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主 催

公益社団法人 東京都理学療法士協会 区西北部ブロック部
後援 区西北部地域リハビリテーション支援センター

ご挨拶
第6回

区西北部ブロック部学術集会
大会長

今野陽一郎

この度、第 6 回東京都理学療法士協会区西北部部ブロック部学術集会を開催させていただくこ
ととなりました。一昨年に区西北部ブロック部を中心として第 36 回東京都理学療法学術大会を
開催させていただき、多くの会員の皆様にご協力いただきました。区西北部ブロック部学術集会
としては 3 年ぶりの開催となりますが、今回も同様に企画、運営、査読、座長など多くの会員の
皆様のご協力により当日を迎えられることに対し、併せて感謝申し上げます。
本学術集会のテーマは「理学療法の未来・挑戦」としました。区西北部ブロック部には 1049 名
の会員が在籍しており、二次医療圏における理学療法士数としては東京都で最多となっており
ます。そのうち 1〜5 年目の理学療法士が 47％と東京都全体と比べても多くの若手理学療法士
を有するブロック部となっております。そのため、当ブロック部の学術集会では演題発表にフレ
ッシュマン枠を設け、若手理学療法士が発表しやすい環境を整えるように工夫しております。前
回までの、査読コメントのフィードバックと抄録修正に加え、今回は発表におけるディスカッシ
ョン時間に余裕を持たせております。発表者だけでなく、多くの参加者にご質問やご意見として
ご発言いただき、より活発なディスカッションがなされることを期待しております。
特別講演は宮本恵理先生、橋本典之先生にご講演いただきます。「理学療法士の挑戦〜新たな
キャリアデザイン〜」と題し、若手の会員が理学療法士の未来像を描く上での一助になればとい
う思いを込めて企画させていただきました。
シンポジウムは「地域の理学療法〜支部活動の未来と展望〜」と題し、区西北部ブロック部の
支部長をシンポジストとして、近年活発になりつつある支部活動について紹介し、今後の展望に
ついて参加者とともに検討する時間にしたいと思っております。区西北部ブロックの医療資源
は病院病床数、介護施設数ともに全国平均を下回っております。そのため地域在住高齢者の介護
予防を考えた時に、理学療法士の役割は重要であり支部としても積極的に行政と関わりながら、
地域活性に力を注ぐ必要があります。また、2020 年オリンピック・パラリンピックにけたスポ
ーツ機運の醸成に伴い、各区で盛んとなっているスポーツイベントやその先のレガシーに向け
ての理学療法士としての関わり、学校保健関連事業、また今後起こりうる大規模災害時の理学療
法士の役割など、支部には多くの役割があり期待されております。
本学術集会により、一人の理学療法士としての未来、支部活動の未来を考え、挑戦の土台とな
ることを祈念し、大会長の挨拶とさせていただきます。

交通案内

■帝京平成大学

池袋キャンパス(本館)

〒170-8445
東京都豊島区東池袋2-51-4
7階 714・710講義室

参加者案内
１．会場内での呼び出し
会場内での呼び出しは、行いませんのでご了承ください。
２．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。
３．会場内でのカメラ・ビデオ撮影,録音
会場内でのカメラ・ビデオ撮影(カメラ・ビデオ機能付き携帯電話を含む)、録音等は禁
止させていただきます。
４．会場内での喫煙
会場内は禁煙です。
５．エレベーターの使用について
指定されたエレベーターのご利用をお願いいたします。
６．昼食
会場内での飲食は可能です。ゴミは各自でお持ち帰りください。
７．発表時間/質疑応答について
一般演題は発表時間7分、質疑応答3分です。フレッシュマン演題は発表時間7分、質疑応
答5分です。特別講演を含めて、質問や意見を歓迎致します。若手の先生方も積極的に挑
戦してみて下さい。
８．大会長賞/奨励賞について
一般演題、フレッシュマン演題の発表者に対し大会長賞、奨励賞を用意しています。受
賞者の発表は閉会式にて行います。

会場案内

受
付
学会
本部

メイン会場

第2
会場

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
本大会は、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。
マイページへの反映は学会終了後となります。
<新人教育プログラム>
・演題発表者は「C-6 症例発表」に該当し、3単位が付与されます。
・シンポジウム受講者は「C-5 地域リハビリテーション」に該当し1単位が付与されます。
※「C-5 地域リハビリテーション」希望者にはシンポジウム終了後、714教室出口にて
受講証をお渡し致します。閉会式終了後にポイント申請受付を行いますので、受講証を
持参の上、受付までお越しください。尚、申請受付がない場合にはポイント付与はでき
ません。予めご承知おきください。
<専門・認定理学療法士>
学術集会参加者は10ポイント、一般演題の筆頭演者および座長は加えて5ポイントが取
得できます。

東京都理学療法士協会

倫理委員会からのお知らせ

東京都理学療法士協会 倫理委員会では、理学療法士の社会的地位の向上と相互福祉に
資するため、理学療法士の倫理厳守の意識を高めることを目的として「倫理規定」に関す
る啓発活動を実施しています。そこで、本学会参加者において会員向けのアンケートを実
施させていただく事にします。
内容はハラスメントに関することです。（ハラスメントを受けたと感じたことはありま
すか？等）２～３分程度の内容です。
配布したアンケート用紙のQRコードからの回答、アンケート用紙への直接記入のどちら
で も構いません。回収ボックスも設置いたしますので、ご協力をお願い致します。
また、お昼休みに、『ハラスメント』におけるスライドショーを上映します。時間があり
ましたら、一見していただき、ハラスメントへの注意喚起の啓蒙が、出来ればと考えてお
ります。
東京都理学療法士協会 倫理委員長 卜部吉文（大橋病院）

学会日程
メイン会場
（講義室714）

第２会場
（講義室710）

9:00

学会参加受付
演者・座長受付
演者・座長受付

10:00

開会式

10:10

特別講演
『理学療法士の挑戦～新たなキャリアデザイン～』
講師：宮本恵理 （アルケア株式会社）
橋本典之 （柏の葉訪問リハビリステーション）
座長：芳野 純（帝京平成大学）
11:20
11:30

一般演題

フレッシュマン 1

フレッシュマン 2

フレッシュマン 3

12:20

13:20

14:10
14:20

シンポジウム
『地域の理学療法～支部活動の未来と展望 ～』
シンポジスト：板橋・北・豊島・練馬区各支部長
座長：今野 陽一郎（帝京大学医学部附属病院）

15:50
16:00

閉会式

特別講演

理学療法士の挑戦 ～新たなキャリアデザイン～
10:10～11:20 メイン会場（講義室 714）

企業で働く理学療法士

アルケア株式会社
宮本 恵理

「あなたはどんな理学療法士になりたいですか？」
この問いに具体的に自信をもって答えられる理学療法士はどれほどいるのでしょうか。
理学療法士免許を取得して 4 年目の頃、先輩に問われた私は「こんな理学療法士になって、いつまでにこれ
を達成したい、こうしたキャリアを積みたい」というイメージが漠然としていたことに気付きました。
現在、国内の理学療法士は約 16 万人おり、毎年 1 万人以上の資格取得者がいます。また、給料は診療報
酬の影響を受けやすく、増加も大きいとはいえません。実際に、どんな目的や意識をもってこの職に臨むべ
きか、どのように自分の特色を出していけばよいか悩んでいる方も少なくないのではないかと思います。
新たな仕組みづくりやモノづくりに興味があった私が手探りしながら至ったのは企業でのヘルスケア事
業開発でした。今は商品開発や広報、ヘルスケアイベントや学術セミナーの運営などの業務を行っています。
企業に入職して思うことは、理学療法士の希少価値の高さと、あらゆるフィールドでの可能性です。大学
や臨床など、これまでの経験で得た医学的な知識や技術は、我々が思う以上に企業にとって有益なノウハウ
であり、価値があります。
今回の講演では、私が企業に入るに至った経緯や、企業での仕事内容、キャリアデザインのために早い段
階からやっておいた方が良いと思うことなどを御紹介させていただきたいと思います。
まだまだ未熟者の身で恐縮ではございますが、少しでも若い理学療法士の方々の視野を拡げる、仕事に対
する自信や勇気をもつ一助にしていただけたら幸いです。

略歴(学歴・職歴・活動歴 等)
2011 年 群馬大学医学部保健学科卒業（理学療法士免許取得）
医療法人相生会 わかば病院 入職
2014 年 新横浜整形外科リウマチ科 入職
2016 年 アルケア株式会社 入職

特別講演

理学療法士の挑戦 ～新たなキャリアデザイン～
10:10～11:20 メイン会場（講義室 714）

理学療法士 × 地域・在宅 ＝ ？

柏の葉訪問リハビリステーション
橋本 典之

時代は、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアへ変遷しています。
私自身、祖父母の介護、看取りを「生活者」の視点から眺めてきた経験を経て、理学療法士に辿り着きま
した。
「生活・暮らし」を主軸に置けば、単に心身機能や身体構造だけに働きかけるのではなく、個人のス
トレングス（強み）に着目し、環境や地域資源に働きかけるなどさまざまな手段を駆使することができます。
また、機能の回復が果たされなくとも、環境因子や個人因子に働きかけることで、生活のしやすさが向上し、
関係性が深まり、QOL が改善するようなアプローチが可能になります。
人の数だけ物語が生まれるのを日々の実践の中で実感しています。生まれながら障がいを抱えている子、
治らない病や進行していく病を抱えている人を「寄り添い・支える」リハビリテーションが求められていま
す。その実現のための理学療法は、病気や障がいに対する科学的根拠に基づくアプローチを見据えながらも、
生活上の課題に対して、知恵やアイデアで解決に導く、クリエイティブ（創造的）な生業と思っています。
そして、我々がただサービス提供者として動くのではなく、自律した市民をつくること。いのちの主体と
して、どのような状況でも、自分でできることは自分でやり、自分のことを自分で決めることができる市民
をつくること、患者や家族のセルフケア能力を高めること、そして、協同の精神や形（互助）を地域につく
っていくこと。も、これからの時代に求められる重要な能力であると思います。
2014 年に設立した会社の社名「アクト・デザイン」には、＜人それぞれの生活をより良いものに自らが デ
ザイン design できるようにその人の必要な 活動 act を向上させていく＞という思いを込めました。実践
においては、決して、リハビリ職だけで完結するものではなく、多職種、地域での協働・連携は大前提です。
道半ばですが、私自身の経験が、皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。

略歴(学歴・職歴・活動歴 等)
2007 年 介護施設勤務（介護福祉士免許取得）
2009 年 東京衛生学園専門学校 リハビリテーション学科 卒業（理学療法士免許取得）
2009 年 地域医療振興協会 東京北社会保険病院（現：東京北医療センター） 入職
2014 年 株式会社アクト・デザイン 設立

シンポジウム

地域の理学療法 ～支部活動の未来と展望～
14：20～15：50 メイン会場（講義室 714）

シンポジウム「地域の理学療法〜支部活動の未来と展望〜」
地域活性局 区西北部ブロック部
部長 今野 陽一郎

豊島区支部 支部長 鈴木 享之
北区支部 支部長 卜部 吉文
板橋区支部 支部長 今野 陽一郎
練馬区支部 支部長 岡崎 俊秀

区西北部ブロック部では 2017 年度から 4 区の支部活動がスタートし、2 年が経過しようとしております。
初年度は豊島区 1 件、北区 1 件、板橋区 3 件、練馬区 1 件の事業を実施しました。今年度は豊島区 3 件、北区
2 件、板橋区 4 件、練馬区 5 件の事業を展開中です。事業内容は地域包括、介護予防、学校保健、スポーツと
多岐に渡っております。このシンポジウムでは区西北部ブロック部の豊島区、北区、板橋区、練馬区の各支部
長をシンポジストとして、各支部事業の紹介をさせていただきます。
区西北部ブロック部の会員は 1049 名（2018 年 12 月）です。支部活動を中心的に運営している会員は豊島
区 11 名、北区 8 名、板橋区 11 名、練馬区 8 名です。この、1049 名の力を結集することで、理学療法を通じ
た都民の医療・保健・福祉の増進や地域社会の健全な発展、高齢者福祉の向上、障害者支援、教育の向上を推
進していけることは間違いないところです。そこで、このシンポジウムでは区西北部ブロック部の会員の皆様
にご協力いただき、支部活動に対する考えをアンケートすることで、参加しやすい運営方法の検討や、参加す
る上での問題点を明らかにしていきたいと思います。
先にも述べましたが、支部活動が始まって 2 年です。まだまだ、様々な方面での事業が考えられ、2020 年
オリンピック・パラリンピックにけたスポーツ機運の醸成に伴い、各区で盛んとなっているスポーツイベント
やその先のレガシーに向けての理学療法士としての関わり、学校保健関連事業、また今後起こりうる大規模災
害時の理学療法士の役割など、支部には多くの役割があり期待されております。
区西北部ブロック部にご所属の皆様におかれましては、支部活動に関するアンケートにご協力をお願いいた
します。皆様の声を支部活動に反映させていけるように支部長、ブロック部員、支部員、ご参加の会員の皆
様と支部活動の未来と展望を検討して行きたいと思います。

展示ブース

エスカレーターマナーアップ推進委員会
エスカレーターは、身近にある便利な乗り物。
足腰が不自由な方も、楽に移動ができる。便利なはずの
乗り物が、右側が歩行レーンになっている現状は、例え
ば右側の手すりしかつかめない方にとっては、危険で
利用しづらい乗り物になっています。
ホントは、右側に止まって乗りたいって思っている方
も、今の慣習に合わせて、余儀なく左側に不安定な状態
で乗ってらっしゃる方がいるのです。
どうして障害を持っている人が外出しづらいのか？
→けが・病気で身体機能が低下しているから・・。
それだけでなく、
→社会の環境が身体機能と合わないから。
環境が人に適合していないから。
だれもが生活しやすい、楽しむことのできる環境-移動
空間を作ること。こうしたユニバーサルソーシャルデ
ザインを推進していくことが、医療・福祉などに携わる
専門職として、重要な役割だと私たちは考えています。

平成 30 年 4 月、啓発
物としてキーホルダー
を作成致しました。
平成 30 年 12 月末日
までに、約 1500 個
を希望者に無料配布し
ております。

東京オリンピック・パラリンピック開催までに、

ご希望の方は下記

東京におけるエスカレーターの片側空けが「ゼロ」

Facebook にてお問い

になることを最大の目標としている私たちの活動

合わせください。

は、東京 2020 参画プログラム（応援プログラム）
に承認していただけました。

≪エスカレーターマナーアップ推進委員会 Facebook のお知らせ≫
本委員会の Facebook が開設されています。活動紹介や報告、イベント、
メディア関連等を投稿しています。是非ご覧いただければと思います。
「いいね！」をしていただき、多くの方に共有していただけると幸いです。

一般演題

メイン会場（講義室 714） 11：30～12：20
座長：間藤大輔 医療法人社団健育会 ねりま健育会病院

G-01

MCI 患者に対する運動療法、学習療法の早期介入での試みについて
辻内科循環器科歯科クリニック リハビリテーション科 赤城圭佑

G-02

前距腓靭帯損傷ハンドボール選手の競技復帰基準と超音波画像評価の関連性に関する一考察
岡本整形外科リハビリテーション科 岩澤脩

G-03

退院後、転倒を繰り返している一症例の訪問リハビリテーションのアプローチについて
～「生活のひろがり」と「ころばない自信」との関連について～
慈誠会練馬駅リハビリテーション病院 医療技術部 リハビリテーション科 澤田奈那美

G-04

老健機能を活用して在宅生活をとりもどした事例
医療法人社団 翔洋会 介護老人保健施設 大泉学園ふきのとう 澤田義久

G-05

身体活動量計測方法の比較検討
帝京平成大学 徳田良英

フレッシュマン 1

メイン会場（講義室 714） 13：20～14：10
座長：松土理恵 日本大学医学部附属板橋病院

F-01

左小脳梗塞により、めまいと運動失調を呈した症例 ～復職に向けた、実用歩行獲得を目指して～
医療法人社団 健育会 竹川病院 リハビリテ－ション部 井上裕太

F-02

回復期病棟における疾患別 FIM 運動項目の経時的変化について
浮間中央病院 糸谷慧太

F-03

重度左片麻痺を呈し,起立・移乗動作の獲得に難渋した症例 ～腹臥位の特性を活かしたアプローチ～
医療法人社団 健育会 竹川病院 リハビリテーション部 川島冴斗

F-04

左側頭葉再発性悪性グリオーマ術後に右片麻痺・症候性てんかんを呈し介入に難渋した若年男性の症例
医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック 清水有生

フレッシュマン 2

第 2 会場（講義室 710） 11：30～12：20
座長：古田哲朗 医療法人社団ゆみの ゆみのハートクリニック

F-05

短期間に複数回の心臓血管外科手術を受けた症例の動作獲得日数と運動機能について
練馬光が丘病院リハビリテーション室 駒井由翔

F-06

高齢慢性心不全患者に対し吸気筋トレーニングを施行した一例
辻内科循環器科歯科クリニック 水瀬光汰

F-07

心疾患患者に対するレジスタンストレーニング負荷量の検討
浮間中央病院 リハビリテーション科 山科貴大

F-08

脳出血患者の血糖コントロールによる再発予防を考慮した介入の一例
慈誠会練馬駅リハビリテーション病院 医療技術部 リハビリテーション科 吉江和也

フレッシュマン 3

第 2 会場（講義室 710） 13：20～14：10
座長：森田新平 医療法人社団健育会 介護老人保健施設ライフサポートひなた

F-09

既往に脳性麻痺がある頸髄症患者に対する体幹機能への介入により連続歩行距離の延長が図れた症例
IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院 リハビリテーション科 福田謙

F-10

人工膝関節全置換術 1 週後の膝関節可動域と退院時の身体機能との関係について
医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院 リハビリテーション科 杉山水悠

F-11

当院における高齢者 THA 患者に対する術前からの取り組み
順天堂大学医学部附属練馬病院 髙橋由賀

F-12

腰椎椎間板ヘルニアによる左下肢の疼痛を呈した若年性スモン病後遺症患者に対する転倒頻度の改善に難渋した症
例 －歩行時 Mid Swing の Toe clearance 低下に着目して－
医療法人社団涓泉会山王リハビリ・クリニック 鹿内誠也

G-01

G-02

MCI 患者に対する運動療法、学習療法の早期介入での試みについ

前距腓靭帯損傷ハンドボール選手の競技復帰基準と超音波画像評

て

価の関連性に関する一考察

赤城圭佑

1)

、齋藤弘

1)

、中村大祐

1)

、田口真衣

立石裕美 1) 、大圃篤 1) 、西山真史 1)、
1)辻内科循環器科歯科クリニック
2)東京工科大学

医療保健学部

1)

、水瀬光汰

1)

、

菅原仁 2)

リハビリテーション科
理学療法学科

岩澤脩 1），久保田友二 1），渡部正史 1），岡本重雄 2）
1）岡本整形外科リハビリテーション科． 2）岡本整形外科

Key words: 前距腓靭帯損傷・超音波画像所見・再受傷予防

Key words: MCI・バランス能力・早期介入
【目的】前距腓靭帯損傷はスポーツの中でも高頻度で発生する外傷
【目的】軽度認知障害（以下 MCI）では、歩行速度や歩行でのス

である．リハビリテーションの過程では症状，病態評価，機能評価

トライド長が低下する可能性がある。また、安静時立位での総軌跡

によって復帰の判断をされる事が多い．本症例報告の目的は，従来

長が増大すると報告されている（Gerontology 2017）。さらに高齢

の競技復帰基準を満たし競技復帰した症例に対して超音波による

者は随意最大筋力（以下 MVC）が低下するとも言われている。MCI

画像評価および機能評価との関連性を検討することである．

と診断された患者の約 50%は 5 年以内に認知症に移行すると言わ
れている。そこで、本研究では、MCI 患者の運動機能の特性を把

【方法】前距腓靭帯を単独損傷した症例で従来の理学所見に加え超

握するとともに運動機能と認知機能への介入を試みた。

音波による画像評価を加えで経過を追った．症例は 17 歳男性の高
校生ハンドボール選手．受傷後 1 日で当院を受診しグレードⅠの前

【方法】対象は当院認知症専門外来を受診した MCI 患者 28 名の

距腓靭帯損傷と診断され，27 日後から理学療法開始となった．理

うち、6 か月間介入継続が可能であった 14 名（平均年齢 80.9 歳）。

学療法実施期間は 31 日間で 4 回介入した．その間，受傷から 27

全例歩行は自立していた。運動療法はレジスタンストレーニングと

日目，41 日目，58 日目の 3 回超音波による画像評価を実施した．

コグニバイク（インターリハ株式会社）を使用したデュアルタスク

復帰基準は疼痛消失，足関節可動域改善，不安定感なし，ジャンプ

トレーニングとした。学習療法（KUMON）は音読や簡単な計算を

動作の改善，段階的な練習復帰を経て競技パフォーマンスが回復し

主とした学習プログラムとした。対象者をランダムに運動療法単独

ている事とした．

群と運動療法・学習療法併用群の二群に分類し、いずれも週 2 回各
回約 60 分実施した。介入実施前後期間の MMS、5m 最大歩行速度、

【説明と同意】本人に口頭と書面にて説明し，同意を得た．

重心動揺計（Zebris 社製 FDM）を使用した安静時立位の総軌跡長・
揺らぎ幅の測定、MVC を比較検討した。

【結果】27 日目では疼痛，可動域制限，ジャンプ動作の問題が残
存していたが症状は軽減しており練習は部分合流が可能と判断し

【倫理的配慮、説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、研究内容及

た．超音波画像ではカラードプラーモード（以下 CD）での血流の

び個人情報の保護などに対する配慮を十分に説明の上、同意を得た。

増加，フィブラリーパターン（以下 FP）の乱れが確認された．
41 日目では関節可動域制限，動作の問題が残存し，練習は前回よ

【結果】本対象者の歩行速度は同年代平均と比較してほぼ同程度で

り強度を上げた部分合流と判断した．超音波画像では CD での血流

あった。しかし、ストライド長は同年代平均と比較して短縮してい

の軽度増加，FP の乱れが確認された．

た。また、認知機能との関連については MMS の数値が低いほど歩

58 日目では復帰基準を満たしたがその時点でも機能的・構造的に

行速度が遅延、安静時立位での総軌跡長の増大、MVC が低下する

は下腿最大周径，閉眼片脚立位保持時間，不安定性には健患比が残

傾向が見られた。いずれも性差に関連する因子は不明である。介入

存した．本症例では機能障害に対してエクササイズを継続するよう

前後の結果としては、MMS は併用群で優位な改善を認めた。5m

に指導し，不安定性に対しては装具を装着する事を指導した上で競

最大歩行速度は有意差を認めなかった。MVC は両群共に優位な改

技復帰許可を判断した．超音波画像では CD での血流増加は認めら

善を認めた。歩行時の前後の揺らぎ幅は単独群に優位な改善を認め

れなかったが，FP は乱れていたことが確認された

た。
【考察】本症例からは従来の復帰基準の段階では症状が消失してい
【考察】MCI による認知機能の低下に伴い、歩行速度の遅延、MVC

ても機能的，構造的問題が残っていることがわかった．特に超音波

の低下や安静時立位での総軌跡長の増大が見られた。すなわち認知

画像上は靭帯が回復していないことが確認された．靭帯の回復には

機能低下と共に筋力やバランス能力が低下している傾向があり、認

長時間を要し，既往のある靭帯では回復しないこともある．また症

知機能と運動機能の低下が関連していることが示唆された。今回示

状が消失し，競技復帰できるパフォーマンスにまで回復した選手に

唆された関係性を継続的に評価を続けていき、さらに運動療法・学

対して靭帯が回復していないことを理由に競技復帰を許可しない

習療法の効果を検証していくことで、認知症の早期介入と予防の観

事や，競技復帰後も医療機関でフォローアップする事は現実的には

点の一助になると考えている。

難しいのが現状である．身体状況に加えこれらの背景が合わさった
事が前距腓靭帯の再受傷が多い事の一因ではないかと考えた．
本症例から症状，パフォーマンスが競技復帰可能になった状態でも
機能的，構造的にはまだ問題が残存していることがわかった．構造
的に改善していない状態ではより機能による再受傷予防が大事に
なるため，今後は復帰基準を満たすまでの期間で機能をより回復・
向上出来るような理学療法の構築が再受傷予防に必要になると考
えられた．

G-03

G-04

退院後、転倒を繰り返している一症例の訪問リハビリテーションの

老健機能を活用して在宅生活をとりもどした事例

アプローチについて～「生活のひろがり」と「ころばない自信」と

澤田義久

の関連について～

医療法人社団

澤田奈那美

Key words: 老健機能・併用・シームレス

岡崎俊秀 矢島良平

節田ひとみ
翔洋会

野島沙織

星野貴恵子

介護老人保健施設

大泉学園ふきのとう

慈誠会練馬駅リハビリテーション病院
医療技術部

リハビリテーション科

Key words: 転倒・E-SAS・訪問リハビリ

【目的】老健の機能として長期入所・短期入所・通所リハ・訪問リ
ハがあり、状況によって選択できることがメリットであり、時には
組み合わせて利用することは有意義である。

【目的】回復期リハビリテーション（以下、リハビリ）期間で歩行

今回、急激に ADL 低下をきたし入院となり、以降 ADL や身体機能の

自立に至らなかった脳卒中片麻痺患者 1 名に対し、回復期退院後訪

変化に合わせて入所・通所・訪問リハと老健機能を有効に活用する

問リハビリを導入したが転倒を繰り返していた。それに対し自宅環

ことで在宅生活を継続できた事例を経験したので報告する。

境の調整や身体機能の改善を図ることで、生活範囲を狭めることな
く転倒を防ぐことができたため、以下に報告する。

【説明と同意】この報告は利用者様に説明を果たし同意を得た。

【方法】対象は、脳梗塞を発症し急性期病院に 21 日入院後、当院

【介入方法と経過】88 歳

に転院し 145 日後に自宅退院した 70 歳代女性で、退院時の歩行レ

現病歴：脊柱管狭窄症、洞不全症候群、糖尿病

ベルは伝い歩きまたは T 字杖を使用し見守りであった。また動作上

H28.11 自宅で歩行困難となった為一般病院入院。精査するも原因

の注意力低下を認め高次脳機能障害も残存していた。訪問リハビリ

は不明であった。急性期治療および検査が不要となったため入院後

は週 2 日 60 分間、4 ヶ月間集中的に実施した。退院 1、2、3、4

8 週間で ADL 改善を目的に有床診療所へ転院。

ヶ月（Months：M）後の時点で Elderly-Status Assessment Set(以

有床診療所でのリハ 2 週間実施し、ADL 向上してきたため在宅復帰

下、E-SAS)の「生活のひろがり」
（life-space assessment：LSA）、

支援とリハ継続目的に老健入所となった。入所中は機能訓練に加え

「ころばない自信」
（転倒自己効力感）、機能的自立度評価法の運動

生活フロアでの歩行器歩行と ADL 見守り介入を行なった。

能力項目(以下、FIM-m)を用いて評価を行った。各質問に対する回

入所期間 4 週間で自宅退所となり、在宅生活上の自立支援と重度化

答は、直接症例から聴取した。

予防を目的に訪問リハと通所リハを同時導入。訪問では自宅での環

男性

要介護 4。一軒家に一人暮らし。
両変形性膝関節症。

境改善、移動練習など実施。通所リハでは筋力。体力向上を図るプ
【説明と同意】本報告はヘルシンキ宣言に沿っており、データの使

ログラムに主眼をおいた。

用に関しては書面にて本症例の承諾を得た。

退所 8 週間後転倒し 6 週間入院となった。退院時には歩行が可能で
在宅復帰となり直後に訪問リハと通所リハを再開した。訪問リハで

【経過・結果】訪問リハビリ開始 1M で麻痺側の筋緊張亢進を認め

は自宅での動作練習、通所リハは股関節術後に合わせたプログラム

ていた。注意力障害は残存しており、2M 計測前日に朝方トイレに

を実施した。

行こうとしたところ自宅内で転倒し、その 5 日後再度同じ場所で転

訪問リハは IADL の拡大として買い物を取り入れた。

倒した。転倒後自主練習の指導や、転倒場所や動作不安定な場所に
対し手すりや家具を配置し伝い歩きができるよう環境調整を行い、

【結果】Barthel Index は有床診療所退院時 70 点→老健退所時 85

動作確認も併せて行った。
「生活のひろがり」は、1M22 点、2M22

点→訪問リハ終了日 95 点と改善した。

点、3M28 点、4M33 点と推移し、自宅内の移動範囲のひろがりや

Berg Balance Scale は通所リハ開始時 45 点→通所リハ開始 4 週間

歩行自立度向上を認めた。
「ころばない自信」は、1M28 点、2M20

後 48 点→転倒後通所再開時 44 点→訪問終了時 46 点と改善した。

点、3M19 点、4M25 点と推移し、転倒後ほぼ全ての動作に対し点

IADL では退所 20 日後玄関ポストの郵便物の取り出しが可能となっ

数の低下を認めたが、4M では自室で行う動作に対し自己効力感の

た。また訪問リハ再開の 5 週間後にはセニアカー導入し買い物が行

向上を認めた。FIM-m は、1M64 点、2M64 点、3M66 点、4M69

えるようになった。

点と推移し、主に移動や入浴移乗の向上を認めた。
【考察】急激に ADL 低下をきたし病院退院からの長期入所、在宅復
【考察】本症例は退院時に歩行自立に至らず、他の日常生活（ADL）

帰後の訪問リハ、通所リハを行なった事例を挙げた。今回、入所中

動作においても多くは見守りや軽介助を要していた。転倒原因とし

の関わりやリハ訓練内容などそれぞれの場面においては老健の一

ては麻痺側の筋緊張亢進に伴う歩行能力低下や注意力障害残存に

般的サービスを提供しており特別な内容があったわけではない。

より、自宅内での応用動作が「生活のひろがり」の向上に対応でき

しかし、在宅復帰を見越して早めの自宅改修や入所への移行、退所

なくなったことが考えられた。Forester らは、縦断研究により脳卒

後の通所リハと訪問リハの開始などシームレスなサービス利用は

中患者の入院中の転倒率 21％が、退院後 6 ヶ月間に 73％へと増加

有効であったと考える。特に今回の通所リハ・訪問リハの併用にお

したと報告している。3M では「生活のひろがり」は向上したが、

いては、運動器具や広いスペースを用いた身体機能訓練は通所リハ、

前月の転倒による影響からか「ころばない自信」は減少した。その

自宅での動きの確認や環境変更は訪問リハと、それぞれ効果を出せ

後は転倒無く、4M の「生活のひろがり」と「ころばない自信」が

るサービスを行なうことで在宅での生活を支えることができたと

向上した。実際生活している場面で動作練習を行い、転倒リスクに

考える。

対し適宜環境調整や身体機能の改善を図ったことが転倒回避に繋

このような事例に対して「老健パッケージ」というイメージで入所

がったのではないかと考えた。訪問リハビリを介入したことで、限

の導入から提案できることも有効であると考える。

定的ではあるが「生活のひろがり」を維持し落ち込まない工夫がさ
れ、「ころばない自信」向上にも繋がったのではないかと考えた。
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羽３）、白石
1）

光昭４）、箱崎

帝京平成大学、

４）

文勇４）、亀野

２）

千葉工業大学、
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千葉大学大学院、
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敏志５）、布田

健６）
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日進医療器、
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国土交通省国土技術政策総合研究所

Key words: 身体活動量・呼吸代謝測定装置・簡易活動量計
【目的】厚労省は予防の観点で 1 日 1 万歩の身体活動を推奨してい
る. 住宅内で主婦の歩数は約 3 千歩との報告がある.推奨歩数の 1/3
が住宅内の日常生活で行うとなれば,それなりに看過できない身体
活動量になるとの観点で我々はその評価手法の検討に着手してい
る.従来から簡便な身体活動量評価に Mets 表があるが現代日本の
生活に合わない箇所もある.Mets の実測は呼吸代謝測定装置を要
し簡便でない.市販の簡易活動量計や Borg scale は計測原理の相違
による精度や感度について十分な検証がされていない.今回は呼吸
代謝測定装置,簡易活動量計,Borg scale のデータを対比し,精度や
感度を探ることとする.
【方法】 被験者実験を行った.実験室は気温 24℃,湿度 60％,照度
305lx,カーペット敷き（通行路 5m）である.被験者は男女各 1 名(男
性:22 歳,身長 174.2 ㎝,BMI 17.6,体脂肪率 21.1％. 女性:23 歳,身長
155.8 ㎝,BMI 19.5,体脂肪率 22.8％)である.被験者は普段着で靴を
履 か な い 状 態 で 呼 吸 代 謝 測 定 装 置 (Medical Graphics 社 製
VO2000) お よ び簡 易活 動量 計 (オム ロン 社 製 Active Style Pro
HJA-750C)を装着した.呼吸代謝測定装置の校正後計測を開始し,
まず 2 分間安静座位を保持し,Borg scale を計測した.運動課題は①
平地歩行(通常速度で 3 分),②普通型車いすの介助移動(体重 45 ㎏、
65 ㎏、85 ㎏の人をそれぞれ乗せた状態で後ろから押して通行路 8
往復、速度は同程度)とした.各課題終了後に着席し,Borg scale を計
測し,2 分間の安静後計測を終了した.各実験で呼吸代謝測定装置お
よび簡易活動量計を用いて同時に 10 秒毎に Mets を計測した.
【説明と同意】 被験者に予め書面および口頭にて実験内容や注意
事項を説明し,同意を得て行った.所属機関の利益相反委員会の判定
(受付番号 30-096)および研究倫理委員会の承認(承認番号 30-005)
を受けた.
【結果】 1) 平地歩行は、Mets 平均値は簡易活動量計の方が呼吸
代謝測定装置に比べ大きかった. 2) 車いすを押す操作は、前者の
方が後者に比べ小さかった. 3) 車いすに乗る人の体重が重くなる
に従い呼吸代謝測定装置の Mets は大きくなったが,簡易活動量計
ではその変化は小さかった. 4) 簡易活動量計による Mets の経時的
計測値は呼吸代謝装置によるそれに比べデータの標準偏差の値が
小さく低感度であった.
【考察】 簡易活動量計の Mets 値は加速度センサーに基づくため,
車いすを押す場合呼吸代謝測定装置による Mets より小さく表示さ
れたと考える. 動作によりデータ補正を要することが示唆された.
本研究は国土交通省国土技術政策総合研究所の事項立て課題「ラ
イフステージに即したバリアフリー効果の見える化手法の確立」の
一環として実施した.
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F-02

左小脳梗塞により、めまいと運動失調を呈した症例

回復期病棟における疾患別 FIM 運動項目の経時的変化について

～復職に向けた、実用歩行獲得を目指して～

糸谷慧太１） 中村睦美２） 福山勝彦３）

井上裕太

１）

窪木彩乃 北田利弘
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浮間中央病院
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Key words: FIM・経時的変化・回復期リハビリテーション病棟

Key words: 実用歩行・運動学習・運動失調
【目的】回復期リハビリテーション病棟においては，アウトカム評
【はじめに】嘉戸らは運動学習における小脳の役割として「大脳

価を行い，適切な入院期間を見極めつつ質の高いリハビリテーショ

皮質からの「意図した軌道」と「実現した軌道」のずれ(誤差信

ンの提供が求められている。そのためには入院中の生活動作の値が

号)を伝達する教師の役割をはたす」と述べており、小脳障害は

どの時期で大きく変化するかを明らかにする必要がある。一般的に

運動学習を阻害すると推測される。そこで、歩行時の左側方動揺

日常生活動作の指標には Function Independence Measure（以下 FIM）

減少にむけて、適度な難易度のバランス練習を実施した。その結

が用いられる。しかし，FIM 運動項目の経時的変化を疾患別に比較

果、実用歩行を獲得し自宅退院し、その後復職に至ったので以下

検討した報告は少ない。本研究の目的は，回復期リハビリテーショ

に報告する。

ン開始から 3 か月後までの FIM 運動項目の合計点（以下 FIM 点数）
を 1 か月毎に調査し，疾患により FIM 運動項目の経時的変化に違い

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき患者・家族に説明･同意

があるか明らかにすることである。

を得て実施した。
【方法】対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入退棟した患
【症例紹介】50 歳代男性。平成 X 年 Y 月に左小脳半球下部梗塞

者のうち，2018 年月 1 日~ 11 月 15 日に入院し，3 か月経過した患

発症。31 病日 A 病院回復期リハビリテ－ション病棟入院。HOPE：

者 41 名（男性 17 名，女性 24 名，平均年齢 80.1±8.5 歳）を対象

復職。職業：営業職。通勤は最寄駅まで 1600ｍ程歩き、その後

とした。 そして対象者の FIM 点数を，初回から 1 か月毎に 2 回目

公共交通機関を利用。

（1 か月後），3 回目（2 か月後），4 回目（3 か月後）の記録より後
ろ向きに調査し，脳血管疾患，運動器疾患，廃用症候群に群分けし

【初期評価】(32～39 病日)
運動麻痺－、眼球運動障害－、感覚障害－。回転性めまいと吐気
＋。SARA：4.5 点(歩行 2 点、左右踵脛試験 1 点、他左上肢検査陽

た。統計学的解析は疾患（脳血管，運動器，廃用症候群）と時期（初
回，2 回目，3 回目，4 回目）における FIM 点数の差を明らかにす
るため混合 2 元配置分散分析を行った。有意水準は 5％とした。

性)。MMT：股関節外転 4/4、伸展 5/5、足関節全て 5/5。FBS：49/56
点(片脚立位；右 1 秒/左 3 秒、FRT20 ㎝)。6MD(サ－クル歩行器)：

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき患者に説明・同意を得て実

204.4m 修正 Borg3。TUG(T 字杖)：右 17.4 秒。

施。当研究は当院倫理委員会の承認を得た。

歩容(T 字杖)：歩隔 30 ㎝程、不安定な歩幅、左 LR～Mst での左側
方動揺あり。頭頚部・肩甲帯周囲・眼球の固定。FIM：90/126 点。

【結果】対象者の内訳は，脳血管疾患 17 名(78.1±7.4 歳)，整形

【治療・経過】

疾患 14 名(83.9±１7.9 歳)，廃用症候群 10 名(81.0±9.9 歳)であ

31 病日：めまい有り、臥床傾向。左下肢支持ステップ ex 実施

った。全疾患の FIM 点数(平均値±標準偏差)において，1 回目は 35.8

51 病日：めまい減少。SARA：1.5 点(歩行 1 点、左指追い試験陽

±22.5 点，2 回目は 40.0±21.0 点，3 回目は 46.0±23.2.点，4 回

性)FBS54 点(片脚立位；右 8 秒/左 13 秒、FRT26.5 ㎝)。6MD(独

目は 50.1±22.7 点であった。脳血管疾患 FIM 点数において，1 回

歩)395 m 修正 Borg2。左側方動揺は自制の範囲内となり院内独歩

目は 28.1±16.6 点，2 回目は 33.8±21.5 点，3 回目は 33.8±24.7

自立。

点，4 回目は 42.3±25.4 点であった。運動器疾患の FIM 点数にお

55 病日：膝立ち位での ex 実施。

いて，1 回目は 48.0±26.5 点，2 回目は 49.8±18.8 点，3 回目は

74 病日：屋外連続歩行距離 2000m 可能。屋外歩行自立レベルと

57.3±19.5 点，4 回目は 59.7±18.9 点であった。廃用症候群の FIM

なり自宅退院。

点数において，1 回目は 31.9±17.1 点，2 回目は 36.7±17.6 点，3

【最終評価】(66～73 病日)

回目は 42.6±18.9 点，4 回目は 49.9±21.8 点であった。

回転性めまいと吐気－。SARA：0.5 点(左指追い試験陽性)。

混合 2 元配置分散分析の結果，FIM 点数において交互作用を認めな

FBS：56/56 点(片脚立位；右 13 秒/左 30 秒以上、FRT30 ㎝)。6MD(独

かったが，時期に有意な主効果（F （1.7，67.3）=19.63，p <.001）

歩)：462.8m 修正 Borg1。TUG(独歩)：右 7.6 秒。歩容(独歩)：歩

を認め，経時的に点数が高値を示した。疾患には有意な主効果はみ

隔 10 ㎝程。一定した歩幅。頭頚部・肩甲帯周囲・眼球の固定減

られなかった（F （2，38）=3.07，p=.058）。

少。FIM：124/126 点。
【考察】本研究より，時期の主効果が認められ，回復期リハビリテ
【考察】本症例は接地位置の再現性低下により、左 LR～Mst での

ーションにおいて FIM 点数は経時的に向上していることが示され

左側方動揺が見られたため実用歩行の獲得に難渋した。そこで左

た。善平ら（2015 年）は脳血管疾患では入院後 1 か月間の FIM の

下肢の運動失調を問題点と推察し、治療として膝立ち位を行った。

向上度が高く，2 か月以降の FIM 向上度は緩やかになり退院時まで

運動学習を促すため、緩徐動作で正確かつ失敗が少なくなるよう

伸びるとしている。今回は， 疾患による違いは明らかにならなか

設定した。初めは両上肢支持での膝立ち位にて、左右前方への重

ったが，廃用症候群の症例数が少ない事，各疾患の平均年齢や初回

心移動から始め、その後は左膝支持での片脚立位、ステップ ex、

の FIM 点数が統一できていない事による影響も示唆される。今後も

膝歩きを行う事で歩行動作獲得を図った。その結果、屋外歩行で

引き続き対象患者数を増やし，再検討していく必要がある。

の左側方動揺が自制の範囲内となり、公共交通機関の利用や最寄
り駅までの歩行が可能となり実用的歩行獲得が示唆される。
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重度左片麻痺を呈し,起立・移乗動作の獲得に難渋した症例

左側頭葉再発性悪性グリオーマ術後に右片麻痺・症候性てんかんを

～腹臥位の特性を活かしたアプローチ～

呈し介入に難渋した若年男性の症例

川島冴斗

遠藤洋平 北田利弘

医療法人社団
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健育会 竹川病院
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Key words: 腹臥位・起立動作・脊柱伸展

Key words: 脳腫瘍・片麻痺・てんかん

【はじめに】諸橋らは「脳卒中片麻痺患者は骨盤後傾,脊柱屈曲

【目的】今回、左側頭葉再発性悪性グリオーマ術後に右片麻痺・症

の座位姿勢が特徴で,体幹前傾困難な場合が多く,起立動作困難

候性てんかんが出現した若年男性に対し、てんかん発作による易疲

にする原因の 1 つ」と述べている.今回,重度左片麻痺で ADL 全介

労性・全身状態増悪に留意し、外来リハビリテーションを実施した

助の方に対し,長下肢装具(以下 KAFO)にて介入したが,起立動作

ため報告する。

困難な症例を経験した.そこで KAFO の介入に加え,腹臥位での介
入を実施した.結果,起立･移乗動作獲得に至った為,報告する.

【方法】症例は左側頭葉再発性悪性グリオーマ術後、右片麻痺を呈
した 46 歳男性である。現病歴は X 日頭痛出現、左側頭葉脳腫瘍疑

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき患者･家族に説明･同意を

いにて入院し、X 日+14 日開頭摘出術施行、テモゾロマイド併用放

得て実施した.

射線治療（以下、抗癌剤治療）。X 日+90 日再発診断され再手術、右
片麻痺出現した。X 日+120 日回復期リハビリテーション病院へ転院。

【症例紹介】70 歳代女性,BMI21.1 ㎏/㎡.平成 X 年 Y 月右中大脳

入院中にてんかん発作出現が 2 度出現したが、X 日+170 日 ADL 退院

領域の脳梗塞発症.主症状:左片麻痺,注意障害,左半側空間無

可能レベルのため退院。X 日+177 日当院リハ開始。抗癌剤治療を行

視.15 病日回復期リハビリテーション病棟入院.病前 ADL:全て自

っており、てんかん発作による易疲労性及び全身状態の急性増悪に

立.既往歴:右内頚動脈瘤(コイル塞栓術)

配慮しプログラムを立案、外来リハビリテーションを実施した。初
期評価時、Stroke Impairment Assessment Set 運動機能（以下、

【初期評価 40 病日】
SIAS:27 点 運動(0-0-3-3-2)感覚(上肢 0-0 下肢 1-1).筋緊張:

SIAS）は上肢近位 1 点、遠位 0 点、股関節 3 点、膝関節 2 点、足関
節 0 点、Manual Muscle Testing（以下、MMT）は右膝関節伸展 2、

右腰背部過活動,腹部低緊張.ROM(°):股関節伸展 5/5 膝関節伸

右足関節背屈 0 であり、右下肢荷重時に膝折れがみられた。屋内歩

展 0/-5 足関節背屈 20/25.BBS:3 点.FIM:運動:17(移乗 2),認

行は上肢懸垂用肩関節装具、タマラック継ぎ手付きプラスチック製

知:22,計:39 点.BI:25 点.座位姿勢:ASIS に対し PSIS 右 1 横指 左

短下肢装具、T 字杖使用にて右遊脚前期爪先つまずきにより監視・

2.5 横指下方,保持 1 分可能.起立動作:骨盤,体幹前傾時,胸腰椎

見守りレベルであった。Functional Independence Measure（以下、

伸展保持出来ず離殿困難.

FIM）は 103 点（運動項目 74 点、認知項目 29 点）であった。介入

【経過・介入内容】

は理学療法 2 単位、作業療法 2 単位、週 3 回実施した。短期目標は

40 病日:座位保持獲得.KAFO にて麻痺側股関節・体幹伸展活動向

屋内歩行修正自立レベル、長期目標は家族との外出頻度増加とし、

上目的に立位練習継続.

来院時の疲労度や全身状態に留意しプログラムを立案、麻痺側随意

50 病日:起立動作改善見られず,体幹・麻痺側大殿筋の持続的収

性向上による歩行能力向上を目的とした大腿四頭筋・前脛骨筋筋力

縮獲得を目的に腹臥位を用いた練習追加.

トレーニング、歩行練習を実施した。現在も介入は継続しているが、

【最終評価 70 病日】(変化点記載)

本報告では 3 か月後の結果を報告する。

SIAS:39 点

運 動 (2-1A-4-4-3) 感 覚 ( 上 肢 1-1 下 肢

1-2).ROM(°):膝関節伸展 0/0.BBS:15 点.FIM:運動:42(移乗 5 点),

【説明と同意】本発表はヘルシンキ宣言に基づき、患者本人に説明

認知:26,計:68 点.BI:35 点.座位:ASIS に対し PSIS 右 0 横指 左

の上、同意を得て行った。

1.5 横指下方,保持 5 分可能.起立動作:骨盤,体幹前傾時,胸腰椎
伸展みられ,起立見守り.

【結果】介入期間中、新たな病巣出現により入院、失語症増悪、ア
バスチン点滴治療追加となった。SIAS は上肢近位 2 点、遠位 1A 点、

【考察】 高木らは「多裂筋や脊柱起立筋により骨盤前傾運動が

下肢機能変化なし、MMT は右足関節背屈 1、右膝関節伸展変化なし、

生じる」また,石井らは「大殿筋の活動低下は体幹前傾を困難に

右下肢荷重時膝折れ減少、屋内歩行は右遊脚期爪先つまずき減少に

させる」と述べている.症例は,離殿困難で起立・移乗動作獲得に

より修正自立レベル、FIM は 105 点（運動項目 76 点、認知項目 29

難渋していた.その原因を,①骨盤前傾時の胸腰椎伸展筋持続的

点）となった。

収縮困難による脊柱屈曲姿勢.②体幹前傾時の麻痺側大殿筋持続
的収縮困難と考えた.葛西らは「腹臥位,座位,立位の中で腹臥位

【考察】本症例では新たな病巣出現により入院、失語症増悪、アバ

が 効 率的 に多 裂筋 の活 動を 起こ させ る 姿勢 」と 示 唆し て い

スチン点滴治療追加となり、てんかん発作による易疲労性、全身状

る.KAFO 使用した立位では胸腰椎伸展・大殿筋の活動が得られづ

態の急性増悪に配慮し介入を行ったが、週 3 回の介入により身体機

らかった為,原因の双方を考慮し,支持基底面が広く代償動作の

能、歩行能力の向上、FIM 総得点向上が得られた。原発性脳腫瘍患

抑えられる腹臥位にて頭頸部伸展,対側肩甲骨下制・内転・下方

者に対する回復期リハビリテーションが機能向上に効果があると

回旋運動から上記筋群に対し持続的収縮を促した.その後,起立

いう報告がある(上久保,2005)が、本症例より、外来リハビリテー

練習を通し筋収縮様式の学習を図った.結果,座位姿勢改善し体

ションにおいても原発性脳腫瘍の症例に対してプログラムを立案

幹前傾制御も可能となり,起立・移乗動作獲得が図れたと考える.

し、状態に応じた負荷の調節を行いながら、継続した介入を実施す
ることで機能向上が見込めることが推察された。

F-05

F-06

短期間に複数回の心臓血管外科手術を受けた症例の動作獲得日数

高齢慢性心不全患者に対し吸気筋トレーニングを施行した一例

と運動機能について

水瀬光汰

１）

１）

１）

１）

駒井由翔 、矢﨑祥一郎 、髙橋勇貴 、橋元崇 、岡村誉

２）

1）

練馬光が丘病院リハビリテーション室

齋藤弘

中村大祐

赤城圭佑

田口真衣

辻内科循環器科歯科クリニック
Key words: 慢性心不全・吸気筋力・PImax

2）

練馬光が丘病院心臓血管外科

Key words: 複数回手術・運動機能・身体活動量
【目的】近年、高齢化や動脈硬化症の増加により、心臓血管外科手

【目的】慢性心不全の主要な病態のひとつに骨格筋量の低下を特徴

術件数は増加傾向にある。しかし、短期間に複数回の心臓血管外科

とするサルコペニアがあるが、吸気筋力にも同様の筋力低下は見ら

手術を受けた症例報告は少ない。今回、6 ヶ月間に 3 度の心臓血管

れる。また、高齢者の慢性心不全患者においては、骨格筋の低下に

外科手術を施行し、心臓リハビリテーション（以下 CR）介入によ

よる呼吸循環器系への悪影響に留意が必要である。

り動作能力が維持され独歩にて自宅退院可能となった症例を経験

今回、転倒骨折により臥床が強いられた高齢慢性心不全入院患者に

した。運動機能・動作獲得までの経過を含め報告する。

おいて、慢性心不全の増悪や、呼吸器合併症のリスクがあると判断
し、その回避を目的に基本的な運動療法に加えて吸気筋トレーニン

【方法】症例は 70 歳、男性。身長 165.5 ㎝、体重 61.6 ㎏（BMI22.5）。

グ（Inspiratory Muscle Training：IMT）を実施したので報告する。

20 年間受診歴なし。病前 ADL・IADL ともに自立。1 回目入院時の心
機能は、LAD37.1mm、LVDd49.6mm、LVDs39.2mm、EF42.5%、E/A0.8、

【症例紹介】90 歳代女性。老健入所中に転倒し、左恥骨骨折の診

DcT200.0ms、E/e’15.1。腹部大動脈瘤破裂に対し緊急で腹部人工

断、当院入院となる。併存疾患に慢性心不全・脊柱管狭窄症・認知

血管置換術を施行。2 ヶ月後に胸腹部大動脈瘤に対し、左側方開胸

症（MMSE：13 点）・慢性腎不全・骨粗鬆症がある。主治医より免荷

にて胸腹部人工血管置換術を施行。更に 2 ヶ月後に冠動脈三枝病

指示があり、積極的な身体活動に制限を要した。

変・近位下行大動脈瘤に対し、胸骨正中切開にて冠動脈バイパス
術・オープンステント挿入術が施行された。2・3 回目の手術は術

【方法】理学療法介入期前後に％肺活量、1 秒率、吸気筋力（最大

前より CR 介入。術後はいずれも翌日より介入開始した。術後 CR プ

吸気口腔内圧：PImax）、cough peak flow（CPF）、膝伸展筋力体重

ログラムは、日本循環器学会の心血管疾患におけるリハビリテーシ

比、握力を測定し比較検討を行った。理学療法介入期は、基本的な

ョンに関するガイドラインに基づき実施。検討内容は、術後の動作

理学療法と非能動型呼吸訓練装置（フィリップ・レスピロニクス合

獲得までの日数・術前後の運動機能とした。運動機能は、Short

同会社：スレショルド IMT）を使用した吸気筋トレーニング（10 分

Physical Performance Battery・握力・膝伸展筋力・MRC score を

/回・6 日/週・負荷圧：9cmH2O）を 2 週間実施した。

用いた。
【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、患者・患者家族に本研究
【説明と同意】ヘルシンキ宣言に則り、本人の同意を得た。

の目的を口頭と紙面にて説明し同意を得た。

【結果】術後の動作獲得日数（手術 1 回目➝2 回目➝3 回目）は、

【結果】肺機能では、％肺活量：112.1％→111.5％、1 秒率：85.71％

起立は 2➝5➝2 日、100m 歩行は 4➝7➝8、400m 歩行は 7➝12➝10

→78.97％、PImax：23.3cmH2O→26.6cmH2O 、CPF：230 L/min→250

であった。術前後の運動機能（手術 2 回目術前➝術後➝3 回目術前

L/min となった。四肢の骨格筋機能では膝伸展筋力体重比（右/左）
：

➝術後）は、SPPB（点）が 11➝12➝12➝12、握力（右/左、単位：

28 ％ /19 ％ → 30 ％ /23 ％

㎏）が 23.0/22.0➝20.5/20.9➝18.3/16.2➝19.1/9.6（頚髄症の疑

11.0kg/10.0 ㎏となった。介入前後での NT-proBNP は 3820pg/ml→

い）、膝伸展筋力（単位：kgf）は、未評価➝35.1/36.9➝未評価➝

2290pg/ml となっている。入院期間 43 日で、ADL 改善し自宅退院と

31.9/34.8、MRC score（点）は 58➝58➝57➝57 であった。いずれ

なった。

握 力 （ 右 / 左 ）： 11.0 ㎏ /7.5 ㎏ →

も ADL と IADL は自立され自宅退院された。
【考察】心臓血管外科手術後は、身体機能と ADL が低下する傾向に

【考察】今回、高齢慢性心不全患者に対し IMT を用いた吸気筋トレ

ある。本症例は、1 回目の術後の時点で複数回の手術施行予定であ

ーニングを 2 週間実施した。慢性心不全患者に対する IMT は、理学

り、身体機能や ADL の低下が予測された。そのため、1 回目の術後

療法診療ガイドライン第 1 版にて推奨グレード B、エビデンスレベ

では、疼痛コントロールや早期 CR 介入、2・3 回目の手術では、術

ル 1 とされており、吸気筋力・運動耐容能・QOL が改善することが

前にパンフレットを用いた指導や運動機能の評価、術前活動量の確

知られている。

認を実施した。その結果、2・3 回目の術後は、1 回目と比較し動作

本症例については易疲労性や認知機能低下により、低頻度かつ低強

獲得の遅延、握力・膝伸展筋力の軽度低下を認めたが、SPPB の維

度の IMT であったが PImax は改善し、かつ呼吸器合併症や慢性心不

持を図ることができ、動作獲得・運動機能の低下を最小限に抑える

全の増悪なく自宅退院となった。

ことができた。動作獲得の遅延、運動機能低下の要因は、術前の活

今後は、長期間介入の効果について検討が必要になると考える。

動量低下による影響が考えられる。今後の課題として、外来 CR を
継続する事や電話での生活状況や活動量の確認、活動量計を用いた
活動量の確認など、退院後の生活においても介入が必要であると考
える。

F-07

F-08

心疾患患者に対するレジスタンストレーニング負荷量の検討

脳出血患者の血糖コントロールによる再発予防を考慮した介入の

山科貴大

一例

浮間中央病院

リハビリテーション科

Key words: 心疾患・握力・レジスタンストレーニング

吉江和也

岡﨑俊秀

慈誠会練馬駅リハビリテーション病院
医療技術部

【目的】高齢心不全患者は、筋萎縮、サルコペニア、フレイルを有

リハビリテーション科

Key words: 糖尿病・運動療法・再発予防

することも多く、筋力増強目的にレジスタンストレーニングを併用
し、その負荷量は１RM の上肢 30％・下肢 40～50％と提唱されてい

【はじめに】左不全片麻痺・Ⅱ型糖尿病を呈し、右被殻出血を発症

る。しかし、最大筋力の測定は困難な場合もあり、負荷設定に難渋

した患者 1 名の Actibities of Daily Living(以下 ADL)の向上と血

することがある。今回は、心不全患者に対しレジスタンストレーニ

糖コントロールによる脳出血再発予防を考慮した介入を行った。そ

ングの負荷設定を簡易的に行い、筋力向上、ADL 向上を図れるかを

の結果、Functional Independence Measure(以下 FIM)の向上と血

検討した。

糖コントロールの指標となる HbA1c の改善を認めたため、以下に報
告する。

【方法】当院入院中の心疾患を有する患者 6 名を対象に行った。
男女比は、男性 3 名女性 3 名。平均年齢は、76.3(±10)歳。疾患

【症例紹介】[年齢]70 代[性別]女性[身長]152cm[体重]74kg[Body
Mass Index(以下 BMI)]32kg/m2

内訳は、心不全 5 名、開胸術後 1 名である。介入時期は、2018 年

[主訴]うまく歩けない[現病歴]右被殻出血(Ⅲa 型)を発症後、30 病

６～8 月とした。

日で当回復期病院に入院

先行研究によると握力と大腿四頭筋力の相関が高いとの報告が

[理学療法評価]Brunnstrom recovery Stage(以下 Br.stage)：上肢

あり、握力から膝関節伸展筋力の推定値を算出した。また、各関節

Ⅴ-手指Ⅵ-下肢Ⅴ、Manual Muscle Test(以下 MMT)：体幹 4 下肢 右

トルクと筋力比の報告から、各関節運動の推定１RM の筋力を算出

/左 4～5 /3～4、Functional Balance Scale(以下 FBS)：30/56 点、

した。

Basic Movement Scale(以下 BMS)：40/45 点、Functional Ambulasion

レジスタンストレーニング内容は、肩関節屈曲、肘関節屈曲、肩

Categories(以下 FAC)：2(介助歩行レベル 1)
認知項目：23 点

計：76 点

[ADL]FIM：運動項

関節伸展、膝関節伸展、股関節外転、スクワットとした。バランス

目：53 点

[血液データ]HbA1ｃ：8.1％、

能力が低下している患者に対しては座位で行えるものを設定した。

空腹時血糖 136mg/dl

また、自宅でも容易に実施可能な訓練様式とするため、臥位の運動

【方法】脳出血患者に対する一般的な ADL 向上に向けた介入と併用

を除外した。

し、糖尿病治療ガイドラインに基づき週 7 日、約 1 時間、中等度の

レジスタンストレーニングの負荷設定は、心臓リハビリテーショ

強度(最大心拍数の 50～70％、Borg Scale13)で有酸素運動とレジ

ン学会ガイドラインに基づき設定した。室内歩行負荷が可能な患者

スタンストレーニングを 2 ヶ月間実施した。ペダリング運動を漸増

に対し、上肢１RM の 10％、下肢１RM の 30％で設定し、10 回×１

的に行いつつ、膝関節屈伸コントロールの向上を図った。歩行自立

セットを毎日実施した。また、200m 歩行負荷が可能になった段階

後は、朝・晩の歩行を自主トレーニングとして導入した。

で上肢１RM の 30％、下肢 1RM の 40～50％で設定し、10 回×１セッ

【説明と同意】本報告はヘルシンキ宣言に基づいており、データの

トを、週 3 回実施した。

使用に関しては本症例の承諾を得た。

評価項目は、握力・SPPB・バーサルインデックス・6 分間歩行、
GNRI、NT-proBNP、CTR、EF を評価した。

【結果】体重：70.7kg、BMI：30.5kg/m2、Br.stage：上肢Ⅴ-手指
Ⅵ-下肢Ⅴ、MMT：下肢 右/左 4~5/4、FBS：47/56 点、BMS：45/45
点、FAC：4(平地歩行自立)、FIM：運動項目：74 点 認知項目：32

【説明と同意】本研究に際し、倫理的配慮として、浮間中央病院倫

点 計 114 点、HbA1c：6.0％、空腹時血糖：89mg/dl、なお糖尿病に

理委員会の承認を得て実施した。院内には、本研究の目的、方法を

関する服薬内容に変更なし

書面にて掲示した。

【考察】本症例は、既往に不全片麻痺、Ⅱ型糖尿病を呈し、右被殻
出血を再発した症例である。そのため、原疾患への治療とともに血

【結果】介入期間は中央値で 45 日であった。介入期間中に、心不

糖コントロールによる再発予防が重要であると考えた。糖尿病は、

全の悪化やリハビリが中止になるような有害事象は認められなか

脳卒中の危険因子とされているため、血糖コントロールの指標とな

った。

る HbA1c に着目した。糖尿病による合併症予防の目標値は 7.0％、

スピアマンの順位相関を用いて SPPB・フレイル・ADL(BI) ・６

血糖正常化を目指す際の目標値は 6.0％未満とされている(糖尿病

分間歩行・介入期間・GNRI・HDS-R・CTR・EF・BMI・PMADL-8・NT-proBNP

診療ガイドライン 2016)。治療方針として麻痺の改善を試みるとと

と握力変化の相関をみた。

もに、負荷量の設定を行いながら有酸素運動とレジスタンストレー

有意水準は、5％とした。介入前後での握力の変化と相関があった

ニングを同時並行して介入を行った。その結果、筋力、基本動作能

のは、介入期間のみとなった。

力、バランス能力、歩行自立度、FIM の向上を認めた。また、体重
減少や糖尿病の合併症予防の目標値を下回る HbA1c の改善も認め

【考察】介入前後で握力の増加が有意に認められた。握力は全身の

た。本研究の限界として糖尿病治療は薬物療法・食事療法・運動療

筋力を推定できるとされており、上下肢のレジスタンストレーニン

法の 3 つを同時に行っているものであり、運動療法のみの治療効果

グによる筋力向上に伴い握力が向上したと示唆された。SPPB の介

と言い切れないことや、退院後の経過を追えていないことが挙げら

入前の中央値は 7 点であり、屋内歩行レベルとなっていたが、介入

れる。しかし、今回の結果から患者の病態や、既往歴に応じて現状

により 10 点まで増加し屋外歩行レベルまで改善が認められた。握

の能力の改善だけでなく、今後の再発予防を見据えて目標設定し、

力測定は、下肢を含めた高齢者の筋力の把握にも有効であるとの報

治療方針を立案していくことが身体機能面の変化や ADL 自立度の

告もあり、筋力向上による効果と示唆された。

向上、早期退院に繋がると考える。
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既往に脳性麻痺がある頸髄症患者に対する体幹機能への介入によ

人工膝関節全置換術 1 週後の膝関節可動域と退院時の身体機能と

り連続歩行距離の延長が図れた症例

の関係について

福田
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Key words: 人工膝関節全置換術・膝関節可動域・身体機能
【目的】星によると, 発達過程において臥位や座位、立位等の運動

【目的】当院では，人工膝関節置換術（TKA）後の良好な関節可動

行動の確立は各姿勢における体幹機能として抗重力性・支持性・運

域（ROM）を確保するため早期より ROM 練習を実施し，術後 1 週で

動性が組織化される必要がある. 脳性麻痺患者では, 発達過程が

90°以上の膝関節屈曲角度の獲得を目的としている。そこで，本研

障害されることによりこれらの組織化が不十分であると考えられ

究では，術後 1 週の ROM と退院時 ROM，身体機能との関係について，

る. 今回, 既往に脳性麻痺がある症例を担当し, 体幹機能へ介入

また術後 1 週の獲得角度により退院時の身体機能が異なるか明ら

した結果, 歩行時の股関節伸展可動域が改善し, 連続歩行距離の

かにすることを目的とした。

延長が図れたため報告する.

【方法】対象は，変形性膝関節症により当院で TKA を施行した 200
膝(平均年齢 74.6±6.7 歳,女性 169 膝，男性 31 膝)とした。評価項

【方法】本症例は 40 歳代男性, 頸髄症術後であり, 既往に脳性麻

目は，年齢，性別，身長，体重，在院日数，歩行開始日数，身体機

痺,脊髄症, 小脳梗塞, 慢性硬膜下血腫があった. 病前は独歩およ

能は，術後 1 週と退院時の膝 ROM，退院時の Timed Up & Go Test

び電車で一時間かけて通勤していた. 術後は自宅退院し, 外出頻

（以下 TUG），10m 歩行時間 ，膝伸展筋力，日本整形外科学会膝痛

度は少なく 1 ヵ月過ごした後, リハビリ目的で当院へ入院した.

疾患治療成績判定基準（JOA），日本語版膝関節機能評価法(準 WOMAC)

入院時 HOPE は「復職のため通勤する体力をつけたい」であり, NEED

とした。さらに，術後 1 週間で屈曲 90°以上（良好群），90°未満

として「連続 1km の歩行獲得」を挙げた.

（不良群）と伸展-10°未満（良好群），-10°以上（不良群）に群

入院時の理学所見として, MMT は腹直筋・両外腹斜筋・両大殿筋が

分けした。統計解析は，術後 1 週目の膝 ROM と退院時の身体機能の

2. 寝返りは体幹伸展パターン. Trunk Impairment Scale B( 以下

関係を検討するために Spearman 相関分析を用い，術後 1 週目の膝

TIS B )11/21 点( 減点項目：寝返り, 立ち直り, 腹筋筋力 ). 立

ROM を良好群と不良群を Mann-Whitney の U 検定を用いて比較した。

位は, 頸部屈曲・胸椎後弯・膝関節屈曲位をとり, 後方重心になっ

有意水準は 5％とした。

ていた. 歩行は左 TSt〜PSw で股関節の伸展が不足し歩幅の狭小化

【説明と同意】本研究の目的と意義について十分に説明し書面によ

が認められた. 6 分間歩行テストは左下腿の疲労により 100m で中

り同意を得た。

断した. 10m 歩行テストは最大速度で 11. 1 秒, 21 歩. 歩幅は 0. 38m,

【結果】術後 1 週の屈曲 ROM と有意な相関がみられた項目は，年齢，

歩行比は 0.0038 であった.なお, 神経症状として左上肢の痺れが

体重，退院時屈曲 ROM，JOA，膝伸展筋力であった。術後 1 週の伸

みられたが日常生活に影響はなかった. 理学療法では大殿筋に対

展 ROM では，退院時伸展 ROM，JOA，準 WOMAC 機能，10m 歩行，TUG，

し介入したところ体幹に代償が出現しやすかった. そのため, 問

膝伸展筋力であった。術後 1 週の屈曲良好群 167 例（83.5％），不

題点を再考し体幹で固定ができないことにより下肢筋出力の低下

良群 33 例（16.5％）を比較した結果（良好群/不良群）は，体重（60.0

がおこっていると考え, 体幹の安定性の強化と体幹筋の協調的な

±13.0kg/64.1±8.9kg），歩行開始日数（4.3±3.0 日/6.0±2.8 日），

活動の獲得を目的としたベッド上での脊柱起立筋の過剰収縮の抑

退院時屈曲 ROM (122.6±13.0°/112.4±10.3°)， JOA（69.1±10.1

制と腹筋群の促通, 座位での骨盤前後傾運動を行った.

点/63.7±9.4 点）で有意差を認めた。術後 1 週の伸展良好群 143
例（71.5％），不良群 57 例（28.5％）で比較した結果は，在院日数

【説明と同意】本発表をおこなうにあたりヘルシンキ宣言に則り,

（31.7±13.0 日/39.4±22.4 日），歩行開始日数（4.3±3 日/5.1±3

対象者に説明の上, 同意を得た.

日）,退院時伸展 ROM（-0.9±2.19°/-4.8±5.3°）, 10m 歩行（11.5
±3.4 秒/13.1±4.0 秒）,膝伸展筋力（0.2±0.1N/kg/0.2±0.1N/kg）,

【結果】MMT は両大殿筋, 右外腹斜筋が 3 に向上. 寝返りは外腹斜

準 WOMAC 機能（79.4±13.7 点/75.8±14.0 点）で有意差を認めた。

筋の収縮が得られるようになった. TIS B は 13/21 点( 改善項目：

【考察】本研究で,術後 1 週の膝 ROM と退院時膝関節機能及び身体

寝返り ). 立位は, 頸部屈曲・胸椎後弯・膝関節屈曲が軽減し, 後

機能との関係を認め，術後 1 週の膝 ROM が良好な者は，退院時の膝

方重心が改善された. 歩行は左 TSt～PSw で股関節の伸展可動域が

ROM，身体機能が良好である事が明らかになった。

拡大し, 歩幅の増大が認められた. 6 分間歩行テストは殿部の疲労

術後 1 週での伸展 ROM 良好群は退院時準 WOMAC（機能），膝伸展筋

が出現したが 310m 歩行可能であった. 10m 歩行テストは最大速度

力で有意差を認めた。先行文献によると，膝伸展筋力は歩行及び階

で 7. 7 秒, 17 歩. 歩幅は 0. 5m, 歩行比は 0.0043 であった.

段昇降動作を中心とした日常生活動作と関連している事を報告し
ている。そのため，術後早期より膝伸展 ROM を獲得することは，膝

【考察】今回, 体幹機能へ介入した結果, 歩行時の股関節伸展可動

関節機能の向上につながると考えた。また，術後 1 週の膝 ROM に着

域が改善し, 連続歩行距離の延長が図れた. この要因として, 体

目した結果，屈曲・伸展 ROM 良好群は不良群と比較し歩行開始日数

幹の安定性が改善したことにより, 股関節の運動が容易に可能と

が早かった。これは術後早期に離床を行うことができ，ROM を早期

なり,歩行時の伸展可動域の拡大が図れたと考える. 加えて, 歩幅

に獲得することができた要因ではないかと考える。

が増大したことにより, 歩行比が向上し, 歩行におけるエネルギ

臨床では,術後疼痛や腫脹が強い症例では ROM の獲得に難渋する例

ー効率が改善されたことで連続歩行距離の延長が図れたと考えら

もあるため，今後は疼痛との関連も考慮し，更なる患者の満足度向

れる. 報告は少ないが, 脳性麻痺患者に対して体幹機能へ介入す

上を目指し，早期退院や，膝 ROM の早期獲得・歩行機能の改善に努

ることは効果的であると考えられる.

めたい。
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当院における高齢者 THA 患者に対する術前からの取り組み

腰椎椎間板ヘルニアによる左下肢の疼痛を呈した若年性スモン病

髙橋由賀

後遺症患者に対する転倒頻度の改善に難渋した症例
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－歩行時 Mid Swing の Toe clearance 低下に着目して－
鹿内誠也
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【目的】当院では高齢の全人工股関節置換術(以下 THA)患者は禁忌

【目的】今回,腰椎椎間板ヘルニア(以下,LDH)を呈した,原疾患にス

肢位の理解の乏しさや，全身的な筋力低下，社会的背景などから在

モン病を伴う患者の外来リハビリテーション(以下,外来リハ)の機

院日数が延長しやすい傾向にあった．2018 年 1 月より Patient Flow

会を得た.本症例は両側 Mid Swing(以下, MSw)時の Toe clearance

Management (以下 PFM)を開始し，2018 年 3 月より 80 歳以上の THA

低下による転倒頻度の高さが問題点として挙げられた.そこで本症

予定の患者に対して術前リハビリテーション(以下術前リハ)を行

例の歩容に着目し,転倒頻度の軽減を目指し,理学療法を行ったの

なっている．今回，高齢者 THA 患者への術前リハの効果を検証した

で報告する.

ので報告する．

【方法】対象は当院外来リハ通院中の 64 歳女性.主訴は左足のだる
さと痛みで移動に制限がある. LDH 発症前の歩行はフリーハンドで

【方法】対象は 80 歳以上の THA 施行患者 34 名，2018 年 3 月〜2018

自立だが,自宅内で 1 日 1 回以上の転倒,外出時は数回,右足先の躓

年 11 月に術前リハを実施した患者 17 名(平均年齢 83.0 歳、全員女

きがあった.現病歴は X 日夜間に突然左足が動かなくなり歩行困難

性)を介入群，2017 年 4 月〜2018 年 1 月の PFM 導入以前の患者 17

となり,1 ヶ月の自宅療養後,X+33 日近医にて画像診断上 LDH が認め

名(平均年齢 84.4 歳、全員女性)を未介入群とした．介入群には術

られ,X+36 日当院にて外来リハを開始した. 既往歴は X-50 年スモ

前リハとして術前評価，脱臼指導，術後早期に行う自主練習指導を

ン病の診断,半年間の治療後,症状は徐々に軽快したが,右側優位の

パンフレットを使用し行った．術後は通常のリハビリを行なった．

両下肢感覚障害,運動麻痺,筋力低下が残存していた.HOPE は歩行を

未介入群は術前リハを行わず術後よりリハビリを行なった．比較項

安定して実施できることであった.初期評価時,歩行は両側 MSw で

目は在院日数、歩行器・杖歩行自立までの日数とし介入群と未介入

Toe clearance 低下,股関節内転・内旋, Loading Response (以下,LR)

群で比較した(対応のない T 検定：p<0.05)．また転帰を調査した．

で足部過回内, Mid Stance(以下，MSt)で対側骨盤下制, Terminal
Stance(以下，TSt)で股関節伸展角度低下を認めた.歩行時に左腰殿

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき十分に説明し同意を得た．

部,下肢後面に放散痛,脱力感の訴えがあった.歩行能力としては連
続歩行距離 400m 程度であった.Manual Muscle Testing（以下,MMT）

【結果】在院日数の平均は介入群 24.1±4.2 日，未介入群 28.8±

（R/L）は中殿筋 2/2,大殿筋 2/2 であった.骨アライメント上,内側

5.8 日であった．歩行器自立までの日数の平均は介入群 7.9±3.4

縦アーチの低下を認めた.評価より両側 MSw の Toe clearance 低下

日(n=15，2 名は歩行器歩行自立前に転院)，未介入群 10.0±5.1 日

の原因として TSt の股関節伸展角度低下による腸腰筋の伸張反射

(n=15，2 名は歩行器歩行自立前に転院)であった．杖歩行自立まで

低下が二重振り子運動の働きを低下させたこと,MSt の対側骨盤下

の日数の平均は介入群 14.1±4.3 日(n=13，４名は杖歩行自立前に

制により遊脚側下肢の機能的脚長差が生じたこと,LDH による神経

転院)，未介入群 19.5±6.8 日(n=14，3 名は杖歩行自立前に転院)

根症状が左下肢の筋出力低下を生じさせたことが原因と考えた.長

であった．介入群は未介入群と比較し在院日数，杖歩行自立までの

期目標を転倒頻度の軽減,短期目標を MSw の Toe clearance 向上と

日数が優位に短縮した．転帰は介入群では自宅退院が 53％，リハ

設定した.治療プログラムを殿筋群筋力強化運動,腰椎過伸展姿勢

ビリ病院への転院が 47％，未介入群では自宅退院が 76％，リハビ

の修正,内側縦アーチサポートの挿入,歩行練習とし,週 2 回の理学

リ転院への転院が 24％であった．

療法を約 3 ヶ月間介入した.
【説明と同意】本発表はヘルシンキ宣言に基づき,患者本人に説明

【考察】PFM 導入により高齢者 THA 患者の在院日数，杖歩行自立ま

の上,同意を得て行った。

での日数が有意に短縮した．術前リハの介入により脱臼肢位の理解

【結果】MSw の Toe clearance 低下,転倒頻度に変化はなかった.連

が得られやすかったことや，術前リハで手術直後に行える運動を指

続歩行距離は 1km 以上可能となった.LDH による神経根症状は軽減

導することにより患者自身で早期から運動を行えていたことが影

し,MMT(R/L)は中殿筋 2/3,大殿筋 2/2 であった.両側内側縦アーチ

響したと考える．また PFM 導入により看護師による詳細な聞き取り

サポート挿入より LR の足部過回内は軽減した.

調査が行われ，術前の歩行機能が著しく低下しており転院の必要性

【考察】介入の結果,LDH による神経根症状の軽減が左下肢の筋出

のある患者は早期より調整が行われ在院日数の長期化する患者が

力を向上させ,歩行能力の向上が認められた.しかし転倒頻度に改

減少したことも要因であると考える．高齢者の手術入院はその他の

善は認められなかった.原因としてスモン病後遺症の深部感覚障害

患者に比べ術後のせん妄や機能回復の遅延が予想されるため，術前

が Toe clearance の不安定性に影響していたと考えた.スモン病は

からのリハビリ介入や他職種と連携することにより退院に向けて

発症後 2 年以内での軽快が報告されており,発症後 50 年間の経過を

よりよい支援ができるのではないかと考える．

踏まえると深部感覚障害の改善がどの程度まで可能かは不明であ
る.今後,視覚を用いた感覚フィードバックや動作の反復練習によ
る運動学習等の感覚障害への介入及び継続した筋力強化と併行し
て,転倒パターンを把握し,環境調整等を含めた包括的な介入が必
要である.
。
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