

1) 宝塚リハビリテーション病院 療法部
2) 宝塚リハビリテーション病院 診療部

【はじめに】脳血管障害性パーキンソニズム(VP：Vascular 
Parkinsonism)は臨床上パーキンソン病(PD：Parkinson’s 
disease)と類似している点がいくつかあるが,PDと比較してVP
における治療報告は乏しい.今回,VPにより歩行の安定性が低下
した症例に対し,外骨格型の体幹装具(Trunk Solution：TS)を用
いたところ歩容が安定したため,縦断的に使用しその効果検証を
行ったため報告する.
【症例紹介・方法】対象は脳卒中患者1名(60歳代,男性,発症後
日数：76日,梗塞部位：左放線冠穿通枝)とした. 下肢Fugl 
Meyer Assessment(FMA)は27/34点， Trunk Control Test 
(TCT)は12/100点,Functional Ambulation Categoriesは3点とな
っていた．歩容は歩幅・歩行速度が著明に低下し小刻みや突進
様の歩容を認めていた.本研究はBABデザインとし,A期ではTSな
しでの歩行練習を行い,B期ではTSを併用した歩行練習を各10日
間実施した.測定は10m歩行での独歩の快適歩行とした.その際,
加速度センサ(株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団製
AYUMI EYE)を第3腰椎の高さに固定し,歩行速度,歩幅，左右の
動揺性(Root Mean Square：RMS)，時間的変動性を示す歩行周
期変動性(Stride-to-stride Time Variability：STV)を算出した.ま
た筋電図(Pacific Supply社製Gait judge system)を麻痺側腹直筋
と内側腓腹筋に貼付し,それぞれ麻痺側MStとTStでの平均振幅
を算出した.測定は4時点(ベースライン/B1期終了時/A期終了時
/B2終了時)とした.なお,RMSおよびSTVは数値が低いほど安定
性が高いことを示す.
【結果】下肢FMAは変化がなく,TCTは49点に向上した.B2期終
了時(発症後106日)の各測定結果(ベースライン/B1期終了時/A
期終了時/B2終了時)を以下に示す.歩行速度(m/s)は
0.21/0.44/0.45/0.54で歩幅(cm)は11.3/23.4/25.7/31.5で
RMS(1/m)は27.6/7.4/6.9/4.4となり,STV (%)は
14.30/3.62/4.31/4.18となった.筋電図は,腹直筋(μV)が
48.7/27.5/10.6/11.1で,麻痺側内側腓腹筋(μV)は
458.6/303.0/237.1/262.5となった.
【考察】本症例の歩行能力低下は体幹機能低下が原因であると
考え,TSによりそれらの機能改善を図った.それにより体幹動揺
が減少,単脚立脚時間が延長し歩行速度向上や歩幅拡大が可能と
なりRMSの改善に至ったと考える.さらに,TSを使用することで
筋の過活動を抑制し,歩行コストの改善が可能となった.結果と
してSTVが減少しパーキンソン症状が改善したと考えられ,TSは
VPの歩行パターンの改善に有効な手段であることが示唆され
た.
【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについて十分な説明
を行い,同意を得た.
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復職を見据え歩行動作の満足度向上を認めた一
症例 ～COPMを活用しクライエントの主観的評
価に着目して～
○熊谷 奨，金井 みなみ，山下 修平

医療法人　公仁会　明石仁十病院 リハビリテーション科

【目的】
脳卒中患者では運動麻痺や感覚障害，高次脳機能障害などの機
能障害により日常生活活動能力に制限がある場合が多い．しか
し，小川らは脳卒中患者におけるリハビリテーション治療満足
度は必ずしも高いものではなく，セラピストの客観的指標とと
もに患者立脚型アウトカムの 1 つである満足度の改善にも努め
る必要があると述べている．この度，カナダ作業遂行測定 (以
下COPM)を用いて，歩行動作の効率化をセラピスト側，クライ
エント側で評価することで目標，成果を共有し改善に至った症
例を報告する．
【症例紹介】
50歳代男性．2021年2月左被殻・尾状核出血発症．2021年6
月A病院を退院し当院訪問リハビリ開始．会社員として復職を
目標としている．職場までの移動手段は最寄り駅まで約400m
の歩行と電車である．Barthel Index (以下ＢＩ)：75/100 (減点
項目 整容，入浴，更衣，歩行，階段)．BRS上肢Ⅱ―手指Ⅱ－
下肢Ⅱ， GMT左上肢Ⅰ―下肢Ⅱ－体幹Ⅳ，200M歩行：22分
12秒，COPM (歩行動作)：重要度７点，満足度2点，遂行度２
点であった．
【経過】
Paul Leeらは足部内在筋の促通により下腿三頭筋や前脛骨筋の
筋張力が減少したことから足部外在筋の過活動とそれに伴う疲
労を軽減できるかもしれないとの報告があり，治療として麻痺
側足部内在筋，ヒラメ筋の賦活を行い，麻痺側足底から適切な
感覚情報が入力されるように準備した．足底の感覚情報をもと
に両大殿筋，多裂筋の賦活を行い，立ち上がり動作，歩行練習
などを実施した．介入中，動作を動画撮影し問題点，課題やご
本人の主観的な感覚を言葉化してもらい常に情報共有し続けた．
治療中，ご本人から「歩くのが楽になった」「支える感じがわ
かる」などの言葉がみられ，表情も笑顔が増え穏やかになった．
ＢＩ：85/100 (減点項目 整容，入浴，歩行，更衣)．BRS上肢
Ⅱ－手指Ⅱ－下肢Ⅱ，GMT左上肢Ⅰ－下肢Ⅱ－体幹Ⅳ，200M
歩行18分26秒，COPM (歩行動作)：重要度6点，満足度6点，
遂行度5点であった．
【考察】
藤田らはCOPMは患者および家族自身が自分自身でリハビリに
おいて評価すべき項目を決めるということであり，評価の数値
も患者自身が決定することになると述べている．本クライエン
トもCOPMを通して課題や目的をご自身で考えてもらうことで
何をするか明確となった．その為，能動的に治療に取り組まれ
たことで客観的数値の歩行速度や主観的数値の満足度向上が得
られたと考える．しかし，麻痺側の固有感覚が非麻痺側と比べ
３割程度しか改善していないと感じているため課題が残る結果
となった．正常歩行に近づけることよりもクライエントがその
ような歩行を行っている様々な背景にも目を向け，療法士が客
観的評価だけ改善と判断するのではなくクライエントの主観的
評価が向上し初めて改善と判断する必要があると考える．
【倫理的配慮】【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき本発表に関する内容を説明し同意を得
た．
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重度下肢麻痺を呈した脊髄梗塞例に対して歩行
獲得を目指し多角的介入を行った一症例
○高田 久留見，田邉 憲二，高松 賢司

社会医療法人大道会　森之宮病院 リハビリテーション部 理
学療法科

【目的】今回、重度下肢麻痺を呈した脊髄梗塞 (SCI)症例を担
当する機会を得た。SCIの予後不良因子は横断性病変、脱力に
よる発症、女性 (相羽宏、2011)、改良Frankel分類C1は歩行獲
得が困難 (武川ら、2010)と報告があり、本症例の歩行獲得は
困難と予測された。しかし、姿勢制御課題、部分免荷トレッド
ミル歩行練習 (BWSTT)、長下肢装具 (LLB)歩行練習を含む多角
的介入を継続し、歩行器歩行獲得に至った。本症例の経過をま
とめ、SCI症例に対する多角的介入の効果を検討することを目
的とする。

【症例紹介】70歳代女性、既往にstageⅡの関節リウマチ (RA)
があった。脱力にて発症、その後約1.5ヶ月で当院入院。SCIの
損傷レベルはTh12/L1 (横断性病変)、程度は改良Frankel分類
C1であった。

【経過】評価結果を入院時/1ヶ月/2ヶ月/3ヶ月で示す。ASIA
運動L2は右2/2/2/2、左3/4/4/4、L3は右1/2/2/2、左
3/4/5/5。ASIA感覚は、温痛覚の脱失領域がTh12/L1/L1/L1。
位置覚は入院時より正常。MMTは体幹屈曲・回旋2/3/4/4、体
幹伸展2/3/3/3、Berg Balance Scale (BBS)は1/19/34/37点。
Trunk Impairment Scale (TIS)は1/6/16/17点。FIMは移乗
2/6/6/6点、歩行1/1/1/6点であった。入院時評価では歩行獲
得が困難と考え、RA増悪に配慮し、車椅子生活を見据えた姿
勢制御課題を実施した。1ヶ月目で、BBS、TIS、MMTは変化を
認めた。本人の「歩いて家に帰りたい」という強い希望により
目標を歩行獲得へと上方修正し、BWSTTとLLB歩行練習を実施
した。2ヶ月目で移乗自立、歩行器歩行見守りとなり、取り扱
い易いウェッジロックを用いたLLBを作製した。その後、3ヶ
月目でLLBを使用した室内歩行器歩行が自立した。退院から3
ヶ月後、歩行は継続して自立し、RAの増悪は無いと報告があ
った。

【考察】今回、歩行獲得が困難と予測されたSCI症例に対して、
姿勢制御課題、BWSTT、装具療法などの多角的介入を実施し
たことで歩行獲得に至った。姿勢制御課題の効果に関する報告
は、脊髄梗塞に限ると見当たらないが、姿勢制御に重要である
体幹筋群は損傷を受けていない可能性が高い為、姿勢制御課題
によって体幹筋群の機能改善が得られたと考えた。また、
BWSTTはCPGを賦活し、歩行に類似した筋活動を繰り返し発揮
することができ (松元、2019)、脊髄疾患を対象としたBWSTT
の効果は、BBS、ASIA下肢運動、運動 FIMなどで改善を認めた 
(Ditunnoら、2007)ことが報告されている。本症例においても、
介入後「歩く感じがイメージしやすい」と発言があり、即時効
果としても大腿四頭筋の収縮が得られやすく、歩行獲得の契機
となった可能性がある。限界として、どの介入が歩行獲得に最
も効果があったのかは不明である。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には口頭にて
説明し書面にて同意を得た。また、本発表は当法人倫理委員会
にて承認を得た (承認番号：476)。
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脊柱椎体骨折患者に対するリハビリテーション
介入と自主トレーニング併用効果を経験した症
例
○松﨑 高至，太佐 唯

貴志川リハビリテーション病院 リハビリテーション部

【目的】
リハビリテーション介入時 (以下,リハ介入時)以外においても、
患者自身による自主トレーニング (以下,自主トレ)は重要である。
 (中山ら,2019)しかし、患者自身が自主トレを継続することは
容易ではない。今回は通常のリハ介入に加え、自主トレ実施表
を活用した定期的なフィードバックを行うことで、COVID-19
感染による隔離期間がありながらも自主トレを継続し、ADL動
作が向上した症例を経験したため報告する。
【症例紹介】
症例は転落により第7胸椎椎体骨折を呈し、胸椎後方除圧固定
術を施行した70歳代女性である。当院入院時のMMT (右/左)は
股関節屈曲4/2外転4/2、伸展3/2、膝関節屈曲4/4、伸展4/2、
足関節背屈4/4であった。ASIA Impairment Scale (以下,AIS)：C
であり、ADL動作は起居自立、移乗2人全介助、移動は車椅子
であった。Functional Independence Measure (以下,FIM)運動
項目は33点であった。
【経過】
四肢体幹筋力トレーニング、動作訓練を中心としたリハ介入を
毎日2～3時間程度実施した。入院6週後より自主トレとして座
位での膝関節伸展運動、起立訓練、セラバンドを用いた股関節
外転筋力トレーニングを提案し、同時期には歩行器歩行が自立
となったため、1周約70ｍの病棟内歩行を提案した。自主トレ
内容を記した説明用紙を作成し各運動10回ずつを１セットとし、
チェック用紙に回数と周回数を記入してもらった。チェック用
紙は週1回のペースで確認し、自主トレ方法の確認や実施状況
に応じて前向きなコメントを記入しながら継続的な関わりを行
った。リハ介入と自主トレを継続していたが、入院13週目に
COVID-19に感染し他院へ転院し、6日後に当院へ再入院した。
自主トレ開始時から転院までの自主トレ実施平均回数は2.4セ
ット/日であり、病棟内歩行は平均3.5周/日であった。再入院
から退院までの自主トレ回数は平均3.4セット/日であり、病棟
内歩行は平均6.１周/日であった。入院18週後の退院時評価で
は、MMTが股関節屈曲4/4外転4/4、伸展3/3、膝関節屈曲4/4、
伸展5/5、足関節背屈5/5でありAIS：Dであった。FIM運動項
目は88点に改善し、T-cane歩行自立となり自宅退院となった。
退院後の訪問リハビリテーションでは自宅でも自主トレを継続
し、ADLも自立できていると報告があった。
【考察】
本症例はCOVID-19による隔離期間がありながらも、身体機能
やADLが向上し、自宅退院となった症例である。改善した要因
は、通常のリハ介入に加え、自主トレを約3ヶ月間継続できた
要素も大きいと考える。入院中の運動習慣の獲得には、運動内
容の指導だけでなく、実施内容や回数を確認しながら定期的な
フィードバックを行い、継続的な関わりを持つことが重要と考
える。
【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に基づき、発表趣旨を
説明し本人に同意を得た。

 O-044  オンデマンド

京都府内の回復期病院におけるウェルウォーク
を実施した症例の調査  -急性期病院における歩
行状況に着目して-
○西田 朋子 1)，榎本 卓真 1)，石田 俊介 2)，
川上 健司 3)，木下 大希 3)，中川 恵介 4)，池田 巧 1)

1) 京都第一赤十字病院 リハビリテーション科
2) 洛西シミズ病院 リハビリテーション科
3) 京都リハビリテーション病院 リハビリテーション科
4) がくさい病院 リハビリテーション科

【はじめに】
ウェルウォークは、急性期病院では当院を含め全国で9施設が
導入されている。ウェルウォークでは重度運動麻痺症例に対し
て、免荷機能やアシスト機能を使用することで発症早期から歩
行練習が可能である。回復期病院ではウェルウォークの導入が
進んでいるが、転院前の急性期病院における歩行状況について
着目した報告は少ない。そこで本研究の目的は、回復期病院で
ウェルウォークを実施した症例の急性期病院における歩行状況
を発表することである。

【方法】
京都府内でウェルウォークを導入している回復期病院3施設の
各ウェルウォークリーダーに対して、2022年5月初旬から6月
下旬にかけてアンケートを行った。各施設に対して、回復期病
院でウェルウォークを実施した症例について、急性期病院でウ
ェルウォークと長下肢装具を用いて歩行練習を実施した症例数
(以下ウェルウォーク先行群)、長下肢装具のみを用いて歩行練
習を実施した症例数(以下単独実施群)、どちらも実施していな
い、または不明な症例数(以下非実施群)を調査した。各施設は
それぞれA・B・C病院とした。

【結果】
A病院ではウェルウォーク先行群が2例、単独実施群が4例、非
実施群が67例であった。B病院ではウェルウォーク先行群が8
例、単独実施群が57例、非実施群が51例であった。C病院では
ウェルウォーク先行群が0例、単独実施群が43例、非実施群が
132件であった。また、A病院とB病院のウェルウォーク先行群
の10例は、当院でウェルウォークを実施し、回復期病院への連
携を図ることができた症例であった。

【結論】
脳卒中ガイドラインの急性期リハビリテーションでは、十分な
リスク管理のもとに、早期座位・立位、装具を用いた早期歩行
訓練、摂食・嚥下訓練、セルフケア訓練などを含んだ積極的な
リハビリテーションを、発症後できるだけ早期から行うことが
勧められる、と記載されている。しかし、今回のアンケート結
果より、回復期病院でウェルウォークを実施する重度運動麻痺
症例は、急性期病院では装具を用いた歩行練習が実施されてい
ない症例が多数存在することが判明した。その要因として、施
設の備品などの環境問題や、セラピストのリハビリテーション
を進めるにあたっての考え方の違いなど、様々な要因が考えら
れる。
また、当院でウェルウォークを実施した症例は、全例回復期病
院でも実施できている。ウェルウォークは免荷機能やアシスト
機能を使用することによって、発症早期の歩行練習が可能であ
る。急性期病院である当院の早期歩行練習の取り組みが、回復
期病院での歩行獲得に重要な因子となる可能性があると考える
ため、今後も更なる連携を継続していく必要がある。
【倫理的配慮】アンケート調査発表を行うにあたり各施設には
目的と方法を十分に説明し、発表に対する同意を得た。
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重度片麻痺患者に対し、歩行ロボットを中心と
した介入にてADLの介助量軽減と歩行獲得に至
った一症例
○松江 佑樹，桑原 朋之，吉川 創

社会医療法人 若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院
 リハビリテーション部

【はじめに】
能動型屈伸・屈伸回転運動装置(歩行支援ロボット
Welwalk-2000(WW)は、症例に合わせた難易度調整や歩行状
態のフィードバック機能による運動学習理論に基づいた機器で
あり、発症早期からWWを用いた積極的な歩行練習を行う事で
歩行自立度の改善効率向上を認めることが明らかになっている。
今回、広範囲の左被殻出血を発症し、開頭血腫除去術・外減圧
術を施行した症例を担当した。脳の損傷領域も大きく、著明な
回復は困難であると考えられたが、WWによる視覚フィードバ
ックと人的介助による体性感覚の賦活を併用して歩行練習等を
行った結果、ADLの介助量軽減と歩行獲得に至ったため報告す
る。
【症例紹介】
症例は50代女性、病前ADLは自立、既往歴はなし。当院入院当
初(第84病日目)、右Brunnstrom Stage：Ⅱ-Ⅰ-Ⅱ、表在・深部
感覚重度鈍麻。高次脳機能障害は重度の運動性失語と注意障害
を認めた。基本動作は起居・移乗重介助、ADLは全動作におい
て重介助、歩行は右LLB装着下での重介助を要した。
【経過】
第95病日目からWWを用いて、前額面・矢状面・足底接地位置
等を前方モニターにて表示し、視覚フィードバックによる歩行
練習を実施した。WWは週に4～5回、1回に15～20分程度実
施し、身体能力の向上に合わせて膝伸展アシスト等の調整を行
った。 第202病日までWWを使用し、以降は体性感覚の賦活目
的で人的介助下での歩行練習等を併用し介入を行った。
第257病日目、右Brunnstrom Stage：Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ、表在感覚中等
度鈍麻、深部感覚重度鈍麻。高次脳機能障害は若干の運動性失
語の改善を認めた。基本動作は起居・移乗見守り、ADLはトイ
レ内動作が見守りで可能となった。歩行はT字杖と右短下肢装
具(SHB)装着下で、平地歩行短距離見守り、家族介助では軽介
助で可能となり、介助量軽減を図ることができた。
【考察】
左被殻出血を呈した重度片麻痺症例に対し、WWによる視覚フ
ィードバックを用いての歩行練習を中心に実施した。運動前野
は頭頂連合野、小脳との機能連結により、外部情報による視覚
誘導性運動を担っているとされている。また、運動学習におい
て運動前野は感覚情報に基づいた運動学習の中枢であり、なか
でも視覚への依存度が高い運動学習過程の初期に特に働くと言
われている。本症例に対し、体性感覚からではなく、視覚情報
による随意運動制御練習を行ったことで、小脳-頭頂連合野-運
動前野による視覚誘導性運動がより賦活され、運動学習に繋が
った可能性が示唆された。また、WWでの視覚フィードバック
による運動学習を一定期間行った後に、視覚フィードバックな
しでの人的介助下で歩行練習を行う事で、体性感覚に注意を向
けた歩行練習を行う事ができ、視覚情報と体性感覚情報の感覚
統合が行われやすくなり、更なる運動学習が促されたことで
ADLの介助量軽減と歩行獲得に至ったと考える。
【倫理的配慮】本症例にはヘルシンキ宣言に基づき、症例報告
の目的と意義を説明し、同意を得た。
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更生用装具の作成に向けて多面的評価における
装具比較をした回復期脳卒中後症例
○小田垣 夕紀 1)，岡本 涼太郎 1)，中谷 知生 1)，
田口 潤智 2)

1) 宝塚リハビリテーション病院 療法部
2) 宝塚リハビリテーション病院 診療部

【はじめに】
回復期病院から在宅復帰した脳卒中患者が歩行能力を維持する
ためには，下肢装具や歩行補助具の適切な選択が影響し，その
選定には，装着感などの患者の主観的な側面と歩行能力の客観
的側面の双方が重要である．特に，立脚期における安定性の獲
得が下肢装具の目的の1つであるため，立脚期の安定性の違い
に着目することが重要であると考えられる．今回，回復期脳卒
中後症例において，多面的な評価により更生用装具の選定およ
び作成を行った結果，病棟内移動が歩行自立に至ったため報告
する．
【方法】
左放線冠穿通枝の梗塞を認めた60歳代の女性である．第124病
日の身体機能はBrunnstrom Recovery Stage：Ⅳ， Fugl Meyer 
Assessment下肢項目：24/34点，Trunk Impairment Scale：
19/24点であり病棟内の移動は車椅子自走にて自立していた．
第21病日では，杖とゲイトソリューションデザイン (GSD)を用
いた歩行練習を中心に行っていた．歩行時の特徴として，麻痺
側立脚期前 半において膝関節過伸展とそれに伴う疼痛を認め
ていたが，第124病日では双方とも軽減していた．その後，自
宅退院後における歩容の悪化や歩行パフォーマンスの低下を予
防するために，退院後の使用も見据えた更生用装具の作成に向
けて各装具を比較した．歩行条件はCEPA，オルトップ®AFO，
オルトップ®AFO LH(LH)，GSDの4条件とした．測定項目は杖
を使用した快適歩行時の10m歩行所要時間，麻痺側立脚期前半
における麻痺側内側広筋 (VM)の筋活動の平均振幅とした．加
えて，麻痺側立脚期の安定性を評価するために，麻痺側VMと
大腿二頭筋 (BF)の同時収縮指数(CI)およびコヒーレンスのβ帯
域(15-30Hz)の値を算出した．なお，β帯域は皮質脊髄路興奮
性の指標であり，値が大きい程VM－BFの両筋 へ出力する興奮
性が高いことを示す．
【結果】
各装具の測定結果(CEPA/オルトップAFO/LH /GSD) を以下に示
す．10m歩行時間(秒)は17．4/16．1/16．8/17．1であった．
VMの筋活動(μV)は183．0/100．6/234．3/122．1となった．
VM－BFのCIおよびコヒーレンス はLHで他3装具と比較し低値
を示した．また装具の着脱感を比較した際，LHは円滑に着脱
可能であった．以上より，LHを選択し病棟内の移動が杖歩行
自立となった．
【結論】
結果，LHにおいてVMの筋活動の増大およびVM－BFのCI とコ
ヒーレンスの低下を認めた．CIおよび拮抗筋間のコヒーレンス
は歩行の不安定性に関連するとされるため， LHが麻痺側立脚
期における安定性の獲得に適切であると考えた．またLHは他
の装具よりも容易に装着が可能であった．以上より，更生用装
具の作成において主観的評価に加えて客観的な評価を用いたこ
とが杖歩行自立に繫がったと考える．
【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについて十分な説明
を行い、同意を得た。
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体幹装具付き両長下肢装具を使用した頭部外傷
による四肢麻痺を呈した一症例
○大石 佳穏，宇渡 竜太郎

西宮協立リハビリテーション病院 リハビリテーション部

【目的】今回、意識障害、重度運動麻痺、痙縮にともなう関節
可動域制限が著明な頭部外傷後の一症例を担当した。頭頸部・
体幹保持も困難のため体幹装具付き両長下肢装具を使用し2人
介助にて立位・歩行練習を実施する中で意識障害、痙縮にとも
なう可動域制限の改善が得られたので報告する。＜ｂｒ＞
【症例紹介】症例は40歳代男性。頭部外傷・びまん性軸索損傷
・外傷性くも膜下出血・脳挫傷にてA病院入院。気管切開術後、
全身状態安定にともない病日X+36日目B病院へ転院。B病院入
院中にCOVID-19罹患、左大腿・下腿深部静脈血栓症を併発し
リハビリテーションは制限あり。病日X+72日目、リハビリテ
ーション目的でC病院入院となる。＜ｂｒ＞
【経過】初期評価(病日X+72日目)は、Japan Coma Scale(以下、
JCS)Ⅲ-200、常時閉眼していた。Stroke Impairment 
Assessment Set Motor (以下SIAS-M)右2-2、0-0-0/左0-0、
0-0-0。Modified Ashworth Scale (以下、MAS)左肘関節屈筋群3、
両足関節底屈筋群３。Range of Motion  (以下、ROM)肘関節伸
展0°/-40°、股関節屈曲60°/75°、膝関節屈曲55°/90°、
足関節背屈 (膝屈曲位)-30°/-10° (膝伸展位)-35°/-20°、
Functional Independence Measure (以下、FIM)運動13/91点、
認知5/35点。車椅子座位での離床は困難であり食事も経管栄
養であった。離床は頭頸部・体幹保持不可、両股・膝関節屈曲、
足関節背屈ROM制限にて足底接地困難のため離床は療法士2人
介助を要した。病日80日目、立位・歩行といった抗重力下の中
で覚醒に対する刺激を提供するとともに、荷重下で両足関節底
屈筋群痙縮抑制し両足関節背屈ROM改善を目的に体幹装具付
両長下肢装具作製を検討した。足継ぎ手は両足関節底屈筋群痙
縮もあり調節可能なタウメル継ぎ手を検討した。病日92日目、
体幹装具付き両長下肢装具作製 (股・膝関節：リングロック継
ぎ手、足関節：タウメル継ぎ手)立位・歩行中は開眼し練習後
は両足関節底屈筋群の痙縮は緩和を認め経過とともにROM制
限の改善よりタウメル継ぎ手にて角度調節を行っていった。最
終評価 (病日X+134日)、JCSⅠ-３で単語レベルでの簡単な会話
は可能。SIAS-Mは右3-3、0-0-0/左0-１B 、0-0-0。MAS 左肘
関節屈筋群3、両足関節底屈筋群２。ROM肘関節伸展0°/-70°、
股関節屈曲80°/90°、膝関節屈曲125°/130°、足関節背屈 (
膝屈曲位)-10°/-5～0° (膝伸展位)-20°/-10°。FIM運動13/91
点、認知７/35点。ティルト・リクライニング型車椅子での離
床が可能となりリハビリ以外の時間も離床、食事も介助下では
あるが3食経口摂取が可能となった。＜ｂｒ＞
【考察】今回、意識障害と痙縮にともなう関節拘縮を呈した症
例に対して体幹装具付き両長下肢装具を使用した理学療法を実
施した。痙縮にともなった両足関節背屈ROM制限に対し立位
・歩行といった荷重下での練習は有効であり意識障害に対して
も一定の刺激入力が行われたことで改善が得られたのではない
かと考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り、家族のみで説
明し同意を得た。
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認知症を呈する脳卒中後Pusher症候群に対し長
下肢装具での重心移動練習 により座位と移乗能
力が向上した症例
○德田 篤人 １)，渡邉 梨佳 １)，平野 佑典 １)，
新明 俊英 １)，瀧口 述弘 １.２)

1) 医療法人社団医聖会　学研都市病院 リハビリテーション
科
2) 畿央大学　 健康科学部　理学療法学科

【はじめに】
Pusher症候群 (Pusher Syndrome．以下PS)は座位保持、移乗動
作などの日常生活動作に影響を及ぼす。PSに対しては、視覚モ
ダリティでの理学療法介入が一般的に実施されている。しかし、
認知症を有し指示理解が困難な症例は実施しにくい。そのよう
な症例に対しては、主観的身体垂直に関与している下部体幹に
存在する体性感覚受容器に介入する治療が提言されている。そ
こで、長下肢装具を装着し、立位で上部体幹を徒手的に固定し
た状況で下部体幹を制御させる反復重心移動練習により体幹の
垂直認知を図れないかと考えた。今回、後頭葉皮質下出血によ
り、PSを呈し、Alzheimer型認知症により指示理解が困難な症
例に対し長下肢装具での反復重心移動訓練にて体幹の垂直認知
の改善を促した。結果、座位と移乗能力が向上したため、その
経過と考察を報告する。
【症例紹介】
症例は70代女性で、Alzheimer認知症を合併しており、右頭頂
後頭葉皮質下出血を発症し保存療法で加療した。発症後52病日
のfugl Meyer assessmentは上肢/下肢：10/9、Brunnstrom 
recovery stage test (上肢/手指/下肢)は左I / I /I であり、重度の
運動麻痺である。Catherine Bergego Scaleは24点、Scale for 
Contraversive Pushing (以下SCP)は4.5点、Hoffer座位能力分類
 (JSSC版)は座位能力3であり、半側空間無視、PSが生じ、座位
保持能力が低下していた。端座位姿勢は体幹が麻痺側に傾斜し
座位保持に介助を要した。Functional Independence Measure (
以下FIM) 運動/認知：13/7、長谷川式簡易知能評価スケールは
4点であり、認知機能障害を認め、視覚的フィードバックを口
頭指示で与えても姿勢修正は困難であった。移乗動作は非麻痺
側を使用しても移乗できず、重度介助であった。
【経過】
発症後57病日から長下肢装具を装着し、上部体幹を固定した状
態で下部体幹を制御し非麻痺側への反復重心移動練習を継続し
て実施した。59病日で短時間であればon handでの端坐位保持
が可能となった。82病日には2分程度のon handでの端座位保
持が監視下にて可能になりHoffer座位能力分類 (JSSC版)は座位
能力2、SCPは2.25点と改善がみられた。移乗動作では端座位
の状態で殿部を車椅子方向へずらし、側方移乗で軽介助レベル
となりFIMの移乗項目は1点から4点と向上した。
【考察】
PSを呈し認知機能低下により視覚モダリティでの理学療法が困
難な症例において長下肢装具を用いて非麻痺側への反復重心移
動練習を実施することで、座位と移乗能力を改善する可能性が
示唆された。しかし、病日が経過したことによる自然治癒の影
響は否めないため、コントロール条件の比較検討が必要と考え
られた。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、対象者に文
書を用いて十分な説明を行い、書面にて同意を得て実施した。
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脳卒中後肩痛患者に対する下肢ペダリング運動
による運動誘発性鎮痛の試み
○桂 祐一 1,2)，大賀 智史 3)，下 和弘 3)，松原 貴子 2,3)

1) 岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセン
ター
2) 神戸学院大学大学院 総合リハビリテーション学研究科
3) 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部

【はじめに】
脳卒中後に生じる麻痺側上肢の疼痛は脳卒中患者の約50％に認
められ，日常生活活動を著しく制限し，生活の質を低下させる．
しかし，これまで脳卒中後疼痛に対する効果的な予防・治療介
入は確立されておらず，治療に難渋することが多い．近年，疼
痛の第一選択治療として運動が注目されており，運動によって
主観的な疼痛症状のみならず，疼痛感作のような疼痛調節機能
変調も改善することが明らかとなっている．また，この運動誘
発性鎮痛 (Exercise-induced hypoalgesia；EIH)は，運動部のみ
ならず非運動部を含めた全身性に鎮痛効果をもたらすことから，
疼痛や運動麻痺によって患部の運動が実施困難な脳卒中患者に
対しても有効な治療介入となりうることが推察されるものの，
疼痛を有する脳卒中患者を対象にEIH効果を検討した報告はな
い．そこで今回は，脳卒中後肩痛患者を対象に無痛部である下
肢ペダリング運動によるEIH効果について検討した．
【方法】
対象は，回復期リハビリテーション病棟に入院中の
mini-mental-state examination 24点以上の脳卒中後肩痛患者2
名であった．症例1は60歳代女性，放線冠梗塞，Fugl-Meyer 
assessment of upper extremity (FMA-UE)38点，Fugl-Meyer 
assessment of lower extremity (FMA-LE)28点，stroke 
impairment assessment set (SIAS)触覚・位置覚3点であり，症
例2は60歳代女性，被殻出血，FMA-UE 26点，FMA-LE 23点，
SIAS触覚・位置覚3点であった．運動介入は，低強度 (30% 
heart rate reserve)の下肢ペダリング運動を15分間実施した．
EIH効果の指標として，運動前後にデジタルフォースゲージに
て両側上腕 (三角筋)・大腿 (大腿直筋)の圧痛閾値 (pressure 
pain threshold；PPT，単位：N)を測定した．また，主観的疼
痛強度 (numerical rating scale；NRS)を聴取した．
【結果】
2症例で麻痺側上腕 (症例1：34→39，症例2：32→37)，麻痺
側大腿 (40→48，38→44)，非麻痺側上腕 (42→45，38→42)，
非麻痺側大腿 (43→50，41→46)でPPT上昇を認めた一方，
NRSは２症例とも変化しなかった (症例1：3→3，症例2：4→
4)．
【結論】
今回，脳卒中後肩痛患者において，無痛部である下肢の単回運
動により全身性の痛覚過敏が減弱するEIH効果を認めた一方，
主観的な疼痛強度に改善はみられなかった．有痛疾患を対象と
した先行研究によると，主観的な疼痛強度の改善は運動1～2か
月後に認められるとされており，今回の検討は単回運動のため
変化が得られなかったと考えられる．よって，脳卒中後肩痛患
者に対する無痛部下肢の運動は有効な疼痛治療になりうるが，
主観的疼痛強度の改善には運動の継続等，より効果的なEIHの
至適運動条件を検討する必要がある．
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従って，対象者に研究の趣旨
の説明を行い，同意を得た．
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右視床出血後に重度の感覚障害を伴う左片麻痺
を呈した一例～感覚フィードバック, 足部柔軟性
に着目して～
○西田 知哉

八尾徳洲会総合病院 リハビリテーション科

【目的】
視床は各脳領域と密接な繊維連絡を持ち, その損傷により多彩
な神経症状を呈する。特に感覚障害を伴う視床出血は運動予後
が悪いとの報告があるが, 感覚障害に対しての明確な介入方法
は
理学療法ガイドライン(第2版)でも示されていない。
今回右視床出血後, 重度の感覚障害を伴う片麻痺により歩行障
害を呈した症例を担当した。本症例に対し, 感覚フィードバッ
ク及び足部柔軟性に着目した運動療法を実施したところ, 良好
な結果が得られたため若干の考察を含め報告する。
【症例紹介】
本症例は, 右視床出血(CT分類; Ⅱa)により歩行障害を呈した50
歳代の女性である。第3病日に初期評価を行った。Stroke 
Impairment Assessment Set(以下，SIAS)は60点。SIAS-下肢
Motor(以下, SIAS-ｍ)は4-4-4, SIAS-感覚(以下, SIAS-s)は1-1-1-1
であった。関節可動域制限はなかったが, 足部柔軟性〔(足長－
足趾自動屈曲時の足長)/足長〕が右：0.08, 左：0.07であった。
歩容は左Initial Contact(以下, IC)で左股関節外転位であり, 両側
ICで足底全面接地であった。また, 体幹の側方動揺を認めたが, 
臨床的体幹機能検査(FACT)は19点で, 体幹機能に低下は見られ
なかった。以上のことから, 深部感覚障害, 足趾機能の低下が歩
行の安定性の低下に影響していると仮定した。そこで前述の問
題点に対して, 感覚入力を増加させる目的で後進歩行, 足趾機能
向上の目的で立位でのtoe curlを実施した。後進歩行は平行棒
内で行い, 前足部より接地するように指示した。toe curlは静止
立位でタオルを足趾で手繰り寄せるようにして行った。介入は
週に5回の頻度で、約2週間実施した。歩行パラメータの評価を
, 初回介入時と最終介入時の歩幅・歩隔・歩行速度をwalk way(
アニマ社製)で測定した。なお, 第8病日に入院時に見られなか
った新規の脳梗塞が左小脳腹側, 右基底核に指摘されたが, 著明
な神経学的変化はなかった。
【経過】
各データを初回介入時(病日3日)→最終介入時(病日18日)の順に
記載する。SIAS(点): 60→62, SIAS-m:4-4-4→4-4-4,SIAS-s: 
1-1-1-1→1-2-1-2, 足部柔軟性: 右0.08, 左0.07→右0.18, 左0.16
の改善を認めた。歩行パラメータの変化は歩幅(cm): 23.93→
42.00, 歩隔(cm): 13.19→1.83, 歩行速度(cm/sec): 26.39→
53.23であった。歩容もICで股関節外転位での足底全面接地や
体幹の動揺が改善された。
【考察】
感覚障害, 足部柔軟性に着目した運動療法を実施する前後で, 歩
幅, 歩隔, 歩行速度の改善を認めた。後進歩行を行うことでの下
肢の筋活動の賦活や, toe curlを立位で行うことでの足底の筋活
動の賦活により, 感覚フィードバックが増加したと考える。加
えて, toe curlにより足部柔軟性が増加し, バランス能力が向上
し, より歩行障害の改善に繋がったと考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき同意を得た。
また本症例報告は当院の倫理審査委員会の承認を得た。承認番
号: 2022-063
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「動ける間に帰りたい」～症例の意思を尊重し
短期間の退院を実現した筋萎縮性側索硬化症患
者の1症例～
○片岡 渉 1)，中村 道三 ２)，岩下 舞雪 3)，
武山 鮎美 ４)

1) 医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院 リハ技術部理学療法科
2) 医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院 診療部神経内科
3) 医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院 リハ技術部作業療法科
4) 医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院 リハ技術部言語療法科

【目的】今回、60代女性の筋萎縮性側索硬化症 (以下：ALS)患
者を担当した。自宅退院には時間を要する状況であったが、症
例の意思と症状の進行を考慮し一時的にでも退院ができるよう
に介入した。この経験と生じた課題について報告・考察する。
【症例紹介】50代女性。X-2年に構音障害で発症。X-0.5年か
ら筋力低下が急速に進行し、X年に前院にてALSと診断された。
強い嚥下障害と唾液貯留に伴う呼吸苦があったため、喉頭摘出
術と胃瘻造設術を受けた後に当院に転院された。上肢・頸部の
筋力はMMT１～2であり筆談は可能、下肢筋力はMMT４であ
った。起居は最大介助、起立～歩行は軽介助が必要であった。
独居であり配偶者はいないため、キーパーソンは妹であった。
本症例は診断を受けてから一度も自宅に帰れていないこともあ
り、「動ける間に自宅に帰り、自分で身辺整理等をしたい」と
いう希望があった。また、人工呼吸器の使用は希望されなかっ
た。
【経過】自宅退院するには妹や兄の協力に加え、重度訪問介護
を利用し訪問系サービスを充分に入れる必要があった。しかし、
前院での身体障害者手帳の申請手続きに時間を要し、実行でき
るのはかなり先になる見込みであった。その間にも症状は週単
位で悪化していた。数週間の経過で自力での動作が困難になる
ことや呼吸苦が増強するとなれば、本症例の希望を叶えること
が難しくなるため、早急に自宅で過ごす時間を作る必要があっ
た。そこで、3日間だけに期間を限定し、この期間に訪問系サ
ービスをできる限り集中させ、妹・兄に協力を依頼することで
自宅退院できるように計画した。理学療法としては、主に介助
指導と環境設定を中心に介入した。介助指導は主に妹に対し実
施し、退院前訪問にて環境調整を実施した。退院前カンファレ
ンスにて訪問看護・介護に情報を提供し、自宅退院に至った。
再入院後に自宅での生活について聴取したところ、介護が妹に
集中し介護負担が大きくなっていたことが発覚した。
【考察】本症例の退院調整にはかなり時間を要することが示唆
されたが、症例の意思や症状の進行を考慮すると早急に自宅退
院する必要があった。そこで短期間に限定した退院にすること
で本症例の希望を実現できた。今回の課題として、妹に介護負
担が集中したことが挙げられた。妹には詳細な介助方法を伝え
ることができたが、訪問看護やヘルパーには見学が1度と紙媒
体の資料を提供することしかできなかった。結果、自宅で本症
例は妹に依存的になり、介護が妹に集中し負担が大きくなった。
今回の経験から、訪問看護やヘルパーに対しての介助指導・情
報伝達が重要であることを再認識した。今後、類似した症例を
担当する際は、動画を使用する等の方法で詳細な介助方法が伝
わるように介入したい。
【倫理的配慮】本症例報告は当院の倫理委員会の承認を得て、
対象者及びその家族に対し、本症例報告の施行ならびに目的を
説明し同意を得た。
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失調症状を呈した両側橋梗塞症例の姿勢不安定
性に対する介入経験 -感覚系の重み付けに着目し
た病態解釈-
○赤口 諒，松田 総一郎，奥埜 博之

摂南総合病院 リハビリテーション科

【目的】姿勢制御は視覚、前庭感覚、体性感覚を参照するが、
状況に応じてこれらの重み付けを変えることで姿勢の安定を維
持している。本発表では、橋梗塞後に失調症状を認め姿勢不安
定性を呈した症例に対し、感覚系の重み付けに着目した立位姿
勢の計測をすることで病態解釈と介入を試み、良好な経過を得
たので報告する。

【症例紹介】症例は両内側橋梗塞を発症し56日経過した80歳
代男性である。運動失調 (SARA) は8.5点、姿勢バランス能力 
(BBS) は47点であった。初期には眼振と前庭動眼反射の異常を
認めたが現在は軽快している。立位姿勢は膝関節屈曲、体幹前
傾位であり、動的バランス時には膝関節屈曲と体幹前傾を増大
させ「どう立っているかわからない」と訴えた。立位姿勢の計
測は30秒間の静止立位を開眼 (EO) 、閉眼 (EC) 、ラバーマット
上で開眼 (EO foam) 、閉眼 (EC foam) の4条件で実施した。課
題中の足圧中心 (CoP) を床反力計 (BASYS，テック技販社製) に
より計測した。筋電計 (Muscle BIT，クレアクト社製) を用いて
両側のヒラメ筋 (Sol)、前脛骨筋 (TA) の活動を計測した。結果 
(EO/EC/EO foam/EC foam) は、CoPの95%楕円信頼面積 (面積) 
は (6.3/5.6/13.1/49.4)cm2、平均移動速度 (速度) は
(3.3/2.5/3.0/5.5)cm/sであり、筋活動は右Sol (23/28/25/45)µ
V、TA (19/8/43/29)µV、左Sol (11/14/8/14)µV、TA 
(6/7/17/15)µVであった。EOと視覚を制限するECに差はなく、
体性感覚を制限するEO foam、視覚と体性感覚を制限するEC 
foamの順で重心動揺と右下腿筋活動が増大したことから、姿
勢制御は体性感覚が優位であり、前庭機能が停滞している可能
性が考えられた。介入では足部の体性感覚を頼りに重心と頭部
の位置を把握する手続きが必要と考えた。

【経過】介入は閉眼立位で両下肢の足底に縦6cm、横50cm、
厚さ2mmの帯状のマットを踵から3,6,9,12,15cmの位置へラン
ダムに設置した。足底で知覚するマットの位置と重心や頭部の
位置関係を比較し、マット上へ重心を移動する練習を15分3日
間で実施した。その結果、BBSは51点、CoPの面積は 
(6.1/6.2/23.3/17.7)cm2、速度は(1.9/2.3/3.7/4.2)cm/sとなり、
EC foamで改善を認めた。筋活動は右Sol (23/28/19/30)µV、
TA (6/7/25/17)µV、左Sol (11/9/10/15)µV、TA (6/6/12/8)µ
Vとなり、EOの右TA、EO foamとEC foamの右SolとTAの筋活
動の低下を示した。

【考察】計測結果から、本症例の姿勢不安定性と筋の過活動は
前庭機能の低下との関連が推測された。前庭機能は体性感覚情
報との統合により、姿勢制御に重要な役割を果たす 
(Mitsutake, 2020)。介入の中で足部の体性感覚と重心に伴う頭
部の動きを関連付けたことで、体性感覚と前庭感覚が統合され、
姿勢不安定性と筋活動の改善が得られたと考える。詳細な姿勢
制御の計測によって、感覚系の重み付けについての病態把握を
行うことは、介入指針の立案に重要であると考える。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】本発表は本人に書
面で説明し、同意を得ている。
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下肢筋持久力の向上により杖歩行自立を獲得し
た脊髄梗塞一例
○小松 良 1)，山本 洋司 1,2)，渡辺 広希 1)，
惠飛須 俊彦 2,3)

1) 関西電力病院 リハビリテーション部
2) 関西電力医学研究所 リハビリテーション医学研究部
3) 関西電力病院 リハビリテーション科

【目的】
筋持久力は「ある運動負荷に抗して反復的な収縮を行う筋の能
力」と定義され、歩行や階段昇降など、より質の高い日常生活
を送る上で必要な要素である。脊髄損傷患者においては抗疲労
性であるI型線維のII型線維への転換が生じるとされており、脊
髄損傷患者の麻痺側筋持久力は低下する可能性が示唆される。
今回、脊髄梗塞を発症後、麻痺側筋持久力向上が歩行中に漸増
する膝折れの改善に寄与し、杖歩行自立を獲得した右下肢単麻
痺症例の理学療法介入を経験したため報告する。
【症例紹介】
70歳代男性。病前ADLは自立。既往・併存症は糖尿病、高血圧
症。MRIにて右下位胸髄～円錐レベルに高信号域を認め脊髄梗
塞と診断。初期評価ではASIA impairment scale(以下、AIS):C、
下肢筋群MMT(右/左):1/4+、Extension lag(右):50°、下肢表在
・深部感覚(右/左):重度鈍麻/正常、歩行は麻痺側に長下肢装具
を使用し中等度介助レベルであった。
【経過】
第3病日より、理学療法は下肢筋力トレーニング、起立練習、
歩行練習を中心に実施した。第98病日では、下肢筋群MMT(右
/左):2/4+、膝伸展筋力(右/左):12.9kgf/18.2kgf、Extension lag(
右):5°と改善を認めたが、短下肢装具を使用した杖歩行では約
40m地点から麻痺側膝折れの出現を認めた。膝伸展運動を反復
した際の開始時と終了時の筋力の比率で下肢筋持久力を評価し
たところ、右0.80、左0.99と麻痺側下肢筋持久力低下を認めた。
そこで筋持久力向上を目的に、膝折れが出現し始める距離を介
入毎に評価し、その距離を1セットに設定して可能な限り反復
する歩行練習を実施した。第152病日の評価では、AIS:C、下肢
筋群MMT(右/左):2/5、下肢筋持久力(右/左):0.89/1.07、膝伸
展筋力(右/左):12.0kgf/23.8kgf、歩行は杖と短下肢装具を使用
し2動作前型で膝折れなく400m歩行可能であり、屋内自立レ
ベルとなった。
【考察】
筋持久力改善を目的に歩行練習を実施した結果、筋持久力は向
上し、膝折れを生じず400m連続歩行可能となった。筋持久力
の規定因子には筋線維タイプやミトコンドリア数などがあり、
6-8週間の介入で改善することが報告されている。また、脊髄
損傷患者の麻痺側下肢筋群ではII型線維への転換が生じるとさ
れるが、トレッドミル歩行練習により同患者のI型およびIIa型
線維が増加したと報告されている。そのため、本症例において
も8週間の持久性トレーニングが筋持久力を改善し、長距離歩
行に必要となる持続的な筋力の発揮に繋がったと考えられた。
脊髄梗塞患者では歩行時の膝折れに筋持久力が影響している可
能性があり、理学療法評価ならびに筋持久力改善の重要性が示
唆された。
【倫理的配慮】本発表に際し、当院倫理審査委員会で承認(承
認番号22-061号)を得た。
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Pusher症候群による姿勢定位障害に対して，立
位での表在感覚入力により移乗動作の獲得を図
った一症例
○漆谷 和樹 1)，佐藤 祥太 1)，君浦 隆ノ介 1)，
丹羽 陽児 2)

1) 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院 リハビリ
テーション部
2) 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院 リハビリ
テーション科

【目的】
Pusher症候群(以下PS)が出現した患者は，リハビリによる運動
機能やADLに対する効果は半分程度であり，PSが長期化した場
合，リハビリの効果はより低かったと報告されている(Krewer，
2013)．今回，PSの影響により基本動作の介助量が増大してい
る症例を経験した．PSの改善を目的に，非麻痺側への表在感覚
入力により移乗動作の獲得を図った症例を報告する．
【経過】
回復期転棟時(X+ 3 9 日)評価，GCS E 4 V 1 M 5 ，BRS上肢Ⅰ
手指Ⅰ下肢Ⅰ，表在・深部感覚重度鈍麻，BIT行動性無視検査(
以下BIT) 通常検査項目 2 5 点，SCP 6 点．PSにより移乗動作は
重介助を呈しており，座位・立位保持が困難であった．PSの改
善を目的に非麻痺側に対する表在感覚入力より姿勢定位の改善
を図った．退院時(X+ 1 7 1 日)，GCS E 4 V 4 M 6 ，BRS上肢
Ⅱ手指Ⅰ下肢Ⅲ，表在・深部感覚重度鈍麻，BIT通常検査項目 
6 0 点，SCP 0 点，基本動作は起立・移乗動作が支持物を使用
して監視で可能になった．
【考察】
本症例は右被殻出血後症状により，運動麻痺，感覚障害，PS，
USNを呈していた．また，開眼と閉眼で麻痺側へ傾倒しても直
立であると述べることから，主観的身体垂直(以下SPV)と主観
的視覚垂直の変質も予測された．移乗動作はPSの影響で起立時
に麻痺側への傾倒を認め，支持物を押すことで介助量が増大し
ていた．Karnathら(2015)はpushingの責任病巣として視床後
外側部，Johannsenら(2006)は，島後部，中心後回の皮質下，
下頭頂小葉が関連領域と報告している．本症例もMRIにて視床
後外側部，島皮質後部，中心後回，下頭頂小葉の損傷を認めた．
感覚障害とUSNにより麻痺側の知覚が困難であり，空間におけ
る自己身体位置が偏移した結果，PSが生じたと考える．長下肢
装具を使用した立位練習で非麻痺側を壁に接触させ，表在感覚
を入力すると即時的に姿勢が是正されたため，同条件の介入を
継続した．鈴木ら(2014)はPusher現象に対する運動療法として，
中心軸を本来の位置に戻すことが基本であり，身体の末端の感
覚・認知を学習させる必要があると述べている．今回，垂直構
造物を利用して表在感覚を入力したことで，直立位・対称性が
確立された．また，麻痺側を知覚しやすい環境で介入したこと
でSPVが再構築され，PSの改善が認められたと考えた．PSに改
善を認めたため，本症例のPSは体性感覚障害によるSPV変質が
影響していた可能性が示唆された．
【倫理的配慮】発表にあたり患者の個人情報とプライバシーの
保護に配慮し，書面にて説明し同意を得た．当院の倫理審査委
員会の承認を得た．(倫‒リ‒119)
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歩行獲得に難渋した両側反張膝を呈した改良
Frankel分類C1胸髄損傷患者の一例 -改良Frankel
分類に着目して-
○山田 智徳，高橋 花奈，白井 志実，石川 浩子，
森 慎太朗，難波 聡，荒木 茂樹

畷生会脳神経外科病院 リハビリテーション科

【目的】
改良Frankel分類 (以下、改Ｆ分類)は,脊髄損傷患者の麻痺の重
症度分類として活用されている.改F分類Ｄ症例は約75％が屋内
歩行自立に至るが,C1症例は6.3％,C2症例は31.3％と屋内歩行
自立困難との報告がある.今回,既往歴より両側反張膝を呈し移
乗,歩行全介助であった改Ｆ分類C1の胸髄損傷症例を担当した.
経過に伴い両肩,手部に関節炎を呈し歩行獲得に難渋したが,脊
髄損傷の特異的なActivities of Daily Living (以下,ADL)評価であ
るSpinal Cord Independence Measure (以下,SCIM)を使用した
目標設定と脊髄損傷ガイドラインに沿ったアプローチを行った.
その結果,改Ｆ分類の予後予測に順じ屋内歩行器歩行,伝い歩き
見守り獲得となったため報告する.
【症例紹介】
症例は第11,12胸髄損傷と診断された80歳代前半の女性.既往歴
に両側Total Knee Arthroplasty:TKAを施行.入院14病日に第
11,12椎弓切除術施行.初期評価にて改Ｆ分類C1,American 
Spinal Injury Association (以下ASIA)機能障害尺度はC,Walking 
Index for Spinal Cord Injury (以下,WISCI)は0/20点,Functional 
Independence Measure (以下,FIM)運動項目18/91点,認知機能
34/35点であった.SCIMは34/100点であり,移乗や歩行困難との
発言を認めた.両膝関節伸展可動域は10°で反張膝を呈してい
た.アプローチは,備品の長下肢装具 (Knee Ankle Orthosis:以下
,KAFO)や反張膝の制動に有効なCenter Bridge ブレース (以下
,CBブレース)を使用し両KAFO+平地歩行 (伝い歩き/歩行器/独
歩後方介助)や両CBブレース+平地歩行 (伝い歩き/歩行器/独歩
後方介助)を実施した.
【経過】
入院60病日にて車いす駆動自立,移乗軽介助でのADLを向上し
たと同時に両肩,手部にVisual Analogue Scale:VAS50～70/100
点の疼痛が出現し離床や歩行拒否を認めた.SCIMにて目標を明
確にしたこと,独歩後方介助歩行にて上肢を使用しない介入を増
やしたのちは疼痛が併存しながらも運動療法可能となった.退院
時は改Ｆ分類Ｄ1, ASIA機能障害尺度はＤ, WISCIは9/20点, FIM
運動項目65/91点, SCIMは66/100点であり,移乗や屋内歩行が
可能との発言を認めた.装具選定は,右CBブレースを導入し歩行
器歩行、伝い歩き獲得に寄与した.
【考察】
改Ｆ分類の歩行予後予測と脊髄損傷ガイドラインに沿ったアプ
ローチにて介入を行った.ADL場面での両上肢への過負荷や過剰
使用に伴う疼痛が出現し歩行獲得に難渋した.当院の限界として
,体重免荷式トレッドミルトレーニング (Body Weight 
Supported Treadmill Training:BWSTT)やロボティクスの機器が
未導入のため,荷重量調整が行えず上肢に過負荷をかかることが
挙げられる.独歩後方介助歩行に加え,SCIMを活用し改善点や目
標設定を明確にできたことで,疼痛発生後の意欲低下を最小限に
とどめ,治療効果を高めることに寄与したと考える.また,脊髄損
傷後に二次障害を呈した症例でも改Ｆ分類の予後予測に沿った
ADLの獲得が行えたため,有益な評価項目であると考える.
【倫理的配慮】【倫理的配慮,説明と同意】
当院倫理委員会の承認を得て,対象者に十分な説明を行い書面に
て同意を得たうえで実施した.
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心原性脳塞栓症患者において心不全の合併の有
無が機能予後に及ぼす影響
○畑 智予，松原 彩香　12091130，
中西 俊祐　14111089，多田 弘史

京都市立病院 リハビリテーション科

【はじめに】
脳卒中患者では、心不全の合併頻度は11％と言われており、心
機能が低下した患者が多い。心不全を合併すると、離床の遅延
に伴い機能改善が遅延する可能性があるが、理学療法経過につ
いての報告は少ない。そこで、心原性脳塞栓症患者において心
不全の合併の有無が離床時期や機能予後に及ぼす影響について
検討した。
【方法】
対象は2021年7月7日から2022年6月30日までの間に当院に入
院し、心原性脳塞栓症と診断され理学療法を施行した44例とし
た。これらの症例を、医師の心不全合併の診断あり12例 (中央
値84歳)となし32例 (中央値82.5歳)に分類し、2群間において
年齢、心不全既往の有無、初回FIM、初回NIHSS、入院から離
床(車椅子移乗)開始までの日数、FIM改善点、NIHSS改善点、在
院日数、転帰、退院時mRSを比較した。Mann-WhitneyのU検
定、カイ二乗検定、Fisherの直接確率法を用いて比較し、有意
水準は5%とした。
【結果】
心不全合併ありと合併なしの2群間比較で、初回FIM (中央値
30.5点/中央値38.5点)、初回NIHSS (中央値7.5点/中央値8点)、
入院から離床までの日数 (中央値4日/中央値3日)、FIM改善点 (
中央値15.5点/中央値10点)、NIHSS改善点 (中央値3点/中央値1
点)、在院日数 (中央値36.5日/中央値23.5日)、転帰 (自宅2例転
院8例死亡2例/自宅12例転院19例死亡1例)、退院時mRS (0-2軽
症2例3-6重症10例/0-2軽症8例重症24例)に差がなかった。一
方、心不全合併群は、心不全既往ありの症例が多かった 
(p<0.05)。
【結論】
当院の心不全を合併した心原性脳塞栓症例において、重症度、
離床時期、機能予後、在院日数に差は認めなかった。片麻痺等
の運動障害を生じた脳卒中患者にとっては、心負荷が著しい基
本動作があり、動作学習を行う上で、心負荷に配慮しながら訓
練を行う必要がある。今回、サンプルサイズが少なく、離床ま
での期間や機能予後について明らかな差は認めなかった。しか
しながら、心疾患を既往に有する症例は、心不全の合併頻度が
高かったため、今後心不全徴候や運動強度に考慮しながら理学
療法を進めていく必要性がある。また、心不全合併症例におい
て在院死亡数が多く、自宅退院は少ない傾向が見られることや、
退院時mRSの数値も高い傾向があり、今後更に症例数を増やし
て再度比較検討が必要である。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に沿って、個人情報保護に配慮
し、患者情報を診療記録から抽出した。
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自転車運転獲得の可否に関連する運動機能の検
討-回復期脳卒中患者に対する予備的研究-
○松井 圭介 1)，新村 海都 1)，田津原 佑介 1)，
石本 泰星 2)，美濃 真豊 1)，兵谷 源八 ３)

1) 社会医療法人　三車会　貴志川リハビリテーション病院 
リハビリテーション部
2) 赤ひげクリニック リハビリテーション部
3) 社会医療法人　三車会　貴志川リハビリテーション病院 
脳神経外科（MD）

【はじめに】
 回復期リハビリテーション病棟では退院後の生活を見据え、
屋外の移動手段として自転車運転の獲得を希望する患者も少な
くない。しかし、自転車運転の獲得に必要な運動機能に関する
報告が少なく、目標設定や介入方法に苦慮するのが実状である。
そこで、本研究では回復期脳卒中患者を対象に自転車運転再開
の可否と運動機能の関連について予備的に調査した。
【方法】
 本研究の対象者は、2020年4月～2022年5月に当院回復期リ
ハビリテーション病棟に入院された脳卒中患者のうち、高次脳
機能障害がなく、入院中に自転車練習を実施し、退院時のアウ
トカム評価の記録がある者を後方視的に抽出した。その結果、
入院患者8名 (年齢66.7±12.9歳、男性6名、女性2名)が対象と
なり、運転を勧められた患者 (再開群)は5名、運転が勧められ
なかった患者 (非再開群)は3名であった。アウトカム評価は膝
伸展筋力HHD (酒井医療株式会社モービィ)、Mini-BESTest、握
力、退院時FIM運動項目とした。自転車を使用した実車練習は
自転車エルゴメーターの乗り降りが自立し、自主練習として使
用できることとした。また自転車再開の可否は実車練習を実施
した担当療法士の判断とした。統計処理はEZRを使用し、各項
目の正規性と等分散を確認した後に、対応のないt検定および
マンホイットニー検定にて、両群間の各アウトカムを比較した。
有意水準は5%未満とした。
【結果】
 再開群では、麻痺側HHDは0.43±0.13kgf/kg、非麻痺側HHD
は0.44±0.10kgf/kg、Mini-BESTestは27.6±0.89点、麻痺側握
力は0.54±0.19kg/kg、非麻痺側握力は0.60±0.21kg/kg、退
院時FIM運動項目は90.8±0.45点であった。非再開群では、麻
痺側HHDは0.23±0.27kgf/kg、非麻痺側HHDは0.37±
0.1kgf/kg、Mini-BESTestは18±4.36点、麻痺側握力は0.28±
0.14kg/kg、非麻痺側握力は0.51±0.22kg/kg、退院時FIM運動
項目は85±4.36点であった。
群間比較の結果、麻痺側HHD、Mini-BESTest、退院時FIM運動
項目では再開群が非再開群と比較し有意に高値を示した 
(p<0.05)。
【考察】
 本研究結果から、自転車運転の再獲得には上肢筋力より下肢
筋力が関連しており、特に麻痺側膝伸展筋力が重要である可能
性が示唆された。また、自転車運転にはハンドル操作、発進・
急停止、またぎ動作など様々な場面でのバランス機能が必要と
なるため、Mini-BESTestは再開可否判断の一助となる可能性が
示された。本研究は予備的研究であるため、今後は対象者を増
やし、多変量解析を含めた調査が必要である。
【倫理的配慮】本研究は診療情報を後方視的に調査し、抽出さ
れたデータは個人情報を匿名化した上で分析した報告である。
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転倒恐怖心がある利用者に対して段階的な目標
設定を行うことで社会参加に繋がった一症例
○岡村 謙佑，木下 篤，宮木 しげ美

さくら会病院 リハビリテーション科

【目的】訪問リハビリテーション (以下、訪問リハ)では、社会
参加への関わりが重要である。しかし、転倒恐怖心は外出機会
の減少に繋がりその妨げとなる。そこで今回、転倒恐怖心が強
い利用者に対して段階的な目標設定を行い、社会参加に繋がっ
た一症例について報告する。
【症例紹介】症例は脳幹出血を発症し、回復期病棟を退院後、
Instrumental Activities of Daily Living(IADL)向上を目的に訪問
リハを利用した50歳代後半の女性である。家族は夫と娘との3
人暮らしである。発症前はADL、IADLともに自立し、就労も行
っていた。利用開始時の身体機能はShort Physical 
Performance Battery (SPPB)は7点、2ステップ値は0.45であっ
た。Barthel Index (BI)は85点、Frenchay Activities Index (FAI)
は10点 (屋内家事9点、屋外家事0点、戸外活動1点、趣味0点、
仕事0点)であった。転倒自己効力感尺度のFalls Efficacy 
Scale-International(FES-I)は56点であった。
【経過】本症例は運動麻痺やバランス障害が軽度であったこと
から様々なIADLが達成可能と考えた。しかし、「一人で外を歩
くのは怖い」と転倒への恐怖があり、活動範囲拡大に取り組む
ことが困難であった。そのため、まず身体機能向上を目標とし
筋力増強練習や歩行練習、自主練習指導を行った。自主練習が
定着し、家事や家族との外出が可能となったため、活動への介
入としてスーパーまでの道のりや車通りの多い道での歩行練習
へと進めた。荷物の運搬にはリュックを使用するなどの具体的
な方法や、夫の朝の旗当番への同行を提案した。これを通して
徐々に転倒への不安は軽減し、「一人で外出したい」という発
言が認められるようになった。そこで一人での買物や旗当番実
施といった社会参加を目標とし、緊急時の対応方法など指導し
た。その結果、本人のみで参加可能となり訪問リハの利用終了
となった。利用終了時のSPPBは11点、2ステップ値は0.99と身
体機能向上を認めた。BIは100点、FAIは31点 (屋内家事15点、
屋外家事3点、戸外活動6点、趣味1点、仕事0点)とIADLの向上
も認め、FES-Iは43点と減少した。
【考察】本症例は訪問リハを通して地域活動にまで生活範囲を
広げることができた。発言も「体調が悪くても休憩しながらな
らできた」などセルフマネージメントが可能になった。社会参
加が可能になった要因として不安を持った利用者に対し、達成
可能な最終目標を提示するのではなく、身体機能、活動、参加
と抵抗なく取り組めるような目標を段階的に設定したことで、
利用者が達成感を感じやすく、転倒への恐怖を和らげることが
できたためと考えられる。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対して文書
と口頭により説明を行い、同意を得ている。
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介護付き有料老人ホームにて食事の際に右側方
へ傾きを認めた症例の誤嚥予防に向けた介入
○井上 直人 1,2)，辻井 壮一 1)，井尻 朋人 1)，
鈴木 俊明 2)

1) 医療法人寿山会 法人リハビリテーション部
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
介護付き有料老人ホームにて食事の際に右側方への傾きを認め
た症例を担当した。食事姿勢改善による誤嚥予防を目的に介入
した。
【症例紹介】
本症例は、左視床出血による右片麻痺を呈する80歳代後半の男
性であり、既往歴に誤嚥性肺炎があった。食事は修正自立であ
り、FILSはLv.8であった。食形態は常食レベル、水分は学会分
類2021 (とろみ)の段階1 (薄いとろみ)であった。反復唾液嚥下
テストは2回、改定水飲みテストは3であった。食事中の咳嗽反
射の回数は6回であった。STより、嚥下調整食への形態調整を
検討する時期であるが、本人の食意欲が高く、リハビリ介入や
食事提供量の調整によって現状を継続しているとのことであっ
た。主訴は「ご飯が食べにくい」であり、食事場面にて徐々に
体幹が右傾斜することで一貫して姿勢を保持できていなかった
ことから、ニードを「食事姿勢の安定性向上」とした。標準型
の車椅子座位にて左手でスプーンを把持しており、左上肢を右
側のおかずにリーチした際に体幹右傾斜が増大していた。座位
では腰椎右側屈により骨盤右挙上しており、右殿部への荷重が
乏しくなっていた。座位における左上肢での右側方へのリーチ
では、右股関節外転・内旋による骨盤右下制が生じて右殿部へ
の荷重が増大した際に右股関節伸展により体幹右傾斜が生じて
いた。食事中に咳嗽反射が生じる場面には体幹右傾斜していた
ため、体幹右傾斜が嚥下機能に影響していると仮説し、姿勢に
関する評価を実施した。筋緊張検査では、右腸肋筋の筋緊張亢
進、右大殿筋下部線維の筋緊張低下を認めた。元々、PT、ST
が週1回、鍼灸師が週3回介入しており、今回の動作分析から導
いた治療方針を他職種と共有して10週間介入した。内容は、徒
手での右腸肋筋のストレッチと座位での前方リーチによる右大
殿筋の促通を実施した。また、食器の位置を左側に配置する環
境に変更することで、体幹右傾斜の軽減を図った。
【経過】
介入後の食事場面では、体幹右傾斜の軽減を認めた。右腸肋筋、
右大殿筋下部線維の筋緊張は正常域に改善を認め、座位での腰
椎右側屈による骨盤右挙上、右側方リーチでの右側方への不安
定性は軽減した。食事中の咳嗽反射の回数は6回から1回に軽減
し、改定水飲みテストは3から4に改善を認めた。
【考察】
介入後、食事場面での体幹右傾斜が軽減し、咳嗽反射の回数軽
減と改定水飲みテストの点数に改善を認めた。横井らは、安楽
にした椅子座位に対し、体幹30度側屈・頚部の立ち直りなしで
は舌骨上筋群の活動持続時間に有意な延長が認められ、舌骨上
筋群の活動持続時間の延長は、誤嚥の危険性を高めると報告し
ている。このことから、食事場面で体幹右傾斜が軽減した結果、
誤嚥予防に繋がったことが考えられる。
【倫理的配慮】対象者と家人には症例発表にあたり文書にて説
明し同意を得た。
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当院の回復期入棟患者における入棟早期と退院
直前の身体活動量の傾向
○島田 尚哉 １)，有末 伊織 ２)，田中 和樹 １)，
池谷 彰 １)，中俣 恵美 ２)，中野 真人 １)

1) 社会医療法人高清会　高井病院 リハビリテーション科
2) 関西福祉科学大学 保健医療学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻

【はじめに】
近年，身体活動量を示す指標として歩数が使用され、様々な機
器を用いて計測が行われている。回復期病棟 (以下回リハ)へ入
棟後約1か月の脳卒中患者における身体活動量が報告 (清水　
2015)されているが、入棟早期についての研究は少ない。回リ
ハ入棟早期や退院直前の身体活動量の傾向やADLとの関係を検
討することで、入棟患者の身体活動量向上や退院時の身体活動
量の目安作成を可能とし、より早期から患者へ効果的なリハビ
リ介入につなげることができる。そこで本研究は、当院回リハ
における入棟早期と退院直前での身体活動量とADLとの関係を
検討することとした。
【方法】
2021年7月1日から2022年6月30日の期間で当院回リハに入棟
した319名の中で、本人のMMSEが23点以上であり研究の同意
が得られ入棟早期と退院直前それぞれに5日間連続で計測が可
能であった12名とした。身体活動量の評価として，Fitbit社製
の腕時計型測定装置(Charge)を非利き手 (上肢麻痺の場合は非
麻痺側)に装着し、入浴時以外は装着することとした。そして、
入棟後と退院前での研究期間は5日間とし、1日目にFitbitを患
者へ貸し出し、5日目にFitbitを回収し、2日目～4日目の計測値
の平均値を代表値とした。データ解析には、計測によって得ら
れた歩数、静止時間、活動時間に加え、計測で得られた静止時
間と活動時間から、活動時間の割合 (活動率)を算出して解析し
た。さらにカルテから後方視的に抽出したFIM (運動・認知・
合計)や、入棟からの計測日を収集した。統計は、入棟時と退
院時における各項目の差を検討するためにWilcoxon の符号付
き順位検定を用いた。さらに、歩数とFIM (運動、認知、合計)
の相関関係を検討するためにSpearmanの順位相関係数を用い
た。解析には、IBM SPSS Statistics version 26を用い、有意水
準を5％とした。
【結果】
入棟時と退院前の2群間で、歩数・運動FIM・合計FIＭ・活動率
に有意差をみとめ (p<0.01)、活動時間・認知ＦＩＭにも有意差
をみとめた (p<0.05)。しかし、静止時間には有意差をみとめな
かった (p>0.05)。また、入棟時における歩数と運動ＦＩＭとの
間に強い相関 (r=0.7)をみとめ、その他のFIMに関しては入退院
時とも歩数と相関をみとめなかった。
【結論】
本研究によって、当院回リハにおける入棟早期の身体活動量と
運動FIMが関連することが示唆された。今後は、対象者を増や
すとともに、疾患別での違いに関しても検討していく必要があ
る。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，関西福祉科学大学　研究倫理審査委員会の承認を得
ており (承認番号21－14)，対象者に対して研究の趣旨を口頭
と書面にて説明し，同意を得た。
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多職種と施設間連携により在宅でのADL向上が
図れた訪問リハビリテーションの一症例
○中田 真菜美，木村 孟浩，富田 直希，髙井 弘誠，
関 彩花，尾形 恵

洛和会丸太町病院 リハビリテーション部

【目的】
当訪問リハビリテーション (以下訪問リハビリ)事業所は急性期
病院に併設され、当院退院後の利用者に短期集中的に介入し、
その後適正サービスへ引き継ぎ計画的な終了を目指している。
今回、恥骨骨折受傷によりADLが著明に低下したが回復期病院
への転院が困難なため早期から在宅復帰となった症例を担当す
る機会を得た。多職種と施設間連携を行った結果、在宅での
ADL向上を図ることができた。今回の取り組みについて考察し
以下に報告する。
【症例紹介】
年齢79歳、女性、身長141㎝、体重36㎏、BMI18.1、介護度は
要介護5である。一軒家に夫と同居、娘が近隣在住し日中支援
がある。既往歴に認知症があり、その場の会話のやり取りは可
能だが短期記憶の著明な低下がある。介護サービスは訪問リハ
ビリ (ST・PT)、訪問介護、訪問看護を利用している。入院前
はADL・IADLは自立しており介護認定は受けていなかった。
【経過】
令和3年11月に恥骨骨折受傷にて他院に入院したが、家族が早
期在宅療養を希望し2週間程度で退院した。同年12月に食欲不
振とADL低下がみられ高ナトリウム血症と診断され当院に入院
した。入院3日後より摂食・嚥下訓練や関節可動域訓練、荷重
訓練等のリハビリを開始したが、ADL向上には至らず回復期病
院への転院を検討された。しかし認知面低下による不穏状態の
ため、長期入院による治療は困難と判断され令和４年1月に在
宅復帰することとなった。退院後は訪問リハビリが開始され、
STによる摂食・嚥下療法を実施したが食事量向上は困難であっ
たため同年3月に胃婁造設した。その後栄養状態が回復しPTの
介入が積極的に行えるようになったため、受傷6か月後にはPT
の介入頻度を増回した。訪問リハビリ開始時は寝返り・基本動
作・ADL全介助であったが、終了時は寝返り自立、起居動作中
等度介助、移乗中等度～最大介助となり車椅子座位保持時間も
最大30分に拡大することができた。その後当法人の訪問看護に
引き継ぐことができた。
【考察】
今回、ベッド上基本動作の介助量軽減を目標とし、家族に対し
て看護師・STによる胃婁管理・摂食・嚥下指導、PTによる介
助指導を中心に実施した。セラピストや医師・看護師、ケアマ
ネジャー等の多職種や病院・訪問看護ステーションの施設間を
通じて目標を共有し密な連携を行った。伊藤は、訪問リハ職と
医師・ケアマネ・ヘルパーとの間で、わずかな機会を最大限に
活用し、些細な情報も交換することで、活動量増加と動作能力
向上が得られた。これは多職種や各施設が連携し共通の目標を
もってアプローチ出来たことがADL向上を得られたと報告して
いる。当症例も密な連携をしたことで在宅でのADL向上を図る
ことができたと考えられる。また今回は各サービスが同法人内
の事業所であり、円滑な連携が図れたことも要因の一つであっ
たと考えられた。
【倫理的配慮】発表にあたり、患者の個人情報とプライバシー
の保護に配慮し、本人・家族から書面にて同意を得た。
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長期臥床で基本動作全介助となった患者に対し
免荷式歩行リフトを使用し平行棒内歩行を獲得
した症例
○大河内 陸玖 1)，渡辺 優也 1)，石垣 智也 2)

1) 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 リハビリテーション科
2) 名古屋学院大学 リハビリテーション学部　理学療法学科

【目的】
急性期では早期離床が重要であり、脳卒中を中心にロボットや
免荷装置を用いた歩行・動作トレーニングの有効性が示されて
いるが、他の疾患での適応例に関する報告は少ない。今回、外
傷性てんかん発症後に出血性ショックを続発し、長期臥床から
基本動作全介助となった患者の離床を目的に免荷式歩行リフト
 (以下：POPO)の使用したところ、早期に平行棒内歩行を獲得
できた症例を経験した。本報告の目的は、症例経過に対する考
察から長期臥床例に対する免荷式歩行リフトの適応について検
討することである。
【症例紹介】
症例は70歳代男性 (身長 166.2cm、体重 68.8kg、BMI 24.9)で
あり、交通事故 (X-1日)により外傷性気胸、多発肋骨骨折、右
肩甲骨骨折を受傷し当院搬送・入院加療となった。入院前の
ADLは自立であった。X日より理学療法を開始し、病棟内ADL
自立レベルであったが夜間に外傷性てんかんを発症、意識レベ
ル低下により挿管が行われた。X+6日には十二指腸潰瘍からの
出血により出血性ショックを呈した。その後、X+７日から理学
療法再開したがX+12日に再び十二指腸潰瘍からの出血により
出血性ショックとなり、緊急Interventional Radiology施行とな
った。X+13～41日は不安定な状態が続きベッド上でROM練習、
端坐位練習に留まった。X+42日より一般病棟に転棟となった
が筋力低下著明で下肢MMT3、ROMは膝関節伸展 (右-10°/左
-5°)と足関節背屈 (右5°/左-5°)に制限がみられた。起き上が
り・端坐位保持は重介助であり、立ち上がり・移乗動作は男性
理学療法士２人介助が必要であった。立位姿勢は膝・股関節と
もに屈曲位であり後方重心著明であり、足踏み・歩行不可であ
った。
【経過】
X+56日からPOPOを使用し起立・歩行練習を実施した。歩容は
すり足・つま先接地であり、歩行距離延長に伴い下肢挙上困難
となった。歩行練習は約3mから開始しX+60日には約30mの連
続歩行が可能となり、1人中等度介助で移乗可能となった。
X+66日までPOPOを使用し歩行練習を行うことで下肢MMT4～
5、膝関節伸展 (右0°/左0°)と足関節背屈 (右15°/左10°)と
身体機能の改善と立位動作の介助量軽減を認めた。その後、ピ
ックアップウォーカーでの立位練習、スクワットへと展開する
ことで物的支持での立位保持と立位での足踏みも不十分ながら
行えるようになった。X+71日では片手手すりと腋窩軽介助で
3m歩行可能となり、歩容もすり足が消失し踵接地が可能とな
った。X+75日から平行棒内歩行が可能となり、X+81日にリハ
ビリ病院転院となった。
【考察】
POPOを使用して離床機会を確保することで身体機能の改善、
介助量軽減がみられ、円滑に平行棒内歩行へ展開することがで
きた。脳卒中以外に外傷性てんかん、出血性ショック発症後の
長期臥床例に対しても、POPOを用いた離床機会の確保が基本
動作能力の向上に有効に作用する可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本報告に際し、症例には趣旨と内容について詳
細な説明を行い、口頭および紙面にて同意を得た。
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同一法人の訪問看護ステーション、デイサービ
ス、 就労継続支援B型の連携で一般就労に踏み
出した脳卒中症例
○原口 脩平 1)，山岸 永幸 1)，喜多 一馬 2)

1) 株式会社PLAST プラスト訪問看護ステーション
2) 株式会社PLAST フィジオデザイン

【目的】
今回、閉じこもり状態であった若年脳卒中症例であるA氏に対
して、同一法人の訪問看護ステーション、デイサービス、就労
継続支援B型が連携して介入したことによって、一般就労に向
けた第一歩となる就労移行支援への利用開始に至るという経験
をした。本報告では、その経過と考察を報告する。

【症例紹介】
50代男性、X年Y月に右被殻出血を発症。入院時には「何も出
来ない」といった消極的な発言があり運動意欲も乏しく、十分
なリハビリ介入が困難であったとの情報があった。退院後にお
いても活動性の低下が予測されたため、Y＋6カ月より当訪問
看護ステーションからのリハビリが開始となった。理学療法評
価としては、BRS (左)は上肢Ⅱ・手指Ⅲ・下肢Ⅳ、粗大筋力は
上肢5/0 (Rt/Lt)・下肢5/2 (Rt/Lt)、FIMは94点で4点杖(短下肢
装具装着下)での歩行が可能であるが、外出意欲がなく更衣動
作に介助を要した。

【経過】
介入開始時、A氏は「何をやっても変わらない」と閉じこもり
状態であったが、復職を強く希望していた。そこで、リハビリ
ではご飯の用意をするなど身辺の達成可能な目標を提示し成功
体験を積み重ねられるようにした。Y＋14カ月後には、妻の介
助で外出可能となり、さらなる活動量増加を目的に当法人のデ
イサービスの利用を開始した。利用当初は状態が改善するか不
安を訴えることがあったが、訪問スタッフが様子を確認し情報
を共有するなど事業所間で連携しながら介入を行った結果、一
人で外出が可能となった。Y＋21カ月には当初から希望してい
た復職を実現するため、当法人の就労継続支援B型の利用を開
始した。ここで行われる作業においても事業所間で共有し介入
した。Y＋32カ月には、別法人が運営する就労移行支援事業所
の利用開始に至り、就労継続支援B型の利用が終了となった。
この時点の理学療法評価としては、BRS (左)は上肢Ⅲ・手指Ⅲ
・下肢Ⅳ、粗大筋力が上肢5/0 (Rt/Lt)・下肢5/2 (Rt/Lt)、FIM
は113点で外出目的のため更衣を行うようになり、リハビリ場
面においては「外食をした」と談笑されることもあった。

【考察】
A氏に対する介入においては同一法人の三事業所が連携して介
入した結果、一般就労にに向けた第一歩として就労移行支援に
至った。地域包括ケアシステムにおいては、住まい・医療・介
護・予防・生活支援が一体的に提供されることが望ましいとさ
れているが、質の高い連携が行われていないことが少なくない。
本報告においては、きめ細かく情報共有したことが、言葉かけ
ひとつをとっても各々のスタッフが役割を理解したうえで介入
を行うことができ、功を奏したと考えられる。地域ごとに同様
の連携が広がれば社会参加の獲得に至る機会創出につながると
考える。
【倫理的配慮】本発表は当法人 (株式会社PLAST)の役員にて倫
理的な承認を得たうえで実施している。また、A氏に対しては
口頭ならびに書面にて本発表の概要等を説明し、同意を得てい
る。
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NPPV離脱後、座位訓練・呼吸筋トレーニングを
実施し、ADL能力が改善した高齢肺炎患者
○赤岩 秀則

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院　 リハビリテーショ
ン部

【目的】
高齢化の進行とともに高齢肺炎患者に対してのリハビリテーシ
ョンの機会が増加している。しかし、高齢肺炎患者に対するリ
ハビリテーションは確立されておらず、成人肺炎ガイドライン
2017でも高齢肺炎患者に対するリハビリテーションに関して
は詳述されていない。ここでは、座位訓練と呼吸筋トレーニン
グを実施しADL能力が改善した高齢肺炎患者の一例を報告する。
【症例紹介】
73歳、女。高血圧症に加え10年前より脊髄小脳変性症
(Spinocerebellar Degeneration:SCD)があったが、今回、発熱と
呼吸困難感が出現し、胸水貯留を伴う肺炎で入院。身長160cm、
体重 58.1kg、BMI 22.6。病前ADLは起居、移乗介助、移動は
車椅子介助、食事自立。入院時血液ガスはpH7.45、PaO2 
28.7mmHg(正常値:80-100mmHg)、PaCO2 36.9mmHg(正常値
:35-45mmHg)。入院時から非侵襲的陽圧換気療法 (Non 
invasive Positive Pressure Ventilation:NPPV)、抗菌薬投与に加
えてステロイドパルス療法を併用。 第11病日に抗菌薬投与が
終了し、主治医より理学療法開始の指示があった。
【経過】
第11病日、JCSⅠ-3、安静時呼吸数25回/分、ベッド上ギャッ
チアップ60度で呼吸数40回/分、胸郭拡張差腋窩2.5cm、剣状
突起3.0cm、第10肋骨位:3.0cm、筋力はMMTで両上肢2、両下
肢1、ADLは全介助。理学療法としては関節可動域訓練 (四肢・
胸郭)、座位訓練 (端座位)を実施。第20病日までは食事時間を
除いてNPPVを使用した。第21病日の血液ガスは
PaO290.8mmHg(正常値:80-100mmHg)、PaCO266.4mmH(正
常値:35-45mmHg)であった。高二酸化炭素血症はNPPVのマス
クによる顔面の皮膚損傷により、呼吸とNPPVが同調していな
いためであると考え、第21病日からはNPPVを夜間のみの使用
とした。第21病日から理学療法プログラムに呼吸機能改善を目
的に、呼吸筋トレーニング (ティッシュ吹き、過換気法)と、呼
吸をしやすいポジショニングを実施し、保持可能な体幹屈曲伸
展中間位での車椅子座位訓練を追加した。車椅子座位訓練には
リクライニング型車椅子を使用し、症状に合わせながらリクラ
イニング角度と車椅子座位時間を徐々に増やした。第31病日か
らは終日NPPV離脱。第65病日目、安静時呼吸数20回/分，車
椅子座位で呼吸数22回/分、胸郭拡張差腋窩3.0cm、剣状突起
4.0cm、第10肋骨位4.0cmと胸郭運動増大、筋力はMMTで両上
肢3-4、両下肢1、ADLは起居最大介助、端座位監視、移乗最大
介助、車椅子座位2時間可能、食事自立、血液ガスはPaO2 
89.1.mmHg(正常値:80-100mmHg)、PaCO2 55.1.mmH(正常値
:35-45mmHg)と改善した。
【考察】
加齢により呼吸機能は低下する。本例には拘束性障害様の呼吸
障害を呈することがあるSCDがあり、肺炎を契機に呼吸機能が
低下し、NPPVの長期間使用を余儀なくされた。本例の経過は、
適切な座位訓練、呼吸トレーニングを行えば、高齢肺炎患者で
あっても肺活量、ADL能力が改善することを示唆している。
【倫理的配慮】本症例報告の主旨を説明し、本人、家族に同意
を得た。
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踏み台昇降やジャンプ運動が無気肺改善に有効
であり運動耐容能改善に繋がった食道胃接合部
がん術後症例
○滝島 勇太 1)，西口 純平 1)，玉木 義規 1)，
青野 智一 2)

1) 仁生会甲南病院 リハビリテーション部
2) 東近江総合医療センター リハビリテーション科

【目的】
周術期では呼吸や運動機能を中心とした合併症予防と早期身体
機能回復促進を目的とした運動療法の重要性が示されている (
植木，2018)．しかし，食道がん術後合併症として縫合不全や
肺炎などの感染性合併症を生じることが多く (鍋谷，2020)，
理学療法介入に難渋する症例も経験する．今回，膿胸により無
気肺が遷延した食道胃接合部がん術後症例を経験した．踏み台
昇降やジャンプ運動が無気肺改善に有効であり，運動耐容能改
善に繋がったと考えられたため報告する．
【症例紹介】
症例は食道胃接合部がんに対し腹腔鏡下噴門部胃切除術が施行
された60歳台男性である．食道がんステージⅡ，TNM分類は
T2N1M0であった．術前ADLは自立，肺機能，心機能共に異常
はなかった．術後，縫合不全による膿胸を発症し，胸腔ドレナ
ージにより膿性胸水が排液された．しかし，両肺下葉に生じた
無気肺が遷延した．
【経過】
術後5日目 (POD5)より理学療法を開始した．POD6のCTにて縫
合不全による膿胸と診断され，胸腔ドレナージが開始された．
POD13の6分間歩行試験 (以下6MWT)は完遂できず約3分，
60m，修正BorgScale (以下mBS)は胸部6，下肢5，呼吸数34回
/分であった．修正MRCスコア (以下mMRC)はグレード3と運動
耐容能低下が認められた．トリフロー®を使用した体幹前傾座
位でのインセンティブスパイロメトリー訓練 (以下IS訓練)や自
転車エルゴメーターを実施した．POD19のCTでは無気肺改善
は認められなかった．以降，重心の上下移動を伴う踏み台昇降
を追加したところ，POD57のCTにて無気肺軽減が確認された．
更に胸腔ドレーン抜去後よりジャンプ運動を実施し，POD83の
CTにて更なる無気肺改善が確認された．6MWTは380m，mBS
は胸部3，下肢4，呼吸数26回/分であった．mMRCグレード0
と改善を認めた．
【考察】
本症例では重心の上下移動を伴う踏み台昇降やジャンプ運動を
行った後，CTにて無気肺改善を認めた．ジャンプやランニング
などの体幹長軸方向の運動は横隔膜を介して受動的な呼吸運動
に作用する (大島，2021)．踏み台昇降やジャンプ運動はこの
ような体幹長軸方向の運動であり，受動的な呼吸運動を誘発し，
換気改善に関与し，無気肺改善に有効であったと考えられた．
また本症例では体幹前傾座位でのIS訓練も併用した．IS訓練は
運動療法との併用が推奨されている．体幹前傾座位は高い肺気
量位での呼吸となり，気道抵抗が低下する可能性がある (間瀬，
2020)．体幹前傾座位でのIS訓練の併用が無気肺改善に影響し
た可能性が考えられた．本症例では踏み台昇降やジャンプ運動
により，換気改善に関与し，無気肺改善に有効であったと考え
られた．またIS訓練の併用も無気肺改善に影響した可能性も示
唆された．無気肺改善により動作後の頻呼吸が軽減し，運動耐
容能改善に繋がったと考えられた．
【倫理的配慮】発表に際しヘルシンキ宣言に則り，患者本人へ
書面にて説明を行い同意を得た．
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腹部外科手術患者の術後合併症発生の予測因子
の検討
○坂上 譲 1)，前田 香 2)，寺川 晴彦 2)

1) JCHO大阪病院 リハビリテーション室
2) JCHO大阪病院 リハビリテーション科

【はじめに】
腹部外科手術後の合併症発生は在院日数の延長やその後の生存
率や再発率の長期のアウトカムにも影響すると報告されている．
腹部外科手術後の合併症発生に影響する因子として，術前のサ
ルコペニアや身体的フレイルなどの身体機能のほか栄養状態な
ど様々な因子についての検討が報告されている．本研究は当院
における腹部外科術後合併症の有無及び術前身体機能を中心に
調査を実施し，腹部外科術後合併症術の予測因子を明らかにす
ることを目的とした．
【方法】
2021年4月から2022年3月に当院にて待機的腹部外科手術を施
行され，データが得られた110例(男性71例，平均年齢68.6±
12.0歳)を対象とした．データが得られた110例の術後合併症発
生の有無，術前身体機能，術前栄養状態，年齢，性別，Body 
Mass Index(以下，BMI)，手術時間，出血量について検討した．
術後合併症についてはClavien-Dindo分類(以下，CD分類)を用い
て1～5群(1,2,3a,3b,4a,4b,5)にgradingを行い，2群以上を術後
合併症群とした．身体機能評価については握力，下腿周径，自
由歩行速度を検討した．栄養状態は術前血液検査より，
prognostic nutritional index(以下，PNI)を算出し検討した．
統計処理に関しては術後合併症発生群と非発生群の2群に分け，
得られたデータをそれぞれ比較した．また，多重ロジスティッ
ク解析を行い，術後合併症発生の因子について解析を行い，
receiver operating curveにてカットオフ値を算出した．統計解
析はRを用いて行った．
【結果】
術後合併症は38例(34.5%)に発生した．術後合併症の内訳はCD
分類2が26例，CD分類3aが7例，CD分類3bが3例，CD分類4a
が1例，CD分類5が1例であった．下腿周径，自由歩行速度は術
後合併症発生群と非発生群に有意な差が認められた．握力，
PNI，年齢，性別，BMI，手術時間，出血量は術後合併症発生
群と非発生群に有意な差は認められなかった．単変量解析で有
意差のあった変数を投入し，術後合併症発生の有無を従属変数
として多重ロジスティック解析をおこなった結果，自由歩行速
度が抽出された(OR7.24, 95% CI : 1.13 - 46.60; p=0.03)．術後
合併症発生の自由歩行速度のカットオフ値は1.05m/s(感度
0.75, 特異度0.45)であった．
【結論】
当院待機的腹部外科手術患者の術後合併症発生群において下腿
周径の減少，自由歩行速度の低下が認められた．握力，栄養状
態，年齢，性別，BMI，手術因子は術後合併症発生群，非発生
群に有意な差は認められなかった．術後合併症発生の関連因子
として歩行速度が抽出され，歩行速度のカットオフ値は
1.05m/sであった．
【倫理的配慮】本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施した．
また，研究実施に際し対象者に事前に説明し同意を得た上で実
施した．
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スティーブンス・ジョンソン症候群を呈し
,ICU-AWを発症した一症例
○小川 誉真

医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 リハビリテーション科

【目的】Stevens-Johnson Syndrome (以下,SJS)を発症した症例
のリハビリテーション (以下,リハ)に関する経過の報告は少ない
.今回,SJSを発症しintensive care unit-acquired weakness (以下
,ICU-AW)が生じ,さらに循環不全や多臓器不全も伴った.しかし,
早期から理学療法を開始したこと,人工呼吸器装着下にて免荷式
歩行リフトPOPO (以下,POPO)を使用し歩行訓練を実施したこ
とが人工呼吸器 (以下,呼吸器)離脱の成功や,自宅退院へと繋が
った症例を経験したので報告する.
【症例紹介】80歳代後半女性.長男夫婦,孫の4人暮らし.既往歴
は無く自宅内で活動的に過ごされ日常生活自立.現病歴は,入院4
日前より発熱を認め,3日に前近医受診し漢方薬,カロナール処方
され帰宅.解熱したが皮疹出現.入院2日前,口内炎の出現を確認.
入院当日発熱外来受診し,敗血症疑いで緊急入院となった.
【経過】入院直後は循環不全や急性腎不全を認め気管挿管され
呼吸器管理となった.さらに持続的血液濾過透析 (CHDF)を行っ
ていた.理学療法は第6病日より開始し,日本リハ医学会の中止基
準を用い,逸脱しない範囲でポジショニングやヘッドアップ,可
動域訓練を行った.第7病日より端座位訓練を開始し,その時点で
Medical Research Council (以下,MRC)score合計26/60点で
ICU-AWと考えられた.その後,車椅子移乗,平行棒内立位訓練まで
実施するも第27病日心不全による酸素化悪化を認め,離床困難
な状態になった.第30病日より端座位訓練を再開し第38病日よ
り車椅子移乗を開始するも,第46病日Ⅱ型呼吸不全併発し酸素
化低下,呼吸器装着となった.第65病日より呼吸器装着下にて
POPOを使用し歩行訓練を実施.状態に合わせ免荷量を調節しな
がら,歩行距離を増大させていった.第80病日呼吸器離脱し,第
117病日自宅退院となった.退院時MRC score52/60点であった.
【考察】ICU-AWを発症した場合,生命予後が短く運動機能低下
も遷延しやすい.特に多臓器不全や筋力低下が重度であり,人工
呼吸器管理期間が長いほどその傾向が強いと報告されている.今
回早期より理学療法を開始し,全身状態に合わせ離床を進めたこ
と,積極的な自主練習や運動意欲を維持できたことで認知機能低
下も予防でき長期的なリハを継続できた.また,人工呼吸器から
の離脱率やADL,予後において呼吸筋訓練を施行するよりも四肢
筋の運動を中心とした全身運動療法が有効であると言われてい
る.そこで今回,ハーネスを装着し吊り下げることによる免荷効
果と転倒リスクの軽減効果が得られ,呼吸器装着下での歩行訓練
が実施でき,且つ免荷量で負荷量を調節しやすいPOPOを使用し
抗重力下で四肢筋の運動を中心に実施.また,状態変化時もポジ
ショニングやヘッドアップ,可動域訓練を実施し不動化を最小限
に留め運動療法を継続したことで呼吸器離脱に成功し,屋内
pick up walker自立レベルで自宅退院へと繋がった.
【倫理的配慮】対象者には,本発表の趣旨と個人情報の取り扱い
には十分配慮することを説明し同意を得た.
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糖尿病患者への運動療法の安全性と有効性につ
いてPhase Angleを用いた筋質評価による検討
○田中 領，辻中 椋，糸川 竜平

医療法人康生会泉佐野優人会病院 リハビリテーション部

【はじめに】
糖尿病はサルコペニアの危険因子として確立されており、骨格
筋の減少を促進するとされている。糖尿病の治療として、2型
糖尿病患者に対する運動療法はインスリン抵抗性の改善に伴う
血糖コントロールの改善が得られるとされている。一方で近年、
糖尿病モデルマウスにおいて、高血糖が骨格筋量の減少に寄与
していると報告されている。また、bioimpedance phase angle(
以下、PhA)の低下が異化作用を示唆すると報告されている。こ
れらの先行研究より、糖尿病患者のPhAを調査することで、運
動療法の安全性と有効性を保証し、糖尿病患者に対する理学療
法の一助となる可能性がある。本研究は、糖尿病患者の入退院
時のPhAを評価し、運動療法の安全性と有効性を調査した。
【方法】
対象は当院回復期リハビリテーション病棟 (回リハ病棟)に入院
した糖尿病を有する者9名と対照群として糖尿病を有さず、同
疾患にて回リハ病棟に入院した者15名とした。除外基準として、
既往歴に脳血管疾患のある者、ペースメーカーが埋め込まれて
いる者とした。評価は入退院時のPhAの除算とFunctional 
independence measureの運動項目(以下、M-FIM)の利得とした。
PhAはInBody S10を使用し、50kHzにおけるレジスタンス(Ｒ)
とリアクタンス(Ｘc)から算出されるものを用いた。統計解析は、
糖尿病群と糖尿病を有さない群の群間で95％信頼区間 (95％
CI)と対応のないt検定を実施した。有意水準は5％未満とした。
【結果】
糖尿病群、糖尿病を有さない群のPhA の95％CIは
-0.071-0.299であり、t検定では有意差はなかった(糖尿病群
1.061 ±0.234、糖尿病を有さない群0.944 ± 0.158 P = 
0.213)。
【結論】
糖尿病群と糖尿病を有さない群の入退院時のPhAに有意差がな
かった。本研究の対象においては、9名のうち7名が入院中の
A1cが基準値内にてコントロールされており、入退院時のA1c
を比較しても8名が改善を示していた。このことから先行研究
では、高血糖が骨格筋量の減少に寄与するとされているのと対
照的に本研究の対象者においては高血糖の影響が軽減された可
能性があり、糖尿病患者においてはチームアプローチにて、運
動療法の有効性と安全性が保証される可能性がある。しかし、
本研究では、対象者の人数が少ないことから第一種の過誤の可
能性があるため人数を増やし検証する必要がある。
【倫理的配慮】本研究は所属機関に設置された倫理委員会の承
認(R4‐0005)を受け実施した。本研究は所属機関に設置され
た倫理委員会の承認を受け、研究内容を所属機関のホームペー
ジ上にて公開し、実施した。
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RSTでの関わりを含めた理学療法により人工呼吸
器から離脱できた筋強直性ジストロフィー患者
の一例
○藤田 康孝

京都市立病院 リハビリテーション科

【目的】人工呼吸器からの離脱が短期的に困難な筋強直性ジス
トロフィー患者を担当した。日々の理学療法評価や介入の状況
を呼吸ケアサポートチーム (以下RST)で共有し、離脱に向けた
関わりをすすめ、最終的に日中の離脱が成功した。大変貴重な
経験であり、考察を加えて報告する。
【症例紹介】60代女性の筋強直性ジストロフィー患者。呼吸困
難を主訴に救急搬送され、誤嚥、窒息に起因する2型呼吸不全
を認め、挿管人工呼吸器管理となった。
【経過】理学療法は第2病日より開始した。自発覚醒トライア
ルを行う中で、第4病日までは興奮状態となり、深めの鎮静管
理を余儀なくされ、関節可動域運動や排痰といった呼吸理学療
法の実施に努めた。第5病日より、良好な覚醒が得られ、座位
への離床を開始した。自発呼吸トライアルでは、呼吸数の増加
や努力呼吸が出現し、短期的な人工呼吸器からの離脱は困難と
判断され、第9病日に気管切開となった。第12病日からは立位
や車いす移乗に活動度を上げた。気管切開後は、覚醒は良好で
能動的に理学療法に参加できた。肺炎や無気肺など呼吸器合併
症の発症はなく、人工呼吸器のFiO2やPEEP、吸気圧といったパ
ラメーターは順調に緩和できていたが、離脱が困難な要因とし
て、無呼吸となる時期が出現することと、痰が多く処理に難渋
することが挙げられた。しかし、理学療法実施中は覚醒状態は
良好で無呼吸は出現せず、痰の吸引も理学療法士が問題なく対
応していた。当院のRSTは週2回ラウンドしており、理学療法
評価を共有し、日中の覚醒を維持する関わりを増やすことで
CPAPモードでの管理が可能と進言した。その結果、日中は
CPAPモードでの呼吸管理が開始された。第22病日のRSTラウ
ンド時に、ここまでのCPAPモードでの管理で大きなトラブル
はなく、離脱が可能と判断された。一方で、夜間の無呼吸はま
だ顕在化していたため、日中のみ離脱し人工鼻の使用に移行で
きた。人工呼吸器から人工鼻に付け替える際、酸素飽和度の低
下が生じる事象を認めた。呼吸パターンが変わり、換気がうま
くできていないことに起因すると考えられた。理学療法士が呼
吸のリズムをとり調節することで、この問題は解決した。日中
に人工呼吸器から離脱できたことで、離床時間が拡大し、短距
離ではあるが車椅子の自走が可能になった。最終的には自宅退
院を視野に転院され、加療継続ｒとなった。
【考察】一般的に筋強直性ジストロフィーは進行性の疾患であ
り、呼吸機能も低下していく。誤嚥・窒息はその経過で生じた
ものであり、人工呼吸器からの離脱は困難との見方もあった。
しかし、早期からの理学療法で新たな呼吸器合併症の発症がな
かったことで、人工呼吸器のパラメーターの設定を緩和してい
くことができた。また、離脱困難な問題に対して、チーム医療
のなかで理学療法評価を進言し、理学療法介入を通して離脱を
主導することができたと考えられる。
【倫理的配慮】症例報告について患者およびその家族に対して
十分な説明を行い、書面にて同意を得た。
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高齢心不全患者に対する急性期から在宅にわた
る包括的な理学療法が有効であった一例
○藤田 祐平 1)，大井 里菜 1)，岡田 真依 1)，
奥間 和志 1)，前田 達彦 1)，渡辺 皐太 1)，
河野 龍而 2)

1) 蘇生会総合病院 リハビリテーション科
2) 蘇生会総合病院 循環器内科

【目的】
我が国では高齢心不全患者が増加の一途を辿っており心不全パ
ンデミックが懸念されている。また高齢心不全患者はフレイル
を合併しやすく、医療、介護分野の連携により急性期、回復期、
在宅での理学療法が重要とされている。今回、急性心筋梗塞後
の高齢心不全患者に対して早期離床から在宅までの包括的な理
学療法により在宅復帰、フレイル進行予防、心不全再入院予防
を果たした症例を経験したので報告する。

【症例紹介】
70歳代、女性。急性心筋梗塞、心不全を発症し入院。既往歴は
高血圧、慢性心不全、心房細動、大腸ポリープEMR後、両側変
形性膝関節症であった。EF：72%、BNP：468.5pg/ml、胸部
レントゲン：肺うっ血所見、CTR：55%、心電図：V2～V6で
ST上昇、心房細動を認めた。左冠動脈前下行枝の＃6：75%、
#7：100%の責任病変に対して経皮的冠動脈形成術が施行され
た。第2病日よりICUにて理学療法を開始。血圧：
151/102mmHg、心拍数：84bpm、SpO2：99%、息切れ、倦
怠感を認めたため座位、立位練習から開始。第4病日に一般病
棟に転床。初期評価：握力 (左右平均)：12.1㎏、SPPB：9点 (
バランス：4点、5回起立：4点、4m歩行：1点)、6分間歩行距
離：212m、FIM：74点であった。

【経過】
理学療法プログラムは在宅復帰後も実現可能なものを想定した
ストレッチ、低負荷のレジスタンストレーニング、歩行練習、
ADL練習を中心とし循環動態、心不全症状、胸部症状に注意し
ながら段階的に4週間実施した。結果、握力：13.3㎏、SPPB：
12点、FIM：120点と改善し自宅復帰を果たした。退院前に訪
問リハビリスタッフに対して入院中の理学療法プログラム、注
意点、評価方法について申し送りを行い、在宅でも理学療法を
継続できるように連携した。訪問リハビリは週２回実施し、半
年間在宅での経過について随時進捗報告を受け、情報の共有に
努めた。退院から半年後、握力：17.0㎏と改善、SPPB：12点
をキープ、6分間歩行距離：300mと改善を認めた。

【考察】
心不全フレイルの構成要素は医学的要因、身体的要因、心理的
要因、社会的要因の4つの領域で構成され、社会的要因におい
て在宅でのフォローが重要であることは報告されている。今回、
急性心筋梗塞後の高齢心不全患者に対して早期離床から在宅に
かけて包括的な理学療法を行うことでフレイルの進行を予防し、
退院後半年間は心不全増悪による再入院を防ぐことが出来た。
また予後の改善だけでなく歩行距離の拡大により趣味である畑
へと出向くことが出来るようになりQOL向上にも貢献できたと
考えられた。
【倫理的配慮】本研究は当院の倫理審査委員会にて承認を得た。
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低栄養を呈する廃用症候群患者の異なる栄養状
態の経過が日常生活動作に及ぼす影響
○久寿 裕也，桂 祐一

医療法人えいしん会岸和田リハビリテーション病院 リハビ
リテーションセンター

【はじめに】

回復期リハビリテーション病棟 (回復期リハ病棟)は，脳血管疾
患，運動器疾患，廃用症候群患者に対してActivity of Daily 
Living (ADL)改善や自宅復帰を目的とした集中的なリハビリテ
ーション (リハ)を提供する病棟である．しかし，回復期リハ病
棟の約4割の患者が低栄養を認め，低栄養はADLの改善や自宅
復帰率を低下させる要因と報告されており，回復期リハ病棟に
おける低栄養患者に対する予防・治療法の確立は喫緊の課題で
ある．その中でも特に，廃用症候群患者は，他の疾患と比べて
最も低栄養の有病率が高いとされているが，低栄養を呈する廃
用症候群患者の栄養状態の経過がADLにどのような影響を及ぼ
すかは明らかではない．そこで，本研究では低栄養を呈する廃
用症候群患者のADLに栄養状態の経過が関与するのかを検討し
た．
【方法】
対象は，回復期リハ病棟入棟時に低栄養を呈している廃用症候
群患者24名 (Geriatric Nutritional Risk Index；GNRI，80.1±
7.0)を対象とし，退院時にGNRI≧92をA群 (4名)，GNRI＜92を
B群 (20名)に分類した．分析項目は，原疾患，入院時Body 
Mass Index (BMI)，入・退院時のGNRIとFunctional 
Independence Measure (FIM)運動・認知項目，握力，等尺性膝
伸展筋力とした．
【結果】

A群ではB群と比較し，入院時BMI，退院時GNRI，退院時FIM運
動項目が高値である傾向を示し，その他の項目においては差な
かった．また，原疾患は，A群では4名ともに誤嚥性肺炎であ
ったが，B群では慢性心不全や慢性閉塞性肺疾患の割合が多い
傾向であった．
【結論】
本研究より，低栄養を呈する廃用症候群患者において，異なる
栄養状態の経過を示す患者が存在することが判明した．まず，
低栄養から栄養状態が改善する患者はADLの改善が高く，これ
は脳血管・運動器疾患患者を対象とした先行研究と同様の結果
を示した．また，原疾患は急性疾患である誤嚥性肺炎後の患者
であった．一方で，退院まで低栄養が継続する患者の多くは，
ADLの改善は乏しく，原疾患の多くは慢性疾患を呈しているこ
とが分かった．このことから，低栄養を呈する廃用症候群患者
であっても，廃用症候群に至る原疾患によって，その後の栄養
状態の経過が異なり，ADL改善などに影響を及ぼすことが明ら
かとなった．しかしながら，本研究の限界として，症例数が少
なく統計学的解析を行えていないことが挙げられる．そのため，
今後は症例数を増加させ，多変量解析等を用いて，廃用症候群
の低栄養に関わる要因を抽出する必要がある．
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従って，対象者に研究の趣旨
の説明を行い，同意を得た．
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当院回復期リハビリテーション病棟を退棟した
COVID-19治療後患者における自宅復帰阻害因子
の検討
○堀 平人 1)，今井 沙耶 1)，中村 俊介 1)，
井上 吉史 1)，刀祢 麻里 2)，小林 勇太 1)，
田中 厚吏 1)

1) 東和病院 リハビリテーション科
2) 東和病院 呼吸器内科

【はじめに】
昨今のCOVID-19感染拡大をうけ、当院回復期リハビリテーシ
ョン病棟 (以下回復期病棟)でも2021年5月より他院急性期病院
からリハビリテーション目的にてCOVID-19治療後患者の入棟
が始まり、これまで37例に対して入院リハを提供し自宅復帰を
支援してきた。その中で当院回復期病棟からの転帰先が自宅で
なかった患者が一定数いた。
今回、自宅復帰者と自宅復帰困難者を基礎情報及びADL能力・
社会的要因の各項目で比較を行い、自宅復帰阻害関連因子を抽
出し、今後の退院支援のあり方や後進への指導教育に還元する
目的にて調査を行ったので報告する。
【方法】
対象は2021年5月～2022年5月に当院回復期病棟を入退棟した
COVID-19治療後患者とした。入院前居住地が自宅でなかった
患者、別病名にて急性期病院へ転院した患者、調査項目に欠損
値のある患者は除外した。基準を満たした対象は23例であり、
自宅復帰者 (以下自宅復帰群)は21例、自宅復帰困難者は2例 (
以下それぞれX・Y)であった。
後方視的にカルテから基礎情報、在院日数、社会的要因、ADL
能力について調査した。
自宅復帰群の各項目の平均値及び標準偏差を算出し、XとYの
各項目のデータとそれぞれ比較検討及び要因の調査を行った。
【結果】
自宅復帰群では、平均年齢が68.5±8.4歳であり、17例が重症、
退院時にHOTを必要としたのは6例、11例が給与所得者であり、
12例において同居の家族が1人以上いた。退棟時FIMスコアは
103.5±19.3、FIM利得は44.4±16.0であった。
X (76歳)とY (89歳)は、年齢に自宅復帰群と差がみられ、共に
軽症であった。Xは退院時にHOTを必要とした。X・Yは共に年
金受給者であり、独居であった。ADL能力では、X・Y共に入退
棟時のスコア及びFIM利得が低く、Xは入棟時スコアで自宅復
帰群の平均値を上回る項目もみられたが、退棟時スコア及び
FIM利得において自宅復帰群の平均値を１項目の除き全て下回
っていた。Yは入棟時の認知項目のスコアが低く退棟時スコア
及びFIM利得はXと同様の結果であった。
【結論】
自宅復帰群においても既往歴のある例や、退院時にHOTが必要
であった例、独居である例、退院時FIMスコアや利得の低い例
が散見された。しかし、ICFで捉えた場合、健康状態・生活機
能・背景因子のいくつかにマイナス要素がある場合でも他の要
素で補えるプラス要素があった為、自宅復帰が可能となったと
考えられる。一方でXとYにおいては、マイナス要素が多いこ
とに加え、補えるプラス要素がなかった。対象者に対し早期よ
りICFの視点で捉えることの重要性と個別の問題に対して早期
より多職種での支援が必要であることが再認識する結果となっ
た。また、今回の23例において回復期病棟の在宅復帰率は95
％であり、自宅復帰群の退棟時FIMスコア・FIM利得は全国平
均を上回っていたことより、COVID-19治療後患者の回リハ病
棟への入棟は自宅復帰を達成する上で必要であると考えられる。
【倫理的配慮】東和病院倫理委員会の承認を得て実施した (承
認番号：T-202204)
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脳卒中を併発した前期回復期心筋梗塞患者が
ADLを獲得した回リハから在宅までの経過の一
例○谷 福太郎 1)，堀本 和希 2)，田邉 憲二 1)

1) ボバース記念病院 リハビリテーション部
2) 森ノ宮病院 リハビリテーション部

【目的】回復期リハビリテーション(以下回リハ)病棟において、
2022年診療報酬改定で急性心筋梗塞、狭心症発作などが追加
された (診療報酬改定データベース2022)。しかし、急性期や
前期回復期心筋梗塞患者の回リハ経過報告は我々が渉猟した限
り認めなかった。今回、脳卒中を併発した前期回復期心筋梗塞
患者に対し回リハを実施し、退院後も状態を確認する機会を得
た。本発表の目的は前期回復期心筋梗塞患者のADL獲得におい
て得た知見の報告である。【症例紹介】80歳男性。X月Y日急
性冠症候群疑いで救急搬送。左冠動脈主管部に狭窄を認め、翌
日に左中大脳動脈領域に脳梗塞を発症。Y＋29日に回リハ病棟
転院。入院時運動FIM56点。安静時心電図は正常範囲内、歩行
時(速度3.6㎞/ｈ、約3METｓ)のdouble product (以下DP)は
12600だが、モニター心電図にて心室性期外収縮 (以下PVC)の
連発 (Lown分類4a)を認め、疲労度は修正Borg Scale5であった。
血液検査はHb11.5g/dl、AST15IU/L、ALT8IU/L、CK34IU/L、
BUN14.7㎎/dl、BNP344.4pg/ml。筋力は上肢・下肢MMT5。
運動麻痺はFugl-meyer運動項目92/100点、バランスは
BBS52/56点、歩行速度は1m/sec、段差踏みかえテストは実施
不可であった。【経過】歩行時Lown分類4a程度のPVCがあり、
医師より連続歩行は最大10m、運動時心拍数は安静時+20bpm
の指示があった。理学療法は低負荷高頻度の下肢筋力強化や自
主練習指導、制限内の歩行練習を実施。Y＋42日で歩行時PVC
が減少しLown分類2となり、歩行距離制限が解除。ADLは清拭、
更衣、入浴、歩行が見守り以上となった。Y＋50日で30m連続
歩行、段差踏み替えテスト (135秒)が実施可能。Y＋56日で階
段昇降を実施しDPが17280、修正Borgスケール5の疲労を認め
た。Y＋64日で自宅退院。退院時は運動FIM86点。退院後はY
＋152日で洗濯を獲得した。本症例は2階が洗濯場であり階段
昇降が必要であったが、階段昇降の疲労度は修正Borg Scale2
であった。【考察】前期回復期心筋梗塞のADL獲得経過を確認
した。小山 (2009)は回リハ病棟における脳卒中患者のADL獲
得難易度を報告しており、本症例のADL獲得はこれに類似して
いた。退院時の実績指数は55であり、入院料回リハ病棟1に必
要な実績指数40を超えていた。階段昇降について、山田ら 
(1988)は、慢性期心筋梗塞患者は2.5Mets以上の運動継続が
5Metsの運動耐用能獲得に必要と述べている。本症例は昇降動
作が実施可能であったが、修正Borg Scale5の疲労を認めてい
た。しかし、退院後3か月時点では自宅内の階段昇降が修正
Borg Scale2の疲労度で可能になっており、自主練習を含む運
動継続が有効であった可能性がある。本発表の限界は運動負荷
試験が未実施なため、運動対応能評価が不十分な点である。し
かしながら、前期回復期心筋梗塞患者は脳卒中症例と類似した
ADL獲得順序があり、その獲得効率は高いこと。退院後の活動
性維持はADL向上に寄与する可能性が示唆された。
【倫理的配慮】【倫理的配慮、説明と同意】本発表はヘルシン
キ宣言に基づき実施した。本発表は大道会倫理審査委員会にて
承認を得て実施し(承認番号470)、発表の趣旨について対象者
に説明し書面にて同意を得た。
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後天性血友病に対し, 運動負荷に注意して介入し
た理学療法の一症例
○栗山 泰典 1)，大野 直紀 1)，田中 涼 1)，
小野 秀文 2)

1) 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター リハビリ
テーション部門
2) 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター リハビリ
テーション科

【目的】
後天性血友病は, 100万人に1.5人と希少疾患であり, 後天的な
血液凝固因子に対する自己抗体の産生によって血液凝固因子の
活動が制限され, 止血が困難になるのが特徴である. 生化学検査
では, 血小板数は正常値で, APTTが過延長する病態であり, 治療
にはバイパス製剤による止血療法とステロイドによる免疫抑制
療法が適用される. 今回, 後天性血友病による出血リスクが高い
なかで運動負荷に難渋して理学療法を行ったが, 複数回の出血
を引き起こした希少な症例を経験したため報告する.
【症例紹介】
既往に脳梗塞 (右片麻痺), COPD, 認知症がある80歳代の男性で
, 入院前は歩行器歩行で軽介助レベルの介助量が必要な症例で
ある. 夜間の呼吸苦と全身性の広範囲な紫斑を認め緊急入院と
なった. 生化学検査では, ヘモグロビン5.2g/dL, APTT 82秒, ク
ロスミキシング試験でInhibitor pattern, 凝固抑制第8因子が
174BU/mlと高値であり, 後天性血友病と診断された.
【経過】
入院翌日より, 安静指示下で理学療法が開始となった. 第16病日
, APTT 180秒, 凝固抑制第8因子435BU/mlであるが, 出血は改
善傾向のため医師の指示で車いす移乗が許可された. 第30病日
に筋力強化の抵抗運動と歩行が許可され, 歩行器歩行を実施し
たが, 第31病日に左肘周囲に腫脹と皮下出血が出現し, 歩行が中
止となった. さらに第36病日には, 左腸腰筋出血が確認され, 再
度ベッド上安静の指示となった. 第55病日に端座位練習, 第64
病日にはAPTTが61秒, 凝固抑制第8因子が60 BU/mlに改善し, 
車いす移乗が開始となった. 第70病日に筋力強化の抵抗運動と
歩行が許可されるが, 運動負荷を考慮し立ち上がり練習に留め
た. 第102病日より歩行器歩行を開始し, 第109病日に自宅退院
となった. 随時, 理学療法評価を行いながら介入を継続していた
が, 抵抗運動が許可された第30病日を初期, 第70病日を中間, 第
108病日を最終として筋力の推移を記録した. MMTでは体幹と
左股関節、膝関節が初期3, 中間2, 最終3, 左足関節が初期3, 中
間3, 最終3であった. 徒手筋力計 (ANIMA社製)では, 左膝伸展モ
ーメント (Nm/kg)は初期0.10, 中間0.02, 最終0.06と推移した.
【考察】
本症例はAPTTと凝固抑制第8因子ともに高値であり, 先行研究 (
河江2016)よりも運動負荷に対する出血リスクが高いことを想
定していたが, 第31病日と第36病日に出血が生じた. これは, 長
期臥床に伴う廃用性筋力低下およびステロイド使用による特異
的な筋力低下が, 歩行時の上肢代償を強めたことが起因と推察
される. 後天性血友病に対する理学療法の報告例は数少なく, 本
報告ではAPTTと凝固抑制第8因子が高値のなかでは出血リスク
が高いため, 運動負荷に留意した介入が必要と考えられた.
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき, 本発表の趣旨を口頭
にて説明し, 本人・家族より同意を得た.
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心不全症例の再入院予測因子について「骨格筋
指数に着目した研究」
○南 竜馬

地方独立行政法人明石市立市民病院 リハビリテーション課

【はじめに】
心不全は増悪と寛解を繰り返し，段階的に悪化していく特徴が
あり，再入院を予防することが重要である．
先行研究では握力，歩行速度，膝関節伸展筋力が低下している
身体機能低下群とHb，eGFRが低下している医学的要因低下群
が再入院予測因子として挙げられている．
しかし，握力，歩行速度，膝関節伸展筋力は測定環境や個人因
子で左右されてしまう可能性がある．
そのため本研究では，客観的かつ正確に骨格筋量が評価可能な
BIAを使用し，骨格筋指数 (以下：SMI)が再入院の予測因子とし
て有効かを明らかにすることを目的とした．

【方法】
対象はR2年7月からR3年7月までに急性，慢性心不全により入
院し，リハビリテーションを実施した102症例とした．
項目は歩行速度，握力，膝関節伸展筋力，SMI，Hb，eGFRを
調査した．SMIの測定時期は浮腫を考慮し，入院１週間後とし
た．測定はInBody (S10)を使用した．
心不全増悪により再入院歴がある症例を再入院群，再入院歴が
ない初発症例を非再入院群に分け，各項目に対してｔ検定行っ
た．また再入院を目的変数，予測因子を説明変数としてロジス
ティク回帰分析を行った．いずれも有意水準は5%未満とした．
SMIの再入院カットオフ値はROC曲線にて算定した．

【結果】
対象者102症例の内，再入院群が55症例，非再入院群が47症
例であった．両群と各因子をｔ検定にかけた結果，全ての項目
において再入院群有意の低下 (P＜0.05)が生じていた．
再入院を目的変数として，ロジスティク回帰分析を行った結果，
オッズ比1.0を下回り有意な結果を示したのが，歩行速度 (オッ
ズ比：0.835，P値：0.023)とSMI (オッズ比：0.831，P値：
0.038)であった． ROC曲線の結果，SMIの再入院カットオフ値
は男性6.6 (ACU：0.898)，女性5.6 (ACU：0.71)となった．

【結論】
本研究ではｔ検定の結果，再入院群有意に各因子の低下がみら
れた．ロジスティク回帰にて分析した結果，再入院に影響する
因子は歩行速度とSMIの低下の可能性が示された．
先行研究では握力と歩行速度は再入院に対して独立した予後因
子であることが報告されている．
しかし，今回の研究で握力はオッズ比：1.01と再入院への影響
は考えにくい結果となった．
また，歩行速度は快適歩行速度と最高歩行速度が混在し条件が
異なるため，再入院に対してのカットオフ値についても定まっ
たものがない．歩行速度と比較しSMIは客観的かつ正確に評価
できる項目であり，ロジスティク回帰分析の結果からもSMI低
下は再入院の予測因子として有効である可能性が示唆された．
また，本研究にてSMIの再入院カットオフ値はサルコペニアの
カットオフ値より低値となった．この再入院カットオフ値以下
の症例に対して再入院が予測されると仮定し，多職種の中で情
報共有することで包括的なアプローチの内容も変化し，再入院
の軽減に貢献できるのではないかと考えた．
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し，
研究の趣旨を説明し同意を得た．
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集中的な回復期リハビリテーション後も下肢疲
労感，脱力感が残存したICU̶AWを呈した一症
例
○丸吉 康太，横森 正喜，麻井 和也，西村 慈覚，
深谷 淳

医療法人清仁会水無瀬病院 リハビリテーション部

【目的】
ICUにおける重症者の救命率は改善している一方，骨格筋機能
障害 (ICU-Acquired Weakness：以下ICU-AW)が回復期の身体
機能やADL再獲得を遅延させ，長期予後にも悪影響を及ぼすと
されている．また，回復過程は大多数の患者で数カ月を要しプ
ラトーに達するまで1年ほど必要と報告されている．今回，大
葉性肺炎による長期の人工呼吸器管理にてICU-AWを呈し，そ
の後COVID-19感染による長期の不動化を要した症例を担当し
たため介入，経過を報告する．

【症例紹介】
70代女性，X年Y月Z日に呼吸困難で救急搬送．右大葉性肺炎に
よる多臓器不全にてICU入室．同日挿管され人工呼吸器管理．
肥満でフレイルもあり，Z+14日気管切開施行，Z+16日ICU退
出，Z+20日呼吸器離脱．Z+26日酸素投与終了し，その後も呼
吸状態増悪なく経過するも，Z+44日COVID-19無症候陽性とな
りZ+58日まで隔離対応で長期間のリハ休止．Z+71日当院へ転
院．既往歴は糖尿病，左アキレス腱断裂．入院前は夫と二人暮
らしでADL自立，屋内伝い歩き，屋外シルバーカー歩行，介護
保険は未申請．バイタルは，BP100～130㎜Hg/50～70㎜Hg，
PR50～60bpm，SpO₂96～99％，RR18～24bpm．3METs相
当の運動で修正Borg scaleは呼吸4，下肢5と下肢疲労感，脱力
感が強かった．Z+71日，Medical Research Council (以下
MRC)score47/60点，膝伸展筋力 (R/L)7.8kgf/4.8kgf，
Skeletal Muscle Index (以下SMI)5.0㎏/㎡ ，位相角3.1°，
Short Physical Performance Battery (以下SPPB)0/12点で歩行
困難．ADLはFIM60/126点．

【経過】
呼吸リハビリテーションに関するステートメント (2018)に準
じて有酸素運動，レジスタンストレーニング，ストレッチ，バ
ランス練習，ADL練習を実施．Z+119日， MRCscore52/60点，
膝伸展筋力 (R/L)11.7kgf/6.4kgf， SMI6.0㎏/㎡ ，位相角2.8°，
SPPB2/12点， 10ⅿ歩行test20.2秒．Timed up and Go　
test39.2秒．ADLはFIM83/126点．シルバーカー歩行80ⅿ，
3METs相当の運動で修正Borg scaleは呼吸2，下肢4であった．
介入当初と比較し下肢疲労感，脱力感が軽減し歩行可能となっ
た．しかし，動作開始時や連続歩行60ⅿ程度から下肢疲労感，
脱力感がみられ，動作の制限因子として残存した．屋内シルバ
ーカー歩行，屋外車椅子介助でZ+146日自宅退院となった．

【考察】
ICU̶AWは女性，多臓器不全，長期間の人工呼吸器管理，不
動化，高血糖等が関連因子であり、病態生理として微小循環障
害，ミオシン減少などが挙げられる．本症例のようなICU̶
AW合併例に対してもステートメントに基づき介入することで
ADLの再獲得が可能であるが下肢疲労感，脱力感が残存した．
ICUで発生する身体機能障害は単なる廃用症候群とは異なり，
病態の把握が必要である．回復期リハビリテーションにおいて
呼吸器症状のみならず病態生理に基づいた骨格筋機能の評価も
重要であることが示唆された．
【倫理的配慮】患者にはヘルシンキ宣言に基づき十分に発表趣
旨を説明し書面にて同意を得た．
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重症COVID-19肺炎患者に対するICUでの早期リ
ハビリテーション効果の検討
○安岡 良訓 1)，木下 利喜生 1)，小池 有美 1)，
堀 晋之助 1)，梅本 安則 2)，田島 文博 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座

【はじめに】
Intensive care unit (ICU) 入室早期から開始される早期モビライ
ゼーションは，挿管期間や入院期間を短縮しActivities of Daily 
Living (ADL)を向上させる．当院では救急救命科とリハビリテ
ーション科が連携し，ICU入室初期から早期モビライゼーショ
ンを実施しており，重症のCoronavirus disease (COVID-19) 肺
炎患者にも同様のプロトコルを用いている．COVID-19は新し
い疾患であるためリハビリテーションに関する情報は限られて
いる．その中には早期モビライゼーションは呼吸器系に負担を
かけるため，肺保護の観点から実施に慎重な意見もある．本研
究の目的はICUで人工呼吸器管理された重症COVID-19肺炎患者
に対し，COVID-19を起因としない重症肺炎患者と比較を行う
ことで，早期モビライゼーションの実施が同程度な効果を示す
か否かを，挿管期間とICU滞在期間を主要アウトカムとし調査
することであった．

【方法】
本研究はretrospective cohort studyであった．対象は2021年5
月31日までの期間でICUへ入室し，人工呼吸器管理下でリハビ
リテーションを受けたCOVID-19肺炎患者とした．COVID-19肺
炎患者は11名で，そのうち人工呼吸器管理を要しなかった3名
の患者を除外した．また8名のうち4名は死亡退院のため，残り
の4名を本研究の対象とした．非COVID-19肺炎群は過去4年間
のデータを収集し38名であった．COVID-19肺炎患者への早期
リハビリテーションプログラムは四肢の関節可動域訓練及びベ
ッド端への端坐位とした．離床させるタイミングは救急科医師
が呼吸・循環状態から判断した．測定項目は挿管期間，ICU滞
在期間，ICU入室中のADL改善度，リハビリ中の重度有害事象
の数であった．統計はCOVID-19肺炎群のサンプル数が少ない
ため群間の解析は行わなかった．

【結果】
挿管期間 (平均±SD)はCOVID-19肺炎群および非COVID-19肺炎
群でそれぞれ4.9±1.1日，9.6±7.2日であった．ICU滞在期間 (
平均±SD)はCOVID-19肺炎群11.8±5.0日，非COVID-19肺炎群
12.3±8.5日であった．ΔFIM (中央値; 25～75％)はCOVID-19
肺炎群で36.5 (28.0～40.5)点，非COVID-19肺炎群で21.5 (4.0
～32.5)点であった．また，リハビリテーション中に重篤な有
害事象は認めなかった．

【考察】
ICUで人工呼吸器管理を受ける重症COVID-19肺炎患者に対し，
早期モビライゼーションを含む早期リハビリテーションは，過
去の非COVID-19肺炎患者と同じように抜管までの期間を短縮
し，ADLの改善を促すと思われた．さらにCOVID-19肺炎群の
抜管までの期間は，非COVID-19肺炎群の約半分で，ΔFIMも
おおよそ2倍の改善量であったことから，その効果は高いこと
も考えられた．少なくとも危惧されているような，早期モビラ
イゼーションによって呼吸器系へ悪影響を及ぼすことや，ADL
の改善を阻害するといった事はないと考えている．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施され，倫
理審査委員会により承認された．
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労災病院群における急性心筋梗塞後の復職に関
わる因子の検討
○根来 政徳 １)，八木 宏明 ２)，吉岡 了 ３)，
中本 浩貴 ４)，高鍋 素 ５)，萬田 修久 ６)，
松瀬 瑞恵 ７)，山本 慎一 ８)，西村 真人 ９)

1) 大阪労災病院 中央リハビリテーション部
2) 山口労災病院 中央リハビリテーション部
3) 関東労災病院 中央リハビリテーション部
4) 和歌山労災病院 中央リハビリテーション部
5) 神戸労災病院 中央リハビリテーション部
6) 岡山労災病院 中央リハビリテーション部
7) 長崎労災病院 中央リハビリテーション部
8) 熊本労災病院 中央リハビリテーション部
9) 中国労災病院 中央リハビリテーション部

【はじめに】
単施設による心筋梗塞患者の復職に関わる報告は散見されるが、
多施設による報告は認められない。本研究の目的は、労災病院
群における多施設によるアンケート調査により、急性心筋梗塞
患者の復職状況や離職因子について検討すること
【方法】
2017年1月１日から12月31日までに労災病院8施設において急
性心筋梗塞で入院した患者のうち、入院前に就労し、かつ心臓
リハビリテーションを施行した患者120名 (57.8±9.9歳)
を対象とし、治療施設よりアンケートを郵送した。アンケート
内容は、復職の有無、雇用形態、具体的職業、世帯収入の状況、
就業中の座位時間、離職や転職に至った理由、地域差、健康関
連ＱＯＬ、抑うつ、心臓リハビリテーションへの希望などを調
査した。またカルテより年齢、性別、在院日数、補助循環・集
中治療室への入室の有無、左室駆出率、血液検査、合併症の有
無などを後方視的に調査し、復職群、離職群に分け比較検討を
行った。統計学的処理はSPSS Ver20 (IBM)を使用した。
【結果】
対象120名のうち返信は77名 (回収率64.2％)、そのうちデータ
欠損例を除いた64名 (男性63名)を復職群 (48名、55.8±9.9歳)
と離職群 (16名、63.6±7.6歳)で比較した。復職率は75.0％、
復職群に比べ離職群では非正規雇用者が有意に多く (ｐ＜0.05)、
退院後の身体への不安 (ｐ＜0.05)が持続していた。
【結論】
心筋梗塞患者の復職には雇用形態が影響し、正規雇用に比べ非
正規雇用では離職する患者が多かった。また復職群に比べ、離
職群では退院後も身体的不安を抱える患者が多く、長期的なフ
ォロー体制の構築が必要である。
【倫理的配慮】本研究は、大阪労災病院倫理委員会の承認 
(2020-152)を得ており、ヘルシンキ条約にしたがって実施し、
アンケートの返信をもって研究への同意とした。
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消化器外科術後，重篤な肺合併症を併発し集中
治療室管理となった症例の理学療法経験
○南 頼康

地域医療機能推進機構大阪病院 リハビリテーション室

【目的】
術後肺合併症は術後１週間前後に生じやすいと言われている．
また，胃内容物を誤嚥し，胃酸によって化学性肺炎を起こすと
重篤化する場合がある．今回，集中治療室 (ICU)において，消
化器外科術後に大量嘔吐による誤嚥性肺炎を呈した症例に対し，
主科の治療を考慮しながら体位管理を中心に理学療法を経験し
たので報告する．
【症例紹介】
年齢：76歳．性別：男性．身長：170.3cm．体重：57.5kg．
診断名：遠位胆管癌．現病歴：近医より当院紹介され手術目的
に入院．手術：開腹亜全胃温存膵頭十二指腸切除術．既往歴：
尿道結石．生活歴：無職，ADL全自立，喫煙歴あり．
【経過】
術後４日目，大量嘔吐による誤嚥性肺炎で酸素化PaO2/FiO2比
 (P/F比)135と不良のため気管挿管・人工呼吸器管理となりICU
入室．入室時の評価について，意識レベルはリッチモンド興奮
・鎮静スケール (RASS)－2，胸部CT検査にて右肺野優位に浸潤
影拡大を認めた．呼吸パターンは胸腹式の頻呼吸 (呼吸数：30
回前後)で著明な呼吸補助筋の収縮は認めなかった．胸郭の可
動性および柔軟性は低下していた．呼吸音は断続性ラ音が右肺
野中葉から下葉にかけて聴取された．術後５日目より肺に加わ
る重力の作用方向を変化させることで虚脱肺領域の拡張を図る
とともに，肺内血流の適正な分布と肺胞換気・酸素化の改善を
目的に体位変換・体位ドレナージ・呼吸介助等を中心とした理
学療法開始．体位変換・体位ドレナージは胸部CT検査にて右肺
野優位に浸潤影拡大を認めたことや左腹部に膵空腸吻合ドレー
ンが挿入されていたため左完全側臥位までとした．体位変換・
体位ドレナージ実施後は末梢から中枢へ気道内分泌物の移動が
促進され，中等量～多量の気道内分泌物を気管吸引できた．術
後１９日目，P/F比：300台まで酸素化改善，胸部CT検査にて
両肺野の浸潤影改善を認めたため翌日に抜管・人工呼吸器離脱
となった．呼吸管理はインスピロンマスク40％10L，呼吸数は
２０回前後，呼吸音は背側の肺胞呼吸音が聴取可能となり，術
後２２日目にICU退室．以降，一般病棟スタッフへ担当を変更
した．
【考察】
嘔吐などにより胃内容物を誤嚥した場合，強酸性物質を吸入す
るため重篤な肺炎を呈することがある．本症例は，胆汁性嘔吐
による化学性肺炎でリザーバーマスクでは酸素化が保てず人工
呼吸器管理となった．重篤な肺合併症を併発し，人工呼吸器の
装着期間の長期化が予測されるため，可及的早期に肺胞換気・
酸素化の改善が必要であった．理学療法では主科の治療を考慮
して腹臥位等の積極的な体位管理はできなかったが，肺障害部
位を念頭に置いた適切な体位管理を実施したことで換気血流比
不均等の是正，虚脱した肺野の肺胞領域に有効換気が起こり，
酸素化改善に寄与したと考える．
【倫理的配慮】本発表はヘルシンキ宣言に基づき，本人に説明
を行い書面にて同意を得た．
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当院回復期病棟におけるCOVID-19患者３例の特
性と転帰について
○吉川 崚介，山口 織江，濱野 葵，長谷川 岳，
辻 洋文

大阪府済生会泉尾病院 リハビリテーションセンター

【目的】COVID-19罹患後、数ヶ月後も何らかの遷延症状を呈
することが報告されている。しかし中等症以上のCOVID-19の
特性や経過については不明なことが多い。今回、当院回復期病
棟に入院したCOVID-19患者3例の特性と転帰について報告する。

【症例紹介】2021年4月～7月に当院回復期病棟に入院した
COVID-19患者3例 (Case1:60歳代 男性 重症、Case2:80歳代 男
性 中等症Ⅱ、Case3:80歳代 男性 重症)の特性と転帰について
検討した。 転帰は6分間歩行試験、BMI・下腿周径・FIMの推
移、 退院先、在宅酸素療法 (以下:HOT)の有無、在院日数とし
た。呼吸リハは全身持久力練習・下肢筋力練習・呼吸筋トレー
ニング・セルフマネージメント指導を行った。頻度は2～3回/
日、40～60分/回、運動強度はカルボーネン法 (係数:0。4)で
低負荷、SpO2:90%以上を維持するように適宜酸素投与を行っ
た。

【経過】3例のうち2例は、回復期病棟転棟後も発熱・倦怠感は
持続し、最大12日間、積極的な呼吸リハの実施が困難であった。
全例において呼吸困難感の欠如を認めた。また全例、退院時の
6分間歩行距離は予測値を下回り、SpO2の低下を認めた。さら
にPhysical Cost Indexは健常高齢者の平均値より高値を示し、
歩行のエネルギー効率の低下が見られた。全例ともBMI・下腿
周径の低下は残存したが、退院時FIM運動項目は改善し自宅退
院が可能であった。 しかしCase3は屋外歩行のためにHOTが必
要であった。在院日数はそれぞれ30日、60日、101日であっ
た。

【考察】発熱・倦怠感の持続が呼吸リハの阻害因子となった。
また呼吸困難感の欠如を認めており、運動が過負荷になる傾向
があるため、監視下での呼吸リハ、セルフマネージメント指導
が必要であった。全例入院前の活動性が高い高齢者であったが、
退院時も運動耐容能の低下は残存し、屋外活動に制限が生じ、
Case3はHOTが必要となった。 BMI・下腿周径から筋萎縮の残
存が示唆されたが、ADLは早期に改善し、自宅退院が可能であ
ったと考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り,今回の報告にあ
たり患者に書面での承諾を得た.



 O-081  オンデマンド

COVID-19罹患後、度重なる肺炎やPICSにより人
工呼吸器離脱及びADL向上に難渋した理学療法
経験
○山藤 健人

京都民医連中央病院 リハビリテーション部

【目的】
近年COVID-19罹患後、呼吸器症状や精神症状の遷延により、
在宅や職場復帰に難渋する症例が報告されている。今回、他院
ICUにて人工呼吸器管理後、在宅復帰及び人工呼吸器離脱に向
けて当院急性期病棟に転院となったCOVID-19罹患後の患者を
担当する機会を得た。呼吸及び精神状態に考慮した理学療法を
行い、人工呼吸器離脱及びADL向上が得られた一症例について
報告する。
【症例紹介】
70歳代男性。入院前ADLは自立、仕事は相談役として会社の経
営に従事。X年12月に他院にてCOVID-19の診断を受け、人工
呼吸器管理となりICU入院。第15病日に抜管も、第23病日に肺
炎併発及び呼吸筋疲労により呼吸状態不安定となり、人工呼吸
器再挿管となる。第39病日に当院急性期病棟転院。転院時の
FIM31点 (運動項目13点、認知項目18点)、1人軽介助で起居動
作可能だがパニック状態になってしまい直ぐに臥位姿勢に戻っ
てしまう。HADS (A17点、D16点)、胸部CTでは両肺野広範囲
に末梢優位のすりガラス陰影、線維化の進行所見を認めた。
【経過】
第40病日よりベッド上での理学療法 (以下、リハ)開始。リハ時
や病棟生活での体動により咳嗽が誘発。それに伴い50回/分の
頻呼吸や異常呼吸が見られ、呼吸困難感が出現。修正Borgスケ
ール6～7、SpO2 88%まで低下し、パニック状態がみられ離床
困難となる。前院において精神科リエゾンチームの介入あり、
第42病日当院でも介入開始。集中治療後症候群 (以下、PICS)に
よる精神症状との診断、抗不安薬と抗精神薬の内服調整開始と
なる。第44病日には、サイトメガロウイルス肺炎を発症し、更
に離床に難渋。リハ継続する中で、今後の回復やリハ内容に不
安があると訴えがあり、病室にリハ内容と目標設定を記載した
カレンダーを掲示。リハ中パニック状態になった際は、落ち着
くまで排痰や呼吸介助を実施。呼吸器症状が改善するに連れ、
ADL練習中心に変更。また、呼吸指導も並行して行い、正常な
呼吸パターンを獲得したことで、次第にパニック症状のセルフ
コントロールが可能となった。第59病日には車椅子での離床も
可能となる。しかし、第70病日に人工呼吸器関連肺炎を発症し、
人工呼吸器離脱には難渋。第90病日には排泄動作の獲得、平行
棒内歩行練習を開始。第97病日に抜管、歩行器歩行練習を開始。
第104病日には当院回復期病棟へ転床となった。転床時の
FIM64点(運動項目44点、認知項目20点)でベッド周囲動作自立
レベル、HDS-R28点、HADS (A9点、D8点)、胸部CTではすり
ガラス陰影は軽減したが線維化の残存を認めた。
【考察】
度重なる肺炎やPICSによる精神症状等の影響で長期人工呼吸器
管理が必要となり、人工呼吸器離脱やADL向上に難渋した。精
神状態に配慮しながら、正常な呼吸パターンの獲得によるパニ
ック症状の抑制と呼吸器症状の状態に合わせてADL練習を行っ
たことが、人工呼吸器離脱やADL向上に繋がったと考える。
【倫理的配慮】倫理的配慮については本人に報告の主旨や目的
などを十分に説明した上で同意を得た。

 O-082  オンデマンド

1029例の軽症・中等症COVID-19に対する対面
リハビリテーション　-安全性・有効性・実施可
能性についての検証-
○左近 奈菜 １)，峯玉 賢和 １)，山本 義男 １)，
中川 雅文 １)，中谷 友洋 １)，松尾 咲愛 １)，
中川 凌太 １)，古田 仁希 ２)，長田 若菜 ２)，
南方 美由希（MD） １)，幸田 剣（MD） １)

1) 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 リハビリテーショ
ン科
2) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部

【はじめに】当院では、2020年4月から軽症・中等症の新型コ
ロナウイルス感染症(以下 COVID-19)患者の入院を受けており、
内科主治医の全身管理のもとでリハビリテーション(リハ)医の
診察と処方に基づいて、対面にてリハ治療を提供している。本
研究の目的は、軽症・中等症COVID-19に対する対面でのリハ
治療の安全性、有効性、ならびに実施可能性について後ろ向き
に検証することである。
【方法】2020年4月～2022年7月31日までの期間、当院に入
院したCOVID-19患者1195例の内、リハ治療を実施した1029
例を対象とした。リハ処方は、リハ医の診察に基づき、入院当
日もしくは翌日に出され、リハ治療を開始した。リハ治療は担
当制で、理学療法士、作業療法士のどちらか一方、もしくは、
必要に応じて両者と言語聴覚士が対面にて介入を行った。理学
療法と作業療法の実施内容は、病室内での筋力増強、自転車エ
ルゴメーター、運動指導、ADL練習・指導や廊下での歩行練習、
中庭がある病棟では、屋外も使用し運動療法を行った。介入時
はパルスオキシメーターにてSpO2を常時確認し、93％以下に
ならないように実施した。個人防護具は、N95マスク、ゴーグ
ル、キャップ、ガウン、手袋を装着し、リハ中は患者にもマス
クを着用してもらった。感染対策は、院内感染対策チームと密
に連絡をとり、COVID-19病棟における感染対策の周知やリハ
実施における感染対策の検討を随時行った。病前と退院時の
Functional Independence Measure (FIM)移動、入院期間延長の
有無、退院先、リハ中の有害事象の有無、スタッフの感染をア
ウトカムとし、当院でのリハ治療の安全性ならびに有効性を評
価した。
【結果】1029例(年齢 50.0±23.7歳, 1-100歳)の入院時の重症
度は、軽症676例、中等症Ⅰ(肺炎像あり)289例、中等症Ⅱ(酸
素投与あり)64例だった。8例は状態が悪化し人工呼吸器管理が
できる病院に転院、1例が死亡した。患者一人当たりの平均入
院日数は8.8±3.5日、理学療法・作業療法実施日数は4.1±2.1
日、実施単位数は6.8±5.1単位だった。FIM移動が退院時に低
下した症例は11例で、高齢であってもほとんどの症例で移動能
力は維持できていた。和歌山県のCOVID-19退院基準を満たし
た後、入院期間の延長を要した症例は、16例で摂食障害(12例
: 75％)が主な原因で、移動能力低下が問題となることはなかっ
た。退院先が、入院前から変更になった症例は17例で、摂食困
難、内部疾患治療、転倒による骨折、ご家族・施設の受入の問
題で後方支援病院へ転院となった。リハ中の有害事象は、嘔吐
が1件あった。COVID-19リハ介入によるリハスタッフの感染は
なく、リハスタッフが院内感染を起こすこともなかった。
【結論】COVID-19に対しては、遠隔での運動療法や、亜急性
期以後のリハ治療も推奨されているが、適切な感染対策を講じ
ることで、対面にて安全かつ、発症後早期から介入することで、
患者のADLの低下を極力防ぐことができる可能性がある。
【倫理的配慮】本研究は、診療録より情報収集を行い、個人情
報が外部に漏れないよう、十分配慮を行い実施した。



 S-001  セレクション

骨髄異形成症候群患者に対する化学療法から移
植,退院までの自転車エルゴメーターとステップ
運動継続の効果
○水谷 優斗 1)，川西 誠 1)，木下 利喜生 1)，
安岡 良訓 1)，梅本 安則 2)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【目的】
造血器腫瘍に対する化学療法や造血幹細胞移植では,疾患に起因
する症状と抗がん剤による全身倦怠感や嘔気,骨髄抑制,そして
移植後の移植片対宿主病(GVHD)を認めることが多い.これに加
え,易感染に対する無菌室管理や安静により筋力や運動耐容能
,ADL低下が懸念される.がんのリハビリテーションガイドライ
ンでは,造血器腫瘍に対する移植中・後のリハビリテーションは
推奨されているが,化学療法中から移植後まで一連の期間で具体
的な運動内容を示したものはない.特に移植前後は,無菌室内で
も可能な自重トレーニングやストレッチが選択されることが多
く,効果は様々である.このような環境下で効果的かつ実現可能
な訓練内容を確立することが重要な課題である.
最近では,ステップ運動が下肢筋力増強に効果的であることが報
告されており,この負荷方法は無菌室のような制限された環境下
でも遂行可能である.今回,化学療法から移植,退院までの間に持
久力訓練としての自転車エルゴメーターと筋力増強訓練として
のステップ運動の効果を検証した.
【症例紹介】
症例は骨髄異形成症候群の60歳代男性.汎血球減少の進行と芽
球増加を認め,化学療法および造血幹細胞移植目的で入院となっ
た.初診時現症は四肢MMT5レベル,ADLはすべて自立.紹介時血
液データは白血球(WBC)850/μL,ヘモグロビン(Hb)6.3g/dL,血
小板(PLT)11,000/μLと血球減少を認めていた.
【経過】
理学療法は週5回.プログラムはカルボーネン法の60％強度で
20分間の自転車エルゴメーター運動,30cm台を使用した前方お
よび側方から,それぞれ30回,4セットのステップ運動を実施し
た.
測定項目はHand-held Dynamometerによる膝伸展筋力,6分間歩
行距離(6MWD)を,①理学療法開始時と②化学療法前,③退院時
に測定した.
入院後17日,無菌室管理となったが,自室内でステップ台と移動
式の自転車エルゴメーターで運動を継続.入院後18日,化学療法
による前処置開始.入院後22日,化学療法による嘔気が強く,ステ
ップ運動を30回,4セットから10回,12セットに調整し継続した.
入院後25日,造血幹細胞移植.入院後32日,急性GVHDが出現した
が運動は継続.入院後42日,生着し入院後60日に独歩で自宅退院
となった.
膝伸展筋力(kgf)は①27.3,②27.9,③29.2であり理学療法開始時
に比べ,化学療法前および退院時に向上した.6MWD(m)は①469,
②523,③526であり,理学療法開始時に比べ,化学療法前に増加
し,退院時には維持できた.また,入院時よりWBC・PLTは低値で
あったが感染症や出血イベントはなかった.退院までのリハビリ
テーション実施率は93%であった.
【考察】
今回の運動プログラムは,入院前よりも下肢筋力および６MWD
を向上させることが可能であった.化学療法中および移植前後の
造血器腫瘍患者に対する自転車エルゴメーターとステップ運動
は,運動継続が容易で,かつリスクが増すことはなく有効である
ことが示唆された.
【倫理的配慮】発表に関し,患者にインフォームド・コンセント
実施し,書面で同意を得た.

 S-002  セレクション

補助化学療法中の膵癌患者に対する長期的な高
強度トレーニングは運動耐容能だけでなくQOL
も改善させる
○川西 誠 1)，夏目 有貴 2)，幸田 剣 3)

1) 和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 藤民病院 リハビリテーション科
3) 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科

【はじめに】
膵癌切除後は生存率を延長させるため、術後補助化学療法
(adjuvant chemotherapy: AC)を行うことが推奨されているが、
第一選択であるS-1内服によるAC中はGrade 3以上の副作用発現
率が高く、倦怠感や嘔気などにより生活の質(Quality of life: 
QOL)低下が顕著である。がんのリハビリテーションガイドラ
インでは、化学療法中に中等度の有酸素運動や筋力増強訓練を
行うことはQOLや運動耐容能改善に効果があり推奨している。
最近の報告では高強度トレーニングは運動耐容能や筋力改善に
効果的であり、かつ運動に関する有害事象もなく実施可能であ
るとしている。また、化学療法中のトレーニングに関するRCT
では、高強度トレーニングが癌関連のQOLを改善させたと報告
している。しかし、これらのほとんどが乳癌や前立腺癌であり
膵癌での報告はなく、膵癌ではむしろAC中に運動耐容能が低
下する可能性もあり、特に長期的な高負荷運動療法に関するエ
ビデンスは確立されていない。今回、AC中の膵癌患者に対し6
ヶ月間の高強度トレーニングが運動耐容能とQOLに及ぼす効果
を検討した。
【方法】
対象者は膵癌と診断され、外科切除後ACを施行された男性4名、
女性2名の計6名。運動耐容能は、AC直前に心肺運動負荷試験
による最高酸素摂取量(VO2 peak)を測定し、QOLはEuropean 
Organization for Research and Treatment of cancer(EORTC)の
QOL調査票であるEORTC QLQ-C30を用いて評価した。測定は
AC直前および3ヶ月後、6ヶ月後に実施した。
リハビリテーションプログラムは、AC開始とともに下肢エル
ゴメータ、ハンドエルゴメータおよびトレッドミル運動をそれ
ぞれ85%VO2 peakで20分間、筋力増強訓練はLeg press、
Bench pressを10RM負荷で10回、4セットを週3回、理学療法
士の監視下で6ヵ月間実施した。
【結果】
すべての参加者は6ヶ月間のACおよびリハビリテーション治療
を完遂でき、運動による出血や感染などの有害事象は認めなか
った。
VO2 peak(ml/kg/min)は、AC直前(25.3±5.1)と比較し3ヶ月後
では(30.7±4.6、P<0.01)、6ヶ月後では(32.2±3.6、P<0.01)
と有意に増加した。
QOLはAC直前と比較し3ヶ月後ではglobal health and 
QOL(P=0.042)、fatigue (P=0.042)、pain(P=0.026)、6ヶ月後
ではglobal health and QOL(P=0.018)、fatigue(P=0.018)、
pain(P=0.023)で有意に改善した。
【結論】
膵切除により糖利用能・タンパク利用能が低下する上に、S-1
の副作用による消化器症状で筋肉量・体重が減少し、最大酸素
摂取量も低下することが危惧された。しかし、今回のリハビリ
テーションプログラムは、3ヶ月および6ヶ月後の運動耐容能を
有意に改善させるだけでなく、癌特有の症状を軽減しQOLも改
善させた。AC中の膵癌患者に対し、高強度トレーニングは有
害事象を発生させることなく継続可能であり、QOL改善に有効
である可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は和歌山県立医科大学倫理委員会の承認
を得ており、発表に関し参加者に説明と了解を得て行った。



 S-003  セレクション

ICUにおける理学療法士の多職種回診への参加が
退院時ADLに及ぼす影響について
○山田 和希 1)，井垣 誠 2)，西田 昌平 2)，
小林 洋一 2)，田村 将臣 2)，福井 誠 2)，濵上 知宏 3)，
永嶋 太 4)

1) 株式会社アンズケア 株式会社アンズケア
2) 公立豊岡病院 リハビリテーション技術科
3) 奈義ファミリークリニック 奈義ファミリークリニック
4) 但馬救命救急センター 但馬救命救急センター

【はじめに】
当院ICUでは，2019年5月より理学療法士が毎朝ICUの多職種
回診 (以下，回診)への参加を始めた．回診やカンファレンスに
よる理学療法への効果に関する報告では、対象患者が統一され
ていないものが多く理学療法の効果は明確ではない．そこで本
研究は四肢の障害を招きADL能力の低下に明らかに関与する疾
患は除外し，回診が理学療法効果に与える影響を明らかにする
ことを目的として，回診参加による退院時のADLの変化を後方
視的に調査した．
【方法】
対象は19～89歳までの理学療法処方があったICU入室患者で脳
血管疾患，脊髄疾患，四肢多発外傷の患者を除外した47名 (男
性36名，女性11名，年齢69.2歳)を対象とした．理学療法士が
回診参加を実施する前 (2018年5月～2019年4月)の群を回診非
参加群，回診参加を実施 (2019年5月～2020年4月)した群を回
診参加群として2群に分けて検討した．調査項目は年齢，性別，
理学療法開始日，ICU在室日数，在院日数，APACHE (acute 
physiology and chronic health evaluation)Ⅱ score，理学療法
介入単位数，入院前および退院時FIM得点である．統計解析は
Mann‒Whitney U検定，Wilcoxon符号付き順位検定，反復測
定二元配置分散分析を行った．
【結果】
回診非参加群は15名 (年齢71.9歳)，回診参加群は32名 (年齢
68.0歳)であった．理学療法開始日は，回診非参加群2.9日，回
診参加群1.8日で有意に回診参加群が早かった．ICU在室日数は
両群で有意差はなく，在院日数についても回診非参加群39.5日，
回診参加群29.3日で有意な差はなかったが，回診参加群は入院
期間が短い傾向にあった．APACHE Ⅱ scoreおよび理学療法介
入単位数は，両群間で有意差は認めなかった．FIM得点につい
ては，入院前は回診非参加群115.5点，回診参加群111.7点で
両群間に差はなかったが，退院時は回診非参加群65.4点，回診
参加群88.3点で回診参加群は非参加群と比べてFIM得点の低下
が有意に抑制できていた (p=0.04)．またFIM得点の変化では両
群の間に有意な交互作用を認めた (p= 0.042)．
【結論】
本研究では，回診参加群における退院時ADLの自立度が高かっ
た．背景因子として年齢やAPACHE Ⅱ score，理学療法介入単
位数に両群間の差はなく，理学療法開始日のみが回診参加群で
有意に早かった．四肢の機能に影響を及ぼさない疾患の患者を
対象としており，廃用症候群の進行の抑制効果、特に下肢筋力
低下の予防を捉えていると考える．回診参加によりリスクを把
握でき，早期離床および適切な運動負荷がかけられていると思
われる．本研究の結果から，ICUにおいて理学療法士が多職種
回診に参加することにより，退院時ADLの低下を抑制できる可
能性が示唆された．
【倫理的配慮】【説明と同意】
本研究は公立豊岡病院倫理審査委員会の承認を得て行った (承
認番号：No 265)

 S-004  セレクション

理学療法学生の国家試験前における心理状態の
変化：成績低迷学生と成績良好学生の比較
○三栖 翔吾，永田 昌美，芝 寿実子，壬生 彰，
金居 督之，伊藤 浩充

甲南女子大学 看護リハビリテーション学部

【はじめに】
多くの医療系学生にとって国家試験は最大の心理的負担であり、
国家試験が近づくにつれて心理状態は変化していくことが報告
されている。成績が低迷することで心理的負担がより大きくな
り心理状態の変化にも影響することが想定されるが、その関係
は未だ明確になっていない。本研究の目的は、理学療法学生の
国家試験前における心理状態の変化について、成績低迷学生と
成績良好学生との間での比較を行うことで、成績の低迷と心理
状態の変化との関連性を調査することとした。

【方法】
対象は、私立大学4年に在籍する女子学生77名の内、研究への
参加の同意が得られなかった者、調査期間中に原級留置が確定
した者、データ欠損があった者を除く57名とした。対象者は、
国家試験3か月前および2週間前に心理状態に関するアンケート
調査を受けた。心理状態として、Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HAD)を用いて不安、抑うつ状態を、
Motivated Strategies for Learning Questionnaireの下位尺度を
用いて学習に対する自己効力感を評価した。対象者は、国家試
験の自己採点結果より下位20%を成績低迷群 (n = 11)、それ以
外の80%を成績良好群 (n = 46)として2群に分けられた。

【結果】
成績低迷群、成績良好群の2群における繰り返しのある2元配置
分散分析の結果、HADの不安尺度においては国家試験成績によ
る有意な主効果が認められた一方で (F = 4.6, p = 0.04)、時間に
よる主効果、成績と時間との交互作用はみられなかった。抑う
つ尺度においては成績と時間による有意な交互作用を認め (F = 
5.3, p = 0.03)、国家試験3か月前の時点では2群間で差がみられ
なかったが、国家試験2週間前においては、成績低迷群で抑う
つ傾向が強くなっていた (t = 3.1, p < 0.01)。学習に対する自己
効力感においては時間による有意な主効果がみられた一方で 
(F = 15.2, p < 0.01)、成績による主効果、交互作用はみられな
かった。

【結論】
本研究により、学習に対する自己効力感は成績に関わらず時間
経過により増大していくが、成績が低迷した学生は国家試験3
か月前から既に不安状態が強く、また試験が近づくにつれて抑
うつ状態が強くなっていくことが明らかになった。成績低迷学
生に対して適切なサポートを行うためには、不安状態、抑うつ
状態に注意を向ける必要があるかもしれない。
【倫理的配慮】本研究は甲南女子大学の倫理委員会による承認
を得た上で実施し、全ての対象者に本研究の内容、参加の自由
等を十分に説明し同意を得た。



 S-005  セレクション

COVID-19による回復期リハビリテーション病院
一病棟封鎖に伴う入院患者の身体機能への影響
○東郷 健一，井上 知哉，平手 佑弥，池上 泰友

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 リハ
技術部　理学療法科

【はじめに】
新型コロナウイルス感染症 (以下，COVID-19)の流行に伴い，
当院回復期リハビリテーション病棟 (以下，回リハ病棟)におい
ても，一病棟が病棟封鎖となる事例が発生した (第三波，第四
波)．病棟封鎖開始時は，当該病棟入院全患者の理学，作業，
言語聴覚療法は中止となり，当該病棟の療法士は，非汚染区域，
及び汚染区域での看護支援業務 (健康観察，環境整備，トイレ
誘導など)に従事した．本研究は，病棟封鎖期間における回リ
ハ病棟入院患者の身体機能の変化について報告する．
【方法】
対象は，病棟封鎖の間に当該病棟に入院されていた患者83名の
うち18名．適応条件は，病棟封鎖前後で骨格筋量指数 
(Skeletal Muscle Mass Index：SMI)，膝伸展筋力，握力の計測
が行われていた者とし，除外基準は，病棟封鎖期間中に退院さ
れた者，測定データ欠損のある者とした．また，比較対象とし
て，同病棟における前年同一期間に入院されていた患者82名の
うち同条件の17名も抽出した．
方法は，病棟封鎖前後での評価項目，評価測定日を電子カルテ
より収集した．統計解析は，病棟封鎖期間中の病棟内の移動を
歩行で行っていた群 (歩行群)と車椅子で行っていた群 (非歩行
群)の2群に分け，正規分布の項目はt検定，非正規分布の項目
はMann-Whitney U検定，名義尺度の項目はFisherの正確検定
を用いて比較し，有意水準は5%未満 (p<0.05)とした．
【結果】
歩行群と非歩行群において，性別，年齢，BMI，封鎖前測定期
間 (封鎖前測定日から封鎖日を減じた日数)，封鎖後測定期間 (
封鎖解除日から封鎖後測定日を減じた日数)に有意差は認めな
かった．また膝伸展筋力体重比，握力の変化率においても，歩
行群1.15±0.49，1.03±0.11に比べて非歩行群0.90±0.23，
1.01±0.15で減少は見られたものの，有意差は認めなかった 
(p=0.47，p=0.76)．SMIの変化率では歩行群1.02±0.08に対し
て，非歩行群0.94±0.06で統計学的有意差を認めた (p<0.05)．
病棟封鎖時と平時でのSMIの変化率においては，非歩行群0.94
±0.06 (病棟封鎖時)，1.04±0.15 (平時)で有意差は認めなかっ
た (p=0.35)．
【結論】
COVID-19による回リハ病棟封鎖に伴う身体機能の変化につい
て，歩行群と非歩行群の2群間を比較した結果，SMIの変化率
に有意差を認めた．また，有意差は認めなかったものの，膝伸
展筋力及び握力の変化率においても減少の傾向にあることから，
病棟封鎖期間において，移動形態の違いが身体機能の変化に関
与することが示唆された．病棟封鎖時は，感染制御の観点から
積極的な機能訓練が行えない可能性が高い．今回病棟封鎖時と
平時においてはSMIの変化率に有意差を認めなかったことから，
セラピストが封鎖病棟の支援業務に携わる際には，職種の専門
性を活かして患者の最大能力を封鎖病棟内での活動に繋げてい
くことが重要であると考えられる．
【倫理的配慮】本研究は社会医療法人愛仁会愛仁会リハビリテ
ーション病院倫理委員会の承認を得ており (承認番号：
2021-25)，ヘルシンキ宣言に基づき，倫理的配慮を十分に行
った．

 S-006  セレクション

当院における看護師の腰痛実態調査
○中本 浩貴 1)，西尾 悠太郎 1)，有馬 聡 1)，
松本 朋子 2)，峠 康 3)，中谷 如希 3)，中 啓吾 4)

1) 和歌山労災病院 中央リハビリテーション部
2) 和歌山労災病院 リハビリテーション科
3) 和歌山労災病院 整形外科
4) 和歌山労災病院 内科

【はじめに】
令和2年厚生労働省発表の「業務上疾病発生状況」によると、
腰痛などの疾病は看護師を含む保健衛生業で最も多く、増加傾
向である。当院における腰痛予防対策に取り組むため、看護師
の腰痛実態調査を2020年度に行ったので、報告する。
【方法】
対象は、回答不備のある者を除外した当院看護師250名 (男性
17名、女性233名)とした。そのうち、「腰痛はあったが仕事
に支障はなかった」群を「軽症群」、「腰痛のために仕事に支
障を来たした」群を「重症群」とし、両群間比較した。検討項
目は基本情報として、①年齢、②性別。腰痛に関する項目とし
て、③3カ月以上続く腰痛の有無、④腰痛の強さ (10段階)、⑤
精神面への影響 (４つの設問に2択で選択)、⑥腰痛の煩わしさ (
５段階)、⑦生産性への影響 (１０段階)を挙げた。
統計処理は名義尺度はχ²検定、順序尺度はMann-whitnney U
検定を行い、有意水準を5％未満とした。
【結果】
腰痛があると答えた者は204名 (82％)であり、そのうち、軽症
群は109名 (53％)、重症群は95名 (47％)であった。両群間に
おいて①年齢には有意差を認めなかったが、②～⑦項目はいず
れも有意差を認めた。②性別および③3カ月以上続く腰痛に関
しては弱い有意差を認め(p<0.05)、④腰痛の強さ、⑤精神面へ
の影響、⑥腰痛の煩わしさ、⑦生産性への影響については、強
い有意差(p<0.01)を認めた。
【結論】
当院看護師のうち現在腰痛を抱えている者は82％に上り、その
中でも仕事に支障を来たしている者は47％と半数近くに至って
いることが分かった。さらに、重症群であれば3カ月以上続く
慢性腰痛にも移行し、身体面だけでなく心理的ストレスなど精
神面も大きく影響していることが示唆される。その結果、生産
性への影響も強く出現し、仕事への支障を認めるまでに至って
いると考えられる。腰痛の発生を防ぐことを前提としつつ、重
症群に移行させないことも重要であり、セルフメンテナンスの
方法等を指導していく必要性が感じられた。看護師のおかれた
環境は様々であり、今後は、仕事内容や頻度・時間など更に詳
細な分析を行い、早急に看護師の腰痛対策を行っていく必要が
ある。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に沿った研究であり、
当院の倫理審査委員会での承認を得て (承認番号:19研-17)デー
タ収集・分析した。その際、個人情報の管理には十分に留意し
た。



 S-007  セレクション

コロナ禍における座りすぎと社会人口統計学的
要因の関連：スポーツライフ・データの二次分
析
○金居 督之 1)，中村 雅俊 2)

1) 甲南女子大学 看護リハビリテーション学部
2) 西九州大学 リハビリテーション学部

【はじめに】
近年の研究では，長時間の座位行動，いわゆる「座りすぎ」が
様々な健康リスクと関連することが報告されている．さらに，
新型コロナウイルスの蔓延に伴い，在宅勤務や在宅学習をする
者の増加によって，座りすぎの問題が深刻化している可能性が
ある．本研究では，コロナ禍における座りすぎの実態を調査す
るとともに，座りすぎと社会人口統計学的要因の関連について
検討することを目的とした．
【方法】
本研究では，笹川スポーツ財団が2020年8月から9月にかけて
調査したスポーツライフ・データ2020のローデータを活用し
た．スポーツライフ・データは1992年から隔年で実施されて
いる調査であり，市町村の規模を考慮して抽出された全国の市
区町村に居住する満18歳以上の男女3000名を対象に行われて
いる．
本研究では，自己記入式質問紙により，座位行動時間，身体活
動量を調査した．座位行動時間は「普段の1日の中では，何分
くらい座ったり，横になったりして過ごしていますか」という
質問から回答を得た．本研究では，座りすぎを「1日合計8時間
以上座ったり，横になったりしている状態」と定義した．身体
活動量は世界標準化身体活動質問票を用いて評価し，WHOの
身体活動ガイドライン推奨量達成の有無を調査した．また，社
会人口統計学的要因 (年齢，性別，婚姻状況，同居家族，勤労
状況，学歴，都市規模)および身体的特徴 (身長および体重から
算出したBody mass index)を分析に用いた．
統計解析として，座りすぎの有無による調査項目の比較のため
に，対応のないt検定およびχ2検定を行った．また，強制投入
法によるロジスティック回帰分析により，座りすぎに関わる社
会人口統計学的要因および身体的特徴について検討した．さら
に，前述の解析モデルに身体活動量を投入する分析も行った．
有意水準は5%とした．
【結果】
全対象者3000名の座位行動時間は332.7±211.8 (平均値±標
準偏差)分であり，この内814名 (27.1%)が座りすぎであった．
座りすぎの者は，若年であり，男性，独身者，勤労者，および
高学歴者の割合が高かった (P<0.01)．ロジスティック回帰分析
の結果，30歳代の者と60歳代の者は30歳未満の者に比べ，座
りすぎのオッズ比が低く (30歳代：aOR=0.59，95%CI：
0.42-0.82，60歳代：aOR=0.67，95%CI：0.48-0.93)，大学・
大学院卒業者はそれ以外の者に比べ，座りすぎのオッズ比が高
かった (aOR=1.64，95%CI：1.36-1.98)．また，身体活動量を
調整するモデルにおいても同様な結果が認められた．
【結論】
本研究の結果より，コロナ禍における座りすぎに関連する社会
人口統計学的要因が特定された．コロナ禍では，特に若年者お
よび高学歴者に対する座りすぎを抑制するための対策が必要で
ある．
【倫理的配慮】本研究では，笹川スポーツ財団が提供する匿名
加工処理されたデータベースを使用した．データの二次分析に
あたっては，同財団の許可を得て実施した．
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