公益社団法人 東京都理学療法士協会

第7回 西多摩・南多摩ブロック学術集会

理学療法の未来
⦿教育講演

10：00～11：30
「フィジカルアセスメントによる病態把握とリスク管理」
櫻田 弘治（心臓血管研究所付属病院）

⦿特別講演

11:40～13:10

「パラリンピックスポーツにおける理学療法士の関わりについて」
藤川

⦿演題発表

日時

明代（社会医学技術学院）

14:10～15:10

2018年11月18日（日）
9：40～16：00（受付9：00開始）

会場

多摩リハビリテーション学院
青梅線 「東青梅」駅 徒歩約10分

同時開催：平成30年第1回東京都理学療法士協会主催マネジメント研修
◆ 参加費

： 東京都理学療法士協会員 1500円・日本理学療法士協会員
会員外の医療福祉関係者 4500円
学生（リハビリテーション職種養成校） 無料

＊詳細はホームページをご覧ください

2000円

東京都理学療法士協会

検索
検索

公益社団法人

東京都理学療法士協会

第7回 西多摩南多摩ブロック学術集会

テーマ
理学療法の未来

日程
2018年11月18日（日曜日）
場所
医療法人社団 和風会多摩リハビリテーション学院

主催
公益社団法人 東京都理学療法士協会
西多摩南多摩ブロック
後援
西多摩地域リハビリテーション支援センター
南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター

2

交通案内図
医療法人社団 和風会
多摩リハビリテーション学院
〒198-0004
東京都青梅市根ヶ布1-642-1
FAX. (0428)-21-2410
TEL. (0428)-21-2001
交通／JR青梅線 ｢東青梅駅｣ 下車
徒歩約10分 (新宿より約60分)
※学会会場への自動車、バイク
でのご来場はご遠慮ください
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会場案内図

総合受付

南館・西館

北館

学会会場

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修
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学会日程
11月18日（日曜日）

南館1F

作業療法
実習室1

西館2F

体育館

南館3F

言語
訓練室2

普通教室
301

普通教室
302

普通教室
303

北館3F

普通教室
304

普通教室
301

普通教室
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北館4F

普通教室
401
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開会式
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教育講演

ポスター掲示

講師
櫻田弘治
司会
秦 和文
受付

11:30
休憩

11:40

特別講演
講師
藤川明代

協会指定
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12:00
休憩

13:00

司会
宮地 司

13:10
休憩
協会指定管理者研修

14:10
口述1

口述2

ポスター1

ポスター2

ポスター3

座長
曽木一樹

座長
吉岡孝徳

座長
鈴木 奨

座長
西井琢馬

座長
小林宏彰

領域・医療機関機能別

15:10
ポスター撤去

15:20
閉会式

15:30
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参加者へのお知らせとお願い
会員は会員証による会員証明・参加受付・ポイント管理を導入しております。当日は会員証を忘
れずにご持参ください。
【参加登録について】
登録受付は事前参加登録（会員のみ）と当日参加登録がございます。
会員の皆様には事前参加登録を推奨しております。
参加費領収書及び参加証は参加当日、該当する受付にてお渡しいたします。事前参加登録され
ても学会前に発送いたしません。また、領収書の再発行や会員専用マイページからの発行は出
来ません。
１．参加登録費
東京都理学療法士協会会員：1500円
東京都理学療法士協会会員以外の日本理学療法士協会会員：2000円
日本理学療法士協会非会員の理学療法士：4500円
理学療法士以外の医療福祉関係者：4500円
学生（リハビリテーション職種養成校）：無料
1）事前参加登録の支払いは、日本理学療法協会指定クレジットカード払いのみとなります。
2）事前参加登録完了後は、いかなる理由があろうともキャンセルはお受けできません。
3）当日参加登録は、現金支払いのみの取り扱いとなります。
4）学生とは医療系養成校在学者を指しますが、理学療法士の資格がある方は該当しません。
※当日参加登録の際に学生証を提示してください。
２．事前参加登録方法について（会員のみ）
1）日本理学療法士協会マイページよりお申込みをお願い致します（セミナー番号：17641）
2）マイページログイン後、メニュー→研修会・学術大会→申込登録→セミナー番号入力
で申込が可能。
3）楽天カードのみ：8月18日より11月8日（木）まで。
4）当日は日本理学療法士協会会員カードをお持ちください。
※事前参加登録はオンライン登録での受付に限ります。
※事前参加登録のご利用は、日本理学療法士協会の正会員のみです。協会に対して会費など
何らかの未納がある方、入会手続き中の方、休会中の方、また、非会員や学生のご利用は
できません。
※会費等未納状態の方は、入金後に事前参加登録をしてください（振込より数日たってから
お手続きください）。
※事前参加登録にはE-mailアドレスの登録が必要です。協会ホームページから会員専用マイ
ページにログインの上、E-mailアドレスの登録を行ってください。
※マイページのID・パスワードを紛失された場合は、ID・パスワード再発行手続きが必要で
す。ID・パスワードの再発行に時間を要する場合があります。事前参加登録締切日間近の
再発行申し込みは、登録に間に合わない場合があります。ご注意ください。
3．当日参加登録について
1）会員の方は、専用の受付窓口にて会員証を提示し、参加費の支払い（現金支払いのみ）
及び受付をお済ませください。
2）非会員・学生の方は、該当する受付にて参加費の支払い（現金支払いのみ）及び受付を
お済ませください。
3）当日参加費の支払い後、参加費領収書及び参加証をお渡しします。
4）領収書の再発行、会員専用ページからの発行はできません。
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４．参加受付
医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション学院
南館１階 作業療法実習室１ 9時～14時10分
※クロークはご用意しておりません
５．子育て支援フリースペースをご利用される方
日ごろ子育てに忙しいパパ・ママセラピストにも学会に参加いただけるよう、西館
２階体育館横の言語訓練室２を開放致します。お昼寝、おむつ替え、授乳スペースとして
ご利用ください。パーテンション、ポット、マットなどを用意しています。
講演・発表会会場には出入りしやすい場所に専用席を設けました。お子様を抱いての聴講
も可能です。
※当日スタッフは配置しておりません．また使用済みおむつなどは，各自お持ち帰りくだ
さい。

６．駐車場
会場の駐車場はご利用できませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。
なるべく公共交通機関をご利用ください。
７．写真撮影について
学会当日、記録として写真撮影を行っております。また、撮影した内容を多摩リハビリテー
ション学院のホームページにも掲載する予定です。予めご了承ください。
８．その他
1）参加証の携帯について
各会場への入場の際には、必ず参加証を携帯し、確認できるようにしてください。
参加証の確認ができない方は、会場への入場をお断りさせていただきます。
2）会場内での呼び出し
会場内での呼び出しは原則として行いませんのでご了承ください。
3）携帯電話の使用
会場内では携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定してください。
会場内での通話は禁止させていただきます。
4）会場内での写真・動画撮影、録音
撮影許可証を持たない方のプログラム（ポスター演題含む）の写真・動画撮影・録音等は、
発表者の著作権保護や対象者のプライバシー保護のために禁止させていただきます。万が
一、撮影・録音をしている方を見かけましたらデータの削除をさせていただきます。
撮影・録音をしている方を見かけましたら近くのスタッフまでお声掛けください。
なお、当日、許可証を持った学会スタッフ等が撮影することがございますのでご了承くだ
さい。
5）会場内での喫煙
会場内は禁煙です。指定された喫煙場所でお願いいたします。喫煙場所は、会場案内図、
もしくは、当日会場にてご確認ください。
6）飲食について
講演会場内の飲食は、北館１階、南館１階作業療法実習室１（受付）、西館２階体育館
のみとさせていただきます。ゴミはお持ち帰りください。
昼食時のお弁当の販売は行いません。会場周辺の飲食店、コンビニエンスストアをご利用
ください。
7）抄録検索・印刷サービス
本学会では、抄録検索・印刷サービスは行いません。抄録につきましては、東京都理学療
法士協会ホームページより事前に印刷してご持参くださいますようお願いいたします。
宅配便・コピー・FAX・データ出力等の対応は致しておりません。
8）非常時の対応
緊急・非常時にはスタッフの指示に従ってください。また、緊急時に備えて必ず各自で
非常口のご確認をお願いいたします。
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新人教育プログラムおよび専門・認定理学療法士に関わるポイントについて
「事前参加登録受付」または「当日参加登録受付」にお越しいただき、会員証をご提示ください。
会員証は忘れずにご持参ください。
新人教育プログラム修了者の方
専門理学療法士・認定理学療法士の資格取得および更新に関わる履修ポイントが自動的に付与さ
れます。
本大会への参加（180分以上）は、学会参加者10ポイントが付与されます。
一般演題発表筆頭者は、5ポイントが付与されます。
マイページへの反映は学会終了後2ヶ月ほどかかります。
新人教育プログラム未修了者の方
教育講演参加者は、「C-3 内部障害の理学療法」1単位が付与されます。
一般演題発表筆頭者は、「C-6 症例発表」に該当し、3単位が付与されます。
新人教育プログラム単位認定
教育講演のセミナーにて新人教育プログラム単位認定を受け付けます。受付は教育講演開始前に
行います。単位認定を希望される方は会員証を提示してください。
受付場所：南館１階 作業療法実習室１

お問い合わせ先
会期前
第7回西多摩・南多摩ブロック学術集会準備委員会 準備委員長 秦 和文
E-Mail：kazufumifumifumi@gmail.com
〒205-0012 東京都羽村市羽4207番地 羽村三慶病院リハビリテーション科
TEL：042-570-1130 FAX：042-570-1137
会期中
第7回西多摩・南多摩ブロック学術集会準備委員会
E-Mail：kazufumifumifumi@gmail.com

準備委員長

秦 和文

協会指定管理者研修 受講者へのお知らせとお願い
本研修会は、第7回 西多摩・南多摩ブロック学術集会との同時開催のため、学術集会「事前参加
登録受付」にお越しいただき、会員証をご提示ください。会員証は忘れずにご持参ください。
①協会指定管理者研修（初級）10:30～12:00
②領域・医療機関機能別の協会指定管理者研修

13：00-15：30

協会指定管理者取得を希望される方は、各セミナー開始前に北館３階 普通教室301前で受け付け
ます。会員証をご提示してください。
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講師・座長、参加者へのお知らせとお願い
座長・演者は事前参加登録をお願いいたします。
プログラム集及び抄録の配布はございませんので、事前に印刷してご持参くださいますよう
お願いいたします。
【発表時間】
●コンピュータープレゼンテーション
1演題につき10分（発表7分、質疑応答3分）
●ポスター発表
1演題につき10分（発表7分、質疑応答3分）
【講師・座長の方へ】
1）参加受付の後、総合受付内「講師・座長・演者受付」にお越しください。
2）コンピュータープレゼンテーションの座長は、ご担当セッションの開始10分前までに、該当
会場内スクリーンに向かって右前方の「座長席」にご着席ください。
3）ポスター発表の座長はご担当セッション開始10分前までに、担当ポスターの前に座長ネーム
カードを付けて待機してください。
【演者の方へ】
1）発表者及び参加者の受付は９時開始です。
2）参加受付の後、総合受付内「講師・座長・演者受付」にお越しください。
3）コンピュータプレゼンテーション及びポスターの貼り付けの確認のため、早めの来場をお願
い致します。
4）セッション開始10分前までに当該会場内にお越しください。
5）発表の内容が抄録と相違ないようにして下さい。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
第7回西多摩・南多摩ブロック学術集会
大会長 永見直明 minaminishitamablock@pttokyo.net

1．コンピュータプレゼンテーション要綱
1）プレゼンテーションデータはWindows版Microsoft Power Pointを用いて作成して下さい。
2）スライド枚数の制限はありませんが、発表時間内に収まるよう注意して下さい。
3）動画を用いる場合は、事務局に連絡の上、ご自分のノートパソコン（Windowsに限りま
す）を持参し使用して下さい。
4）外部出力はHDMIのみとなっています。動画はスライドに貼り付け、Power Point上で再生
して下さい。
※ビデオデッキ、DVDプレーヤー等は準備しませんのでご注意下さい。
5）動画を使用しない場合のプレゼンテーションデータは11月9日（金）までに提出をお願いし
ます。minaminishitamablock@pttokyo.netへデータを添付して送信してください。
6）事前に必ずWindows 版Microsoft Power Point 2010で動作可能なことを確認して下さい。
また、自身のパソコン以外のパソコンでも動作可能であることを確認して下さい。
7）プレゼンテーションファイルの操作は演者自身で行って下さい。やむを得ない場合は、操
作担当者を一人準備して下さい。
2．ポスター作成要綱
1）横900mm縦2100mmのパネルに貼付できる大きさのポスター（例：Ａ3用紙297mm×420
mmが10枚）を掲示し行います。コンピュータプレゼンテーションやビデオ等の併用はでき
ません。
2）表題も含めてポスターを作製して下さい。構成はお任せします。
3）表題は最上段でお願いいたします。左上側に200mm×200mmの演題番号を学会側で用意い
たします。
4）当日は、発表者受付終了後、ポスターを指定されたパネルに張り付けて下さい。
パネルへの貼り付け材料は、学会事務局で用意します。各自で用意した画鋲等は、パネル
には使用できません。
5）ポスターの撤去は、全プログラム終了後に速やかにお願い致します。
終了後も撤去されないものは、事務局で処分します。
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教育講演

西館２階体育館

10：00～11：30

フィジカルアセスメントによる病態把握とリスク管理
講師紹介
櫻田弘治
公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 リハビリテーション室室長

1996年 3月 早稲田医療専門学校 理学療法学科 卒業
1996年 4月～小張総合病院 リハビリテーション科
1999年 4月～公立気仙沼総合病院 リハビリテーション科
2000年 4月～埼玉医科大学附属病院 リハビリテーション科
2005年 4月～心臓血管研究所附属病院 リハビリテーション室
・国際医療福祉大学 保健医療学専攻 リハビリテーション学分野 修士・博士課程 卒業
・内部障害（循環）認定・専門理学療法士
・3学会合同呼吸療法認定士
・日本心臓リハビリテーション学会 評議員
・日本心臓血管理学療法学会 運営幹事
・Cardiovascular Physiotherapy Network 世話人
・東京呼吸循環腎臓リハビリテーション研究会 世話人
受賞歴
第77回 日本循環器学会 コメディカル最優秀賞
第48回 日本成人病学会 会長賞
第40回 日本理学療法学術大会 学術奨励賞
第 5回 日本理学療法学 表彰論文最優秀賞
司会：秦

和文（医療法人社団三秀会

特別講演

羽村三慶病院リハビリテーション科）

西館２階体育館

11：40～13：10

パラリンピックスポーツにおける理学療法士の関りについて
講師紹介
藤川明代
一般財団法人日本リハビリテーション振興会 専門学校社会医学技術学院 理学療法学科
2003年 3月 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 理学療法学科 卒業
2003年 4月～総生会 麻生総合病院
2006年 4月～青葉会 青葉病院
2013年 4月～専門学校 社会医学技術学院
2010年 3月
2012年 3月

東京理科大学 第2部工学部建築学科 卒業
東京理科大学 国際火災研究科 火災科学専攻修士課程 卒業

トレーナー活動歴
・2012年1月～現在 ウィルチェアーラグビーチーム トレーナー
・2017年4月～現在 ウィルチェアーラグビーチーム ナショナルチーム トレーナー
・2018年5月
パラサイクルナショナルチーム トレーナー
司会：宮地

司（東京医療学院大学

保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻）
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口述１

西館２階体育館

座長：曽木一樹

14：10～15：10

稲城市立病院 リハビリテーション科

O-01 横断性脊髄炎により感覚障害を呈した患者の歩行自立にむけた取り組み
医療法人社団永生会 永生病院

黒主遥太

O-02 長下肢装具を使用した歩行訓練により歩容の変化が見られた症例
社会医療法人河北医療財団 天本病院 リハビリテーション科

関口瑠圭

O-03 遷延性意識障害を呈した患者様に対して、意識レベル向上に向けて難渋した一例
鶴川リハビリテーション病院
森田浩司
O-04 体幹失調に着目し抑速歩行器歩行を使用して歩行改善が得られた症例
社会医療法人河北医療財団 天本病院 リハビリテーション科

濱邊弘斗

O-05 パーキンソン病患者における臥床時の筋の過緊張に対するポジショニング介入の一例
社会医療法人河北医療財団 多摩事業部あい訪問看護ステーション
酒井健吾

口述２

南館３階普通教室301 14：10～15：10

座長：吉岡孝徳

医療法人社団三秀会 羽村三慶病院 在宅支援部

O-06 家に帰りたい ～歩行障害に着目して～
医療法人社団三秀会 青梅三慶病院 リハビリテーション科
O-07 失語を呈した脳出血患者に対する作業療法士としての対応
～対人関係とコミュニケーションを中心に～
医療法人社団光生会 平川病院 リハビリテーション科

遠山祥史

ミスランシャ・アキ

O-08 アルコール依存症を呈した、40歳代男性の飲酒運転事故後における
身体リハビリテーションと復職へ向けた理学療法士の取り組み
医療法人社団光生会 平川病院 リハビリテーション科

田中悠稀

O-09 遠位脛腓靭帯損傷により脛腓間不安定性を呈し保存的加療となった症例
東京西徳洲会病院

大木由香梨

O-10 西・南多摩二次保険医療圏でのスポーツ理学療法の教育、育成活動
医療法人社団永生会 永生クリニック

元井康弘

ポスター１
座長：鈴木奨

南館３階普通教室302 14：10～15：10
社会医療法人河北医療財団 多摩事業部あいセーフティネット
地域包括ケア部 あいフィットネスサロンさくら

P-01 入院を機に生活の是正が図れ地域との連携が行えた単身者へのチームアプローチを
経験して
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 射手園慶人
P-02 回復期リハビリテーション病棟退院後に自動車教習所と連携を図り、自動車運転免許の
更新に至った症例
医療法人社団三秀会 羽村三慶病院 リハビリテーション科
奥野美咲
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P-03 回復期病棟退院後の外来リハビリにより歩行能力改善と病識変容に伴う現実検討能力の
改善が得られた右片麻痺の1症例
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院
森 梨沙
P-04 人工呼吸器管理中より理学療法開始し独歩自立にて自宅退院された一症例
～病棟と体位管理の連携と実施～
社会医療法人社団正志会 南町田病院 リハビリテーション科

山田真嗣

P-05 COPD患者に対して行動変容ステージモデルを用いた呼吸指導が奏功した一症例
医療法人社団永生会 南多摩病院 リハビリテーション科
中村和広

ポスター２
座長：西井琢馬

南館３階普通教室303 14：10～15：10
医療法人社団主正会

かわさきクリニック

P-06 ＯＴＲに対し拒否的な患者に協働性を養いトイレ内動作を獲得した症例
医療法人財団暁 あきる台病院 リハビリテーション部

髙橋藍美

P-07 右大腿骨転子部骨折に対してアライメントに着目し歩行能力改善に至った一例
医療法人財団利定会 大久野病院 リハビリテーション部

梶原祥平

P-08 自信がもたらした行動変容

～自転車通勤で職場復帰へ～
社会福祉法人梅の樹会 フラワープラム

池田義臣

P-09 運動中心半日型通所介護施設を利用する要介護認定者の入浴状況と慢性疼痛との関連
株式会社ラピオン ラピオンリハビリセンター
荒川裕樹
P-10 簡易移乗リフト「ささえ手」を導入し自宅復帰を果たした症例
～福祉用具選定と家族指導の重要性～
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

ポスター３
座長：小林宏彰

浅野雄太

南館３階普通教室304 14：10～15：10
医療法人社団永生会 永生病院 リハビリテーション部

P-11 体重免荷式歩行器により立位保持を獲得しADLが向上した症例
医療法人財団暁 あきる台病院 リハビリテーション部

鳴海皓太

P-12 重度感覚障害を呈した左片麻痺患者の歩行能力改善に知覚型インソール付短下肢装具
は有効か？
医療法人社団三秀会 羽村三慶病院 リハビリテーション科
大村勝也
P-13 注意障害に対し、バランスと注意機能の関係に注目し介入を行った症例
～注意配分機能に着目して～
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

岸

将大

P-14 実績指数向上に向けた,当院回復期リハビリテーション病棟の取り組みについて
医療法人社団三秀会 羽村三慶病院 リハビリテーション科
山田隆寛
P-15 当院リハビリテーション中間管理職のジョブローテーションによる職員満足度の影響
社会医療法人社団正志会 南町田病院 リハビリテーション科
宮城春秀
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O-01
横断性脊髄炎により感覚障害を呈した患者の歩行自立
にむけた取り組み

O-02
長下肢装具を使用した歩行訓練により歩容の変化が見
られた症例

黒主遥太
医療法人社団永生会 永生病院

関口瑠圭
社会医療法人河北医療財団
天本病院 リハビリテーション科

key words

key words

歩行・知覚学習・体性感覚

【はじめに】
横断性脊髄炎により感覚障害を呈した患者を担当した。
足底知覚学習により歩行安定性が向上したので報告す
る。
【説明と同意】
症例には発表の趣旨と内容を説明し、個人情報には十
分配慮することを伝え同意を得た。
【症例紹介】
７０代女性。横断性脊髄炎(Th12からL2)、画像所見
としてL2/L3、L5/S1に椎間板変性、L3/L4、L4/L5に
脊椎間狭窄が認められた。発症46病日で当院回復期リ
ハビリテーション病棟へ転院となる。発症46病日では、
右足関節優位に表在・深部感覚低下。二点識別覚低下。
L5神経支配以下の筋力低下著明であった。歩行はサー
クル歩行中等度介助レベル。本人の訴えとして「右足
が着いている感じがしない」との訴えが聞かれた。
【介入と経過】
L5神経支配以下の筋力低下に対し、CKC・OKCにて
筋力強化を行った。また、足底からの感覚入力を促し
た。中間評価では、表在・深部感覚の向上が見られ開
眼での重心動揺の改善が見られた。しかし、閉眼での
重心動揺は変化がなかった。筋力訓練と感覚入力は継
続。加えて、足底知覚学習課題を追加した。最終評価
では、筋力の向上、足底の知覚向上により立位重心動
揺は改善した。また「右足が着いてる感じがしない」
という訴えは消失。屋外歩行自立となり自宅退院と
なった。
【考察】
初期評価から中期評価にかけ感覚・筋力が向上。開眼
での重心動揺は改善した。L5神経
支配以下に対しての筋力強化と感覚入力は有効であっ
たと考える。しかし、筋力と感覚の改善だけでは「右
足が着いている感じがしない」という訴えは改善しな
かった。Moriokaらは、足底知覚学習課題による足底
の知覚能力向上により高齢者や脳卒中片麻痺患者の立
位重心動揺が有意に向上すると述べている。また、視
覚系、体性感覚系、前庭迷路覚系からの求心性情報は、
立位の静的姿勢制御だけでなく動的姿勢制御にも重要
な役割を果たすことが報告されている。本症例では足
底感覚・知覚低下により体性感覚からの求心性情報が
不足していることが考えられた。床に置いた、表面素
材や形状、硬度の異なるスポンジやボールを使用し、
足底で弁別を行い学習することで足底知覚の誤差が減
少した。結果として重心動揺と歩行時の姿勢制御が改
善し屋外歩行自立に至ったと考える。

筋緊張・長下肢装具・歩行動作

【はじめに】
歩行困難となった症例に対し治療介入を行うことで改
善を認めた為，考察を加え検討する．
【説明と同意】
本人・ご家族に口頭で説明し了承を得た．
【症例紹介】
80歳代男性X年3月7日，左被殻出血の診断で当院入院．
中等度の失語症を合併．
【評価】
Brunnstrom recovery stage 上肢Ⅱ手指Ⅰ下肢Ⅲ．下
肢触圧覚・位置覚重度鈍麻．筋緊張としては右大殿
筋・大腿四頭筋・腸腰筋・内外腹斜筋にて低下，ハム
ストリングス・内転筋群・後脛骨筋・下腿三頭筋で亢
進を認めた．裸足歩行の右ICでは足部外側縁での接地
となり，IC～LRでの膝折れ，Mstでの骨盤右sway，
体幹の屈曲・右側屈が見られ，Tstでの股関節伸展の
低下が認められた．右Mswでは股関節の過度な内転，
遊脚期を通して右足関節の内反・底屈し，足尖の引っ
掛かりにより右下肢の振り出し困難．
【仮説】
随意運動障害と姿勢保持筋の筋緊張の低下によって下
肢・体幹の支持性が低下し膝折れや右Mstでの骨盤
sway，体幹の屈曲・右側屈が起こり，Tstで股関節が
伸展しないことで下肢の振出が困難となっていると仮
定．また，後傾骨筋・下腿三頭筋の筋緊張亢進により
フットクリアランスが低下していると考えた，よって，
長下肢装具を使用した歩行訓練による下肢・体幹筋の
促通が有効と考え治療介入を行った．
【治療内容】
下肢筋出力促通訓練，装具歩行訓練，左右下肢荷重訓
練
【結果】
SLB装具を使用した歩行では右IC～LRでの膝折れ・
Mstでの骨盤右sway軽減し，右Tstでの股関節伸展増
加．右Mswでの股関節の内転が軽減した．しかし，
時折右Mswでの体幹左側屈・右股関節の外転見られ
Tstで股関節伸展が出現せず右Iswで足尖の引っ掛かり
が見られる事あり．
【考察】
長下肢装具を使用した歩行訓練による正常歩行に近い
歩行動作の反復によりCPGが賦活され，中殿筋・大殿
筋・大腿四頭筋が促通され，SLB使用しての歩行時の
右下肢支持力の増加につながったと考えられる．また，
股関節伸展活動の出現・股関節内転筋の過活動の軽減
により右Mswでの股関節コントロールが可能となっ
たと考えられる．右Tstでの股関節伸展の低下は，右
下肢荷重を避ける歩行動作パターンの定着による立脚
期の下肢・体幹アライメント不良によるものと考え,
今後は長下肢装具を使用せず右下肢への荷重を促して
いきたい．
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O-03
遷延性意識障害を呈した患者様に対して、意識レベル
向上に向けて難渋した一例

O-04
体幹失調に着目し抑速歩行器歩行を使用して歩行改善
が得られた症例

森田浩司
鶴川リハビリテーション病院

濵邊 弘斗
社会医療法人河北医療財団
天本病院 リハビリテーション科

key words 維持期・遷延性意識障害・意識レベル改善

key words コアスタビリティ・抑速歩行器・体幹失調

【はじめに】
今回、右視床出血後に遷延性意識障害を呈した患者様
を担当する機会を得た。意識レベル改善にむけて積極
的に抗重力姿勢での介入を行い、意識レベルの改善と
並行して抗重力伸展活動の改善を認めた。
練習内容のさらなる検討のため、ここに報告する。
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者家族に症例発表に対
する説明と同意を得た。
【症例紹介】
６６歳男性。２０１６年に意識障害で救急搬送。右視
床出血、脳室穿破とそれに伴う急性水頭症を認めたた
め内視鏡下血腫除去術を施行。水頭症及び右硬膜下水
腫にて硬膜下ドレナージを施行。その後硬膜下ドレ
ナージ抜去及びＶＰシャント術を施行。遷延性意識障
害のため気管切開、胃瘻造設。発症から約７ヶ月経過
し当院入院。ＦＩＭ：１９点（表出２点）、ＪＣＳ：
Ⅱ‐２０～３０、ＢＲＳ：左上下肢手指共にｓｔａｇ
ｅⅡ。表情変化は乏しく、右手離把握によるＹｅｓ／
Ｎｏの表出はあったが覚醒状態による反応のムラも
あった。頭頸部・体幹の抗重力伸展活動は認められな
かった。病前の職業は僧侶、努力家で忍耐強く御家族
や周囲の人から慕われていた。御家族様は本人の病前
の性格から積極的なリハビリを強く望まれた。
【治療内容・経過】
介入時から積極的な呼びかけや接触を行いながらの端
座位練習、ティルトテーブルによる立位練習を実施。
頭頸部の抗重力伸展活動の改善を認めたため、両長下
肢装具での立位練習を開始。その後、体幹の抗重力伸
展活動の改善を認めた。意識レベルについても、同時
期に首振り・頷きによる反応がみられるようになった
が、表情変化は認めなかった。その後、立位介助量が
軽減し歩行練習を開始すると、明らかな開眼持続時間
の延長が得られた。
【結果】
開眼持続時間の延長を認め、声かけに対し瞬きや眉を
上げるなどの表情変化が認められるようになった。意
識レベルがＪＣＳ：Ⅰ‐３～Ⅱ‐２０に改善したが、
覚醒状態により反応にムラがある状態は変わらなかっ
た。
【さいごに】
今回の自身の介入について、その期間は長期に及び試
行錯誤の連続であった。特に練習内容についてはさら
なる検討をする必要性を感じた。一方で、手探りなが
らも長期的な介入を進められたのは、患者様の回復を
願う御家族様の強い気持ちと姿が大きな力になったよ
うに思う。この経験を生かし、回復を望む患者様そし
て御家族様のために、今後も精進していきたい。

【はじめに】
失調症状により歩行動作の安定性を欠いた症例に対し,
治療介入を行うことで改善を認めた為，考察を加え検
討する.
【説明と同意】
本発表に際し，本人・御家族に口頭にて説明し同意を
得た.
【症例紹介】
60歳代男性.X年5月12日の左アテローム血栓性脳梗塞
診断で当院入院.既往歴として左小脳梗塞,陳急性の脳
梗塞を発症している.
【評価】
Brunnstrom recovery stage上肢・手指・下肢Ⅵ.四肢
及び体幹失調として,ロンベルク徴候・マン試験・測
定障害・企図振戦陽性.右への立ち直り反射消失.徒手
筋力検査法(以下MMT)にて体幹屈曲4・回旋3．安静
時筋緊張として脊柱起立筋・多裂筋にて亢進.腹直
筋・腹横筋・内外腹斜筋にて低下.歩行は失調症状と
体幹前後左右への動揺著明.補助具を使用した歩行は
困難,平行棒でも中等度介助が必要.
【仮説】
小脳性・迷路性運動失調,異常筋緊張によるコアスタ
ビリティ低下が考えられた.結果,歩行直後の振り出し
で体幹動揺が出現.また,体幹動揺を抑制しようとする
が脊柱起立筋や多裂筋等の腰背部の筋緊張亢進し,腹
直筋や内外腹斜筋の収縮が入らない事により,歩行時
の円滑性や安定性が低下していると考えた．よって抑
速歩行器を使用する事で,スピードコントロールや低
緊張筋に対する促通が有効であると考え治療介入を
行った.
【治療内容】
リラクゼーション,プレーシング,抑速歩行器歩行
【結果】
脊柱起立筋,多裂筋の安静時筋緊張の緩和を認め,腹直
筋,内外腹斜筋の低緊張改善を認めた.また歩行時の脊
柱起立筋や多裂筋等の過剰収縮は減少し腹部前面筋の
収縮が入るようになり,病棟内歩行器歩行が自立と
なった.
【考察】
抑速歩行器歩行訓練により,歩行時の低緊張筋に対し
て等尺性収縮が入る事でコアスタビリティが賦活され,
脊柱起立筋や腹直筋などの協調性が向上し,失調症状
が有りながらも歩行時の体幹動揺に対する抑制が出来
る様になり,棟内歩行が自立となったと考えられる.今
後は屋外抑速歩行器歩行自立を目指し,屋外歩行器歩
行訓練を行っていく必要があると考えられる.
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O-05
パーキンソン病患者における臥床時の筋の過緊張に対
するポジショニング介入の一例

O-06
家に帰りたい ～歩行障害に着目して～

酒井健吾
社会医療法人河北医療財団
多摩事業部あい訪問看護ステーション

遠山祥史
医療法人社団三秀会
青梅三慶病院 リハビリテーション科

key words パーキンソン病・ポジショニング・筋緊張

key words

【背景】今回担当したパーキンソン病(以下PD)患者
は臥床時に筋の過緊張による呼吸困難感、不眠、右下
肢痛を訴えていた。ポジショニングを設定し効果が得
られた為、考察を加え報告する。また、対象の問題点
に対し展開した介入は先行研究に無く、効果判定を行
う必要性があると考えた。
【目的】PD患者で就寝時の筋緊張を緩和させる為の
ポジショニング設定の一助とする事が出来る。
【対象】症例は70歳代女性。Hohen-Yahrの重症度分
類4。off時に全身の筋の過緊張と呼吸困難感を強く訴
え、1時間毎に中途覚醒する。筋緊張は頸部伸筋で高
く、伸展位を取りやすい。3motorのベッドを使用中
だが、本人と主介護者である夫ともギャッジ機能を覚
えておらず、フラットな背臥位で就寝。就寝時は「頭
から逆さまになっている」、「全身がこわばって無意
識に手足が浮く」、「手足がどういう格好をとってい
るか分からない」等の訴えが聞かれる。既往歴には不
安神経症、腰椎圧迫骨折、右大腿骨頸部骨折がある。
【方法】同一体位における効果判定を行う為、ポジ
ショニング姿勢は背臥位で設定。筋緊張の変化を視診
と触診、頸部屈曲可動域で評価しながら、タオル(枕
の高さ、股関節の回旋角度を調整)やクッション(上腕
の下支え)、ベッドのギャッジ角度(頭部24°/足部
12°)を調整。頸部屈曲可動域は調整前後で25°から
55°へ改善した。夜間の介入は困難な為、夫へポジ
ショニングの方法と介護指導を実施。効果判定として
睡眠時間、右下肢の疼痛(NRS)、本人の主観を参考と
した。
【倫理的配慮】患者および家族には当研究の主旨を口
頭と書面にて説明し同意を得た。また、個人に関する
情報が特定されないよう十分に配慮した。
【結果】中途覚醒の頻度は1晩1～2回へ減少。疼痛強
度は介入前後ともNRSで7～8と不変も、出現頻度は睡
眠時間と比例して減少。本人からは「こわばりが楽で、
よく眠れるようになった」との感想がきかれ、「頭か
ら逆さまになっている」感覚は聞かれなくなった。
【考察】Barnett-Cowanらは主観的視覚垂直(SVV)と
身体の直立性(PU)のテストを直立位と右側臥位で実施
し、PD患者は視覚と重力に依存した姿勢を取りやす
く、右側臥位でSVVとPUの偏倚が増大したと報告し
ている。また、MathevonらはPD患者の矢状面の主観
的身体垂直(SPV)は9°後方へ傾いていると報告して
いる。本症例はギャッジアップする事で矢状面の身体
垂直の偏倚が修正され、筋緊張が緩和して睡眠状況に
改善が得られたのではないかと考える。今後は他患者
での効果判定や別の体位でのポジショニングが与える
影響について評価したい。

【はじめに】
特発性正常圧水頭症（以下：iNPH）は、歩行障害・
認知症・尿失禁を三大徴候とし、歩行障害が初発症状
であることが多いとされており、一般的に小刻みな歩
行となり方向転換時にバランスを崩しやすいとされて
いる。本症例は転倒後、JNPHGS−R：7点で、方向転
換時のすくみ足が著名に出現し転倒の危険性が高かっ
た。歩行能力の改善が自宅退院に向けた取り組みとし
て最重要課題と考え、以下に報告する。
【目的】
すくみ足は、その歩容から失調性・失行性歩行とも言
われている。体幹機能の低下が抗重力伸展活動を阻害
し、すくみ足を助長していると考えた。インナーユ
ニットの安定は四肢の運動を保障すると言われている
為、その効果を期待し介入を試みた。
【方法】
iNPHのガイドラインでは、歩行障害に対する評価と
してTUGが推奨されているが、起立時から介助量が多
いことと、方向転換時にすくみ足が著名に出現する事
から10m歩行を選択した。またFBSとMMTを活用し
体幹機能の評価を実施した。姿勢緊張コントロールや
下肢アライメントの修正、骨盤の前後傾運動で能動的
な反応を引き出しインナーユニットの促通を促した。
【結果】
10m歩行：26.01秒、FBS：33/56点、MMT：体幹・
下肢4、JNPHGS−R：5点、立位姿勢では屈曲優位に
働いていた筋活動が抑制され、体幹機能が賦活化され
た事で抗重力伸展反応が得られるようになり、床から
の反力を体幹に捉えやすくなった。姿勢が安定した事
で、重心移動時の体幹・骨盤の動揺も減少し歩行開始
時の振り出しが行いやすくなった。
【考察】
骨盤の前後傾運動を行う事で腰椎は前弯し多裂筋が収
縮する事で、胸腰筋膜を介して腹横筋の筋活動が促さ
れた。それに伴い横隔膜や骨盤底筋群においても筋活
動が向上し腹腔内圧が高まったと考えられる。イン
ナーユニットが活性化された事で体幹・骨盤を抗重力
伸展方向に持続的に保持する事が可能となり、上部体
幹・股関節の過剰固定が抑制され、下肢の伸展活動も
得られ易くなったのではないかと考えられる。骨盤・
腰椎・股関節の伸展が保障されて事で、腸腰筋の張力
も得られ易くなり振り出しが円滑に行える様になった
と考える。また骨盤底筋群が活性化された事で失禁回
数も減少し、昼夜オムツ対応だったものが日中はリハ
ビリパンツへと移行する事も出来た。しかし、移動に
関しては不安定な要素も多々残っている為今後の検討
課題となっている。最後にヘルシンキ宣言に基づき本
人、家族の同意を得ている。

特発性正常圧水頭症・歩行障害・
インナーユニット
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O-07
失語を呈した脳出血患者に対する作業療法士としての
対応～対人関係とコミュニケーションを中心に～
ミスランシャ・アキ(OT)1)・鈴木淳一1)
加藤英之(Dr)2)
1）医療法人社団光生会 平川病院
リハビリテーション科
2）医療法人社団光生会 平川病院 精神科医師

O-08
アルコール依存症を呈した、40歳代男性の飲酒運転事
故後における身体リハビリテーションと復職へ向けた
理学療法士の取り組み
田中悠稀1)・濱田賢二1)・風間広行1)・久保田直美1)
長尾巴也1)・伊坂洋子2)
1）医療法人社団光生会 平川病院
リハビリテーション科
2）医療法人社団光生会 平川病院 医師

key words

key words

失語症・脳出血・対人関係

【はじめに】
回復期病院退院間近に自宅退院が困難となった脳出血
患者が，退院先で環境に適応する事が困難となり措置
入院となった．当院に入院し，作業療法を通じて対人
面へのアプローチを並行して実施した．尚，本発表は
当院倫理委員会の承認を得ている．
【症例紹介】
50歳代女性，X年Y月勤務先で意識不明となりA脳神経
外科病院に搬送．視床出血の診断．2ヶ月後に回復期
病院に転院するが，右片麻痺と失語症が残存．言語訓
練の拒否が見られSTの介入は拒否．家族が在宅への
受け入れを拒否した為，発症から6ヶ月後に養護老人
ホームへ入所．しかし職員への暴力行為・希死念慮を
認め，C精神科病院に措置入院．発症から1年3ヶ月後，
身体機能回復と精神科治療を目的に当院任意入院とな
る.
【OT評価】
BRS（上肢Ⅲ手指Ⅲ下肢Ⅳ），感覚（右半身重度鈍
麻）．ADL B.I85点，FIM86点．コミュニケーション
は簡単な理解は可能だが，喚語困難・構音障害により
表出に制限がみられた.また，対人交流を拒絶し自室
で過ごしていた．独居生活の希望はあったが多くのサ
ポート体制の構築が必要であった．しかし，他者を受
け入れない為，独居生活は困難であると考えられた．
【介入及び結果】
表出が困難な場面では筆記を交え，表出が行なえるま
で担当スタッフが辛抱強く待ち，担当外スタッフとの
交流の機会を多く与えた．それによりこれまでは伝わ
らないと諦める傾向にあったが，相手が理解出来るま
で努力するようになった．1ヶ月程度でスタッフとの
コミュニケーションが図れるようになった．入院当初
は自室に篭っていたが，徐々に他患との関わりも増え
デイルームで過ごせる様になった．
【考察】
本症例は，失語症があったが回復期の段階からSTの
介入を拒否していた.そこでOTが身体リハを媒介にし，
コミュニケーション方法の学習を行なった．結果，成
功体験を積み重ねることが出来，相手に理解してもら
えるまで努力する事が可能になり，集団の中でも生活
が可能になった．また，患者の希望である独居生活は
手厚いサポートがないと実現不可能であったが，他者
を受容出来るようになり独居生活に向けて退院調整が
開始できるようになった．

アルコール依存症・復職・頭部外傷

【はじめに】本症例は飲酒後のバイク運転自損事故に
より頭部外傷を受傷し救急搬送されたのち、リハビリ
目的にて当院転院。介入当初は一人で歩けず、アル
コール依存症による離脱症状もあり、家族は自宅退院
に消極的であった。リハビリにより歩行は安定しADL
自立となった。また、アルコール依存症に対する治療
プログラムを完遂し、自宅退院・復職に至った症例に
ついて報告する。
【説明と同意】本発表は当院倫理委員会に書面にて承
認を得た。
【症例紹介】本症例は5人家族で妻、子供3人と同居。
身体疾患は外傷性クモ膜下出血、顔面骨骨折。精神疾
患はアルコール依存症。アルコール依存症については
20歳頃、アルコール初飲。その後、約20年間1日5合
程度の習慣飲酒をしていた。救急搬送された後にリハ
ビリ目的で入院した病院では離脱症状によりリハビリ
が実施出来ず、30病日後に当院転院となった。
【経過】
＜入院時＞移動手段：車椅子。BI：75点、FIM：81点。
現実見当、病識の低下が著しく、「仕事に行かない
と」や「今入院している理由にお酒は関係ないと思
う」等の発言あり。
・家族はアルコール依存症に対する理解も乏しく、自
宅への退院に拒否的であった。MMSE：26点。TMTA187秒・TMT-B185秒。注意障害もあり数回転倒を
起こした。
＜退院時＞移動手段：独歩。BI100点、FIM121点。
MMSE：30点。TMT-A92秒・TMT-B126秒。
・自身の置かれた現状や疾患に対し理解と受容ができ
た。
・家族も疾患について理解し自宅退院に対し協力的に
なった。
【リハビリ介入】歩行障害とアルコールによる身体合
併症の連関を説明し、運動プログラムを通してアル
コール依存症の受容に努めた。高次脳機能障害に対し
て二重課題を取り入れた。復職時、公共交通機関を利
用した通勤手段確立のため外出プログラムにて実施。
本症例の希望でもある復職に対し、「社会参加」が行
なえるよう仕事内容を具体的に確認し、リハビリプロ
グラムに運搬動作練習、パソコン練習などを実施した。
【考察】リハビリを通して自身の身体・精神状態を把
握しアルコール依存症が身体に及ぼす影響を感じ取り、
飲酒問題の受容に繋がる側面もあった。当院での本格
的なアルコール依存症治療を継続しアルコール依存症
の受容に至った。転院時には自宅退院に拒否的であっ
た家族も、受け入れる態勢（環境因子）が整った。そ
して、ゴールは段階的に引き上げ、リハビリを継続し
自宅退院、復職することができた。
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O-09
遠位脛腓靭帯損傷により脛腓間不安定性を呈し保存的
加療となった症例
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育、育成活動
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脛腓間不安定性・保存的加療
動的安定化機構

【はじめに】
遠位脛腓間靭帯損傷に対する保存的加療は，荷重開始
後の脛腓間離開や疼痛の出現，関節症などの長期的な
機能低下が報告されている．今回，遠位脛腓間靭帯損
傷保存例に対してリハビリテーションを行い，良好な
短期成績を得た症例を経験したため以下に報告する．
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき，対象者に対して研究内容を
説明し同意を得た．
【経過】
50代男性，左足関節骨折（Weber分類B、LaugeHansen分類SER Ⅳ）に対して内固定術を行った．術
後ストレス撮影で脛腓間不安定性をみとめたが，保存
的加療の方針となった． ROMは術後翌日から開始し，
術後4週で背屈10度，底屈30度を獲得した．8-figure
は左右差2.5㎝であった．術後6週からエバーステップ
を装着下で部分荷重を開始し、術後9週から全荷重で
歩行練習を行った．荷重開始後、Xpにて脛腓間離開
が生じたが疼痛増悪はみられなかった．本症例は複数
の靭帯損傷を伴っていたため足関節内側・外側の支持
筋を強化するプログラムを立案した．また，Xpより
lateral spaceの拡大がみられたため，長・短腓骨筋の
収縮練習を重点的に行った．その後，脛腓間の拡大は
なく，術後3ヵ月で装具除去，術後5ヵ月でジョギング
を開始した．
【結果】
術後6カ月評価では背屈15度，底屈40度と足関節可動
域に左右差はみられなかった．8-figureは左右差2.0㎝
であった．内果後方でNRS 1の疼痛がみられた．JSSF
は87点，SAFE-QはPain 83.1，Physical 86.4，Social
91.7，Shoe 58.3，Health 95.0であった．疼痛や生活
動作の項目は高得点であったが，靴関連の項目は浮腫
残存のため低い得点となった．
【考察】
靭帯損傷後のリハビリテーションは，従来，6～8週の
保護期間を経たあとに，筋力トレーニングや神経・筋
協調性改善運動を取り入れることが推奨されている．
また，遠位脛腓間靭帯の機能は脛腓間離開の防止，足
関節内反の制動とされている（鈴木 2014）．本症例
も過背屈や内反ストレスを避けることで靭帯の保護を
優先した．しかしながら，靭帯損傷後の力学的強度は
損傷前の70～80％までしか改善されず，関節不安定
性が残存すると報告されている（Leadbetter 1992）．
そのため，今回の症例のように靭帯損傷により静的安
定化機構が破綻した場合，靭帯の保護期以降に動的安
定化機構を再構築することで良好な経過を得る可能性
が示唆された．

【はじめに】
2020年に第32回オリンピック競技大会（2020/東
京）ならびに東京2020パラリンピック競技大会が開催
される。斎藤らは、2016年のリオデジャネイロオリン
ピックの視察を通して、今後のスポーツ国際大会に向
けて、理学療法士（以下PT）がスポーツフィールドで
活動するための教育・養成システムの確立が必要であ
ると報告している。また、北田らは、スポーツ理学療
法に関する教育、育成システムの確立は明確ではなく、
実践の場も少ないとして、区西北部二次保険医療圏
（以下ブロック）でのスポーツ理学療法の活動につい
て報告している。西・南多摩ブロックにおいても、ス
ポーツフィールドでメディカルサポートを提供できる
教育、育成システムは確立していない。
【目的】
我々は、PTがスポーツフィールドでメディカルサポー
トを提供するための教育、育成活動を行ったので、そ
の内容を報告する。
【方法】
本活動は、スポーツ理学療法に携わるPTによって2017
年11月に発足された。本活動への参加者は、西・南多
摩ブロックに所属するPTから募り、任意でメーリング
リストの登録を行った。活動内容は、スポーツ理学療
法に関する勉強会と情報提供を行った。
【結果】
勉強会は、2017年11月～2018年7月の間に１回２時間
程度で、合計８回開催した。勉強会参加者は、延べ
200名であった。メーリングリスト登録者は、42名で
あった。勉強会の内容は、テーピング、整形外科的徒
手テスト、応急手当て、搬送法、スポーツフィールド
での急性外傷発生時のシナリオトレーニングであった。
情報提供は、日本理学療法士協会や東京都理学療法士
協会、また各ブロックが開催するスポーツ（障がい者
スポーツ含む）関連の研修会の案内とスポーツフィー
ルドの提供を行った。
【まとめ】
内山は、PTが専門職として広く社会に貢献するために
は、社会のニーズを的確に捉え、必要な能力を学ぶ姿
勢が不可欠と報告している。PTが、スポーツフィール
ドにおいてもメディカルサポートを行うことは、ス
ポーツを行う人々の健康増進や傷害予防に繫がり、大
きな社会貢献になると考える。我々は、今後も東京都
理学療法士協会や日本理学療法士協会から情報収集を
行うとともに、連携しながらブロック単位でのスポー
ツ理学療法の教育、育成活動とスポーツフィールドへ
の参加に取り組み、広域な社会貢献を目指したいと考
える。
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P-01
入院を機に生活の是正が図れ地域との連携が行えた単
身者へのチームアプローチを経験して

P-02
回復期リハビリテーション病棟退院後に自動車教習所
と連携を図り、自動車運転免許の更新に至った症例

射手園慶人
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

奥野美咲・大山典恵(OT)・鬢櫛篤巧(OT)
石原 亮(ST)・川村大樹(OT)・小笠原一登(OT)
寺島 佑・佐藤文雄
医療法人社団三秀会
羽村三慶病院 リハビリテーション科

key words

key words

単身者・地域連携・生活の質の向上

【はじめに】
近年、地域包括ケアシステムの構築が進んでおり、在
宅復帰や社会復帰に向けて地域との連携が重要視され
ている。今回、入院を機に生活の是正が図れ、生活の
質の向上、かつ地域包括との連携が出来た症例を担当
したため、以下に報告する。なお、本発表は症例の同
意を得て行っている。
【症例紹介と入院経過】
60代後半の男性。持ち家。独居。KPなし。Y月X日外
出先で脳梗塞を発症し当院へ救急搬送。MRI検査より、
多発的な脳梗塞や脳の萎縮を確認。保存加療となり翌
日からPT・OT・ST開始。21病日に当院回復期リハビ
リテーション病棟（以下、回リハ病棟）へ転棟。
【評価と介入】
入院時、服装や身なりは清潔とは言い難い状態であっ
た。身体機能面では、運動麻痺は認めないが、廃用性
による筋力低下により屋内杖歩行が見守り。高次脳機
能面では、注意障害、遂行機能障害を認めた。回リハ
病棟転棟後、屋内杖歩行が自立したが、歯磨きや髭剃
りなどの整容は看護師より促しが必要であった。23病
日、入浴訓練では洗体・洗髪動作や入浴後の後始末が
丁寧な様子が観察された。39病日以降に、PTでは院
外訓練で注意の分散が必要な環境での歩行や買い物、
公共交通機関の利用などを実施した。清潔さを保つこ
と、洗濯の習慣付けを行うために、日用品や下着の購
入を計画した。日用品等を揃えてからは、徐々に整容
が自発的に行えるようになった。週3回の入浴が自立
し、清潔さも保つことが出来た。
【これから】
社会福祉士が地域包括支援センターに連絡を取ったと
ころ、過去に近隣住民から相談があったケースである
ことがわかった。68病日に地域包括担当者が来院する
ため、退院後も、人との関わりが持て、清潔さを保て
るようなサービスを調整する予定。
【結語】
本症例は、身寄りがなく社会との交流が少なかったた
めか脳は萎縮し、入院以前より認知面の低下が生じて
いたと考える。近隣住民より相談があるほど、独居生
活が心配されるケースであったが、入院生活により人
との関わりがあれば、整容や入浴が自発的に行えるこ
とがわかり地域包括と連携をすることが出来た。高齢
者社会が進む中、単身者が入院する機会は今後さらに
増加すると予想される。入院生活を機に社会との接点
をつくり、地域との連携が図れるように調整すること
は、回リハ病棟の役割と考える。

自動車運転支援・自動車教習所
高次脳機能障害

【はじめに】今回、回復期リハビリテーション（以下、
リハ）病棟退院後に外来リハを継続し、教習所との連
携を図った後、普通自動車運転（以下、運転）免許の
更新に至った症例を経験した。以下にリハ経過と支援
活動の内容を報告する。
【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者家
族に症例発表に対する説明と同意を得た。
【症例紹介】50歳代男性。運送会社に勤務し、事務作
業と車両点呼を行っていた。体調不良と呂律障害によ
り前院へ搬送され、左被殻出血と診断された。発症後
第28病日目に当院回復期リハ病棟へ入院となった。既
往に頭蓋骨癒合症を呈していた。
【リハ経過】当院入院時、Br.stage（右）上肢Ⅵ、手
指Ⅴ、下肢Ⅵで独歩自立。ADLは入浴以外自立。高次
脳機能障害はADLに支障は認めなかったが、軽度の注
意障害、構成障害を呈していた。また当院で用いてい
る運転支援評価バッテリーのうち、TMT-A、レイの
複雑図形（即時再生）、コース立方体検査において、
運転可能基準を下回り、境界～不可レベルであった。
入院中に運転再開の希望も聞かれたが、早期退院、復
職を優先し、PT・OTではADLの自立、基礎体力の向
上を目的に介入した。STでは高次脳機能障害に対し
介入した。退院時には運転支援評価バッテリーの全て
が運転可能レベルまで改善した。発症後第55病日目に
自宅退院となり、翌週から復職された。復職後の状況
確認や運転再開を目的に外来リハを継続した。第85病
日目、再度運転支援評価バッテリーの高次脳機能評価
を実施したが、レイの複雑図形（即時再生）、コース
立方体検査において境界～不可レベルに低下した。診
断書を記載するにあたっての判断材料として、第114
病日目に教習所と連携を図り、実車評価を行った。教
官からは、十分な注意を払う事で通常運転を行う技能
はあると評価された。その後、高次脳機能評価と実車
評価の結果を踏まえ、主治医が診断書を作成した。第
150病日目、免許センターにて臨時適性検査を受け、
運転免許の更新に至った。運転免許更新後、教習所の
実車評価は敷地内での運転であったため、路上講習を
受けることを勧めた。
【まとめ】退院時に運転可能レベルまで改善した高次
脳機能障害であったが、退院後の再評価にて低下を認
めたため、教習所との連携を図った。検査結果が低下
した要因として、退院後の生活において構成能力を問
われる場面が減少した事が考えられた。本症例を経験
し、早期退院に至った症例でも高次脳機能障害が安定
していない事を予測し、退院後の経過観察を踏まえた
支援を行う必要性が示唆された。
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P-03
回復期病棟退院後の外来リハビリ継続により歩行能力
改善と病識変容が得られた右片麻痺の1症例

P-04
人工呼吸器管理中より理学療法開始し独歩自立にて自
宅退院された一症例～病棟と体位管理の連携と実施～

森 梨沙
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

山田真嗣1）・中越純子2）・宮城春秀1） 今西綾子2）
鈴木敦子2）・矢野正雄3）
1）社会医療法人社団正志会 南町田病院
リハビリテーション科
2）社会医療法人社団正志会 南町田病院
集中治療室 看護部
3）社会医療法人社団正志会 南町田病院 外科
key words 人工呼吸器管理・連携・体位管理

key words

片麻痺・外来リハビリ・症状詳記

【はじめに】
右片麻痺を呈した症例に,回復期病棟退院後,外来リハ
を行った.復職を目的に3カ月の除外での外来リハを予
定していたが,身体機能改善への希望が強く,主治医の
判断の下,機能改善が見込めるとし,症状詳記による1年
のリハビリ継続方針となった.外来リハ開始後,歩行能
力改善及び，病識に変容が見られた為報告する.
【説明と同意】
本報告の趣旨及び目的を説明し,文書にて同意を得た.
【症例紹介】
50代男性.脳出血による右片麻痺(Br.stage 上肢Ⅱ,手指
Ⅱ,下肢Ⅳ).同名半盲,糖尿病性網膜症を呈している.X月
Y日発症,回復期病棟転棟後,99病日に自宅退院.104病
日より外来での,理学療法(以下PT),作業療法(以下OT)
を週2回,言語聴覚療法(以下ST)を週1回継続.また,退院
後より週3回,デイサービスでのマシーントレーニング
も行った.
【経過】
退院時は下肢装具(以下HFG)を使用し,屋内独歩自立,
屋外杖歩行見守り.自宅内ADL自立.公共交通機関の利
用にも,見守りを要していた.10m歩行 9.26秒(18
歩),Timed up ＆ go test(以下TUG)12.32秒.歩行耐久
性は杖,HFGを使用し1～2km.身体機能向上に固執し,
復職に関する取り組みには拒否的であった.また,裸足
での歩行は,足部内反尖足傾向から不安定であるにも
関わらず,「歩けるから装具を外したい」という希望
が入院中より聞かれていた.身体機能改善に固執した
様子である為,PT,OT共に身体機能向上に向けた介入を
週2回実施.外来開始から2週間頃より自宅内は裸足で
の歩行自立,約3か月経過後(188病日)には,屋外足部サ
ポーターを使用し独歩自立,公共交通機関の利用自立
となった.202病日では10m歩行8.15秒(15歩),TUG
8.35秒,歩行耐久性はサポーターを使用し7km程となっ
た.また,「人混みではサポーターが必要」といった病
識の向上に加え,人に気を使わせないで歩きたい,仕事
の為に運転がしたい等の生活の中での目標も聞かれる
ようになった.その一方で,新たな目標の妥当性の検討,
代替手段の検討等新たな課題に取り組む必要がある.
【考察】
本症例は自身の考えを強く持たれている方であった為,
自宅生活の中で自主的にプログラム立案し,実施した
ことや活動量の増加によって,歩行能力の向上に繋
がったと考えられる.また,プログラムの立案や療法士
への経過報告を通して,障害や自身の身体機能への認
識が高まったと考える.
【まとめ】
回復期病棟退院後,長期間での外来リハが有効な症例
であった.今後も復職に向け,介入を継続していく.

【はじめに】
早期離床によるリハビリテーションの有効性は多数報
告がなされている。集中治療室で人工呼吸器管理下の
中で換気の改善、貯留物の排出による人工呼吸器から
の離脱を目的に理学療法介入した。しかし、理学療法
介入時間は限られておりそれ以外の時間帯をどのよう
に過ごすかということが早期離脱に必要であると考え
る。今回、人工呼吸器管理下の患者において病棟と連
携を図り24時間体位管理を行った結果、人工呼吸器か
ら離脱し独歩を再獲得し自宅退院を可能になった症例
を報告する。
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、本研究の目的と内容につい
て対象に説明し同意を得たうえで実施した。
【症例】
60歳台男性、身長172cm、体重80Kg、BMI27、診断
名は急性呼吸窮迫症候群（以下：ARDS）既往歴とし
ては肝臓癌、狭心症がある。
【経過】
X月Y日より発熱症状あり、近院受診し風邪診断。内
服にて治療を行うも改善せず、＋5日目に再度受診に
て肺炎診断。同日当院へ紹介にて集中治療室へ入院と
なり、呼吸状態悪化し人工呼吸器管理となる。
【理学療法】
人工呼吸器管理＋2日目より介入。P/F値は97と低値
であった。全身状態の把握や目標を共有するために集
中治療室でカンファレンスを行い看護師、理学療法士
でリスク管理の方法や人工呼吸器抜管に向けた具体的
手段について話合いを実施。具体的プランを提示する。
プランは理学療法介入時、午前・午後のそれぞれ1時
間ずつ腹臥位または前傾側臥位を実施。それ以外に時
間帯においては夜間帯も含め体位の変換表を作成し看
護師の協力を仰ぐ。その後、1週間ごとに見直しを
行った。
【結果】
理学療法介入時のP/F値76、11病日目P/F値180、18
病日目P/F値192、25病日目P/F値317と改善し26病日
目に抜管し29病日目に一般病棟へ転棟する。転棟後は
基本動作・ADL動作評価・訓練を行い49病日目に外泊
し54病日目に自宅退院となった。
【まとめ】
理学療法介入時間には限りがありそれ以外に時間帯を
どのように過ごすかは重要である。多職種でのカン
ファレンスを実施しリハビリテーション時のリスク管
理やそれに対する各種の役割を明確にし人員配置を決
定し協力を仰ぐ。理学療法以外の時間帯も病棟看護師
の協力を仰いだ結果、抜管し独歩自立にて自宅退院ま
で経過を追うことが可能であった。
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P-05
COPD患者に対して行動変容ステージモデルを用いた
呼吸指導が奏功した一症例

P-06
ＯＴＲに対し拒否的な患者に協働性を養いトイレ内動
作を獲得した症例

中村 和広・倉田 考徳・安藤 一哲・井出
医療法人社団永生会
南多摩病院 リハビリテーション科

高橋 藍美(OT)・堀田 和果(OT)
医療法人財団暁 あきる台病院 リハビリテーション部

key words

大

行動変容・慢性閉塞性肺疾患
在宅酸素療法

【はじめに】行動変容ステージモデルとは、行動変容
の過程を特徴のある5つのステージに分けた行動変容
のモデルである。ステージ毎に支援方法を変え、行動
変容が得られることを目的としている。今回、在宅酸
素（Home Oxygen Therapy以下HOT）の導入が困難
であった慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive
Pulmonary Disease以下COPD）症例に、行動変容ス
テージモデルを用いて呼吸指導を行い奏功した症例を
報告する。
【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に症
例発表をする説明と同意を得た。
【症例紹介】ADLが自立していたCOPDの50代男性。
入院数日前より呼吸苦が増悪、間質性肺炎の診断で入
院となる。呼吸機能検査で%肺活量86.9%、1秒率
65.9%と閉塞性換気障害を認めた。理学療法初期評価
は呼吸数28回、MMT上下肢で概ね4レベル、握力は右
25kg左23kg、長谷川式認知機能検査29点、機能的自
立度評価（Functional Independence Measure以下
FIM）85点であった。4L酸素投与下60m歩行では
SpO2 86%で、SpO2 90%までの復帰には2分以上を要
し、自覚的運動強度14であった。
【介入方法】理学療法開始から11日を無関心期、12
～19日を関心期、20～28日を準備期、29日以降を実
行期として行動変容ステージモデルを設定した。無関
心期では病識は乏しく、病棟安静度や酸素療法の理解
は皆無であった。呼吸苦やSpO2低下が生じても強引
に動作を続けていた。リハビリはSpO2低下や呼吸苦
のない範囲で行い、休息の必要性を指導した。関心期
では、本人の注意が向けば指導内容を実行できるよう
になった。注意が逸れる長時間の実施は困難になるた
め、動作を細かく分け注意が持続する範囲で指導した。
準備期では病棟で酸素を外す行為は改善、自身で休息
をとるようになった。自身へ注意を持続させるため、
指導ポイントをさらに絞って実施した。実行期では細
かい指導がなくても自身で指導内容を実施可能になり、
呼息や呼吸数、休息時間など補助的な指導のみ行った。
【結果】理学療法最終評価では2L酸素投与下で呼吸数
20回、MMT概ね5レベル、FIM110点であった。2L酸
素投与下60m歩行ではSpO2 88%、SpO2 90%までは
30秒で復帰、自覚的運動強度12であった。入院後57
日、更なる調整を目的に転院となった。
【まとめ】HOT導入が難渋した症例に対し、行動変容
ステージモデルを用いてステージ毎に指導を実施する
ことで、呼吸指導の重要性や理解を促すことができた
と考える。行動変容が得られにくく、指導に難渋する
COPD症例に対しても行動変容ステージモデルを活用
することが有用であることが示唆された。

key words

ＯＴＲに拒否・協働性・関わり方

【はじめに】
右大腿骨転子部骨折により整復接合施行後、ＡＤＬが
低下した症例を担当させて頂く機会を得たがＯＴＲに
拒否的であり介入困難となった。この症例に協働性を
養いトイレ内動作を獲得したため報告する。
【説明と同意】
当院倫理委員会の許可を得たうえで、本症例、ご家族
様に同意を得た。
【症例紹介】
８０代 女性 既往歴：糖尿病、左大腿骨遠位骨折、両
脛骨近位骨折、右足根骨骨折 現病歴：右大腿骨転子
部骨折により整復接合施行後、血糖コントロールのた
め入院となる。方向性：老人ホーム ＨＯＰＥ：自分
のことは自分でやりたい
【初期評価】
全体像：表情は強張り辛辣な口調で活気ない。対人交
流は消極的でＯＴＲに拒否的 精神機能：意欲低下が
みられ体調に変動あり臥床傾向 性格：自我がはっき
りし自立心が強く人見知り ＦＩＭ：トイレ動作５点
ＨＤＳ−Ｒ：２２／３０点
【治療経過】
介入初期、ＯＴＲが接遇の配慮がないままラポール形
成を図ろうとし易怒的になりリハビリ拒否となった。
そのため信頼を得ているＲＰＴ、ＯＴＲ、症例で話し
合いの場を設け各職種の役割を伝え、目標共有を行う。
その後、介入方法を再検討し訓練時間、接遇の配慮、
症例が中心となる関わり方を心掛けると、ＯＴＲに対
し拒否はなくなった。表情や口調は和らぎ自身に関す
る自発的な発言増え、院内生活の不満やトイレ内動作
での不便さなどの訴えが聞かれた。
【最終評価(変化点のみ)】
精神機能：リハビリに意欲的になり自発話が増え、
冗談交じりの発言聞かれ笑顔あり。体調は安定する。
ＦＩＭ：トイレ動作７点
【考察】
本症例がＯＴＲに拒否的だったのは接遇の配慮がない
まま介入したことやＯＴＲの役割を伝えられていな
かったことだと考える。下山は「クライエントが自身
の思考や感情、問題にしたいことについて十分に話せ
ると感じていることが協働関係に重要」と述べている。
今回本人の意思を尊重した関わりや目標共有をしたこ
とで協働性が養われたと考える。後期にはリハビリや
ＯＴＲとの関わりに意欲的な姿勢がみられ、ラポール
形成を築くことができた。その後、トイレ内動作の不
便さを聴取し介入できたことで見守りから自立に至っ
たと考える。
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P-07
右大腿骨転子部骨折に対してアライメントに着目し歩
行能力改善に至った一例

P-08
自信がもたらした行動変容
～自転車通勤で職場復帰へ～

梶原祥平・橋本亮介
医療法人財団利定会
大久野病院 リハビリテーション部

池田義臣
社会福祉法人梅の樹会 フラワープラム

key words

key words

歩行・疼痛・アライメント

【はじめに】両側重度変形性膝関節症（以下:膝OA）
を呈し,右大腿骨転子部骨折受傷を機に,アライメント
の崩れに伴う疼痛により歩行能力の低下した症例を担
当した.歩行能力改善を目指し介入した結果改善が得
られた為報告する.
【説明と同意】発表にあたり,ヘルシンキ宣言に基づ
きご本人とご家族に同意を得た.
【症例紹介】年齢,性別:80歳代女性.障害名:右大腿骨
転子部骨折(髄内釘固定術).現病歴:自宅で転倒し受傷,3
日後手術,26日後当院入院.既往歴:膝OA,認知症.病前
ADL:手引き歩行.本人HOPE：家に帰りたい.NEED:歩
行による移動手段の獲得,BMI:23.3.
【入院時初期評価】ROM-T(単位:°):右股関節伸展
0PAIN（以下：P）,内旋-5P,右膝関伸展-15,左膝関節
伸展-10,MMT:右股関節伸展2,外転2P,内転2P.右膝関
節伸展3P.立位:骨盤後傾位,膝屈曲,内反,最大荷重量：
右30㎏.歩行：平行棒内2往復疼痛により中等度介助.疼
痛（NRS）：安静時 右術創部3,荷重時 右術創部6,右
膝内側4,左膝内側2. Kellgren-Lawrence分類：両側
GradeⅣ．HDS-R：12点/30点．FIM：41/126点.
【問題点】右大腿骨転子部骨折により右股関節の筋力
低下,疼痛,関節可動域制限が出現.それに伴い骨盤,下肢
アライメントが崩れ,膝OAによる疼痛が増大し,歩行能
力低下を来した.
【治療プログラム】1.関節可動域運動（右股関節,両膝
関節）2.筋力増強運動（右股関節,両膝関節）3.アライ
メント改善（骨盤前傾,両膝装具）4.歩行練習
【最終評価(2ヶ月後)】ROM-T (単位:°)：右股関節伸
展10,内旋10P. MMT:右股関節伸展3,外転2,内転4.右膝
関節,伸展4.立位：骨盤中間位,膝屈曲,内反軽減,最大荷
重量：右39㎏.歩行：固定型歩行器(以下歩行器)使用
15ｍ見守り.10ｍ歩行：1分2秒(歩行器使用).疼痛
(NRS)：荷重時 右術創部0. FIM:55点．
【考察】今回,右大腿骨転子部骨折受傷を機に,右股関
節周囲の疼痛,関節可動域制限,筋力低下が生じた.これ
に伴い,立位アライメントは骨盤後傾,膝屈曲,内反位と
なり,膝OAによる疼痛が増悪し歩行能力が低下したと
考える.その為,上記治療プログラムを行い,右術創部の
疼痛が軽減し,右股関節伸展,内旋可動域及び伸展,内転
筋力が改善した.また歩行時に膝装具の使用と,徒手的
に骨盤前傾を促し膝屈曲,内反のアライメント修正を
行うことで,荷重時痛が軽減,立位最大荷重量が増大し
た．その結果,初期評価では平行棒内中等度介助で
あった歩行能力が,最終評価では歩行器歩行見守りで
可能になるまでの改善に繋がったと考える．

パワーリハビリテーション・通所介護
行動変容

【はじめに】当施設のリハビリ特化型デイサービスで
は、“介護保険の卒業を目指して”をコンセプトに、パ
ワーリハビリテーション（以下パワリハ）を主な運動
ツールとし、暮らしに繋げるリハビリを展開している。
今回、利用から約半年で復職に至った一例を経験した
ので、紹介する。
【説明と同意】対象者には、本発表の趣旨、目的につ
いて十分な説明を行い、同意を得た。
【事例紹介】71歳、女性、要支援２、独居。グループ
ホームで調理の仕事に従事し、自転車通勤をしていた。
平成２６年より、右膝に疼痛が出現、次第に増悪し、
家事や歩行が困難になる。平成２８年５月、右ＴＫＡ
施行。７月に退院、８月より当施設を利用開始。
当初、屋内Ｔ字杖歩行可能も、右膝の疼痛や、右膝関
節伸展制限に伴う破行による、ふらつき、歩行耐久性
低下がみられた。屋外歩行は歩行器使用で自立も、周
囲の目が気になり、外出頻度は少ない状態であった。
日常生活（掃除、買い物）に介助を要し、訪問介護を
利用。
【訓練内容】週２回利用で、パワリハ６機種、歩行訓
練から開始。漸増的に運動量を増加し、階段昇降訓練、
膝関節可動域訓練を追加。３カ月ごとに体力測定を実
施、効果判定を行った。
【経過】
平成28年
８月 利用開始。
１０月 右膝伸展制限改善、歩行能力向上がみられる。
１２月 屋内外独歩自立、公共交通機関の利用も可能
となる。買い物や掃除も自立、訪問介護を終了。
平成29年
２月 前職場から、復職の話しがあり、承諾。送迎
をしてもらい就労開始。しかし、ご本人様より、自転
車通勤の希望がある。3輪自転車の運転可能も、右膝
に疼痛が出現、恐怖感も強く、通勤困難。
４月 疼痛、恐怖感が消失、自転車通勤が可能にな
る。
７月 要支援１の認定。
平成30年
１０月 介護保険を終了し、町の体操教室へ移行予定。
【考察】本症例を通じ、パワリハのアウトカムである
行動変容を経験した。本症例では、歩行能力向上に伴
い、暮らしにおける動作課題も着実に達成する事がで
き、最終目標である復職に至った。近年、医療におけ
る入院期間が短縮していく中、リハビリの継続手段と
して、介護施設での日常生活に繋げるリハビリが求め
られている。そのために身体機能の改善だけでなく、
暮らしにおける課題設定が必要である。目の前の課題
を達成する事で、自信がつき、行動変容をもたらし、
その先の最終目標達成に繋がると考える。今後、この
点を意識し、アプローチを行っていきたい。
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P-09
運動中心半日型通所介護施設を利用する要介護認定者
の入浴状況と慢性疼痛との関連

P-10
簡易移乗リフト「ささえ手」を導入し自宅復帰を果た
した症例～福祉用具選定と家族指導の重要性～

荒川裕樹・梶原文規
株式会社ラピオン ラピオンリハビリセンター

浅野雄太
医療法人社団 多摩丘陵病院
リハビリテーション技術部理学療法科

key words
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要介護認定者・入浴・慢性疼痛

【はじめに】
３７～４０度での入浴は疼痛軽減、循環改善、軟部組
織伸張性改善の効果があると先行研究で報告されてい
るため、慢性疼痛を抱える要介護認定者は入浴頻度が
減少していると推察した。先行研究には要介護認定者
の入浴状況と慢性疼痛に関する報告がないため、本研
究では当施設の利用者を対象に調査した。
【対象および方法】
対象は運動中心半日型通所介護施設を利用する介護保
険認定者（８０．５８歳±８．５１）１０３名。入浴
状況と慢性疼痛有無は質問紙にて聴取し、内容を理解
できない方は除外した。
【倫理的配慮】
対象者にはヘルシンキ宣言に沿った研究である旨を説
明し参加への同意を得た。
【結果】
対象者の要介護認定度は要支援１から要介護２までで
９２％を占めた。入浴頻度は、週６−７回と答えた方
が４８％で、週１−２回、週３−５回に比べ多かった。
入浴方法は、全身浴と答えた方が７３％で、半身浴、
シャワー浴を上回った。入浴場所は、自宅と答えた方
が９３％を占め、施設を大きく上回った。入浴時の付
き添いは無しと答えた方が８２％であった。入浴する
時間帯は、１９時−２４時と答えた方が５２％で、他
の時間帯に比べ多かった。浴槽に浸かる時間は１−５
分と答えた方が４３％で、６分以上やシャワー浴に比
べ多かった。週６−７回入浴する群の方が、週１−５
回入浴する群に比べ慢性疼痛保有率が高かった。浴槽
に１−５分浸かる群の方が、浴槽に６−１５分浸かる
群に比べ慢性疼痛保有率が高かった。
【考察】
当施設の利用者の多くは、ほぼ毎日、自宅で見守りな
く全身浴をしている。要因は軽度要介護認定者が多
かったことが考えられる。また当施設の利用者の多く
は夜もしくは夕方に入浴し、浴槽に浸かる時間は１−
５分である。背景には入浴事故の不安があると推察で
きる。慢性疼痛保有者は入浴頻度が減少していると推
察したが、本研究では入浴頻度が高い群の方が慢性疼
痛保有率が高かった。推察と反対の結果が出た要因と
しては、湯に浸かる時間が短いことが挙げられる。先
行研究では、筋組織を柔らかくするためには４０℃の
湯温で１０分湯に浸かる必要性を示唆している。本研
究の考察をまとめると、軽度要介護認定者はシャワー
浴ではなく、１−５分の全身浴が多かった。筋組織を
柔らかくするまでの時間を得られていないのが現状だ
が、入浴事故のリスクも抱えているため、対象者の個
別性を配慮し入浴方法を提案する必要がある。

福祉用具・トイレ動作・家族指導

【はじめに】移乗・トイレ動作が2人介助レベルの症
例を担当した。トイレ動作の介助量軽減に向け、早期
から様々な福祉用具を試し選定に難渋した。福祉用具
の選定と家族への頻回な介助指導により自宅退院を果
たしたため、以下に報告する。
【説明と同意】倫理的原則を説明し、対象者及び家族
の了承を書面にて得た。
【症例】80歳代後半女性。身長154cm・体重61kg・
BMI25.7。既往歴に30歳代前半から両側膝OA、脳梗
塞（Br.Ⅵレベル）あり。自宅で伝い歩き中に転倒し、
右大腿骨転子部骨折を受傷し入院。44病日後回復期病
棟へ転棟。病前は戸建に娘家族と5人暮らしで、ADL
は屋内伝い歩き遠位見守りレベル、屋外シルバーカー
見守りレベル。自宅にて度々転倒歴あり。要介護1で
サービス利用歴はなし。
【初期評価（8病日）】FIM53点（運動25点）。起居
移乗動作2人介助、トイレ動作3人介助。疼痛が強く、
両下肢筋群や皮膚の粘弾性低下が著明。術直後は端座
位保持困難。立位保持は支持物使用においても困難。
【問題点】トイレ動作は、既往の両側膝OAに伴う疼
痛に加え、右下肢可動域及び下肢筋群の筋力低下によ
り、3人介助を要した。
【福祉用具選定と家族指導】52病日では、座位での前
方重心移動は可能だが、立位の両下肢支持は困難のた
め、姿勢補助手すり「楽助さん」試用。しかし家族で
は起立動作時の介助負担が多く、69病日に簡易移乗機
「こまわりさん」試用。介助負担は軽減したが、肥満
体質で体幹部を支えきれないため、86病日に簡易移乗
リフト「ささえ手」を試用。家族へ操作方法を指導の
上、繰り返し動作確認したことで、起立や立位保持、
下衣・移乗動作が実施でき、大幅な介助量軽減に繋
がった。自宅での、「ささえ手」とポータブルトイレ
の導入を決定。
【最終評価（121病日）】FIM69点（運動41点）。起
居動作軽介助、移乗動作1人介助。トイレ動作は福祉
用具使用し1人介助。立位保持は、両下肢よりも上部
体幹での支持により、30秒程可能。
【考察】屋内移動レベルが病前と退院時で大きく異な
るため、自宅環境設定に難渋した。トイレ動作が最終
的に家族の介助量軽減に繋がったのは、様々な福祉用
具を試し課題を検討しながら選定ができたこと、また
その過程で家族の協力を得て、実際に操作練習を繰り
返したことによると考える。介助量が多い症例におい
ても、家族の負担を考慮し適切な福祉用具の選定を行
い、頻回な家族指導を行うことで、自宅復帰が可能と
なることを学んだ。
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P-11
体重免荷式歩行器により立位保持を獲得しADLが向上
した症例

P-12
重度感覚障害を呈した左片麻痺患者の歩行能力改善に
知覚型インソール付短下肢装具は有効か？

鳴海皓太・佐々木涼太
医療法人財団暁 あきる台病院 リハビリテーション部
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key words 重度感覚障害・歩行
知覚型インソール付短下肢装具
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体重免荷式歩行器POPO
ボディイメージ・深部感覚

【はじめに】
今回、左片麻痺症状を呈し、日常生活全般に介助が必
要な症例を担当させて頂く機会を得た。麻痺により基
本動作に介助が必要になっていたため、左上下肢体幹
筋の筋出力低下・右上下肢体幹の筋力低下に対して治
療を行ったのでここに報告する。
【説明と同意】
当院倫理委員会の許可を得たうえで、本症例、ご家
族に同意を得た。
【症例紹介】
70歳代男性。自宅で生活し、徐々に左上下肢が動か
しづらくなり吐血、低Na血症・誤嚥性肺炎の診断で
前院入院。意識障害遷延し、療養目的で当院へ入院。
HOPE:歩きたい
【評価】（H30.5.16～18）→(6.15～16)
BRST左上下肢Ⅱ→Ⅴ、MMT(スクリーニングによ
り)左上下肢2→4・右上下肢3→5、FIM 54→71/126、
立位全介助→一部介助、深部感覚5/5
【目標設定】
下肢体幹筋の筋出力向上により、立位姿勢を安定さ
せ、基本動作の介助量軽減し、ADL・QOLの向上を図
る。
【問題点】
脊柱起立筋の筋力低下・左下肢伸展筋の筋出力低下・
右下肢伸展筋の筋力低下による骨盤後傾位・股関節屈
曲位・膝折れにより立位保持困難。
【治療プログラム】
体重免荷式歩行器POPO(以下POPO)での立位訓練・
歩行訓練による姿勢保持筋の筋出力向上
基本動作訓練③筋力訓練
【結果と考察】
本症例は体幹筋の筋力低下・右下肢筋の筋力低下・
左下肢筋の筋出力低下により立位姿勢を保てない。そ
こで抗重力筋活動が得られやすいPOPOを使用し訓練
を行った。POPOでの立位訓練・基本動作の反復練習
による下肢体幹筋の促通・感覚入力により、筋力・筋
出力の向上や動作の運動学習により、骨盤後傾位での
後方重心・膝折れが改善され、立位姿勢の一部介助が
獲得された。本症例は深部感覚に問題はなく、長期臥
床により抗重力位でのボディイメージが低下している
と考える。そのことから、POPOでの立位姿勢の感覚
入力により姿勢・運動を学習することで、ボディイ
メージが向上し、今回のような大幅な改善に繋がった
と考える。その結果、立位姿勢が安定することで、移
乗動作・トイレ動作の一部介助を獲得し、ADL・QOL
の向上に至った。現在はすでに退院されており、今後
も筋力訓練や感覚入力により、身体機能が向上してい
くと考えられる。

【目的】
歩行は日常生活において最も使用される移動手段であ
り、脳卒中患者の歩行再建はADL・QOLに大きな影響
を与える。今回、くも膜下出血（右中大脳動脈瘤破
裂）を発症し、重度の感覚障害を呈した左片麻痺患者
に対し、在宅復帰を目的に知覚型インソール付プラス
チック型短下肢装具（以下、SHB）を作成した。そこ
で裸足と比較した歩行能力やバランス能力の相違を評
価し、装具の必要性の有無を検討した。
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき対象者には発表の趣旨を説明
し同意と承諾を得た。
【症例紹介】
70歳代女性。くも膜下出血を発症し開頭クリッピング
術を施行、発症44病日に当院回復期リハビリテーショ
ン病棟へ転院された。初期評価ではBrunnstrom
Recovery Stage（以下、BRS）は左上肢Ⅱ/手指Ⅱ/下
肢Ⅱであり、感覚は表在深部共に重度鈍麻であった。
また高次脳機能障害として、左半側空間無視、注意障
害、遂行機能障害を呈していた。端座位保持は中等度
介助、立位・歩行は足底接地感覚もなく重度介助を要
した。当院入院後131病日に大腿ヘルニア嵌頓により
転院、腸切除術と大腿ヘルニア根治術を施行され、
140病日に当院再入棟、176病日に自宅退院された。
【理学療法評価】
当院入院後146病日時点。BRS左上肢Ⅲ/手指Ⅳ/下肢
Ⅳ。表在感覚は左下肢2/10、深部感覚は左膝関節・足
関節1/5と重度鈍麻を呈していた。Modified
Ashworth Scaleは膝関節伸展、足関節底背屈2と筋緊
張の亢進を認めた。Manual Muscle Testingは右下肢
5、体幹4、左股関節伸展、膝関節伸展、足関節底屈は
2、その他左下肢は3～4であった。歩行は左SHBと4
点杖を用いて監視～接触介助にて耐久性100mであっ
た。
【方法】
10m快適歩行速度、Timed Up and Go Test（以下、
TUG）、Berg Balance Scale（以下、BBS）を使用し
裸足にて測定（以下、裸足）、翌日にSHBを装着して
測定（以下、装具）を行った。SHBは、初期背屈角度
5度、外側ウェッジを付けた知覚型インソールを挿入
した。
【結果と考察】
10ｍ快適歩行は、裸足64.8秒（48歩）、装具59.3秒
（47歩）。BBSは裸足18/56点、装具22/56点。TUG
は裸足85.4秒、装具79.1秒であった。僅かであるが装
具において、歩行とバランス能力の改善が認められ、
本人からも歩行時の歩き易さの訴えが聞かれた。帰結
はご家族の接触介助下のもと屋内歩行獲得し在宅復帰
に至った。
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P-13
注意障害に対し、バランスと注意機能の関係に注目し
介入を行った症例～注意配分機能に着目して～

P-14
実績指数向上に向けた,当院回復期リハビリテーショ
ン病棟の取り組みについて

岸将大
医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

山田隆寛・秦 和文・山 健斗・齊藤雄大・佐藤文雄
医療法人社団三秀会
羽村三慶病院 リハビリテーション科
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注意配分機能・バランス・注意障害

【はじめに】今回、注意障害を呈した症例を担当する
機会を得た。本症例の注意障害は屋外などのバランス
能力を要する場面において特に顕在化していた。そこ
で今回、注意配分機能に着目し、高度なバランス能力
を要する状況において注意を周囲へ向けられる様にバ
ランス能力、注意機能の両側面に注目し介入を行い、
改善が認められるかを検討した。
【説明と同意】本発表に際し、対象者及びご家族へ説
明を行い書面にて同意を得た。
【対象】70代男性。診断名は左頭頂後頭葉皮質下出血。
前院にて開頭血腫除去術を施行し、21病日目で当院へ
転院となった。初期評価時のBRSは右Ⅵ-Ⅵ-Ⅵ。右上
肢表在感覚が5/10で中等度鈍麻、右下肢表在感覚が
2/10で重度鈍麻。深部感覚は右上下肢共に3/5と中等
度鈍麻であった。歩行は軽度のふらつきがあり、フ
リーハンド近位見守りレベルで10m歩行は23.61秒26
歩、TUGは26.22秒。BBSは31点。TMT-A 4分42秒、
B 9分27秒。平地歩行では障害物を避けることが可能
だが、坂道歩行では度々右側への注意低下がみられ、
身体を障害物にぶつける場面が度々みられた。本人の
訴えとして「周囲を見渡して歩く余裕が無い。」との
こと。
【方法】バランス能力の向上に伴う姿勢制御の注意配
分の減少及び周囲への注意力の向上を目的に介入を
行った。介入はバランス練習、屋外歩行訓練を中心に
実施。また、屋外歩行訓練の際は周囲へ注意を向けら
れるよう自己教示法、2重課題訓練を実施した。介入
は46病日目から2週間、週5回実施した。
【結果】右上下肢表在感覚が8/10、深部感覚は右上下
肢共に5/5と改善を認めた。歩行はフリーハンド自立
レベルとなり、10m歩行は17.73秒22歩、TUGは15.80
秒。BBSは53点。TMT-A 2分43秒、B 4分24秒。屋外
歩行では身体をぶつける頻度が減少し、右側の障害物
を避けながら歩行することが可能となった。本人の自
覚としては「周囲を見渡しながら歩くことが出来
た。」とのこと。
【考察】本症例は屋外などの高度なバランス能力を要
する場面において特に注意機能の低下が生じていたと
考えられる。冷水らは脳卒中片麻痺患者では支持基底
面の狭小化に伴って遂行する認知課題の成績が低下す
ると報告している。姿勢制御が占める注意配分量の割
合が大きくなり、周囲への注意が向きづらい状況に
あったと考えられた。本症例はバランス機能の向上に
伴い、周囲へ注意を向け易くとなったと考えられ、身
体機能の向上が注意機能の向上に至る要因となる事が
示唆された。

回復期リハビリテーション・実績指数
ＦＩＭ

【はじめに】
2016年度の診療報酬改定により,回復期リハビリテー
ション病棟(以下,回復期リハ病棟)のアウトカム指標と
して実績指数が導入された.2018年度では,入院料の評
価体系についてさらに実績指数を取り込むなどの見直
しが行われ,回復期入院料は1～6に再編された.当院は
本年度から回復期入院料4を算定した.そこで昨年度と
の実績指数に伴う数値を比較し,現在の当院の取り組
みと課題を検討したので本会に報告する．
【方法】
対象は当院回復期リハ病棟を2017年4月～7月(以
下、’17)に退院した患者90名(男性：51名,女性39名.脳
血管疾患48名,運動器疾患12名,廃用症候群30名)と、
2018年4月～7月(以下,’18)に退院した患者84名(男
性：37名,女性47名.脳血管疾患35名,運動器疾患33名,
廃用症候群16名)とした.これらに対し年齢,在院日数,
回復期入院上限日数,入・退院時FIM,入・退院時運動
FIM,実績指数をt検定にて比較,検討した.また,算定除
外適応者は’17：0名,’18：28名.急性増悪に伴う低下直
前FIM入力者の’17：1名,’18：4名は除外した.なお,対
象者には説明の上,同意を得ている.
【結果】
年齢は’17：77,8±11,5歳,’18：79,4±9,1歳.在院日数
は’17：85,6±44,8日,’18：76,3±36日.回復期リハ上限
日数は’17：128±37,3日,’18：118,6±36,9歳.入院時
FIMは’17：61,9±22,4点,’18：60,1±19,3点.入院時運
動FIMは‘17：41,9±16,1点,’18：40±13,6点でいずれ
も有意差は認めなかった.退院時FIMは’17：
86,9±31,2点,’18：96,4±26,2点.退院時運動FIM
は’17：62,1±23,8点,’18：69,8±19,5点で有意差を認
めた(ｐ＜0,05).実績指数は’17：38,3±39,’18：
58,5±54,2で有意差を認めた(ｐ＜0,01).
【考察とまとめ】
今回の検討においては,退院時の運動FIMの向上に伴い,
実績指数の大幅な改善が認められた.当院ではカン
ファレンス等で他職種との連携を強化し,2018年度か
らより早期に予後予測を行い,積極的かつ前向きな算
定除外者の選定を行った.また病棟スタッフと情報共
有を行いながら,退院先に即したADLの般化を実践し
た.これらの取り組みが実績指数を向上した要因と考
えた.今後は,より機能的・能動的なモビリティを確保
したうえで,在院日数の短縮を課題として見直してい
く必要があると思われた.
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P-15
当院リハビリテーション中間管理職のジョブローテー
ションによる職員満足度の影響
宮城春秀・樋口 悟・依包早紀・山田真嗣
社会医療法人社団正志会
南町田病院 リハビリテーション科
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ジョブローテーション・職員満足度調査
ヒアリング調査

【はじめに】
ジョブローテーション（以下、JR） は、病院だけで
なく一般企業の多くの組織で行われており、医療では
看護部門の組織において、診療科ごとの病棟配置と
なっているため、看護提供体制とキャリアパスに応じ
たJRを積極的に行われている。
以前、我々は、リハ部門における組織構造の違いが及
ぼす影響について調査を行い、時期のチーム編成した
構造において、チームごとのコミュニケーションを活
性化させるためにJRなど仕組みが必要と報告した。
今回、リハ部門における急性期・回復期リハ病棟にお
いて、時期別にチーム編成している組織構造において、
中間管管理職の配置転換に及ぼす影響について調査す
る。
【倫理的配慮】
本研究における倫理的配慮は、ヘルシンキ宣言を厳守
して研究計画を立案した。
調査にあたっては個人が特定できないよう匿名化し、
データの取り扱いに関しても漏洩がないように配慮し
た。南町田病院の倫理審査委員会の承認を得た。
【方法】
対象は当院のリハ科職員54名に対し、H29年とH30年
の7~8月の1ヶ月に職員満足度調査を実施した。また
JR対象者の2名にはヒアリング調査も実施した。統計
学的検討は、H29年度の配置転換前とH30年度の配置
転換後の2群間の職員満足度のデータについて
Shapiro-Wilk検定で正規性の確認を行い、Wilcoxon符
号順位検定にて比較検討した。統計解析にはEZRを使
用し、統計学的有意水準は5%とした。
【結果】
職員満足度調査の結果は、中間管理職のJR前後におい
て有意差はなかった。JR対象者へのヒアリング調査の
結果から、多くのメリットがあり必要性を感じており、
一方で多くのストレスを抱えていることが分かった。
【考察】
中間管理職のJRにより職員満足度に影響がなかったの
は、リーダーシップの在り方、役割や業務内容など不
明確な点、また上司や部下のフォロー体制が不十分で
あった点などが考えられる。JRは、多くの利点があり
必要であるが、実施する上で、①職員への説明と理解
(組織運営や職務のキャリアビジョンなど含む）、②
定期的な職員との面談、③組織変革の必要性、また業
務負担などを考慮した時期の設定、④ストレスに対す
るフォローが必要と思われた。
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