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リハビリテーション介入されている高齢大腿骨近位部骨折後の被験

者に対する、特定のバランス課題が身体機能改善に及ぼす影響  
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１．はじめに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

リハビリテーションは大腿骨近位部骨折後の QOL 向上に重要である¹⁾。しかし、その有効性、リハビリ

期間・開始のタイミング、種類が最適かはまだ議論されている²,³⁾。バランス練習は転倒リスク減少と歩行

再獲得に貢献することが期待される⁴,⁵⁾。大腿骨近位部骨折後のリハビリテーションの有効性は、決定的

な根拠はないが、リハビリテーションを行う入院患者の帰結に関連する傾向がある。したがって、バランス

に特化したトレーニングを含むプログラムは大腿骨近位部骨折術後高齢者の身体機能、疼痛、ADL、バ

ランス、QOL の改善に貢献すると推察できる。このランダム化比較試験の目的は前述のプログラムを一

般的理学療法と比較することである。 

2．方法＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この無作為化並行群による優越性比較試験は、リッソーネ科学研究所で実施された。この研究は、カリ

アリ大学病院の倫理委員会によって承認され、倫理的・人道的研究の原則に準拠して実施された。 

〔参加者〕 

選択基準はリハビリテーション施設に入院する 7〜10 日前に関節包外股関節骨折のために内固定され

た 70 歳以上の患者である。除外基準は下肢手術既往、全身疾患、認知機能障害、新鮮な心筋梗塞、

脳血管疾患、慢性肺疾患・腎臓病などの既往歴に基づいて除外された。参加の同意を得た後に、自動

割り当てシステムを用いて 2 つの治療プログラムに対象者を割り付けた。期待バイアスを部分的に制限

し、クロスオーバーを軽減するために、患者は研究の仮説を認識せず、この試験は大腿骨近位部骨折術

後リハビリテーションに対する 2 つの一般的なアプローチを比較することを告げた。 

〔介入プログラム〕  

全対象者は，個別の運動プログラムを理学療法士と共に実施した．1 回 90 分の介入を週 5 回，3 週間

実施した．術後早期は両群共に共通した姿勢制御練習を実施した。 

【介入群】 

・対照的に両下肢へ荷重を促すことを目的とした開眼・閉眼立位練習 

・バランスクッション上での立位バランス練習（支持基底面を狭めた立位，タンデム保持を実施） 

・速度・方向を変えながらの歩行練習（歩道を変化，速度上昇） 

・認知課題を併用した歩行練習（理学療法士の指示に従い頭部回旋） 

・階段昇降練習 

・ADL 動作練習 

 

 



英文抄読  

How balance task-specific training contributes to improving physical function in older subjects  

undergoing rehabilitation  following hip fracture:a randomized controlled trial  

 

 ページ 2 

 

【対照群】 

・股関節および下肢の関節可動域練習と筋力増強練習 

・歩行練習 

・ADL 動作練習 

 

〔アウトカム〕 

身体機能、疼痛、バランス、ADL、QOL を評価した。身体機能は Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index（WOMAC）を使用。疼痛は NRS、バランスは BBS、ADL は FIM、QOL

は SF-36 を使用して評価した。アンケートは、介入前、介入 3 週後、退院 12 か月後に行った。 

〔統計〕 

主要エンドポイントは、WOMAC でのトレーニング後の群間の差であり、24 ポイントの群間差が臨床的

に重要であると推定され、t 検定によって比較された。反復測定（5％の有意水準）の一般線形混合モデ

ル分析は、アウトカムを従属変数として入力し、各結果測定から作成された。サンプルサイズは、検出力

95％、有意確率 5％、群間差を WOMAC 身体機能項目における臨床的意義のある差 24±15 点として

計算した結果、44 名であった。20％の脱落を見込み、52 名を取り込んだ。統計解析は従属変数をアウト

カム、群と時期の交互作用を含んだ一般線形モデルを用いた。ITT 解析を適用した。 

3. 結果＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

対象は 52 名が参加し、介入群 26 名（77.2±6.6 歳、女性 19 名）、対照群 26 名（77.7±7.5 歳、女性

18 名）に割り付けられた。SF-36 の日常役割機能（精神）、心の健康以外は、群、時期、群と時期の交互

作用項に有意差を認めた。主要アウトカムである WOMAC 身体機能項目の平均値±標準偏差は、術前

（介入群：84.3±3.7 点、対照群：80.9±5.7 点）、介入後（39.8±4.9 点、65.2±7.1 点）、フォローアップ後

（35.7±6.2、61.0±11.1 点）であった。介入後において、介入群は対照群よりも 25 点を上回る臨床的意

義のある改善を示した。 

4．結論＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この結果は、一般的なエクササイズよりもバランス練習を含むリハビリテーションの方が、大腿骨近位部

骨折を呈した高齢者における身体機能、疼痛、バランス、ADL、QOL を改善させることを示す。その改善

は両群の介入終了後、少なくとも 12 ヶ月は持続した。治療期間後にバランスと ADL は両群で改善した。

疼痛は治療と追跡期間の終了までに両群で減少した。SF-36 の有意な群間の治療効果も精神要素で見

つかった。このランダム化比較試験は、2 群の効果を識別する適切なサンプルサイズであり、3 つの限界

がある。第一に、身体機能、疼痛、ADL、QOL の術前スコアを記録しなかったこと。第二にこの試験は少

数の対象者によって特徴づけられたこと。第三に理学療法士は治療に対して盲検化されていないため、

施行バイアスを排除できなかったことである。結論として、この結果は一般的なプログラムよりも身体機

能、バランス、ADL を回復するのに効果的で効果が持続するバランス練習を含んだプログラムを支持す

る。今後の研究では、大腿骨近位部骨折後の対象者だけでなく、人工骨頭置換術を施行されたフレイル

高齢者に対するバランス固有トレーニングの有用性を検証する必要がある。 

5．私見＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

   日々の臨床でも大腿骨近位部骨折患者のリハビリテーションに関して苦心する場面が多い。大腿骨

近位部骨折の原因としては転倒によるものが多くの割合を占めており、リハビリ介入によって改善可能で

ある。そのためにはバランス練習を重視したリハビリが必要となる。また、近年の高齢社会により受傷する
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患者の多くは後期高齢者であり、認知症を併存している確立が高い。そのため、OKC エクササイズなど

では理解が得られにくい場合がある。そのような場合にも、バランス主体の練習は理解が得られやすい。

このことからバランストレーニング主体のエクササイズは大腿骨骨折術後患者に対して有効であり、歩行

再獲得、在院日数短縮に貢献できるのではないかと考える。 
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