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O-MT-01-1

人工膝関節全置換術後患者の退院時運動機能に影響する術前生活・運動機能の
検討

山本 諒1），小原 謙一2），齋藤 聖平1），塚本 浩司1），高坂 文香1）

1）公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷リバーサイド病院，
2）川崎医療福祉大学リハビリテーション学科

key words 人工膝関節全置換術・術前活動性・術後運動機能

【はじめに，目的】

リハビリテーションにおいて，術後機能回復の予後予測は早期退院へと繋げるために重要と言われている。しかし，TKA 後の
予後予測に関しては術前の身体機能に着目した報告（市橋ら 2003）が多く，術前の生活機能に着目した検討は見当たらなかった。
そこで，我々は先行研究において Life space assessment（以下，LSA）を用いて術前活動性を評価し，退院時の歩行能力に相関
を認めることを報告した（演者ら 2016）。しかし，術前運動機能・活動性を含めて術後の運動機能への影響を検討している報告
は，我々が渉猟し得た範囲には見つからなかった。そこで，本研究は術前 LSA と演者らの先行研究において術後歩行能力と相
関を認めた術前評価項目より，片脚立位，Timed up and go test（以下 TUG），10m 歩行時間において退院時の運動機能に影響
する因子を比較検討することを目的とした。

【方法】

対象は，平成 27 年 7 月～28 年 7 月に当院で TKA を施行した 79 人のうち本研究への同意を得られ，下記の除外基準に当てはま
らない 51 人（男性：11 人，女性：40 人，年齢：72.4 歳±7.8 歳，BMI：25.5±2.6kg/m2）とした。除外基準は，退院時に T 字杖
を使用しての自宅退院が不可能であった者，認知症又は脳血管疾患を有する者とした。術前活動性の評価として LSA を入院前
に実施した。術前身体機能評価項目は，片脚立位時間，TUG，10m 歩行時間を測定した。退院時に行う身体機能評価項目は，術
前評価と同様の評価項目を同様の方法で行った。片脚立位時間は最大を 2 分間として術側・非術側 3 回実施し，その最長時間を
測定値とした。TUG は Mathius の原法に準じて行うが，最大努力歩行にて測定した。10m 歩行時間は 20m 屋内平地直線歩行路

（前 5m を助走路）とし，最大努力歩行で 20m 歩行を 3 回行い，10m に要する時間の平均を算出した。統計処理は，術前因子と
術後運動機能の影響を評価するために，目的変数を術後運動機能，独立変数を LSA 及び術前身体機能評価項目として重回帰分
析を行い，危険率 5% 未満をもって有意とした。

【結果】

10m 歩行時間及び TUG を目的変数とした場合，術前評価項目からは有意な独立変数は選ばれなかった。目的変数を退院時術側
片脚立位時間とした場合，LSA〔標準化係数（β）=0.459，p＜0.01〕，術前術側片脚立位時間〔（β）=0.433，p＜0.01〕，目的変数
を退院時非術側片脚立位とした場合，術前非術側片脚立位時間〔（β）=0.597，p＜0.01〕，LSA〔（β）=0.282，p＜0.05〕が有意な
独立変数として選ばれた。

【結論】

本研究結果より，術前の生活機能（LSA）及び片脚立位時間は，退院時の術側・非術側片脚立位時間に影響を与えることが示唆
された。さらに術前 LSA においては，術側・非術側を問わず，TKA 術後の片脚立位時間に影響を与える因子といえる。片脚立
位時間は，転倒の有無に相関を認める（村田ら 2005）ことは一般的となってきている。TKA 術後のバランス能力予測因子とし
て術前 LSA は重要といえる。
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O-MT-01-2

人工膝関節全置換術後 6ヶ月における身体機能とQOLの関係
―日本版膝関節症機能評価尺度（JKOM）を用いた評価―

星野 太一1），土屋 謙仕1），岡元 翔吾1），皆川 幸光1），木村 典子1），畑山 和久2），寺内 正紀1,2）

1）JCHO群馬中央病院リハビリテーション部，2）JCHO群馬中央病院整形外科

key words 人工膝関節全置換術・身体機能評価・JKOM

【はじめに，目的】

Quality of life（以下，QOL）は患者立脚型評価であり文化による影響を強く受けるため，本邦では日本版膝関節症機能評価尺度
（Japan Knee Osteoarthritis Measure：以下，JKOM）が開発されている。近年，JKOM を使用して人工膝関節全置換術（Total
knee Arthroplasty：以下，TKA）術後の QOL 調査が実施されており，Jones ら（2003）は，TKA 術後 6 ヶ月で QOL の改善が
見られると報告しているが，本邦の TKA 術後 6 ヶ月の患者における JKOM と関連する因子についての調査はまだ少ない。その
ため，我々は TKA 術後 6 ヶ月時点の JKOM と身体機能の関係性を検討し，術後の QOL に影響を及ぼす臨床評価を明らかにす
ることを目的に調査を実施した。

【方法】

対象は，平成 27 年 12 月～平成 28 年 2 月の間に TKA を施行し，術後 6 ヶ月検診を受診し JKOM による QOL 評価が可能であっ
た患者 23 名（男性 10 名，女性 13 名，平均年齢 74±7 歳）とした。検査項目は，患者背景因子として，年齢，Body Mass Index，
既往歴，在院日数を調査した。身体機能評価は，術側及び非術側の膝関節屈曲伸展角度，膝関節屈曲伸展筋力，握力，片脚立位
時間，安静立位時荷重量，Numerical Rating Scale（以下，NRS）を調査した。歩行・バランス能力の評価は，Timed Up and
Go（以下，TUG），10m Maximum walking speed（以下，10m MWS），Functional Reach Test，片脚立位時間を調査した。QOL
評価は，JKOM を使用した。統計解析は，身体機能の各項目と JKOM の総点・各下位尺度の得点をそれぞれ Spearman の順位
相関分析にて相関を求めた。統計ソフトは，SPSS statistics 21 を使用し，有意水準はすべて 5％ 未満とした。

【結果】

JKOM の総点は術後 6 ヶ月における TUG（r=0.57，P＜0.05），10m MWS（r=0.65，P＜0.01）と有意な相関を認めた。JKOM
の下位尺度のうち「膝の痛みやこわばり」の得点は，階段昇降時 NRS と有意な相関を示した（r=0.57，P＜0.05）。「日常生活の
状態」の得点は，TUG（r=0.63，P＜0.01），10m MWS（r=0.64，P＜0.01），術側片脚立位（r=�0.65，P＜0.01）と有意な相関を
認めた。

【結論】

TKA 術後の QOL には歩行能力・術側片脚立位時間及び階段昇降時の疼痛が関係していた。島田ら（2006）は，歩行能力向上に
より主観的な健康感は向上すると報告しており，本研究も同様の結果であった。また，西川ら（2009）は，歩行速度は片脚立位
時間と関係していると報告している。今回示された術側片脚立位時間と QOL の相関は，術側片脚立位時間が歩行能力に影響す
るために見られたと考え，歩行能力向上による QOL の向上を目指すには術側片脚立位時間向上が重要であると考えた。加えて，
QOL の下位尺度である「膝の痛みやこわばり」には，階段昇降時の疼痛が影響していた。痛みが残存すると満足度は低下する

（Baker PN, et al., 2007）と言われ，TKA 術後の患者満足度を向上させるためには，階段昇降時の痛みの評価と介入も重要である
と考えられた。
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O-MT-01-3

人工膝関節置換術後 1年における歩行速度に関連する因子
―同年代の健常者より速くなるために必要な術側機能の検討―

濱田 涼太1），南角 学1），細江 拓也1），布留 守敏2），伊藤 宣2），中村伸一郎2），栗山 新一2），
池口 良輔1,2），松田 秀一1,2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部附属病院整形外科

key words 変形性膝関節症・人工膝関節置換術・歩行速度

【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（以下，TKA）後の理学療法では，膝関節機能の回復を図りながら歩行能力の向上を目指す。一般に，理学療
法により獲得できる歩行速度は術後や退院後の ADL 能力を決定することから，歩行速度に着目した評価や介入は重要である。
TKA 術後において，効率的に歩行速度の向上を図るためには術後の歩行速度に関連する因子を明確にすることが必要である
が，これらの因子を詳細に検討した報告は少ない。本研究の目的は，TKA 術後 1 年における歩行速度に関わる因子を術側の機
能から検討することとした。

【方法】

対象は TKA を施行し同様の理学療法を実施した女性 119 名（年齢 72.4±8.9 歳）であった。術後 1 年の評価項目として術側の膝
関節屈曲・伸展可動域，術側の膝関節屈曲・伸展筋力，術側の片脚立位時間を測定した。膝関節屈曲・伸展筋力は Isoforce GT
330（OG 技研社製）により等尺性筋力を測定し，トルク体重比（Nm/kg）にて算出した。また，2011 年度版 Knee Society Score

（以下，KSS）を使用し，術側の膝の状態と満足度，期待度，活動性を評価した。さらに，術後 1 年で Timed up and go test（以
下，TUG）を実施し，対象を Rosemary らが示した TUG の年代別健常者平均値より速い者を A 群，遅い者を B 群に分類した。
各測定項目の両群間の比較には，対応のない t 検定とマン・ホイットニーの U 検定を行い，有意差が認められた項目を説明変
数，歩行速度を目的変数としたロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

両群の割合は A 群 46 名（39％），B 群 73 名（61％）であった。術側の膝関節伸展可動域（A 群�2.0±3.1̊，B 群�3.0±4.8̊）と片
脚立位時間（A 群 17.4±11.4 秒，B 群 10.0±10.3 秒）は，A 群のほうが有意に大きい値を示した。術側の膝関節屈曲・伸展筋力
は A 群（屈曲 0.67±0.83Nm/kg，伸展 1.32±0.40Nm/kg）が B 群（屈曲 0.44±0.17Nm/kg，伸展 0.98±0.33Nm/kg）よりも有意
に高い値を示した。また，KSS のうち膝の状態（A 群 20.3±4.4 点，B 群 17.7±5.3 点），満足度（A 群 27.6±8.1 点，B 群 23.1
±8.3 点），活動性（A 群 71.5±14.7 点，B 群 52.8±18.5 点）は A 群が B 群よりも有意に高い値を示した。一方，その他の項目は
両群間で有意差を認めなかった。さらに，ロジスティック回帰分析の結果，歩行速度を規定する因子として，術側の膝関節伸展
可動域，膝関節伸展筋力，KSS（膝の状態，活動性）が有意な項目として抽出された。

【結論】

本研究の結果，TKA 術後 1 年で約 4 割の症例が同年代の健常者よりも歩行速度が速かった。さらに，これらの症例の特徴とし
て，術側の膝の状態・膝関節伸展可動域・膝関節伸展筋力といった総合的な機能が良好であるとともに術後の活動性が高いこ
とが示された。このように TKA 術後に歩行速度が健常人よりも速くなる条件としては，術側膝関節の総合的な機能の回復と術
後の活動性の向上が必要であり，術後の理学療法介入の一助になり得ると考えられた。
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O-MT-01-4

片側人工膝関節置換術の歩行能力に影響を与える術前因子の検討

岡元 翔吾1），星野 太一1），皆川 幸光1），木村 典子1），畑山 和久2），寺内 正紀1,2）

1）JCHO群馬中央病院リハビリテーション部，2）JCHO群馬中央病院整形外科

key words 人工膝関節置換術・歩行能力・術前因子

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（Total Knee Arthroplasty：以下，TKA）や人工膝関節単顆置換術（Unicompartmental Knee Arthro-
plasty：以下，UKA）後の歩行能力を予測する術前因子を把握することは，術前理学療法の実施にあたり治療立案の一助となり
得る。本研究の目的は，当院にて初回かつ片側の TKA または UKA を施行した患者を対象に，退院時の歩行能力に影響を与え
る術前因子について検討することである。

【方法】

対象は 2015 年 12 月～2016 年 8 月の期間，当院にて変形性膝関節症と診断され初回かつ片側の TKA または UKA を施行した
64 名（女性 49 名，男性 15 名，TKA 54 例，UKA 10 例，年齢 73.8±5.9 歳，身長 153.1±8.1cm，体重 60.6±11.2kg，BMI 25.8
±3.8kg/m2，在院日数 25.0±3.7 日）とした。除外基準は人工膝関節置換術の既往あるいは認知症を有する者とした。測定は退
院日または退院前・前々日に行った。術前因子は，①運動機能評価として，歩行時痛，膝関節伸展関節可動域，膝関節伸展等尺
性筋力，片脚立位時間，術前時の Timed Up and Go test（以下，術前 TUG），②生活の質（Quality of Life）の評価として，変形
性膝関節症患者機能評価尺度（Japanese Knee Osteoarthritis Measure：以下，JKOM），③生活空間の評価として，Life Space
Assessment（以下，LSA）を測定した。尚，疼痛評価は Numerical Rating Scale（NRS），筋力評価はハンドヘルドダイナモメー
ター（Anima 社製 μ�Tas F1）を使用した。また，術前 TUG を除く運動機能項目に関しては，術側と非術側について測定を行っ
た。退院時の歩行能力に影響を与える因子を検討するために，退院時の TUG（以下，退院時 TUG）を従属変数，術前因子を独
立変数とした重回帰分析を行った。事前に Spearman の順位相関係数にて有意な相関を認めた変数をステップワイズ法にて投
入した。また分散拡大要因（Variance Inflation Factor：以下，VIF）の値を求め，多重共線性を確認した。統計学的解析には IBM
SPSS Statistics ver. 22.0 を使用し，有意水準はすべて 5% とした。

【結果】

相関分析の結果，退院時 TUG は，術側の歩行時痛（r=0.28），術側及び非術側の膝関節伸展筋力（r=�0.29/�0.39），片脚立位時
間（r=�0.42/�0.63）に加え，術前 TUG（r=0.81），JKOM（r=0.32），LSA（r=�0.28）と有意な相関関係を認めた（p＜0.05）。重
回帰分析の結果，術前 TUG（標準偏回帰係数 β：0.43，p＜0.01）と非術側片脚立位時間（標準偏回帰係数 β：�0.35，p＜0.01）が
抽出された。VIF 値はいずれも 1.2 であり，多重共線性の問題は生じていないことが確認された。

【結論】

初回かつ片側の TKA または UKA 後の患者の退院時における歩行能力を予測する術前因子には，術前 TUG と非術側片脚立位
時間が抽出された。術前時点で歩行能力が高く非術側の片脚立位保持が良好であれば，術後の歩行能力を早期から獲得できるこ
とが明らかとなった。
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O-MT-01-5

人工膝関節置換術後患者の術後活動量向上に影響する因子の検討

平川 善之1），出口 直樹2），問田 純一1）

1）福岡リハビリテーション病院，2）福岡リハ整形外科クリニック

key words 人工膝関節置換術後・活動量・患者教育

【目的】

人工膝関節置換術（TKA）は膝痛を解消させ，活動性を改善し QOL の向上を図ることが目的である。よって術後活動量の円滑
な回復は重要である。近年高齢者の活動性向上のため，歩数の増加のみでなく座位時間など低強度活動量の減少も有意義とされ
る。そこで本研究の目的は，術後活動量回復過程の良い群と不良な群間において，低強度活動量の推移に違いがあるのかを検討
し，その要因を分析することである。

【方法】

対象は 2015 年 4 月～2017 年 12 月に当院にて TKA を施行された者とし，変性疾患以外の TKA，重篤な合併症等で術後パスを
逸脱した者は除外した。対象者を，三軸加速度計（Active Style Pro，OMRON）を 24 時間携帯した歩数の平均値から，術後 2
週から 4 週の歩数増加率（4 週/2 週）を算出し，増加率平均値±1SD の範囲の者を中間群（m 群），それ以上を高値群（h 群），
以下を低値群（l 群）と分類した。評価内容は三軸加速度計にて測定した 2 メッツ（M）以上及び未満の身体活動量（分），歩行
時痛（visual analog scale：VAS），膝関節可動域（ROM），膝伸展筋力（筋力），pain catastrophizing scale（PCS），pain self�ef-
ficacy（PSE）を術後 2 週及び 4 週に調査した。統計学的検定は，h・m・l の 3 群間における 2M 以上及び未満の活動量，ROM，
筋力，PCS，PSE の差の検定を Kruskal�Wallis 検定及び事後検定として scheffe 検定を行った。統計学的有意水準を 5％ 未満と
した。

【結果】

対象者数は 64 名（平均年齢 76.3±6.8 歳）で，歩数増加率から h 群 17 名，m 群 21 名，l 群 22 名であった。統計解析の結果，術
後 4 週で，l 群が h 群に比べ 2M 未満の活動量が有意に長かった。歩行時痛，ROM，筋力，PCS，PSE の各要因では術後 2 週で
l 群が h 群より PCS が有意に高い結果となった。

【結論】

2M は座位や立位で行う簡単な動作等の活動強度である。本結果から，術後経過の中で歩数増加率の低い者は，2M 未満の低強
度活動量が減少せず，非活動的な時間が長いままであることが推測された。また術後 2 週で l 群が PCS 高値であった。PCS とは
痛みに固執しその予後を悲観的に捉える傾向が高い気質の者は高値となる。このことから，術後歩行時痛が同程度でも，痛みに
対する志向性により活動量の回復過程には差が生じる可能性が示唆された。そのため術後医療においては，看護師などの他職種
と連携し，痛みに対する適切な患者教育を行い，非活動的な時間を減少させる働きかけが重要であると思われた。
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決定木分析を用いた人工膝関節全置換術後患者における歩行速度を予測する術
前および術後早期の機能的因子の検討

小林 巧1），野陳 佳織2），神成 透3），松井 直人3），角瀬 邦晃3），大川麻衣子4），山中 正紀5）

1）北海道千歳リハビリテーション学院，2）時計台記念病院，3）北海道整形外科記念病院，
4）札幌山の上病院，5）北海道大学大学院保健科学研究院

key words 人工膝関節全置換術・歩行速度・下肢機能

【はじめに，目的】人工膝関節全置換術（TKA）後の歩行能力に関して，Kroll らや Holm らは，歩行速度は膝痛，膝屈曲可動域
（ROM）および膝伸展筋力と関連することを報告している。術後の歩行能力向上には，術前あるいは術後より早期からのアプ
ローチが重要と考えられるが，どの時期のどの要因が歩行速度に影響するかは明らかになっていない。本研究の目的は，TKA
後 4 週の歩行速度を予測する術前および術後早期の機能的因子について決定木分析を用いて検討することで，将来予測や目標
設定を明確にし，理学療法を行なう上での一助とすることである。

【方法】対象は TKA 患者 52 名（年齢 68.2±8.2 歳）とした。測定項目は，構築学的変化の指標として，術前の膝 OA 重症度分類
および大腿脛骨角，機能的因子として，術前，術後 1 週および 2 週における両膝の疼痛（visual analog scale），膝屈曲および伸
展 ROM，膝屈曲および伸展筋力（MMT），歩行能力として，術後 4 週の最大歩行速度とした。統計学的分析として，変数選択
のために Spearman の順位相関係数を使用した。また，従属変数を術後 4 週の歩行速度，独立変数を構築学的変化の指標，術前，
術後 1 週および 2 週の機能的因子とした決定木分析（CART 法）を実施した。決定木の停止基準として，階層は第 3 層まで，親
ノードの最小数を 10，子ノードは 3 と定め，分岐時の誤分類率が改善しない時に分析終了とした。有意水準は 5％ とした。

【結果】非術側の膝屈曲および伸展 ROM は全ての時期でそれぞれ 0.8 以上の高い相関係数を示したため，術前および術後 1 週の
ROM を検討から除外した。決定木分析において，第 1 層では術前の非術側屈曲 MMT が選択された。MMT が 5 の場合，第 2
層で術後 1 週の術側膝屈曲 ROM が選択され，114 度以上で最も速い群（1.86m/s）に分類された。第 1 層で MMT が 4 以下の場
合，第 2 層で術後 1 週の術側膝伸展 ROM が選択された。伸展 ROM が�1.0 度以下の場合，第 3 層で術後 1 週の術側膝屈曲 ROM
が選択され，94.5 度以下で最も遅い群（1.04m/s）に分類された。また，予測モデルにおける独立変数の重要度は，術後 1 週お
よび 2 週の術側膝屈曲 ROM，術前および術後 1 週の術側および非術側膝屈曲 MMT で高い重要度を示した。

【結論】術後 4 週の歩行速度の予測因子として，術前の非術側膝屈曲筋力，術後 1 週の術側膝屈曲および伸展 ROM が選択され
た。Brown らは，TKA 前の歩行能力の有意な予測因子として膝屈曲筋力を挙げており，TKA 後の歩行能力にも膝屈曲筋力が
影響する可能性が示唆された。また，TKA 患者では歩行時の膝可動性が低下することが報告されており，術後早期からの膝
ROM の獲得は歩行速度向上に重要である可能性が示唆された。本研究結果は歩行能力の将来予測や治療における目標設定の一
指標となると推察され，TKA 患者の理学療法を行なう上での一助となる。
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人工膝関節全置換術施行患者の術後 2週時の膝関節屈曲角度の予測
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【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下，TKA）後の膝関節屈曲角度（以下，膝屈曲角度）は大きな膝屈曲角度を必要とする若年患者はもち
ろん，和式の生活様式を要する日本人にとって重要とされている。TKA 後の膝屈曲角度に影響する要因について海外では様々
な報告が散見されるが，本邦において術後早期の膝屈曲角度を検討した報告は少ない。本研究の目的は，TKA 後 2 週時の膝屈
曲角度を術前因子から予測することである。

【方法】

2013 年 9 月から 2016 年 6 月までの間に当院整形外科にて変形性膝関節症と診断され初回 TKA を施行した 190 例 212 膝（男性
43 例，女性 147 例，平均年齢 75.5±7.6 歳）を対象とした。術後 2 週時膝屈曲角度をアウトカムとし，患者因子として，性別，
年齢，Body Mass Index（以下，BMI），術前因子として，術側膝関節伸展・屈曲角度（以下，膝伸展・屈曲角度），術側膝関節
伸展・屈曲筋力（以下，膝伸展・屈曲筋力），Timed Up and Go test（以下，TUG），術側大腿脛骨角（以下，FTA），術側膝関
節前後・側方動揺（以下，前後・側方動揺）を調査した。統計解析は，術後 2 週時膝屈曲角度と患者因子，術前因子の各変数間
について 2 変量解析を行った。次に，術後 2 週時膝屈曲角度を従属変数，2 変量解析にて p＜0.2 の変数を独立変数とした決定木
分析を行い，術後 2 週時膝屈曲角度を予測する回帰木を作成した。

【結果】

術後 2 週時膝屈曲角度は平均 109.2±13.9̊ であった。術後 2 週時膝屈曲角度と p＜0.2 の相関を認めた変数は，年齢，膝伸展角度，
膝屈曲角度，膝伸展筋力，膝屈曲筋力，TUG，前後動揺，側方動揺であった。また性別による術後 2 週時膝屈曲角度の比較の結
果，p＜0.2 であった。これらの変数を独立変数，術後 2 週時膝屈曲角度を従属変数とした決定木分析によって作成された回帰木
より，最上位の分岐は膝屈曲角度（cut off 値 117.5̊）であり，117.5̊ より大きい群では術後 2 週時膝屈曲角度が最大（113.5±11.7̊）
と予測された。117.5̊ 以下の群ではさらに膝屈曲角度（cut off 値 107.5̊）で分岐し，107.5̊ 以下の群では術後 2 週時膝屈曲角度が
最小（93.8±12.3̊）と予測された。107.5̊ より大きい群ではさらに膝伸展筋力（cut off 値 1.004Nm/kg）で分岐した。

【結論】

TKA 後 2 週時の膝屈曲角度を予測する術前因子として，膝屈曲角度と術伸展筋力が選択され，これらの要因は先行研究と同様
の結果であった。しかし，術後膝屈曲角度に影響すると報告されている年齢，性別，BMI などの患者因子は本研究では選択され
なかった。また，有意な予測因子と報告されている術前の FTA に加えて，術前の膝関節動揺の程度についても検討したが，本
研究では FTA，膝前後・側方動揺ともに有意な予測因子にはならなかった。本研究の結果より，術後 2 週時という比較的早期
においては，術前の膝関節の変形の程度よりも膝屈曲角度や膝伸展筋力などの運動機能の影響が高いことが示唆された。
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人工膝関節全置換術後 1年の目標屈曲可動域達成の可否は術後早期より予測可
能か？
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【はじめに，目的】人工膝関節全置換術（以下；TKA）後の屈曲可動域（以下；屈曲 ROM）制限は疼痛，日常生活動作制限，
患者満足度の低下を引き起こす要因の一つである。TKA 患者の術後 1 年の屈曲 ROM は術前の屈曲 ROM に影響を受けること
が報告されているが，術後 1 年の目標屈曲 ROM に到達するか否かを術後早期の屈曲 ROM によって予測可能かは分かっておら
ず，術後早期に求められる屈曲 ROM の角度も明らかになっていない。よって，本研究の目的は TKA 患者の術後 1 年の目標屈
曲 ROM の達成は術後早期より予測可能かを検討し，術後早期に獲得しておくべき角度を算出することとした。

【方法】対象者は 2012 年から 2015 年に変形性膝関節症を原疾患とし当院で TKA を施行された患者 193 名（男性 46 名，女性 147
名，年齢 72.9±7.8 歳，BMI 25.6±4.0kg/m2）とした。手術は全例 1 名の医師が行った。除外基準は術前屈曲 ROM が 120̊ 未満
の者，大腿骨壊死・リウマチを原疾患とする者，その他の理由で追跡できなかった者とした。プロトコルは術後翌日に歩行器歩
行自立，術後 3 日目に杖歩行自立，術後 5 日目の退院を目標とし，退院後は週に 1 度の外来リハビリテーションを 3 ヶ月間継続
した。評価時期は術後 5 日（退院日），術後 1 ヶ月，術後 1 年とした。統計学的解析は，術後 1 年の目標屈曲 ROM を 120̊ と設
定し，説明変数を目標 ROM 達成の可否，独立変数を術後 5 日，術後 1M の ROM とした単ロジスティック回帰分析を行った。
さらに，術後 5 日，術後 1 ヶ月の Receiver Operating Characteristic curve を描き，その結果よりカットオフ値を算出した。有
意水準はいずれも 5% とした。

【結果】各時期の屈曲 ROM は術後 5 日 92.6±6.9̊，術後 1 ヶ月 112.0±9.8̊，術後 12 か月 121.2±9.5̊ であった。目標 ROM 達成の
可否は達成者 152 名（78.7%），不達成者 41 名（21.2%）であり，目標 ROM 達成には術後 5 日目の ROM（オッズ比：0.92［0.86�
0.98］，p=0.01,），術後 1 ヶ月の屈曲 ROM（オッズ比：0.87［0.84�0.92］，p＜0.01,）が影響していた。さらに，各時期の屈曲 ROM
のカットオフ値は術後 5 日で 85（̊感度：0.27，特異度：0.94，AUC：0.63），術後 1 ヶ月で 105（̊感度：0.63，特異度：0.82，AUC：
0.80）であった。

【結論】本研究結果より，TKA 患者の術後 1 年の目標屈曲 ROM の達成の可否は，中等度の範囲で術後早期より予測可能であっ
た。術後 5 日よりも術後 1 ヶ月でより正確な予測が可能であり，術後 1 年で目標屈曲 ROM である 120̊ を獲得するためには術後
1 ヶ月で 105̊ の屈曲 ROM が必要であることが明らかとなった。本研究は術後 1 年で目標屈曲 ROM を達成するためには術後早
期に達成するべき ROM があることを示しており，TKA 後早期のリハビリテーションプログラムを決める際の一助となると考
えられる。
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両側人工膝関節置換術施行患者における縦断的歩行解析
病期に合わせたプロトコールを求めて
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【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（以下，TKA）の件数は年々増加しており，近年では両側同時に施行するケースが多くなっている。しかし，
そういったケースに対する身体機能を含めた縦断的なスタディは少ない。本研究は両側 TKA 術後患者を対象に，術後の縦断的
な歩行解析とその身体機能との関連を明らかにし，より効率的な理学療法の展開と歩行動作獲得へのプロセスを明らかにする
ことを目的とした。

【方法】

対象は両側 TKA 術後のケース 7 例 14 肢（74.1±7.4 歳）とした。術後 1，6，12 か月の時期に膝関節屈曲角度，等尺性膝関節伸
展筋力を身体機能として，TUG，10m 歩行，6 分間歩行を動作能力として計測した。また自然歩行に関して三次元動作解析装置
VICON を用いて解析した。各時期における各機能検査の結果は，一元配置分散分析にて統計解析し，差を認めたものに対して
多重比較 Bonferroni 法を用い検証した（p＜0.05）。

【結果】

術後 6 ヶ月まで追えたケースは 6 例 12 肢，術後 12 ヶ月まで終えたケースは 3 例 6 肢であった。身体機能に関して，膝関節屈曲
角度，等尺性膝関節伸展筋力は，術後 1 か月と比較し術後 6，12 か月と増加を認めた。動作能力に関して，10m 歩行，TUG，6
分間歩行はそれぞれ術後 6 か月に有意な改善を示したが，術後 12 か月では変化を認めなかった。歩行解析に関して，立脚中期～
終期における股関節最大伸展角度に加え，遊脚初期における膝関節最大屈曲角度は経時的に有意な増加を認めた。正常歩行で特
徴的な double knee action は術後 12 か月より全例に認めた。また遊脚初期における膝関節内外反角度は，術後 1 か月において内
反を示したのに対し，術後 6，12 か月では外反を示した。床反力は術後 1 か月が一峰性であるのに対し，術後 6 か月より二峰性
を示し，術後 12 か月ではそれがより顕著となった。

【結論】

術後 1 か月は身体機能，動作能力がともに低値を示しており，歩行解析においても，変形性膝関節症患者特有の歩容を残すこと
が示された。術後 6 か月は身体機能の向上を認めるが，動作能力の改善が著しく，それにともなう歩容の改善も認められ，理学
療法アプローチに最適な時期と判断された。術後 12 か月は身体機能，動作能力の改善こそ少ないものの，歩容はより健常人に
近づき，質的な変化が求められる時期と考えられた。

本研究より，術後の各時期に特徴的な歩容を示すことが明らかとなり，病期に合わせたアプローチが必要であり，適切なフォ
ローアップにより健常人に近い歩容も十分に求められる事が示唆された。
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O-MT-02-4

組み合わせ式人工膝関節二顆置換術（Bicompertmental Knee Arthroplasty）後の
運動学的・運動力学的解析

浮城 健吾1），大越 康充2），井野 拓実1,3），川上 健作4），鈴木 昭二5），三浦 浩太1），
大森 啓司1），大角 侑平1），小竹 諭1），吉田 俊教1），前田 龍智2），鈴木 航2）

1）悠康会函館整形外科クリニックリハビリテーション部，2）悠康会函館整形外科クリニック整形外科，
3）北海道科学大学保健医療学部理学療法学科，4）函館工業専門学校生産システム工学科，
5）公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系知能学科

key words 人工膝関節二顆置換術・overstuffing・生体力学

【はじめに，目的】

変形性膝関節症に対する治療の選択肢の一つとして，侵襲が小さく，組織を温存可能な人工膝関節部分置換術が注目されてい
る。しかし，内側単顆置換術と膝蓋大腿関節置換術を組み合わせた二顆置換術（BiKA）術後の生体力学的特徴は十分に解明さ
れていない。本研究の目的は，BiKA 術後歩行における運動学的・運動力学的特性と臨床成績に与える影響を明らかにすること
である。

【方法】

2011 年 2 月～2013 年 3 月に BiKA を施行した 79 例中術後 1 年以降に動作解析を実施した 20 例 20 膝（BiKA 膝）を対象とした。
また，対側膝および健常成人 10 例 20 膝（健常膝）を比較対照とした。計測時の疼痛 VAS は平均 10.3%，KSS2011 総計は平均
128.3±15.5 点，Jerk テストは全例陰性で内外側不安定性も認めなかった。これらの症例に対し，光学式モーションキャプチャ技
術および逆動力学計算により定常歩行を運動学的および運動力学的に解析した。計測は，赤外線カメラ 8 台および床反力計 2
枚からなる三次元動作解析装置により実施された。これら機器の計測周波数は 120Hz に設定された。得られたデータはポイント
クラスター法に準じ，皮膚のズレにより生じる誤差を最適化法にて最小化した。膝関節座標系は Grood and Suntay の定義に基
づいて設定された。さらに，体幹前傾角度が矢状面上の投影角として算出された。また，術前後の CT 画像より大腿骨膝蓋溝底
部と大腿骨軸の距離を膝蓋溝高（patella groove height，以下 PGH）と定義し，術後 PGH が増大したものを overstuffing と定義
した。予備研究として PGH 計測の検者内信頼性を検討したところ，級内相関係数 ICC（1,1）=0.977（信頼区間：0.801�0.998）で
あった。統計解析は Tukey�Kramer 法による多重比較検定，Pearson あるいは Spearman の相関係数を用い，有意水準は 5%
に設定された。

【結果】

BiKA 膝のキネマティクスは定性的に健常膝と類似していたが，荷重応答期に脛骨が有意に後方偏位していた。股関節伸展モー
メントは BiKA 膝が健常膝に較べ有意に高値を示した。CT 計測で 48％ の症例に 0.5～3.9mm の overstuffing が認められた。
PGH は荷重応答期での脛骨前後並進位置（r=�0.634，p＜0.01）および KSS2011 総計（r=�0.610，p＜0.01）と負の相関が認めら
れた。一方，関節モーメントは PGH および自覚評価と相関を認めなかった。

【結論】

BiKA 膝の運動パターンは健常膝と定性的に類似しており，これは全ての主要靭帯を温存し，関節形状の変化が少ない部分置換
術の効果と考えられた。BiKA 膝においては，外的股屈曲モーメントの増大に拮抗するハムストリング筋活動の増強により，脛
骨後方偏位が生じていたものの，PGH が増大した症例では脛骨が前方に偏位していた。PGH は自覚評価とも関連しており，手
術に際して overstuffing に注意すべきと考えられた。また，理学療法介入においては，異常運動および臨床症状の原因を推論す
る上で，術後画像の評価が肝要であると考えられた。
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人工膝関節置換術における早期退院プログラムと標準的な入院プログラムにおける術後運動機能の回復の差
非劣性試験デザインを用いた検討

飛山 義憲1），谷口 匡史2,3），紙谷 司4），和田 治5）

1）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，2）滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部，
3）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，4）京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻，
5）あんしん病院リハビリテーション科

key words 人工膝関節置換術・在院日数・運動機能

【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（TKA）におけるわが国の在院日数は諸外国に比べ非常に長い。医療費増大対策として在院日数の短縮を図る
にあたり，在院日数短縮によるリハビリテーション機会の減少，術後の運動機能回復への影響が懸念される。しかしながらその
影響についてはこれまで十分に検証されていない。本研究では非劣性試験デザインを用いて，わが国の標準的な入院期間の入院
プログラム（Standard Program，SP）と早期退院プログラム（Early�discharge Program，EP）における術後の運動機能につい
て，SP に対する EP の非劣性を検証することを目的とした。

【方法】

SP 実施施設および EP 実施施設による二施設間前向きコホート研究とした。変形性膝関節症を原疾患として初回 TKA を施行
する SP 施設 59 名，EP 施設 45 名を対象とした。SP 施設は術翌日に離床，2 日目に車椅子移動または歩行器歩行を開始し，術
後 14 日目までに杖歩行自立，その後屋内独歩，屋外杖歩行を自立し，術後 28 日目での退院を目標とした。EP 施設は 1 ヶ月間
の術前リハビリテーションを実施し，術後は翌日から離床，歩行器歩行を開始し，術後 3 日目に杖歩行自立，術後 5 日目での退
院を目標とし，退院後は週 1 回の外来リハビリテーションを術後 3 ヶ月まで継続した。

主要アウトカムは術後 6 ヶ月時点の Timed Up ＆ Go test（TUG），副次アウトカムは同時点の膝関節可動域，膝関節伸展筋力，
患者立脚型膝機能（Knee Society Scoring System，KSS）とした。統計解析ではまず施設間の患者背景（年齢，性別，Body mass
index，反対側膝関節の変形性膝関節症重症度，糖尿病の有無，高血圧の有無）の調整のため傾向スコアによるマッチングを行っ
た。次に従属変数を術後の TUG，独立変数を入院プログラム，調整変数を術前値および手術時間とした重回帰分析を用いて回
帰係数および 95％ 信頼区間（CI）を算出し非劣性の検証を行った。非劣性マージンは先行研究から 2.49 秒と設定し，95％CI
の上限がマージンを超えない場合に非劣性であると判断した。副次アウトカムについては，各術前値，手術時間で調整した重回
帰分析を行い，有意差のある項目がないか探索的に検証した（有意水準 5%）。

【結果】

傾向スコア・マッチングの結果 43 ペアが抽出された。入院プログラムの違いによる TUG の差については，調整後回帰係数；�
0.56（EP�SP），95%CI；�1.6�0.44 であり，95%CI の上限はマージンを超えなかった。副次アウトカムについては重回帰分析の結
果，術後の膝関節可動域（屈曲；p=0.86，伸展；p=0.13），膝関節伸展筋力（p=0.85）および KSS（p=0.64）のいずれにおいて
も入院プログラムの違いによる有意な差を認めなかった。

【結論】

本研究では TKA 後の標準的な入院プログラムと早期退院プログラムにおける術後の運動機能を比較し，早期退院プログラムで
あっても術後の運動機能の回復は劣らないことが示された。
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人工膝関節置換術後の膝関節伸展制限に関する後方視的検討
―術前可動域，矯正角度，インプラントの型式に着目して―

谷口 拓也1），武藤 紗希1），門馬 博2）

1）医療社団法人永生会永生病院リハビリテーション部，2）杏林大学保健学部理学療法学科

key words TKA・伸展制限・インプラント型式

【はじめに】人工膝関節置換術（TKA）は，除痛，QOL の向上において良好な成績を残しているが，術後に関節可動域制限が残
存する症例も一定程度存在する。手術によって関節構造は再構築されるが，関節可動域，特に膝関節伸展の制限因子については
明らかでない。伸展可動域の獲得は歩行をはじめとして動作に大きな影響を与えるため，臨床上大きな意義をもつ。そこで今回，
TKA 術後症例について，膝関節伸展制限の有無と関連する要因について後方視的に分析し，TKA 術後の膝関節伸展制限に関す
る要因を検討することを目的とした。

【方法】当院にて TKA を施行した 61 例 74 膝のうち，再置換術施行例，他関節疾患合併例，授動術施行例を除いた 32 例 43 膝
（両側 11 例，片側 21 例）を対象とした。男性 5 例，女性 27 例，平均年齢 73 歳であった。全例において膝関節伸展可動域を術
前（preROM），術後 2 週（2wROM），退院時（postROM）に計測した。また術前後の大腿脛骨角の差を矯正角度（⊿FTA）と
して計測，算出した。インプラントの形式による膝関節伸展制限への影響を検討するため，インプラントの型式（BCS，CR，PS）
と退院時の伸展制限（有り・無し）についてクロス集計表を作成し，カイ二乗検定を用いて度数を比較した。また，伸展制限の
要因を分析するため，postROM を従属変数，インプラントの型式，preROM，2wROM，⊿FTA を独立変数とした重回帰分析
を行った。有意水準はいずれも 5％ とし，統計処理には SSRI 社製エクセル統計 2015 を用いた。

【結果】postROM における伸展制限は 19 膝に認められた。カイ二乗検定の結果，伸展制限の有無に関してインプラントの型式
による統計学的な差は認められなかった（p=0.53）。また重回帰分析では 2wROM のみが有意な要因として抽出された（p＜
0.01；修正 R2＝0.38）。

【結論】カイ二乗検定の結果より，インプラントの型式による伸展制限の有無への影響は認められなかった。屈曲可動域に関し
ては関節内靱帯やポストカム機構の影響から PS 型で屈曲可動域が大きいとの報告（Li，2012）がみられるが，本研究の結果か
ら伸展に関してはインプラントの型式の影響は小さいと考えられる。また，術前可動域や手術による大腿脛骨角の矯正角度の伸
展制限への影響は重回帰分析により棄却された。2wROM のみが抽出されたことは，戸田ら（2011）の先行研究における屈曲可
動域の獲得経過と同様に，術後 2 週までの伸展可動域獲得が良好な予後につながることを示している。本研究から TKA 術後伸
展可動域に関して，インプラントの型式，術前の伸展可動域，⊿FTA の影響は受けず，術後 2 週までの可動域の獲得が重要で
あるとの示唆を得た。一方で重回帰分析の決定係数が 0.38 であることから，伸展可動域に関わる要因はまだ他に多く存在すると
いえる。臨床上，パテラトラッキングに関わる膝前方や外側組織などが伸展可動域に影響する印象もあり，今後はこれらの構造
的な影響も含めて検討したい。
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ストレッチポールひめトレが身体に影響を与える期間について
―腹横筋と座位の重心動揺に着目して―

古山 貴裕1），増永 純1），中富 裕貴1），坂田 拓哉1），福重 千春1），吉岡 弘夢1），矢野 悟士1），木村 倖晴1），
野津原慎太郎1），松本 涼太1），加治 卓人1），渕上 和成1），中玉利一輝1），松山 裕2），二宮 省悟1）

1）九州看護福祉大学，2）川崎病院

key words ストレッチポールひめトレ・腹横筋・重心動揺

【はじめに，目的】

2010 年，株式会社 LPN により骨盤底筋群のトレーニングとして，ストレッチポールひめトレ（以下，SPH）というツールが開
発された。我々は過去 3 年間の日本理学療法学術大会で，SPH の効果について検証し発表してきた。先行研究では SPH の効果
について期間に関する検証は，まだされていない。今回は，重心動揺面積と腹横筋筋厚に着目し，SPH を用いたトレーニングを
行い，身体に影響が現れるまでの期間を検証することを目的とした。

【方法】

対象者は，男性学生 43 名（21.6±1.1 歳）。トレーニング群（以下，A 群）22 名，コントロール群（以下，B 群）21 名を無作為
に設定した。A 群はトレーニングを週 3 回，4 週間継続して行った。林田らの研究をもとにトレーニングは JCCA が推奨するも
のを 1.5 倍の回数に設定した。実験初日に測定を行い，A 群は毎週トレーニング 3 回目に測定，B 群は毎週測定を行った。測定
機器として，腹横筋筋厚の測定には超音波診断装置（Nemio XG SSA�580A：東芝社製），重心動揺面積の測定にはバランス Wii
ボード（以下，Wii ボード：任天堂社製）を使用した。重心動揺面積は，高さ 40cm の台に乗せた Wii ボード上に座り，姿勢は
股・膝関節 90̊ 屈曲位，足は腰幅に開き足底を接地させ，測定時間は 10 秒とした。腹横筋筋厚の測定は，安静臥位とし上肢は体
幹につけ下肢は伸展位とした。布施らの先行研究からプローブ圧を 0.5N 以下とし，測定位置は前腋窩線上で肋骨下縁と腸骨稜
の中央にて測定を行った。撮影した画像は画像解析ソフト Image J を用いて解析した。測定結果をもとに A 群と B 群の比較を
行った。統計学的解析は IBM SPSS statics23 を使用し，Student’s T�test，Welch’s T�test，Mann�Whitney 検定を用いた。有意
水準は 5％ 未満とした。筋厚測定の信頼性は，級内相関係数（以下，ICC）を用いて，検者内信頼性を確認した。

【結果】

ICC（1.3）の結果，筋厚測定については 0.916 と高い信頼性を得た。座位重心動揺面積は，A 群に 4 週間後に有意な減少が認め
られた（P＜0.05）。腹横筋筋厚については，A 群においてトレーニング 4 週間後に有意な増加が認められた（P＜0.05）。

【結論】

本研究により SPH を使用したトレーニングを行うことで，4 週間後に腹横筋筋厚の増加，並びに座位重心動揺面積の減少効果が
明らかとなった。Carriere らによると「骨盤底筋群，腹横筋はインナーマッスルとして体幹の安定性に関与する」と述べている。
また，山内は「トレーニング開始後 20 日まで筋力の増加は筋横断面積の増加を伴わず，その後は筋力の増加と筋横断面積の増
加が平行する」と述べており，このことから，SPH を使用したトレーニングは効果出現期間として，4 週間継続することで効果
の発揮が期待できると示唆された。今後はさらに個体数を増やし，効果的な負荷量やアウターマッスルへの影響についても詳細
に検討していく必要がある。
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多裂筋における表面筋電図の電極貼付位置の再検討
―超音波画像診断装置を用いて―

松尾 美鈴1），佐藤成登志1），神田 賢1），多田 葉月2）
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key words 多裂筋・表面筋電図・超音波画像診断装置

【はじめに，目的】

多裂筋の定量的評価方法の 1 つとして，表面筋電図を用いた多裂筋の研究が多くされている。しかし，多裂筋の表面筋電図の電
極貼付位置は，諸家により様々な報告がある。そのため，先行研究での電極貼付位置が統一されていない。これまでの先行研究
の貼付位置では，隣接した最長筋や腸肋筋の筋活動が混入せず，多裂筋の筋活動のみを計測できているかは不明である。また，
多裂筋の走行について献体での報告はあるが，生体での報告は少ない。以上より，本研究の目的は，第 2 腰椎（L2）から第 5
腰椎（L5）の棘突起および上後腸骨棘（PSIS）の計 5 つの各レベルにおいて，多裂筋を超音波画像診断装置で確認し，表面筋電
図の電極貼付位置を再検討することとした。

【方法】

対象者は健常成人 14 名（男性 7 名，女性 7 名）とした。年齢は，21.2±0.4 歳，BMI は，22.4±2.3 であった。測定肢位は，腹臥
位（腰椎中間位）とした。使用機器は，超音波画像診断装置（ViamoSSA�640A）の 7.5MHz リニアプローブを用いた。プロー
ブ位置は，各レベルにおいて，脊柱と垂直にあてて計測した。測定項目は，各レベルにおいて，多裂筋最表層の距離とした。男
女間の差について比較するため，すべての測定項目において正規性の検定を行い，スチューデントの t 検定を行った。なお有意
水準は 5% とした。

【結果】

棘突起外縁から多裂筋最表層の距離の平均値は，L2 棘突起レベルでは 4.4±3.3mm，L3 棘突起レベルでは 9.3±4.3mm，L4 棘突
起レベルでは 14.4±3.9mm，L5 棘突起レベルでは 25.1±8.0mm，PSIS レベルでは男性 45.2±8.6mm，女性 30.1±15.2mm であっ
た。PSIS レベルにおいて，男性が女性に比べて有意に多裂筋最表層の距離が長かった（p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果から，L2 棘突起レベルでは 4mm，L3 棘突起レベルでは 14mm，L4 棘突起レベルでは 14mm，L5 棘突起レベルで
は 25mm，PSIS レベルでは 30mm に表面筋電図の電極を貼付することで，多裂筋の筋活動を計測することは可能であると考え
られる。しかし，多裂筋の表面筋電図の電極は，多くは小児用電極を用いている。小児用電極は，縦 6mm，横 11mm である。
そのため，最長筋や腸肋筋の筋活動ではなく，多裂筋の筋活動のみを計測するためには，多裂筋最表層の距離は，最低 11mm
以上必要である。このことから，L2，L3 棘突起レベルでは，最長筋や腸肋筋などの隣接した筋の筋活動が混入している可能性
が高いと考える。L4 棘突起レベルでは，L4 棘突起近傍，L5 棘突起レベルでは，L5 棘突起近傍から 2cm の間，PSIS レベルでは，
PSIS レベルの棘突起近傍から 3cm の間であれば，多裂筋の筋活動のみを測定することが可能であると推測される。また，体幹
筋の形状や骨盤傾斜角度に男女差があることから，PSIS レベルにおいて男女差が生じたと考えられる。よって，L4 棘突起以下
のレベルで，表面筋電図の電極貼付位置を配慮することで，多裂筋のみの筋活動を計測できる可能性が示唆された。
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大腿骨近位部骨形態を指標とした大腿骨前捻角の予測

喜澤 史弥

北海道大学病院

key words 前捻角予測・CT画像・近位大腿骨

【背景】

大腿骨前捻角は，股関節の運動を考えるうえで重要な因子である。前捻角は後顆軸と頚部軸のなす角を計測するが，臨床の股関
節 CT 撮影は大腿骨近位部の撮影範囲までのことがほとんどで，大腿骨後顆軸が不明である。本研究の目的は，大腿骨近位部の
CT 画像から前捻角を予測する方法を明らかにすることである。

【方法】

札幌医科大学所蔵の骨学的異常のない大腿骨骨標本 40 体と札幌医科大学病院整形外科を受診して寛骨臼形成不全と診断され
た 40 名の CT 画像をもちいた。CT 画像を三次元画像ソフトにより三次元構築し，三次元コンピューター支援設計ツールソフト
で計測した。はじめに前捻角を計測し，前捻角予測因子として大腿骨近位部のランドマークである大転子，小転子，粗線のなす
角をそれぞれ計測した。これらを水平面投影角で計測し，独立変数とした。また，前捻角を従属変数としてステップワイズ法で
適切な変数を選択した。これらの変数を使った重回帰分析により，前捻角予測式および予測値の 95% 誤差範囲を算出した。

【結果】

ステップワイズ法から導き出された適切な変数は，大転子後縁―大転子外側縁―大腿骨頚部軸のなす角（GLP av）および小転子
後縁―大転子外側縁―大転子後縁のなす角（GPLL angle）の 2 つであった。正常における GLP av および GPLL angle を変数と
した重回帰式は以下（1）であった。

前捻角予測値＝（1.09×GLP av）+（0.08×GPLL angle）－46.00…（1）

このとき，R=0.92，R2=0.85，予測値の 95％ 予測区間は 3.27�4.82̊ であった。
また形成不全における重回帰式は以下（2）であった。

前捻角予測値＝（0.97×GLP av）+（�0.006×GPLL angle）－38.32…（2）

このとき R=0.94，R2=0.87，予測値の 95％ 予測区間は 3.75�5.47̊ であった。
このうち，GLP av は前捻角と高い相関がみられ，前捻角予測のための単一指標となる可能性が示された。正常における GLP
av を変数とした単回帰式は以下（3）であった。

前捻角予測値＝（1.05×GLP av）－45.99…（3）

このとき，R=0.92，R2=0.85，予測値の 95% 予測区間は 3.30�4.86̊ であった。
また形成不全における単回帰式は以下（4）であった。

前捻角予測値＝（0.97×GLP av）－38.32…（4）

このとき R=0.94，R2=0.87，予測値の 95％ 予測区間は 3.75�5.47̊ であった。
これら計測値を臨床の CT 画像で計測するためには，大腿骨頭中心・大転子外側縁・後縁の座標からベクトルの内積をもちい
ることで簡便に計測することが可能である。

【結論】

後顆軸が不明な CT 画像から GLP av（大転子外側縁�大転子後縁�大腿骨頚部軸）および GPLL（大転子後縁�大転子外側縁�小転
子後縁）を評価することで，高い精度で前捻角を予測することが可能である。また，GLP av のみでも十分な精度で前捻角を予
測できることが明らかになった。したがって，大腿骨遠位部が撮影されていない大腿骨近位部の CT 画像でも，本研究の前捻角
予測法により簡便に前捻角を予測することが可能である。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）14：10～15：10 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）【口述演題（運動器）03】

O-MT-03-4

運動器理学療法における膝痛に関する機能分類の現状
文献レビュー

市川 崇1,2），亀尾 徹3）

1）新潟医療福祉大学大学院臨床徒手理学療法コース，2）ゆきよしクリニック，3）新潟医療福祉大学大学院

key words 運動器理学療法・機能分類・膝

【はじめに，目的】

運動器理学療法の臨床実践において，診断名・病理と機能障害が解離していることは明らかである。また，一つの治療手技です
べての患者の問題を解決することは困難である。機能障害が理学療法の重要な主要対象であるにも関わらず，診断名・病理や一
つの治療手技に対して効果検討を行う研究報告が散見される。この問題に対して，海外では理学療法の対象を機能障害の側面か
ら Subgroup 化し，それ毎に介入・研究を行っている。このことにより，治療効果に改善が認められたとの報告が多数存在する。
今後，日本の運動器理学療法のエビデンスをより構築していくには，海外と同様に Subgroup 化し，同じ Subgroup 毎に効果検
討を行う必要があると考える。そこで本研究は，理学療法士により機能分類し，分類に基づいて治療している方法が現状どのよ
うなものがあるのかを，膝痛に着目し，文献レビューを行うことを目的とした。

【方法】

対象言語は英語と日本語とした。英語と日本語の 7 つのデータベースを用い，2016 年 10 月 10 日までの系統的検索を行った。検
索用語は膝痛，分類，理学療法/徒手療法/徒手理学療法/徒手的理学療法に相当する用語を英語と日本語で選択した。対象は膝
痛を有する患者に対して，機能分類に基づいて治療を行っている症例報告および機能分類に関する研究論文とした。

【結果】

631 編の論文から，最終的に 8 編が選択され，4 つの機能分類が同定された。8 編のうち Movement System Impairment を使用
した論文が 4 編，Mulligan Concept を使用した論文が 1 編，Mechanical Diagnosis and Therapy を使用した論文が 2 編，McCon-
nell Test を使用した論文が 1 編であった。日本語の論文は 0 編であった。

同定された 4 つの機能分類に基づいた治療の特徴を調査した。その結果，Mechanical Diagnosis and Therapy は Loading Strat-
egy，他の Mulligan Concept，McConnell Test，Movement System Impairment は Modified Movement Strategy を機能分類す
る際の特徴としていた。また，それぞれ適応や禁忌は異なっていた。日本で作成された機能分類は無かった。

【結論】

本研究で，膝痛に関して理学療法士が使用している機能分類は 4 つ同定された。また，それぞれ適応・禁忌が存在し，一つの機
能分類に基づいた治療ですべての患者に対応することは出来ないと判断された。これより，患者の問題を解決するには様々な機
能分類に基づいた治療を適材適所で癒合して使用することが必要であるといえる。さらに疼痛メカニズムや敏感度，重症度，症
状の動態を考慮すると，今回同定された機能分類に基づいた治療でも対応できない患者もいると推察される。また，本研究より
同定された機能分類は，海外の社会的文化や風習，身体的特徴を主とし作成されたものであり，日本のそれとは異なる。そのた
め今後，日本独自に Subgroup を修正し，日本で臨床実践していくためのフローチャートの作成が望まれる。
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内側半月板損傷患者におけるMMPRT（内側半月板後角横断裂）の占める割合と
その傾向

弦巻 徹1），藤澤 汐里1），皆川 陽美1），富田 樹1），齋藤 昭彦2），天本 藤緒3）

1）自由が丘整形外科リハビリテーション科，2）杏林大学保健学部，3）自由が丘整形外科

key words 膝関節・半月板損傷・MMPRT

【はじめに，目的】

MMPRT（Medial Meniscus Posterior Root Tear）は内側半月板後角付着部付近の横断裂，又は根部の靭帯部分での引き抜き損
傷である。MMPRT では他の内側半月板損傷例に比べ大腿骨又は脛骨の骨壊死を伴う例が多いという先行研究の報告があり，運
動療法や手術適応判断の観点からもその病態を理解しておくことは重要である。一般的に MMPRT の発症は 50～75 歳の女性
に多く，膝屈曲位で軸圧がかかった際に膝窩部の痛みを伴う自分ではっきりと認識できるエピソードで発症することが多いと
されている。内側半月板損傷患者の中に MMPRT 症例はどの程度の割合で存在するのか，その傾向と転帰について明らかにす
る目的で後方視的に比較検証を行った。

【方法】

2014 年 12 月～2016 年 8 月の間に自由が丘整形外科を受診し内側半月板損傷と診断された 383 人の中から，MRI にて医師が
MMPRT ありと診断した 118 人（男：女＝16：102，年齢：66.47±9.60 歳，身長：1.58±0.08m，体重：60.36±13.54kg）と，
MMPRT 以外の 265 人（男：女＝56：209，年齢：64.0±11.02 歳，身長：1.59±0.08m，体重：59.78±10.73kg）を MMPRT 群と
非 MMPRT 群の 2 群に分けた。非 MMPRT 群の断裂形態は後角以外の横断裂，水平断裂，斜断裂であった。両群間の①男女比，
②年齢，③BMI，④骨壊死の有無，⑤発症の際の明確なエピソードの有無，⑥転帰について，その傾向を比較検証した。統計学
的処理として，男女比と骨壊死，発症の際のエピソードの有無，転帰については X2検定を使用し，その他の項目については対
応の無い t 検定を使用し，有意水準 5％ 未満とした。転帰についてはリハビリテーション処方例（MMPRT 群：111 人，非
MMPRT 群 250 人）を保存群（運動療法継続または終了例），手術群，カットアウト群に分類し，保存療法の有効性を検証した。
半月板損傷の診断がつかない例，関節の変形が進行し MRI 上で内側半月板が摩耗して確認できない例は除外した。

【結果】

内側半月板損傷全例に占める MMPRT の割合は 30.81％ であった。身長，体重，BMI 値には有意差がなかったが，年齢は
MMPRT 群で有意に高く（p＜0.05），発症の際の明確なエピソードと骨壊死は MMPRT 群で有意に多かった（p＜0.01）。転帰に
ついては MMPRT 群で手術となる例が有意に多かった（p＜0.01）。

【結論】

内側半月板損傷患者には 3 割程度の割合で MMPRT 例が存在する可能性が示唆された。MMPRT は非 MMPRT 例に比べ身長
体重等の身体的特徴は変わらないが，高年齢で自覚できる明確なエピソードを持って発症し，骨壊死を伴う例が多いことが分
かった。非 MMPRT では保存療法が有効な例が多く，MMPRT で結果的に手術となる例が多くなることが分かった。これは
MMPRT で骨壊死例が多いこととの関連が推察される。本検証より，内側半月板損傷を疑う症例については発症の際の明確なエ
ピソードの有無を聴取すること，画像診断によって骨壊死の有無を確認した上で転帰について予想し，保存療法の有効性を検討
して治療に臨むことが重要であると示唆された。
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当院における初回前十字靭帯再建術時に施行した半月板縫合術の治療成績

矢頭 透1），中谷 拓也1），湯朝 友基2），張 敬範2），江本 玄2）

1）江本ニーアンドスポーツクリニックリハビリテーション部，
2）江本ニーアンドスポーツクリニック整形外科

key words 前十字靭帯再建術・半月板縫合術・スポーツ活動の有無

【はじめに，目的】

近年，前十字靭帯損傷に合併した半月板損傷に対して，可能な限り半月板機能を温存することが重要であると認識されている。
前十字靭帯再建術（以下：ACLR）時に半月板縫合術を施行しても，再鏡視時に半月板縫合部の再処置を施す症例が存在する。
今回，当院にて初回 ACLR 時に半月板縫合術を施行した症例に関する調査を行った。

【方法】

2006 年 5 月～2015 年 12 月までに当院にて初回 ACLR を施行した 1053 例中，296 例に半月板縫合術を施行し，再鏡視が可能で
あった 164 例（男性 62 例，女性 102 例，平均年齢 23.5 歳）を対象とした。内側半月板縫合群（以下：M 群），外側半月板縫合
群（以下：L 群），両側半月板縫合群（以下：B 群）に分けて調査を行った。更に B 群に関しては，内側半月板再損傷群（以下：
BM 群），外側半月板再損傷群（以下：BL 群），両側半月板再損傷群（以下：BB 群）に分類した。また，スポーツ活動の有無に
よる半月板癒合率，半月板再損傷率に関する調査を行った。

【結果】

全体の癒合例は 128 例（78.0%），全体の再損傷例は 36 例（22.0%）であった。スポーツ活動有りは 107 例（M 群 42 例，L 群 42
例，B 群 23 例），スポーツ活動無しは 57 例（M 群 25 例，L 群 26 例，B 群 6 例）であった。半月板処置別におけるスポーツ活
動有りでの半月板再損傷率は 30 例（18.3%）で，M 群 42 例中 16 例（38.1%），L 群 42 例中 2 例（4.8%），B 群 23 例中 12 例（52.2%）
であった。スポーツ活動無しでの半月板再損傷率は 6 例（3.7%）で，M 群 25 例中 4 例（16%），L 群 26 例中 1 例（3.8%），B
群 6 例中 1 例（16.7%）となった。B 群に関しては，スポーツ活動有りでの再損傷例 BM 群 23 例中 7 例（30.4%），BL 群 23 例中
4 例（17.4%），BB 群 23 例中 1 例（4.3%），スポーツ活動無しでの再損傷例は BB 群 6 例中 1 例（16.7%）のみであった。

【結論】

今回の結果より，スポーツ活動有りの方が再損傷例は多い傾向にあった。これらの中でも，M 群，BM 群のスポーツ活動有りに
再損傷例が多く認めた。そのため，スポーツ活動は ACLR 時の半月板縫合術時における M 群，BM 群の再損傷に関与する一要
因として考えられる。今回は，半月板の縫合方法や筋力，再建靭帯について調査していないため，今後詳細に調査を行っていく
必要があると考える。半月板部分切除後は急速な軟骨破壊や変形性関節症変化の出現が報告されており，スポーツ活動の有無に
問わず，半月板再損傷に対する説明や啓蒙が必要ではないかと考える。
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O-MT-04-1

腰椎疾患患者における歩行率向上に影響を与える因子の検討

濱邊 新1），今村 寿宏2），和田 伸1），加藤 剛平3），右田 寛1），中川 宗祐1），髙見 純也1），
狩野 秀考1），髙浪 夏波1），山口 智洋1），松尾 沙季1），安仲 正夫1），白石 司1）

1）九州労災病院中央リハビリテーション部，
2）九州労災病院勤労者骨・関節疾患治療研究センター，整形外科，
3）九州労災病院治療就労両立支援センター

key words 歩行率・JOABPEQ・腰椎機能障害

【はじめに，目的】

手術適応となる腰椎疾患患者の多くは，何らかの歩行障害を呈しているが，日本整形外科学会腰痛評価質問表（以下 JOABPEQ）
と歩行特性について検討した報告は少ない。本研究の目的は，JOABPEQ で得られた情報を用いて，歩行率の変化に影響を与え
る因子を検討することである。

【方法】

対象は 2013 年 1 月から 2016 年 4 月に当院で腰椎疾患に対し手術施行した 560 名のうち，必要なデータが揃っている 159 名と
した。評価項目は，基本属性（年齢，性別），歩行率，JOABPEQ の各項目（疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行機能障害，社
会生活障害，心理的障害）とし，術前，退院時の 2 時点で評価した。尚，歩行率は 10m 歩行テスト時の歩数を時間（秒）で除
した値とした。解析は，歩行率の変化と基本属性及び JOABPEQ の各項目の変化値との関係について spearman の相関係数を算
出した。各変化値は退院時の値から術前の値を引いた値とし，改善幅を示す指標とした。次に従属変数は歩行率の変化，独立変
数は年齢，性別，術前から退院時までの JOABPEQ の各項目の変化値として重回帰分析を行った。得られた回帰モデルの有意性，
適合度，多重共線性は F 検定，自由度調整済決定係数，Variance Inflation Factor（VIF）を算出し，確認した。統計ソフトは
R version3.2.4 Revised を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

全体平均年齢は 67.7±14.2 歳で，女性 45 名（28%），男性 114 名（72%）であった。歩行率の平均（術前，退院時）は（1.82±0.36，
1.91±0.30），術前の JOABPEQ は中央値（四分位数範囲）で疼痛関連障害 43（14�57），腰椎機能障害 50（25�75），歩行機能障
害 44（33�57），社会生活障害 21（7�43），心理的障害 32（18�51）であった。術前から退院時までの変化値の平均は歩行率（0.09
±0.33），疼痛関連障害（22.4±41.2），腰椎機能障害（4.2±30.1），歩行機能障害（20.0±29.5），社会生活障害（8.2±22.2），心理
的障害（10.0±17.7）であった。独立変数と従属変数との相関では，腰椎機能障害（rs=0.18，p=0.02），歩行機能障害（rs=0.17，
p=0.03），心理的障害（rs=0.24，p＜0.01）で有意な相関関係が示された。重回帰分析の結果，歩行率の増加には，腰椎機能障害
の改善（偏回帰係数=0.21，p=0.02）が関連した。重回帰モデルの有意性は確認され（p=0.02），自由度調整済決定係数は 0.07，
VIF は全ての独立変数で 2 未満を示した。

【結論】

腰椎疾患患者における歩行率増加因子として，JOABPEQ における腰椎機能障害の改善が挙げられた。腰椎機能障害は動作指導
によって改善可能な項目であり，理学療法士介入の効果が期待できる。術前の腰椎機能障害に着目し，その改善に取り組むこと
で，術後の歩行率を向上できる可能性があることが本研究により示唆された。
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O-MT-04-2

慢性腰痛者における腰部の臨床不安定性と股関節伸展運動時の背部筋・股関節
伸筋群の筋活動バランスとの関係

末廣 忠延，石田 弘，小原 謙一，藤田 大介，大坂 裕，渡邉 進

川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科

key words 臨床不安定性・股関節伸展運動・慢性腰痛

【はじめに，目的】

腰椎骨盤の安定性評価の中には，腹臥位での股関節伸展運動が挙げられ，腰痛者では股関節伸展時に脊柱起立筋（ES）の過活動
や対側 ES と両側の多裂筋（MF）の活動遅延が報告されている（Kim ら 2013，Suehiro ら 2015）。前回，我々は脊柱の安定化
機構の機能不全の徴候とされる腰部の臨床不安定性と背部筋の活動開始時間との関係を報告し，臨床不安定性を有する慢性腰
痛者は股関節伸展時の両側 MF と対側 ES の活動遅延が生じ，これが腰椎骨盤の不安定性の原因の 1 つであることを示した。し
かし，慢性腰痛者における臨床不安定性と股関節伸展時の筋活動量との関係，臨床不安定性と背部筋・股関節伸筋群の筋活動バ
ランスとの関係については，明らかとなっていない。そこで本研究の目的は，慢性腰痛者における臨床不安定性と股関節伸展時
の背部筋・股関節伸筋群の筋活動バランスとの関係を明らかにすることとした。

【方法】

対象は慢性腰痛者 25 名とした。臨床不安定性試験として spring test，prone instability test，腰椎屈曲時の異常な動きを評価し
た（Hicks ら 2005）。股関節伸展運動は，腹臥位にて一側の股関節を 0̊ から 10̊ まで伸展し 5 秒間保持した。股関節伸展時の筋
活動の測定には，表面筋電計を用い，被験筋は両側 ES，MF，股関節伸展側の大殿筋（GM），半腱様筋（ST）とした。得られ
た積分筋電値は最大下随意収縮にて正規化した（%）。また背部筋・股関節伸筋群の筋活動バランスの指標として（同側 ES×2）/

（GM+ST），（対側 ES×2）/（GM+ST），（同側 MF+対側 MF）/（GM+ST）を算出した。臨床不安定性試験の陽性数と各筋群の筋
活動量との関係，臨床不安定性試験の陽性数と背部筋・股関節伸筋群の筋活動バランスとの関係を Spearman の順位相関係数
にて検討した（p＜0.05）。

【結果】

臨床不安定性試験の陽性数［中央値（四分位範囲）］は，2（1�3）であった。同側 ES，対側 ES，同側 MF，対側 MF，GM，ST
の筋活動量［中央値（四分位範囲）%）］は，47.3（40.3�60.8），65.7（55.1�71.4），62.9（58.8�72.1），65.7（50.7�77.8），69.0（53.4�
99.6），15.6（9.5�25.7）であった。（同側 ES×2）/（GM+ST），（対側 ES×2）/（GM+ST），（同側 MF+対側 MF）/（GM+ST）の背
部筋・股関節伸筋群の筋活動バランスは，1.1（0.8�1.7），1.6（1.0�2.1），1.4（1.1�1.9）であった。臨床不安定性試験の陽性数と各
筋活動量および（同側 ES×2）/（GM+ST）との間には有意な相関を認めなかった。臨床不安定性の陽性数と（対側 ES×2）/（GM
+ST）および（同側 MF+対側 MF）/（GM+ST）との間には有意な負の相関を認めた（rs=�0.42，rs=�0.43）。

【結論】

臨床不安定性試験の陽性数が多い程，股関節伸筋群に対する対側 ES と両側 MF の活動比が低下することが明らかとなった。
MF は腰部の分節的安定性に関与し，股関節伸展時の対側 ES は，伸展側の骨盤の腹側への回旋モーメントに拮抗する。そのた
め，これらの相対的な筋活動の低下は腰椎骨盤の不安定性の原因となる可能性が示唆された。
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O-MT-04-3

腰痛の有無による腰部変性後弯症の身体機能の特徴

千葉 恒1），杉澤 裕之1），菅原 敏暢1），矢倉 幸久2），小林 徹也3），神保 静夫3），妹尾 一誠3），
清水 睦也3），今井 充3），熱田 裕司3），伊藤 浩3）

1）北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーション科，2）北海道社会事業協会富良野病院整形外科，
3）旭川医科大学整形外科

key words 腰部変性後弯症・腰痛・体幹機能

【はじめに，目的】腰部変性後弯症（LDK）は，農業に従事する中高齢女性に多くみられる脊柱変形の一つであり，脊柱支持組
織の加齢変性に伴い腰椎部の前弯減少もしくは後弯化をきたしたものと定義されている。LDK の主症状の 1 つとして，慢性腰
痛が挙げられる。これは歩行時の体幹前傾増大により，腰部伸筋の筋内圧が上昇し，筋内血流が減少することで，阻血性の痛み
を引き起こすものと考えられている。しかし，臨床場面においては，LDK が重度であっても腰痛を訴えない症例をしばしば経
験する。この腰痛を訴えない LDK を詳細に調査した報告は見当たらない。そこで，本研究の目的は，腰痛の有無による LDK
の体幹機能の特徴を調査し，LDK に対する理学療法を再考することとした。

【方法】対象は，2010 年から 2015 年までに北海道十勝地方の農村地区の一般住民脊柱検診に参加した中高齢女性 220 例（65.4
±6.6 才）とした。検討項目は，年齢，腰痛 VAS，腰椎前弯角（LL）などの標準的な X 線計測項目，体幹背屈可動域，等尺性筋
力計を用いた腹筋力および背筋力，歩行時の体幹前傾角（dTIA），健康関連 QOL（SF�36）とした。LDK の臨床定義として，
X 線での LL 減少と dTIA 増強と報告されていることから，本研究においては検診参加者の LL 平均（29.9±16.0 ̊）1SD 以上減
少例（LL＜13.9 ̊），または dTIA 平均（4.3±3.5̊）1SD 以上増加例（dTIA＞7.8̊）を LDK 陽性とした。検診参加者 220 例のうち，
LDK は 50 例抽出され，腰痛の有無により，腰痛なし群 13 例（64.8±5.4 才），腰痛あり群 37 例（69.3±6.4 才）の 2 群間に分類
した。腰痛の有無による LDK の体幹機能の特徴を明らかにするために，従属変数を腰痛の有無，独立変数を全ての検討項目と
し，多重ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】ロジスティック回帰分析の結果，背筋力のみ選択され，オッズ比 0.74（95% 信頼区間：0.57�0.97）であった（p＜0.05）。

【結論】LDK の臨床症状として，腰痛および dTIA 増加の他に，背筋力低下や背屈可動性の低下も伴っていることが先行研究で
報告されている。本研究の結果から，腰痛を訴えない LDK 例では腰痛を訴える例と比較し，背筋力が有意に高値であった。従っ
て，LDK に対する理学療法においては，背筋運動を優先的に指導することが重要と考えられた。本研究の限界として，住民健
診の性質上，腰痛評価は VAS のみで，屈曲型や伸展型といった運動方向や腰痛が再現される動作などは評価していないこと，
また腰痛の有無で 2 群に分類したが，腰痛の程度は反映されていないことが挙げられる。今後は 200 例以上の縦断データを解析
し，LDK や経年的な腰痛に影響を及ぼす因子を検討することで，更なる理学療法上の有効な介入方法を模索していきたい。
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O-MT-04-4

競泳選手の腰痛とドルフィンキック時の腰椎角度，筋硬度，関節可動域との関連

北村 岳斗，建内 宏重，市橋 則明

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 腰痛・競泳・筋硬度

【はじめに，目的】

競泳競技としての水泳では障害が発生しやすく，腰痛発生割合は約半数に上るとの報告もある。腰痛発生要因の一つに，競泳中
の腰椎の過伸展があり，スタートやターン後に行うドルフィンキック（肩関節を屈曲し，両手を頭上で組み，両下肢を屈伸させ
る動作，以下 DK）は腰椎の過伸展が生じやすい動きと考えられる。DK 時の腰椎伸展角度を調べた研究は散見されるが，腰痛
者と健常者で腰椎伸展角度を比較した研究は見当たらない。また，DK 時にはその姿勢，動作特性から，肩関節周囲筋や股関節
屈筋群の硬さにより，DK 時の腰椎伸展を増加させ，腰痛につながると考えられるが，腰痛を有する競泳選手と肩関節，股関節
周囲筋の筋硬度や関節可動域（ROM）との関連を調べた研究は見当たらない。よって本研究の目的は競泳選手の腰痛と DK
時の腰椎伸展角度および肩関節，股関節周囲筋の筋硬度，ROM との関連を明らかにすることとした。

【方法】

対象は大学水泳部に所属する男子部員で，現時点で競泳時に VAS で 30mm 以上の腰痛があるもの 14 名（腰痛群：年齢 21.9±
2.1 歳）と腰痛のないもの 21 名（健常群：年齢 20.6±1.5 歳）とした。DK 時の腰椎角度，股関節角度の評価のために，被験者に
は T10，L3，S2 の棘突起上，腸骨稜，大転子，大腿骨外側上顆にマーカーを貼付し，全力での水中 DK を 15m 実施させ，その
様子を側方から防水処理を施したビデオカメラを用いて撮影した。矢状面上で T10 と L3 のマーカーを結んだ線と，L3 と S2
のマーカーを結んだ線とのなす角を腰椎の伸展角度とし，腸骨稜，大転子，大腿骨外側上顆を結んだ線のなす角を股関節角度と
した。動画解析ソフト Kinovea 用い，7.5m 地点で股関節最大伸展時の腰椎伸展角度の評価を行い，3 試行の平均値を用いた。筋
硬度の評価には超音波画像診断装置 Aixplorer のせん断波エラストグラフィー機能を用い，座位で肩関節，肘関節を 90 度屈曲
し，内外旋中間位の肢位で，広背筋，大円筋，棘下筋，小円筋を，肩関節外転，肘関節屈曲 90 度で内外旋中間位の肢位で，大
胸筋，小胸筋を，背臥位で腸骨筋，大腰筋を 3 回測定し，平均値を算出した。ROM の評価はゴニオメーターを用いて股関節伸
展，肩関節屈曲を測定した。統計解析は Mann�Whitney の検定を用いて腰痛群，健常群間で DK 時の腰椎伸展角度および各筋
の筋硬度，ROM を比較した。

【結果】

年齢，身長，体重，競技歴において群間で差はみられなかった。DK 時の腰椎伸展角度は腰痛群（23.1±3.1̊）が健常群（15.3
±2.6̊）よりも有意に大きかった。また大腰筋の筋硬度は腰痛群（17.6±4.6kPa）が健常群（13.1±2.6kPa）よりも有意に大きかっ
た。股関節伸展 ROM は腰痛群（22.9±7.0̊）が健常群（29.3±4.9̊）よりも有意に小さかった。その他の項目において群間で有意
な差はみられなかった。

【結論】

本研究の結果より，大腰筋の筋硬度の高さ，股関節伸展 ROM の小ささが，DK 時の腰椎伸展を増加させ，競泳選手の腰痛を生
じさせる可能性がある。
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O-MT-04-5

非特異的腰痛症患者における腰部多裂筋機能
―筋断面積および表層線維・深層線維走行角度からの検証―

松岡 健，國崎 志保，本村 未希，稲吉 直哉

福岡県済生会大牟田病院リハビリテーション科

key words 非特異的腰痛症・腰部多裂筋・筋走行角度

【はじめに，目的】

多裂筋は脊椎分節的安定性機能を有するとされ，MRI や表面筋電図を用いた報告も多く散見される。近年では超音波画像診断の
進歩により侵襲も少なくリアルタイムで障害把握が可能なこともあり，臨床場面でも多用され，報告も多岐にわたる。また，表
層部，深層部で筋滑走方向に相違があることは確認されており，腰部多裂筋においても表層部・深層部で筋萎縮等の筋線維変性
が筋活動時の滑走動態に変化を及ぼすことが予想される。

そこで今回，超音波診断装置を用い，筋断面積の比較，および腰部多裂筋表層・深層部での収縮動態を走行角度の変化から検証
を行った。

【方法】

対象は健常者 16 名（平均年齢 23.5 歳，平均身長 172.6cm，平均体重 62.9kg），非特異的腰痛症患者 16 名（平均年齢 24.2 歳，平
均身長 170.9cm，平均体重 65.2kg）とした。多裂筋導出には ALOKA 社製超音波画像診断装置を用い B モード，10MHz で行っ
た。測定肢位は安静腹臥位，四つ這い位とした。課題運動は四つ這い位での生理的弯曲を維持した状態からの対側上肢拳上等尺
性運動で，安静時および非疼痛側と比較した。測定部位は L5 棘突起 2.5cm 外側とし，画像処理には同機器画像処理ソフトを用
いた。比較項目は筋断面積，筋収縮時の筋走行角度とした。筋走行角度測定は超音波診断装置画面上に水平線を引き，安静時お
よび収縮時の水平線と筋線維走行とのなす角度を用いた。測定部位は断面積測定と同一部位とした。筋断面積，走行角度測定に
おいては，1 つの画像につき 3 回ずつ測定を行い，検者内信頼性として，級内相関係数を求めた。統計処理には SPSS を使用し，
3 肢位による筋断面積の比較には，一元配置分散分析および多重比較を，安静時および筋収縮時の筋走行角度の比較，健側と疼
痛側の比較には対応のある t 検定を，2 群間の比較には対応のない t 検定用いた。有意水準はいずれも 5% 未満とした。

【結果】

対象者属性に有意差は認めなかった。健常群に比較し非特異的腰痛群で，四つ這い，四つ這い上肢挙上で筋断面積が有意に少な
かった（p＜0.05）。非特異的腰痛群では肢位別による断面積に差は認めなかった。筋走行角度において，健側深層線維で安静時
と収縮時に有意差を認め（p＜0.05），疼痛側で差は認めなかった。また深層線維収縮時に健側と患側で有意差を認めた（p＜0.01）。

【結論】筋断面積の比較では，非特異的腰痛群においても，健側は健常人同様の推移を示し，健側断面積は変化せず，患側にお
いてのみ選択的な萎縮を認める結果となり，先行研究を支持するものとなった。筋線維走行角度からの検証では，非特異的腰痛
群における深層線維での角度変化が有意に少ない結果となり，多裂筋機能障害，その背景に，深層線維の角度（滑走障害）変化
が影響している可能性を示唆するものであった。
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上殿皮神経障害による腰臀部痛が疑われた症例の臨床所見と理学療法の短期的効果について
痛みの原因部位による病態および治療内容の違いに着目して

石川 博隆

レッツリハビリデイサービスセンター磐田

key words 上殿皮神経・理学療法・病態

【はじめに，目的】

上殿皮神経は，内側枝，中間枝，外側枝の 3 枝から成り，臀部に分布する皮神経である。これまで上殿皮神経は内側枝が胸腰筋
膜で絞扼され，腰臀部痛が生じると考えられてきた。一方，中間枝や外側枝も胸腰筋膜で絞扼される可能性があるとの報告や上
殿皮神経は牽引される事でも腰臀部痛が発生すると報告されており，病態が複数存在する可能性が示唆されているが，3 枝がそ
れぞれどの程度の割合で，どのように障害されているのかは不明である。また，痛みの原因部位の鑑別を行い，理学療法を実施
した報告は，渉猟し得た範囲では見当たらない。本研究は，上殿皮神経障害による腰臀部痛が疑われた症例に対して，3 枝がそ
れぞれ痛みの原因となっている頻度を調査した。また，痛みの原因部位を鑑別し理学療法を実施した結果，臨床所見や治療内
容・効果に違いがあるのかどうかについて調査した。

【方法】

対象は平成 26 年 6 月から平成 28 年 9 月までの間で，上殿皮神経障害による腰臀部痛が疑われた当施設利用者 33 名 36 側とし
た。内訳は，男性 22 名，女性 11 名，平均年齢 78.1±8.1（63～87）才であった。上殿皮神経障害の鑑別テストは林の方法を基に
行い，3 枝に対して①強い圧痛とともに腰臀部痛が再現②臀部周囲の皮膚を遠位へ引き離した際に圧痛が増強③皮膚を近位へ寄
せた際に圧痛が減弱の 3 点を認めた際に陽性とした。理学療法は胸腰筋膜の柔軟性改善等，絞扼刺激改善を目的とした治療と神
経が分布する臀部の皮下組織の滑走性改善等，牽引刺激改善を目的とした治療を行った。内側枝，中間枝，外側枝で鑑別テスト
が陽性であった者をそれぞれ，M 群，I 群，L 群の 3 群に分け（複数の枝で陽性であった者はそれぞれの群に分類）比較を行っ
た。調査内容は各群の数，既往歴，罹患期間，疼痛誘発動作，症状消失の有無と治療回数，鑑別テストが陰性となった治療内容
とした。統計学的解析にはカイ 2 乗検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

3 群の内訳は，M 群 23 側，I 群と L 群は 19 側であり有意差を認めなかった。既往歴，罹患期間，疼痛誘発動作は 3 群間に有意
差を認めなかった。全例で一時的な症状の消失を認め，治療回数は平均 M，L 群 1.4±0.82，I 群 1.4±0.87（全て 1～4）回で有意
差を認めなかった。治療内容は 3 群共に牽引刺激の改善を目的とした治療が絞扼刺激改善を目的とした治療より有意に多かっ
た。また牽引刺激の改善を目的とした治療は，M，I 群が大殿筋筋膜と皮下組織の滑走性改善が有意に多かった。一方，L 群は
中殿筋筋膜と皮下組織の滑走性改善と大殿筋筋膜と皮下組織の滑走性改善の差を認めなかった。

【結論】

上殿皮神経障害は 3 枝全てが同程度に原因となり，理学療法が有効である可能性が示唆された。また，全ての枝で牽引刺激が原
因となる確率が高く，内側枝と中間枝は大殿筋筋膜と皮下組織，外側枝は中殿筋・大殿筋筋膜と皮下組織の滑走性改善が有効で
ある可能性が示唆された。
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メンタルローテーション課題と 2ステップテストの関連性

市川 貴章，中口 拓真，須藤 俊祐，櫻井 靖之

社会医療法人社団正志会花と森の東京病院

key words メンタルローテーション・2ステップテスト・ロコモティブシンドローム

【はじめに，目的】

日本整形外科学会はロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）という概念を提唱しており，運動器の障害のために移動機能の
低下をきたした状態と定義づけている。ロコモ評価の一つに 2 ステップテストがあり，ロコモ度の決定因子となっている。一方，
近年では実際に関節運動を行わないメンタルローテーション（以下，MR）課題を行う事で，片脚立位バランス能力が向上する
と報告されている（Kawasaki, et al., 2013）。その為，MR 課題がロコモ度決定因子であるバランス検査の 2 ステップテストと関
連している可能性がある。本研究は，MR 課題と 2 ステップテストの関連性を明らかにする事を目的とした。

【方法】

対象者は花と森の東京病院が開催した介護予防教室参加者のうち，研究同意の得られた者とし，除外基準は疼痛により日常生活
が制限されている者，認知症，神経学的疾患を有する者とした。

MR 課題は PC ソフト EXPLAB ver1.3 にて回転提示（0 度，R90 度，180 度，L 90 度）した足部の写真（計 16 枚）が右か左か
を判断させ，指定したボタンを押すことで回答させた。MR 課題では平均反応時間と正解数を採用した。2 ステップテストは，
最大 2 ステップ長を 2 回計測し，その最大値（cm）を身長で除したものを 2 ステップ値として採用した。下肢筋力測定は膝伸展
筋力を，ハンドヘルドダイナモメーターのベルト固定法で左右 2 回ずつ計測した最大値（N）を下腿長の積と体重で除したもの
を採用した（Nm/kg）。

統計解析は，多重共線性を確認した後，従属変数を 2 ステップ値，独立変数を年齢，性別，BMI，MR 平均反応時間，正解数，
膝伸展筋力とした AIC 基準変数増減法によるステップワイズ重回帰分析を実施した。統計解析には R2.8.1 を使用し統計学的有
意水準は 5％ とした。

【結果】

本研究には同意の得られた 28 名が参加された。各変数の平均は年齢 67±9.7 歳，男性 8 名，女性 20 名，BMI22.7±4.8，MR
平均反応時間 1.8±0.8 秒，正解数 11.6±2.6 個，膝伸展筋力 1.6±0.6Nm/kg であった。各変数において 0.9 を超える相関を認めな
かった。重回帰分析では，膝伸展筋力，MR 平均反応時間，年齢が抽出され，決定係数は R2＝0.64 であった（P＜0.01）。Variance
Inflation Factor で 5 以上の変数はなかった。

【結論】

2 ステップ値に影響する因子として，膝伸展筋力，MR 平均反応時間，年齢が独立して抽出された。また決定係数より，膝伸展
筋力，MR 平均反応時間，年齢の 3 つの因子が 2 ステップテストの約 64％ を規定しており，MR 課題における平均反応時間は部
分的に運動機能と関連していることが分かった。ロコモ予防や改善を目的にした運動を行う場合は，筋力増強運動等の身体運動
のみならず MR 課題のようなイメージ練習を取り入れた方がより効果的である可能性が示唆された。
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関節リウマチ患者の身体活動量に関する因子の検討

平 和晃1），広畑 美峰2），森本 信三1），出立 明宏1），小池 達也3）

1）白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院南紀白浜温泉リハビリテーションセンター，
2）白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院看護部，3）白浜医療福祉財団骨リウマチ疾患探索研究所

key words 関節リウマチ・身体活動量・疾患活動性

【はじめに，目的】関節リウマチ（RA）患者は健常者と比較して心疾患の罹患リスクが高いとされており，そのリスクを軽減さ
せるためにも身体活動量を高めることは重要とされている。ヘルスプロモーション領域において身体活動量と運動習慣には関
連性があり，運動セルフエフィカシーは身体活動や運動行動の規定因子とされているが，RA は全身性の炎症疾患であり，疾患
活動性，関節痛や腫れ，それに伴う ADL 障害や QOL の低下が身体活動量に影響を及ぼしている可能性も考えられる。故に，本
研究では RA 患者における身体活動量に及ぼす因子について明らかにすることを目的とした。

【方法】対象を 65 才以下の女性 RA 患者 70 名とした。対象者の身体活動量を国際身体活動量質問表（IPAQ）にて聴取し，消費
カロリーを算出した。さらに，疾患活動性を Disease Activity Score 28 based on erythrocyte sedimentation rates（DAS28�ESR）
にて評価し，ADL 状況を modified Health Assessment Questionnaire（mHAQ），QOL を RAQOL にて聴取した。また，運動習
慣の有無はトランスセオロティカルモデルを使用し，運動習慣の行動変容ステージの維持期を運動習慣あり，前熟考期・熟考
期・準備期・実行期を運動習慣なしと定義して聴取し，運動セルフエフィカシーは岡ら（2003）が作成した運動セルフエフィカ
シー尺度を用い，各項目の相関関係を spearman の順位相関係数を用いて分析した。さらに，従属変数を消費カロリー，独立変
数を①年齢，②BMI，③疼痛強度，④DAS28�ESR，⑤mHAQ，⑥RAQOL，⑦運動習慣の有無，⑧運動セルフエフィカシーの
8 項目として，ステップワイズ法による重回帰分析を行った。有意水準は 5％ 未満とし，検定には R（ver3.3.0）を使用した。

【結果】消費カロリーと DAS28�ESR（r=�0.33），mHAQ（r=0.43），RAQOL（r=�0.45）間に有意な相関を認め（p＜0.01），DAS
28�ESR と mHAQ（r=0.59），RAQOL（r=0.59）間にも有意な相関関係（p＜0.01）を認めた。また，重回帰分析の結果，消費カ
ロリーに関連する因子として DAS28�ESR が抽出された（p＜0.05）。

【結論】RA 患者の身体活動量には疾患活動性，ADL，QOL が関連し，ADL および QOL には疾患活動性が関連していることが
明らかとなった。RA 患者の身体活動量は疾患活動性の影響を受け，疾患活動性は身体活動量，ADL，QOL に影響を与えている
ことが明らかとなった。故に，RA 患者の身体活動量の向上には，疾患活動性のコントロールが重要であり，疾患活動性の抑制
後に身体活動量の向上を図ることが重要といえる。
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子供の 2ステップ値における歩行年齢の検討
～千葉県理学療法士会公益事業局スポーツ健康増進支援部の取り組み～

大山 隆人1,2），松田 雅弘1），大槻 哲也2）

1）千葉県理学療法士会公益事業局スポーツ健康増進支援部，2）西川整形外科

key words 子供期に起きるロコモ・2ステップ値・歩行年齢

【はじめに，目的】

近年，ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）の普及と共に，ロコモパンフレット 2013 年度版による 2 ステップ値におけ
る歩行年齢について注目されている。大人にとって実年齢に対する歩行年齢の高さは，結果が理解し易く，運動促進やロコモ予
防の意欲向上に一役を担っている。しかし，小学校における運動器検診は，子供達には結果が理解し難く，子供期に起きるロコ
モの予防になっているかは議論の余地がある。千葉県理学療法士会スポーツ健康増進支援部では，高齢者の転倒予防事業ととも
に，子供の運動能力測定事業を行っている。千葉県の浦安市や佐倉市で行っている子供の運動能力測定会において，多くの子供
の 2 ステップテストを実施しているが，子供の歩行年齢の予測値は算出されておらず，良い反応を得られていない。

そこで本研究の目的としては，2 ステップテストにより子供達の歩行年齢を算出することで，子供期に起きるロコモの予防の一
助となることが出来るかを検討することとした。

【方法】

対象は，2014 年から 2016 年の 3 年間に，千葉県浦安市・佐倉市のイベントにおいて，2 ステップテストを実施した 4 歳から 13
歳で，測定に同意の得られた者である。2 ステップテストは，安全面を配慮し理学療法士の監視下で実施した。最大 2 歩幅を測
定し，測定値を身長で除した値を 2 ステップ値とした。統計解析は，2 ステップ値と年齢に対し pearson の相関分析を行い，相
関を有した年齢層で単回帰分析を実施し，回帰式を算出した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象の基準を満たした者は 482 名（男性 217 名，女性 265 名）で，平均年齢は 8.96 歳（±2.54SD）であった。年齢毎の 2 ステッ
プ値は，4 歳：1.13±0.30，5 歳：1.43±0.22，6 歳：1.54±0.19，7 歳：1.58±0.20，8 歳：1.61±0.14，9 歳：1.63±0.13，10 歳：1.63
±0.18，11 歳：1.65±0.25，12 歳：1.64±0.14，13 歳：1.62±0.14 であった。

4 歳から 8 歳において正の相関（r=0.471）が得られ，単回帰分析より，2 ステップ値＝0.961+（0.086×年齢）の回帰式が算出さ
れた（R2=0.22，p＜0.001）。8 歳から 13 歳においては相関関係が認められなかった（r=0.027）。

【結論】

回帰式に年齢を代入する事により，4 歳から 8 歳における 2 ステップ値の目安を算出出来る事が示唆された。また 8 歳から 13
歳では，30 代前半の予測値と大差無い数値が得られた。子供の運動能力測定会において，子供達に歩行年齢を提示することで，
子供期に起きるロコモ予防の一助となるのではないかと考える。
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変形性膝関節症保存例における多角的評価の因子構造
理学療法初期評価時の痛みに着目した因子の検討

田中 創1,2,3），西上 智彦4），今井 亮太3），森岡 周3,5）

1）九州医療スポーツ専門学校，2）九州医療整形外科・内科リハビリテーションクリニック，
3）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
4）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科，5）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 変形性膝関節症・痛み・多角的評価

【目的】

変形性膝関節症（膝 OA）では，単に加齢に伴う構造的変化だけでなく，機能障害，認知的要因，心理社会的要因などが痛みや
能力障害の低下に関与する。したがって，多面的な評価が必要であることは言うまでもない。しかし，実際にこれらの多角的評
価がどのような因子構造を持つかは明確でない。本研究の目的は，膝 OA 患者における痛みに着目した初期評価時の多角的評価
項目を探索的因子分析することで因子構造を検討することである。

【方法】

対象は医療機関 7 施設を受診し，膝 OA と診断された 46 名（男性：15 名，女性：31 名，平均年齢：69.1±11.6 歳）とした。理
学療法開始時に評価を実施した。評価項目は年齢，性別，膝 OA の重症度分類（K�L 分類），安静時・運動時における痛みの強
度（Numerical Rating Scale：NRS），痛みの破局的思考（Pain Catastrophising Scale：PCS），痛みに対する自己効力感（Pain
Self�Efficacy Questionnaire：PSEQ），膝関節疾患特異的尺度（日本語版 Oxford�knee score：OKS），身体知覚異常（The Fre-
mantle Knee Awareness Questionnaire：FreKAQ）とした。最尤法・バリマックス回転にて因子分析を行い，初期解の固有値お
よびスクリー基準をもとに因子数を求め，各因子を解釈可能なものに定義した。なお，統計学的検討には R を使用した。

【結果】

因子分析による固有値およびスクリー基準から 6 因子モデルが妥当と判断された（累積寄与率 76%）。1 因子は PCS が高値であ
り「破局的思考」と定義した（寄与率 21.2%）。2 因子は安静時痛，動作時痛 NRS と OKS が高値であり「痛み関連能力障害」と
定義した（寄与率 13.7%）。3 因子は年齢と KL が高値であり「加齢変化」と定義した（寄与率 11.8%）。4 因子は性別が抽出され

「性差」と定義した（寄与率 10.4%）。5 因子は FreKAQ が高値であり「自己身体知覚」と定義した（寄与率 9.5%）。6 因子は PSEQ
が高値であり「自己効力感」と定義した（寄与率 9.4%）。全ての評価項目はいずれかの因子に属していた。

【結論】

膝 OA 保存例の初期評価時における痛みに着目した多角的評価項目の因子分析の結果，6 因子モデルが妥当であった。今回抽出
された「破局的思考」，「痛み関連能力障害」，「加齢変化」，「性差」，「自己身体知覚」，「自己効力感」は痛みを多面的に捉える上
で必要な評価項目であることが示唆された。また，全ての評価項目がいずれかの因子に属しており，今回の多角的評価は膝 OA
患者の初期評価において包括的に診ていくための十分条件であることが示唆された。しかし，累積寄与率は 76% であり，その他
の因子を包括した視点および評価が望まれる。
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末期変形性膝関節症に対する保存的治療の長期調査

宮川 博文1），池本 竜則1,2），赤尾真知子3），北本 和督3），辻本 朋哉3），出家 正隆3）

1）愛知医科大学運動療育センター，2）愛知医科大学学際的痛みセンター，3）愛知医科大学整形外科

key words 変形性膝関節症・体力・長期調査

【はじめに，目的】日本における変形性膝関節症（以下膝 OA）の診療ガイドラインでは，患者自身が主体的に取り組む定期的な
有酸素運動，筋力強化訓練及び関節可動域訓練の継続が推奨度の高い（グレード A）治療法と明記している。しかし，運動療法
の有効性を支持する無作為前向き試験（Randomized controlled trial，以下 RCT）の多くは，対象の X 線重症度が中等症迄であ
り，重度膝 OA の運動療法のエビデンスは乏しい。一方，我々の施設では，X 線重症度の高い膝 OA 患者でも適切な運動療法の
指導により，1 年後の痛みや膝機能が維持できる可能性を報告してきた。しかし，末期膝 OA 患者の長期的な運動機能の経過に
関しては不明な点が多い。そこで今回我々は，X 線重症度で末期膝 OA 患者の中で，3 年間の運動療法実施者の身体機能に関す
る観察調査を行った。

【方法】対象は立位膝正面単純 X 線像から Kellgren�Lawrence（以下 K�L）分類において少なくとも片側が Grade4 と判断され
3 年追跡調査可能であった末期膝 OA 患者 9 名とした。全例女性（平均年齢 75.8 歳）であり，大学病院併設型運動施設にて週一
回以上，理学療法士（以下 PT）指導下の自発的運動（有酸素運動，ストレッチング，筋力増強訓練など）を継続して行った。
調査項目は形態（BMI），柔軟性（長座位体前屈），健脚度（最大 1 歩幅），種田らの考案した生活体力（起居動作能力，歩行動
作能力，身辺作業動作能力）を測定した。統計解析は Wilcoxon 順位和検定を用い，危険率 5% 未満を有意水準とした。

【結果】BMI は調査開始時 24.6±3.1，1 年後 24.8±3.0，2 年後 24.8±3.5，3 年後 24.2±2.7 であった。同様に長座位体前屈は 14.2
±15.7，14.9±13.5，13.9±13.9，15.9±12.2cm，最大 1 歩幅は 104.2±8.2，101.3±7.5，92.0±15.2，102.4±5.7cm，起居動作は 9.2
±3.2，7.9±2.1，8.3±2.3，8.4±1.6 秒，身辺動作は 6.8±1.1，6.8±0.9，6.5±0.8，6.6±0.6 秒，歩行動作は 8.4±1.2，8.0±0.8，8.3
±1.1，8.5±1.5 秒であり，全項目において，3 年後の測定結果に統計学的な有意変化は認められなかった。

【結論】Tanaka らは膝 OA の疼痛に対する運動療法の有効性をシステマティックレビューと RCT のメタアナライシスを対象に
研究を行い，筋力増強訓練（特に非荷重），有酸素運動の有効性を報告している。これらの報告を参考とし，当センターにおい
て膝 OA 症例に指導している自発的運動は，下肢アライメント改善を目的とした筋力強化・ストレッチング，歩行能力向上を目
的とした能動型歩行訓練器を使用した歩行訓練，肥満改善・心肺持久力向上を目的とした有酸素運動を中心としている。本調査
結果は，X 線重症度末期の膝 OA 症例においても，PT 指導下の継続した自発的運動療法により，長期間にわたり膝関節機能を
維持できる可能性を示唆するものと考える。
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変形性膝関節症に対する外来理学療法の効果
シングルケーススタディー

阪本 良太

社会医療法人寿楽会大野記念病院リハビリテーション部

key words 膝OA・QOL・費用対効果

【目的】1 例の両変形性膝関節症（OA）患者に対して 1 年間の外来理学療法を行い，QOL および費用対効果を含め，その効果を
検証したので報告する。

【方法】症例は 70 歳の男性である。5 年ほど前から左膝痛が出現し，時々右膝痛を自覚しながら症状が経年増悪していた。水腫，
疼痛が増強・持続するようになった為，理学療法が追加処方された。立位 FTA188 度，Grade4 の左膝内側型末期 OA があり，
長時間立位，長距離歩行，しゃがみ込み動作時の左膝前内側部，外側部，後方部の疼痛が主な訴えであった。また股関節内旋の
tightness がみられ，内反モーメントを助長するようなアライメントを呈していた。治療介入として，左膝の症状緩和，右膝の症
状出現の予防を目的に，大腿四頭筋の強化，内反モーメントの減少を目的としたアプローチ，減量に向けた有酸素運動の推奨を
含めた生活動作指導を行った。介入は 1 単位の理学療法を週 1～2 回の頻度で行った。効果検証のために，膝関節可動域，膝伸
展筋力，10m 最速歩行時間，6 分間歩行，QOL および変形性膝関節症患者機能尺度（JKOM）を評価した。評価は介入開始時お
よび 1 年後に行った。QOL は EuroQOL の点数から効用値を換算した。また 1 年間にかかった膝 OA に関する診療費の総額とリ
ハビリ診療費を集計し，効用値の変化から増分費用効果比（1QALY 延長に必要な費用）を算出し，費用対効果の分析を行った。

【結果】介入開始時の膝関節屈曲角度は右 155 度，左 135 度，伸展は右�5 度，左�15 度であった。膝伸展筋力については，右 0.113
Nm/kg，左 0.100Nm/kg であった。10m 最速歩行速度は 8.6 秒で，6 分間歩行は 403m であった。JKOM の点数は 54 点，Euro-
QOL の効用値は 0.370 であった。1 年後のレントゲンにおいて，左膝について内側裂隙狭小化のわずかな進行がみられていたも
のの，疼痛は軽減した状態を維持しており，長時間立位時，しゃがみ込み動作時の疼痛の減少がみられ，家事動作全般の行い易
さを実感していた。膝関節可動域については，右の制限はなくなり，左膝屈曲は 150 度，伸展は�10 度と改善していた。膝伸展
筋力については右 0.133 Nm/kg，左 0.126Nm/kg と向上していた。10m 最速歩行速度は 7.7 秒で，6 分間歩行は 426m であった。
JKOM の点数は 47 点，EuroQOL の効用値は 0.587 と向上がみられた。1 年間にかかった診療費の総額は 932,861 円であった。リ
ハビリ診療にかかった医療費は 222,640 円であった。増分費用効果比から得られた 1QALY 延長するためにかかる費用は，
1,025,991 円であった。諸外国では 1QALY あたり 500～1000 万円が推奨閾値の目安となっており，今回の値はそれよりも少な
く，費用対効果のある介入であったことが示唆された。

【結論】今回の 1 症例を通して，変形性膝関節症に対する継続した外来理学療法介入は，費用対効果の観点からも効果的な介入
であると考えられた。ただし当然ながらそのためには効果を引き出すための妥当な理学療法が展開される必要がある。
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腰痛を有する患者の外来理学療法実施期間に影響を及ぼす因子の検討

髙木 優

木村整形外科リハビリ・ペインクリニック

key words 腰痛・外来・治療期間

【はじめに，目的】

平成 25 年国民生活基礎調査では，腰痛は有訴者率および通院者率で男女とも上位に位置し，理学療法対象患者の中にも腰痛を
有する者は多い。近年医療費の高騰が問題視される中，腰痛を有する患者を短期間で治療し社会参加を促していく必要がある
が，外来通院が長期間に及ぶ患者が少なくない。また腰痛の遷延，慢性化に関わる要因として心理社会的問題の関与が多数報告
されているが，患者の治療期間に着目した報告は乏しい。そこで今回，腰痛を有する患者の外来理学療法実施期間に影響を及ぼ
す因子を，心理社会的問題も含め明らかにすることを目的に検討を行った。

【方法】

当院外来にて理学療法を実施した腰痛を有する患者のうち，明らかな下肢神経症状，腰椎の骨折・手術の既往，データ欠損，通
院困難な者を除いた 58 名を対象とした。なお，当院では予約制を採用しておらず，基本的に患者の自由意思による通院として
いる。対象のうち，5 ヶ月以上理学療法を実施した者を長期群，5 ヶ月未満であった者を短期群とし検討を行った。検討項目は
年齢，性別，初診の時点での腰痛持続期間（3 ヶ月以上/未満），肩・膝など腰部以外の痛みの有無，腰椎前弯角，腰痛 VAS，仕
事の有無，医療費の自己負担の有無に加え，日本整形外科学会腰痛評価質問票の疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行機能障害，
社会生活障害，心理的障害の各スコアとした。データは全て初診時のカルテ情報，腰椎レントゲン画像より取得し，後方視的に
検討を行った。統計解析は，まず 2 群間の各項目を χ2検定，対応のない t 検定，マン・ホイットニーの U 検定を用いて比較し，
その後理学療法実施期間（長期群/短期群）を従属変数，2 群間の比較にて有意差を認めた項目を独立変数とした多重ロジス
ティック回帰分析（変数増減法）を行った。有意水準は全て 5％ とし，統計ソフトは R2.8.1 を使用した。

【結果】

長期群は 25 名（年齢：72.4±10.7），短期群は 33 名（年齢：71.8±11.1）であった。2 群間の比較では，2 項目に有意差を認め，
長期群の方が腰部以外にも痛みを有する者が多く（p＜0.01），初診の時点での腰痛持続期間が長かった（p＜0.05）。この 2 項目
を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析の結果，腰部以外の痛みの有無（オッズ比 3.82，95％ 信頼区間：1.12�13.07，p
＜0.05）のみ有意な変数として選択され（モデル χ2検定 p＜0.01），初診時に腰部以外にも痛みを訴える者ほど外来理学療実施期
間が長期化する傾向が示された。一方で，今回の結果では外来理学療法実施期間と心理社会的問題に関する項目との間に有意な
関連は認められなかった。

【結論】

慢性疼痛を有する者は重複した部位に痛みを訴えることも多く，痛みの重複と運動機能の低下が関連するとの報告もなされて
いる。腰部だけではなく，多部位にわたる痛みや機能障害の存在が，長期の介入を必要とする要因の 1 つとなっていると考えら
れた。
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腰部脊椎症に罹患した高齢者における腰背筋断面積の性差の違いと転倒スコア
との関連

伊藤 忠1,2），酒井 義人2），山﨑 一德3），山田 彩加4），五十嵐知真4），及川 真人5），森田 良文4）

1）愛知県三河青い鳥医療療育センター三次元動作解析室，2）国立長寿医療研究センター脊椎外科，
3）藤田保健衛生大学医療科学部，4）名古屋工業大学大学院工学研究科，5）初台リハビリテーション病院

key words 腰背筋断面積・転倒・腰部脊椎症

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は，骨折などを生じた場合，身体機能低下の主要な原因となる。これまで，多くの疾患に関する転倒危険因子が同
定されてきた。一方で，脊椎弯曲角度と転倒との関連が明らかにされたが，脊椎脊髄疾患に罹患した高齢者の転倒と腰背筋断面
積，体幹筋力，アライメントなどとの関連は明確ではなかった。また，性差の違いについても十分な検討がなされていない。本
研究においては，腰部脊椎症の高齢者を男女に分類し，転倒と体幹機能との関連を検討した。

【方法】

腰部脊椎症と診断され入院中の 65 歳以上の高齢者 149 名のうち，すべての試験を遂行できた 132 名（年齢 75.2±5.0 歳，男性 75
名，女性 57 名）を対象とした。腰背筋断面積（L1/2，L4/5 高位，脊柱起立筋・腰部多裂筋）・Sagittal Vertical Axis（SVA）（SYN-
APSEⓇ，富士フイルムメディカル株式会社），Skeletal Muscle Mass Index（SMI）・L2－4 腰椎骨密度 Young Adult Mean（YAM）

（Lunar DPX－NTⓇ，GE ヘルスケア・ジャパン株式会社），Roland－Morris Disability Questionnaire（RDQ），転倒スコア，背
筋力，年齢，身長，体重を測定し，男性と女性に対象者を分類し t 検定を用いて群間比較を行った。転倒との関連について，転
倒スコアを従属変数，有意差が認められた変数を独立変数とした，ステップワイズ法による重回帰分析を男性と女性に分けて
行った。また，調整変数は過去 1 年間の転倒経験の有無とした。危険率 5％ 未満を有意とした。

【結果】

脊柱起立筋断面積（L1/2：男性 3162.5±667.7mm2，女性 2246.8±535.1 mm2，L4/5：男性 1994.9±453.6mm2，女性 1662.6±408.9
mm2），腰部多裂筋断面積（L1/2：男性 340.5±79.0mm2，女性 260.5±82.2 mm2，L4/5：男性 1090.9±303.1mm2，女性 766.8±240.4
mm2）で有意差が認められた（各々 p＜.001）。SMI（男性 7.1±1.0kg/m2，女性 6.1±1.0kg/m2，p＜.001），YAM（男性 111.3
±23.4%，女性 92.4±16.7%，p＜.001），転倒スコア（男性 4.8±2.9 点，女性 6.1±3.2 点，p＜.05）背筋力，身長，体重においても
有意な群間差が認められた（各々 p＜.001）。男性の回帰係数は，過去 1 年間の転倒経験（β＝.66，p＜.001）で有意だった。女性
の回帰係数は，過去 1 年間の転倒経験（β＝.75，p＜.001）と L1/2 腰部多裂筋断面積（β＝�.20，p＜.05）で有意だった。

【結論】

本研究の結果から，腰部脊椎症の男性・女性高齢者において過去 1 年間の転倒経験が，転倒リスクを向上させる可能性が示され
た。一方で，女性高齢者は L1/2 腰部多裂筋断面積の萎縮も転倒リスクに関係があることが確認された。このことから，女性高
齢者の転倒リスクを評価する場合，他の体幹機能の評価よりも L1/2 腰部多裂筋断面積の評価が有益な指標のひとつであると考
えられた。ただし，本研究は横断調査であるため，今後 L1/2 腰部多裂筋断面積の萎縮が転倒発生と関連するかを明らかにする
必要がある。
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腰部疾患術後におけるADL指導の検討

岡音 佑季1），猪川 輪哉2），恒川 博巳2）

1）歓生会豊岡中央病院リハビリテーション部，2）歓生会豊岡中央病院整形外科

key words 腰部疾患術後・ADL指導・QOL

【目的】

腰部疾患術後患者において ADL 指導は再発や隣接関節障害の予防，患者満足度・QOL の向上の為にも患者教育において重要
である。当院では医師・理学療法士・看護師がそれぞれ ADL 指導を行っていたため見解が統一されていなかった。そこで今回，
入院生活・退院後の生活に向け腰椎の過度な屈曲・回旋の予防を目的とした ADL 指導パンフレット及び DVD を医師・理学
療法士・看護師がチームとなり作成し，当院における ADL 指導介入の再考を図った。本研究の目的はその介入効果について検
討することである。

【方法】

対象は当院にて腰部疾患の手術を施行され研究への同意が得られた者で，パンフレット・DVD による介入を開始した 2014 年 9
月から 2016 年 3 月までを介入群，それ以前の 2013 年 9 月から 2014 年 8 月までを非介入群とし，術前・術後 6 ヶ月にアンケー
ト調査を実施した。アンケートの内容は疼痛評価として Visual analogue scale（以下 VAS）・疾患特異的 QOL 評価として
Oswestry disability index（以下 ODI）・健康関連 QOL 評価として SF�36v2（以下 SF�36）を実施した。統計学的検討として，
両群間の基本属性を Mann�Whitney の U 検定及び χ2 乗検定，術前・術後 6 ヶ月の群内比較を Wilcoxon の符号付順位和検定，
術前・術後 6 ヶ月における群間比較を Mann�Whitney の U 検定にて検討し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

対象は介入群 60 例（男性 34 例，女性 26 例，除圧術 35 例，制動術 7 例，固定術 18 例，年齢 66.9±11.1 歳，入院期間 34.9±16.5
日，術関節数 2.5±1.3），非介入群 36 例（男性 19 例，女性 17 例，除圧術 18 例，制動術 7 例，固定術 11 例，年齢 70.0±8.7 歳，
入院期間 34.7±12.9 日，術関節数 2.4±1.0）であった。両群間の基本属性に有意差を認めなかった。術前・術後 6 ヶ月の群内比
較では，非介入群の ODI（物を持ち上げる）の項目以外の全項目で両群とも術後 6 ヶ月で有意な改善が見られた。介入群・非介
入群の群間比較では，術前は全項目で両群間に有意差を認めなかったが，術後 6 ヵ月では VAS（下肢臀部のしびれの程度 20.8：
36.5），ODI（歩くこと 0.9：1.3・座ること 1.0：1.5・立っていること 1.3：1.9・社会生活 1.1：1.7・ODI 合計 9.0：12.4），SF�36

（BP44.5：40.1・VT50.7：46.5）の項目で介入群が有意に改善した。

【結論】

両群とも術後 6 ヵ月に有意な改善が見られ，さらに介入群では上記項目で非介入群よりも有意な改善が見られた。ODI において
は ADL 指導による動作方法の学習が影響していたのではないかと考える。また，SF�36 においては疼痛の改善に有意差はない
にも関わらず BP・VT の項目に有意差が見られたことから，精神・心理面への影響によるものと考え，今回の ADL 指導介入が
QOL 向上の一助となったのでないかと考える。しかし，SF�36 において VT 以外の項目は国民標準値に達していない。本研究
の限界として介入の有無以外の項目については検討してなく，他因子の影響について検討してくことが今後の課題である。
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精神医学的問題の関与が疑われる腰痛症に対してマッケンジー法は有効か

柘植 孝浩1），戸田 巌雄2），弘中 美帆1）

1）倉敷成人病センターリハビリテーション科，2）倉敷成人病センター整形外科

key words マッケンジー法・運動療法・BS�POP

【はじめに，目的】

2012 年の腰痛診療ガイドラインによれば，慢性腰痛に対する運動療法は高いエビデンスが報告され，管理下の運動療法が良いと
されている。腰痛症では精神医学的問題の関与により治療に難渋することがあるが，そのような症例に対しても管理下の運動療
法であるマッケンジー法（MDT）で改善することを経験する。本研究の目的は精神医学的問題の関与が疑われる腰痛症に対し
ての MDT の有効性を検討することである。

【方法】

対象は 2013 年 11 月から 2016 年 1 月に当院にて MDT を用いて治療を行ない，初回・最終評価が可能であった 46 例（男性 20
例，女性 26 例）である。MDT 初回時に整形外科疾患における精神医学的問題を見つけるための簡易問診票（BS�POP）を用い
て評価し，精神医学的問題の関与が疑われる症例を異常群（14 例：男性 7 例，女性 7 例），それ以外を正常群（32 例：男性 13
例，女性 19 例）に分類した。治療効果判定は日本整形外科学会腰痛評価質問票（JOABPEQ）とし，MDT の初回および最終時
に評価し，両群を比較検討した。統計解析は治療前後の比較では Wilcoxon 符号順位和検定，治療前の二群比較には Mann�Whit-
ney U 検定，有効率の二群比較には Fisher の正確確立検定を用いて，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

BS�POP 正常群，異常群における JOABPEQ の有効率はそれぞれ疼痛関連障害では 77%，71%，腰椎機能障害では 67%，40%，
歩行機能障害では 83%，42%，社会生活障害では 58%，46%，心理的障害では 31%，15% であり，歩行機能障害において有意差
が見られていた（P＜0.05）。疼痛関連障害において治療前の比較では正常群 50.0±15.8，異常群 43.0±14.5 と異常群が低い傾向

（P=0.06）であり，異常群において重症度が高いことが示唆されたが，治療後は正常群が 85.5±14.5（P＜0.01），異常群が 71.0
±21.4（P＜0.01）とそれぞれ有意に改善が見られていた。

適切な運動方向（Directional Preference，DP）については正常群では伸展 20 例（63%），屈曲 11 例（34%），不明 1 例（3%），
異常群では伸展 8 例（57%），屈曲 3 例（21.5%），不明 3 例（21.5%）であった。

【結論】

マッケンジー法では「中腰，前屈で痛い」，「座っていると痛い」等の姿勢や動作に関連する腰痛をメカニカルな腰痛と呼び，メ
カニカルな腰痛に対しては症状が改善する適切な運動方向（DP）に基づく運動療法が有効だとされている（Long A, et al., 2004）。
今回の対象においても BS�POP 正常群で 97%，異常群で 78.5% の DP が検出されていたため，BS�POP 異常群においても疼痛関
連障害の良好な改善が見られていたと考えられる。精神医学的問題の関与が疑われる症例では，一見，病態が複雑なように見え
るが，中にはメカニカルな要素による腰痛症も含まれており，これらに対して DP に基づいた運動療法は有効であったと思われ
る。
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体幹伸展筋に対する新たな筋持久力評価
―表面筋電計を用いた中間周波数解析―

小俣 純一1,2），遠藤 達矢2），佐藤 圭汰2），伊藤 俊一2,3）

1）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室，
2）福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科，3）北海道千歳リハビリテーション学院

key words 体幹伸展筋・筋持久力評価・中間周波数

【はじめに，目的】

慢性腰痛症に対する運動療法は有効性が高いエビデンスがあると言われている。特に体幹筋力強化やストレッチングによる運
動療法は良好な成績が報告されており，評価も確立している。しかし，体幹伸展筋の筋持久力評価は，Sorensen や Ito らの方法
が用いられてきたが，近年は高齢者の増加や脊柱変形などの患者変化に適応できず，臨床において活用される機会が激減してい
る。そこで，本研究は新らたに考案した体幹伸展筋に対する筋持久力評価時の中間周波数を検証して，筋持久力の指標になり得
るか否かを検討することを目的とした。

【方法】

対象は，健常成人男性 10 名（平均年齢 29.6 歳，身長 172.2cm，体重 71.8kg）の左右腰背部傍脊柱筋 20 筋とした。評価肢位は，
下肢を床に対して膝立ちの状態で体幹および上肢をプラットホーム上に伏臥位になるようにした。運動課題は，評価肢位から上
肢をプラットホームから離すように挙上して保持（上肢挙上）と殿部をプラットホームから離すように挙上して保持（殿部挙上）
の 2 種類とした。課題時は表面筋電計（NORAXON 社製；EM�801）を用いて，T10・T12 高位傍脊柱筋および L2・L4 高位傍
脊柱筋を導出筋として，各高位における筋の中間周波数を算出した。統計的解析は一般線形モデルを用いて，有意水準は 5%
とした。

【結果】

上肢挙上時における T10 高位の中間周波数の結果は，開始時 61.9Hz，60 秒後 59.3Hz，120 秒後 56.7Hz，T12 高位は開始時 62.6
Hz，60 秒後 62.5Hz，120 秒後 60.5Hz であり，T10 高位の開始時に比べて 120 秒後において有意な低下を認めた。また，殿部挙
上時における L2 高位の中間周波数は，開始時 43.3Hz，60 秒後 37.7Hz，120 秒後 30.9Hz，L4 高位は開始時 49.3Hz，60 秒後 48.5
Hz，120 秒後 43.7Hz であり，L2 および L4 高位の開始時に比べて 120 秒後において有意な低下を認めた。なお，上肢挙上時の
T10 と T12 高位の中間周波数の間に相関関係（r＝0.94）を認め，殿部挙上時の L2 と L4 高位も同様に相関関係（r＝0.78）を認
めた。

【結論】

本研究において上肢挙上および殿部挙上時の中間周波数は，開始時に比べて 120 秒後に低下を示した。先行研究において中間周
波数の低下は，筋疲労の指標であると報告されており，本研究の課題も中間周波数の低下が筋疲労を起こした結果であると考え
る。また，上肢挙上時の T10 および T12，殿部挙上時の L2 および L4 高位の中間周波数は相関関係を認めており，各傍脊柱筋
の分節的な疲労を示しているものであると考える。本研究で考案した体幹伸展筋に対する筋持久力評価は，中間周波数を検証し
た結果から筋持久力の指標になり得る可能性が示された。

今後の課題は，筋持久力低下の基準値を設定することや慢性腰痛症や脊柱変形患者における特徴を検討すること，さらに各パ
フォーマンスとの関連性を示して評価意義を追及していくことである。最終的に，臨床で有効に活用できる評価として確立する
ことを目標とする。
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腰椎椎間板ヘルニア術後超早期における腹臥位での腰椎持続伸展保持の即時効
果

宮城島一史1,2），対馬 栄輝2），石田 和宏1），佐藤 栄修3），百町 貴彦3），柳橋 寧3），安倍雄一郎3）

1）我汝会えにわ病院リハビリテーション科，2）弘前大学大学院保健学研究科，
3）我汝会えにわ病院整形外科

key words 腰椎椎間板ヘルニア・術後超早期・腰椎持続伸展

【はじめに，目的】

腰椎椎間板ヘルニア（以下，LDH）ガイドラインにおいて，手術直後からの積極的なリハビリテーションを行う必要性は認めら
れないとされている。しかし，我々は LDH 術後 5 日目から腹臥位での持続的な腰椎伸展位保持（以下，持続伸展）を開始する
という積極的理学療法が疼痛，アライメント改善に有効であると報告した（石田，2014）。入院期間が短縮している現状におい
て，さらに早期から安全に実施できないか，即時的に症状を軽減できないかと考えた。

そこで，本研究の目的は，LDH 術後さらに早期における持続伸展の即時効果を調査することである。

【方法】

対象は，2016 年 1～6 月に LDH 摘出術を実施した 37 例（年齢 40±12 歳，男性 24 例，女性 13 例）とした。ドレーンを抜去し
た術後 2，3 日目に腰痛を有する例に対し，10 分間の持続伸展を実施した。除外基準は背臥位で腰痛が増強した例とした。

持続伸展前後に腰痛の程度（VAS），姿勢・動作時痛の有無を評価した。自己評価として「良好」，「不変」，「悪化」の 3 段階で
調査し，満足度を VAS（100mm が最も良好）で聴取した。術後理学療法は術翌日から開始し，術翌日は軟性コルセットを着用
下で物理療法，腹横筋強化，歩行練習，ADL 指導を実施した。

統計解析は，VAS の推移に関して Wilcoxson の符号付順位検定を用い，効果量（r）を算出した。有意水準は 5% とした。

【結果】

除外基準に該当した 5 例を除いた 32 例を本研究の対象とした。寝返り時痛 28 例，起き上がり時痛 18 例，座位時痛 16 例，立ち
上がり痛 14 例の順に多かった。

VAS（mm）は腰痛 24→11 と有意に改善した（p＜0.05，r＝0.65）。満足度は 77mm と良好であった。良好例 15 例（46.9%），不
変例 17 例（53.1%），悪化例はいなかった。良好例における症状消失例は 5 例（33%）存在した。

【結論】

術後超早期でも持続伸展による悪化例は存在せず，良好例の 3 割で症状が完全に消失した。術後超早期の持続伸展は，背臥位で
症状が増強しない症例に対して症状改善に結びつく可能性を示唆した。

術後超早期の腰痛の原因として，創部痛，神経根性，椎間板性・筋性腰痛などが考えられる。術前は腰仙椎が直線化する（Endo
K，2010），術後は腰椎前弯が減少する（Mannion，2005）との報告があり，術前からのアライメント不良が，術後も残存するこ
とが推察される。腰椎前屈位により椎間板内圧が高くなる（Nachemson A，1960），腰背筋内圧が高くなる（紺野，2000）との
報告がある。術前からのアライメント不良に対して持続伸展を行うと，腰椎が伸展位になることで椎間板・腰背筋内圧が減少
し，椎間板後面（後縦靭帯，線維輪）の緊張軽減による機械的刺激の減少および腰背筋の侵害受容器への刺激減少により，症状
改善の要因につながった可能性が考えられる。

LDH 術後超早期の持続伸展は，悪化例は存在せず，即時的な腰痛の軽減が得られることから，安全かつ有効な理学療法の可能
性がある。
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扁平足のインソール装着による骨盤・肩甲骨への波及効果
―デジタルカメラの臨床応用の検討―

原 崇之1），鈴木 克彦2）
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key words 扁平足・インソール・デジタルカメラ

【はじめに，目的】

扁平足へのインソール装着による踵骨中間位補正が静止立位の下肢，骨盤，肩甲骨へ及ぼすアライメント変化の波及効果を運動
連鎖の視点より検討する。また，デジタルカメラでの計測方法が臨床場面で有用であるか検討する。

【方法】

大学生 39 名（男性：20 名，女性：19 名，年齢：21.8±0.7 歳）を対象とした。アーチ高率（基準値：男性 16.4%，女性 14.6%）よ
り正常足（NF：Normal foot）と扁平足（FF：Flat foot）に群分けした。インソール有無で踵骨傾斜角度と下腿踵骨角度，FTA，
骨盤前傾角度，肩甲骨上方回旋角度のアライメントをデジタルカメラで撮影し，画像解析ソフト Image J で関節角度を計測し
た。事前に各アライメント項目の検者内信頼性を確かめるために級内相関係数（1，1）を調べた。統計処理は Shapiro�Wilk
検定で正規性の確認，群内でのインソール装着と非装着の比較，群間比較に対応のある t 検定を行った。

【結果】

すべての級内相関係数（1，1）の判定基準が 0.8 以上で良好だった。アーチ高率より NF 群は 40 足（17.3±1.2％），FF 群は 38
足（13.6±1.7％）であった。両群共に，インソールの装着で踵骨傾斜角度（NF：4.7±2.9→3.7±3.0，FF：4.7±2.6→2.5±2.4）と
下腿踵骨角度（NF：8.0±3.6→6+9±3.0，FF：10.0±4.0→6.8±3.5）が有意に減少した。下腿踵骨角度は FF 群が有意に大きかっ
たが，インソール装着で NF 群と有意差がなくなった。FTA（NF：175.3±3.3→175.1±3.4，FF：175.9±2.4→175.8±2.4）は両
群共に有意差はなかった。骨盤前傾角度（NF：42.4±9.1→40.3±9.6，FF：36.1±8.6→34.3±5.1）は両群共にインソールの装着で
有意に減少したが，変化量に有意差はなかった。肩甲骨上方回旋角度（NF：36.9±4.2→40.2±5.6，FF：36.4±6.0→40.6±6.9）は
両群共に，インソールの装着により有意に増加した。

【結論】

健常者の下肢・骨盤のアライメントを三次元動作解析装置 VICON で解析した研究では，ウェッジで踵骨を回内させることで下
腿内旋や股関節内旋，骨盤前傾が有意に増大したと報告されている。本研究では FF 群へのインソール使用で下腿踵骨角度や骨
盤前傾角度が有意に減少したことから，踵骨が回内位から中間位付近に誘導され，脛骨・大腿骨が外旋方向に移動し骨盤を後傾
させたと考える。これは VICON を使用した研究と骨盤後傾まで類似した結果のため，下肢・骨盤アライメントはデジタルカメ
ラでも計測でき，臨床現場で有用な測定方法であることが示唆された。また，FF 群が NF 群と骨盤変化までは同様な変化だっ
たことから，扁平足へのインソール使用は下肢関節障害や腰痛の予防に期待できると考えられる。肩甲骨は胸郭上を動くため胸
椎彎曲や胸郭形状から影響を受ける。本研究ではインソール使用により骨盤前傾の減少と肩甲骨上方回旋の増大が生じた。これ
は骨盤後傾により腰椎前彎や胸椎後彎が減少し，胸郭形状が変化したことで肩甲骨上方回旋が増大したと推測される。
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靴底踵外側部の摩耗が健常若年者の歩行時の下肢運動に与える影響
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key words 摩耗靴・歩行・関節モーメント

【はじめに，目的】

靴には足部への負担を軽減する緩衝性や，過度な動きを抑制する安定性が求められる。しかし，靴は地面との摩擦による底面の
摩耗を避けることができず，摩耗により本来の機能を発揮できない状態での歩行は下肢関節のメカニカルストレスを増大させ
ると考える。靴底の摩耗による歩行の変化を調べた先行研究は散見されるが，メカニカルストレスの指標である関節モーメント
の検討は管見の限りなされていない。したがって，本研究の目的は靴底の踵外側部の摩耗による歩行中の下肢関節運動と関節
モーメントの変化を明らかにすることとした。

【方法】

対象は健常者 10 名（年齢 20.3±0.9 歳・身長 167.1±8.7cm・体重 59.3±15.7kg）とした。

計測は三次元動作解析システム VICON�NEXUS（Vicon motion systems 社）と床反力計（AMTI 社）を使用した。マーカー位
置および算出項目は Plug�In�Gait 下肢モデルに準拠し，右下肢データを分析対象とした。計測課題は至適速度での歩行とし，靴
底の踵外側部の摩耗量を変化させたスニーカー XLC�CSR（Convers 社）を両側に装着して行った。摩耗条件は，齋藤ら（2006）
の報告値を参考に摩耗なし（以下 Normal），中等度摩耗（以下 Mild），重度摩耗（以下 Severe）の 3 段階とした。データは Stance
phase（以下 SP）の時間で正規化した後に 3 試行分を平均し，歩行周期各相に相当する 10・35・65・90％SP における値を比較
した。統計学的分析は，Friedman 検定と post�hoc に Tukey 法による多重比較検定を用い，有意水準 1％ で判定した。

【結果】

Normal に比べて，摩耗靴では足関節背屈（Severe：10/35％SP）・回外（Severe：10％SP），膝関節屈曲（Mild：10％SP・Se-
vere：10/35/65％SP）・外反（Severe：10/35/65/90％SP）角度が大きく，内部膝関節外反・股関節外転モーメント（Mild：10％
SP・Severe：10％SP）が小さかった。

【結論】

摩耗靴は靴底の踵外側の支持性がないため，Loading Response（以下 LR）に距骨下関節（以下 ST 関節）が急激に回外すると
考えられるが，実際にはこれを低減するために toe out による歩行修正が生じたと推察される。Toe out により，踵接地時に靴の
摩耗面と床面が平行になるため，LR に ST 関節の急激な回外を軽減できるが，下肢が外方を向く肢位でのヒールロッカーによ
り下腿前内側面が前方に引き出され，膝関節が外反し膝内側を走行する筋の遠心性収縮を生じさせたと考える。

靴底の摩耗によりおこる toe out 戦略は LR の外側不安定性を低減する代償に，膝関節外反によるメカニカルストレスを生じさ
せることが分かった。
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右足関節脱臼骨折（L�H分類 SER型 stageIV）術後に対し軟部組織修復過程を考慮した一症例
―前脛腓靭帯損傷に対し意図的背屈制限を設けた症例―

清水 恒良1），榮崎 彰秀2）

1）社会医療法人畿内会岡波総合病院，2）さくらい悟良整形外科クリニック

key words 足関節脱臼骨折・L�H分類SER型stageIV・靭帯損傷

【はじめに】

足関節脱臼骨折の L�H 分類 SER 型 stageIV は外在筋腱や靭帯組織に対して早期運動療法にて拘縮を予防し足関節機能改善が
求められる一方で，SER 型すべての stage で遠位脛腓靭帯損傷が合併するとされ，組織修復過程早期の伸張ストレスで脛腓間離
開による不安定性の残存が危惧される。そのため，前脛腓靭帯の損傷程度を確認し組織修復過程を考慮した術後運動療法が必要
となる。今回，L�H 分類 SER 型 stageIV の術後，前脛腓靭帯損傷のため組織修復の期間，意図的に背屈可動域獲得を遅延させ
た運動療法を実施した結果，脛腓間距離が一定に保持でき不安定性なく独歩が獲得できた。靭帯損傷後，組織修復過程を考慮し
た運動療法の有効性を示す事を目的として若干の考察を加え報告する。

【方法】

症例は 30 歳代女性である。ボルダリング中に高所から転落して受傷。右足関節脱臼骨折（L�H 分類 SER 型 stageIV）と診断さ
れ，観血的整復内固定術を施行しギプス固定となる。術後 2 週でギプス除去，装具着用して退院となる。術後 4 週で 1/3 部分荷
重が許可され，その後 1 週ごとに荷重量増加し，術後 7 週で全荷重許可となる。画像所見にて脛骨後方外側縁～腓骨内側縁距離
が受傷後 11mm，術直後 4mm であった。ギプス固定中は足趾屈筋腱の癒着予防と隣接関節の筋力低下予防を図り，術後 2 週に
てギプスが除去され装具着用となった。評価では背屈�10̊/底屈 20̊，前脛腓靭帯に圧痛（VAS：8）と他動背屈時痛（VAS：8），
他動内返し操作で疼痛（VAS：8）が生じていた。術後 2 週からの運動療法は浮腫管理の徹底と，足趾外在筋腱の癒着予防のた
め選択的に筋収縮を促し腱の滑走性維持を図った。また，脛腓間離開を防止するため背屈方向への操作は中止し，さらに部分荷
重時には踵部補高し底屈位とさせた。術後 6 週時に前脛腓靭帯の圧痛と他動背屈時痛が消失（VAS：0），他動内返し操作での疼
痛も消失（VAS：0）したため組織修復が得られたと判断し，術後 6 週からは積極的に背屈と外反可動域の改善と 7 週から全荷
重歩行を進めた。

【結果】

術後 12 週時に背屈 18̊/底屈 45̊ に改善し，疼痛も消失（VAS：0）した。脛骨後方外側縁～腓骨内側縁距離も 4mm で離開なく
独歩が可能となった。JOA スコアは 86 点であった。

【結論】

画像所見により遠位脛腓間の離開が確認できたため，前脛腓靭帯損傷を予測した。靭帯損傷における修復過程は，炎症期，増殖
期，成熟期の 3 期に分けられ受傷後約 6 週以降で線維芽細胞が減少しコラーゲンが安定・成熟化するとされる。また，脛腓間距
離は背屈 0̊ 以上で漸増し，荷重によっても有意に延長するとされる。症例においても前脛腓靭帯が成熟，安定を期待し意図的に
背屈制限を設けて荷重時は補高による底屈位で実施した結果，術後 6 週にて前脛腓靭帯の圧痛や動作時痛が消失したため組織
修復が得られ脛腓間が安定し術後 12 週で独歩が安定した。今回，組織修復過程を考慮した運動療法が奏功した一症例を経験し
た。
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超音波画像診断装置を用いた後踵骨滑液包の癒着評価について
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【はじめに，目的】アキレス腱付着部痛の一因として，後踵骨滑液包炎後に続発する踵骨とアキレス腱間の癒着が挙げられる。
この癒着評価には底屈運動時の Kager’s fat pad（KFP）の動態をエコー観察することが有用とされているが一般的とは言い難
い。Theobald は，KFP にアキレス腱区画，長母指屈筋区画，ウエッジ区画の 3 区画があることを報告し，後踵骨滑液包へのウ
エッジ区画の流入には，長母指屈筋区画の役割が重要であることが示された。本研究の目的は，長母指屈筋区画への圧搾による
ウエッジ区画の滑液包内への流入動態について検討し，癒着の評価に必要な超音波機能解剖を明示することである。

【方法】対象は，足部に運動器疾患を有さない健常者 20 名（男性 13 名，女性 7）の両脚 40 足，平均年齢 20.3±0.7 歳である。エ
コーは，日立アロカメディカル社製 Noblus を用い，18MHz のリニアプローブを使用した。方法は，腹臥位にて足関節底屈位と
した状態（静止時）で，踵骨近位端からウエッジ区画の最遠位部までの距離を測定した。更に，同一検者が KFP の長母指屈筋
区画を遠位方向へと圧搾し（押込時）同様に距離を測定した。描出方法は，アキレス腱の長軸走査により fibrillar pattern が鮮
明な画像を描出した。描出画像からプローブを内側並びに外側へと移動し，踵骨後面の superior facet の形態を基準に，内側・
中央・外側の 3 部位で測定した。

【結果】後踵骨滑液包の位置変化について，静止時では，内側 3.2±1.4mm，中央 4.1±1.9mm，外側 4.1±1.9mm，押し込み時で
は，内側 5.2±1.7mm，中央 6.8±2.1mm，外側 7.3±2.0mm であった。各測定部位において，静止時より押込時で有意（p＜0.05）
に尾側へ変位していた。左右差と性差はなかった。静止時には測定部位による差はなかったが，押込時には，内側より外側は有
意（p＜0.05）に深く，中央より外側が有意（p＜0.05）に深く，ウエッジ区画が足底方向に変位していた。

【結論】長母指屈筋区画の押し込みにより，後踵骨滑液包に癒着のない健常者であっても，静止時に比して内側で 2.0mm，中央
で 2.7mm，外側では 3.2mm の変位があった。足関節底屈位での後踵骨滑液包へのウエッジ区画侵入動態を観ることで同部の癒
着評価が可能であるが，押し込み操作を加えることで更に深部へウエッジが侵入した。同部の癒着評価において，長母指屈筋区
画の押し込み操作を加えた方が，ウエッジ区画の動態観察が可能であり，癒着評価がより確実になると考える。侵入量は外側が
最も深く，内側は浅い特徴があり，滑液包の奥行に由来するものと考えられ，癒着評価において留意すべきである。本研究は健
常者の正常動態であることから標準値を知り得た訳であり，今後後足部障害と比較することが課題と考える。
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超音波療法による新鮮骨折の治療促進効果の検討
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【はじめに，目的】厚生労働省の国民生活基礎調査（2013 年）によると，介護・支援が必要となった方の全体の 11.8% は「転倒・
骨折」が原因であり，臨床現場でも骨折は理学療法の対象となることが多い。骨折に対する超音波療法は，0.03 W/cm2の低出力
超音波（LIPUS）が既に臨床応用されている。しかし，LIPUS は細胞の分化を促進する働きをもつが，細胞を増殖することがで
きない。これは，細胞に弱い物理的刺激を加えると分化するという報告と一致する。骨折治癒過程において細胞増殖は欠かせな
い。細胞に生理的範囲内での強い刺激を加えると増殖するという報告があることから，超音波の強度を上げることで細胞が増殖
し，より効果的な治癒が得られるという着想を得た。そこで，本研究では，0.5W/cm2，1.0W/cm2，2.0W/cm2の強度で治癒促進
効果が認められるかどうかを検討した。

【方法】合計 12 匹の Wistar 系雄性ラット（15 週齢，体重 350kg）の両大腿骨閉鎖性骨折モデルを作成し，片側の大腿骨に超音
波治療を 28 日間（20 分/日）行った。治療側を 0.5 W/cm2群（n=4），1.0 W/cm2群（n=4），2.0 W/cm2群（n=4），に無作為に
分け，反対側を対象群（n=12）とした。実験期間終了後，大腿骨を採取し，μCT 撮影を行い，その後凍結包埋したサンプルか
ら非脱灰未固定切片を作製した。μCT によって三次元再構築された組織像とヘマトキシリン・エオジン染色を行った切片上で
骨折治癒過程の進行度を観察した。

【結果】骨折治癒過程の進行に伴って形成される，骨折間隙の線維骨の架橋は，0.5W/cm2群で 3/4 例，対象群で 9/12 例認めら
れた。一方で，1.0 W/cm2群と 2.0 W/cm2群では骨折間隙が残存しているものが多く，線維骨の架橋は 1/4 例ずつしか認められ
なかった。また，0.5W/cm2群では，対象群と比較して，骨折仮骨が縮小しており，骨リモデリングがより進行している所見が
認められた。現在，上記の形態学的評価に加えて，μCT による骨密度の測定，骨芽細胞と破骨細胞の局在を把握するために，そ
れぞれアルカリ性フォスファターゼ染色と酒石酸抵抗性フォスファターゼ染色，骨の質を評価するために I・II 型コラーゲンの
免疫染色を行い，詳細な分析を進めている。

【結論】現時点で結果の得られている形態学的評価において，LIPUS の 0.03W/cm2だけではなく，より高強度の 0.5W/cm2の超
音波は骨折治癒の促進効果をもつが，1.0W/cm2と 2.0W/cm2の高強度の超音波では骨折治癒を阻害してしまうことが明らかに
なった。超音波療法には，細胞増殖を促すことで，LIPUS よりも効率的に骨折治癒を促進できる可能性を秘めている。しかし，
従来治療に用いられている 1.0W/cm2と 2.0W/cm2で有害事象がみられるため，これらの強度の超音波を骨折部周囲に適用する
際には注意を要する。
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大腿四頭筋セッティングにおける膝蓋上嚢周囲脂肪体の画像評価
核磁気共鳴画像法（MRI）による矢状断の観察
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【はじめに】

膝蓋骨上脂肪体（suprapatellar fat pad：以下 SPF）と大腿骨前脂肪体（prefemoral fat pad：以下 PFP）は，矢状面にて膝蓋上
嚢の前後に存在する脂肪体である。その機能は比較的類似し，膝伸展化機構の効率を高め，膝蓋上嚢の滑走性を維持すると報告
されているが，SPF・PFP・膝蓋上嚢の機能性を画像所見より探究している報告は散見されない。本研究では SPF・PFP が膝蓋
上嚢を囲う構造を膝蓋上嚢周囲脂肪体（perisuprapatellar pouch fat pad：以下 PSPF）と定義し，核磁気共鳴画像法（以下 MRI）
を用い安静時と大腿四頭筋セッティング時で形態を比較，同時に PSPF の形態に影響する因子を検証する。

【対象と方法】

可動域制限を呈さない男性 8 名（16 肢），平均年齢 19.1±0.7 歳。PSPF の実態は，日立 MR イメージング装置（Apetro シリー
ズ）を用い MRI を施工。膝関節 MRI の矢状断，T2 強調画像を用い調査した。撮影肢位は仰臥位，股関節軽度内旋位，膝関節
伸展位にて同部位を固定，安静時と大腿四頭筋セッティング時を撮影した。撮影条件は冠状面・水平面にて，膝関節面より顆間
窩中央に垂直になるよう位置を決め，矢状断 10mm 間隔に 3 スライス撮影し 2 枚目を画像解析した。PSPF の計測点は SPF
最上端とし，大腿骨前面に垂直になるよう厚みを①全厚，②皮下脂肪厚，③PSPF 厚，④筋厚（①－（②＋③））を計測。次に⑤
顆間部最下点を通る水平線から垂直に PSPF 計測点の距離，⑥膝蓋骨移動距離（膝蓋腱長），⑦膝蓋骨上縁を通る大腿骨側に引
いた水平線から大腿四頭筋角度を計測した。上記 7 項目を（安静時/大腿四頭筋セッティング時）で比較，統計処理には Wilcoxon
の符号付順位和検定を用いた。また，有意差のある項目の関係性を Pearson の相関係数を用いて検証した（有意水準 5％ 未満）。

【結果】

7 項目の結果を記す。①（34.1mm/36.7mm），②（12.2mm/12.0mm），③（10.1mm/13.3mm），④（11.8mm/11.3mm），⑤（81.7
mm/87.2mm），⑥（39.5mm/43.0mm），⑦（61.7 度/74.3 度）。②と④以外全ての項目で大腿四頭筋セッティング時の値が有意に
高かった（p＜0.01）。有意差のあった 5 項目のうち，①全厚および⑥膝蓋骨移動距離（膝蓋腱長）と③PSPF 厚との間に有意な
相関を認めた（それぞれ，r=0.603，r=0.539，p＜0.05）。

【結論】

PSPF 厚の増加は，厚みの他項目と照らし膝蓋上囊の厚み・脂肪体の柔軟性が増加したと判断した。膝蓋上囊の癒着を画像診断
する際に関節造影を用いるが，MRI と大腿四頭筋セッティングを用いた PSPF の厚みを利用する手段は簡易で有効性が期待で
きる。また，大腿四頭筋角度増加は筋張力との関連性と捉え MRI の有効性が示された。PSPF 計測点の上方移動は，膝蓋上囊に
停止する膝関節筋の牽引を考えるが，安岡は停止部にいくほど脂肪組織に覆われているとし，MRI での同定は困難と判断した。
PSPF 厚と全厚，膝蓋骨移動距離の相関性から従来の patellar mobilization・大腿四頭筋セッティングは膝蓋上囊癒着予防の効
果を裏付ける結果となった。
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The ratios of rolling and sliding movements of huemral head during axial rota-
tion in the dynamic glenohumeral instability using real�time cine MRI
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【Purpose】

This study aimed to quantitatively clarify the rolling and sliding movements of humeral head（HH）in the dynamic instability
of the glenohuemral joint.

【Methods】

Four patients with bilateral multidirectional instability of glenohumeral joint（eight shoulders）（DI）and four healthy adults
（eight shoulders）（DS）participated in this study. All subjects were instructed to rotate their shoulders at the arm by side of the
body with 15 cycles in one minute while scanning by a 0.4 T open MRI device（Aoerti Eterna, Hitachi Medical Corporation, Ja-
pan）and recording by a video camera, simultaneously.

The ratios of rolling and sliding of HH were computed from the MR imaging and video camera data obtained. The humeral
translation（ΔHt）is the summation of rolling and sliding movement. The rolling movement is the product of the radius of HH

（Hr）and the change in rotation angle of HH（ΔHθ）. Hence, the ratios of rolling, R and sliding, S , movements were given by R：
S=HrΔHθ：（HrΔHθ�ΔHt）. Mann�Whitney U test were used to compare the ratios between DI and DS（p＜0.01）. This study
was approved by the Ethics Committee.

【Results】

The ratios of rolling and sliding were 1：�087 in DI and 1：�0.18 in DS during internal rotation（IR）. The predominant sliding
ratios in DI were typical at neutral positions during shoulder rotations, with 1：�2.02 and�1：2.41（p=0.0209）, respectively.

【Discussion】

The HH in DI might be unable to centre on the glenoid fossa as closer to the end of IR due to the insufficient muscle control of
agonist and antagonist muscles during shoulder rotation. The deviation of HH might be as a consequence of that HH was ex-
truded to the slacked side of glenohumeral joint by activation of dominant rotator muscles while antagonist rotator muscles did
not function as force couple.
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Mechanical Energy Efficiency during Stair Negotiation in Persons with Medial
Knee Osteoarthritis
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【Purpose】

Energetic cost contributes to movement impairments observed during stair negotiation in persons with knee osteoarthritis.
Specifically, the intersegmental mechanical energy exchange may be diminished in the presence of pathologies. The purpose of
this study was to evaluate mechanical energy efficiency during stair negotiation in persons with knee osteoarthritis using me-
chanical energy analysis.

【Methods】

Sixteen patients with medial knee osteoarthritis and 16 age�matched controls participated. Three�dimensional motion analysis
system and force platforms were used to acquire biomechanical data. The participants were instructed to ascend/descend a 2�
step staircase at the controlled pace of 90bpm and repeat it 3 times. The mechanical power exhibited during whole stance
phase at the 1st step was computed. Mechanical Energy Expenditure（MEE）was calculated by integral of net joint power at
each joint. Mechanical Energy Compensation（MEC）was defined as the proportion of muscle energy compensated by inter�
segmental energy transfer. Based on energy transfer modes, MEE and MEC were determined separately as three phases；
concentric, eccentric transfer, and no�transfer phase. Independent sample t�test was used to compare MEE and MEC at each
phase and joint between the groups. All subjects provided written informed consent following approval by the Institutional Re-
view Board.

【Results】

In stair ascending, persons with knee osteoarthritis performed the task with less MEC（p=0.032）at the ankle joint, which was
observed prior to push�off. Patients group displayed less mechanical energy transfer from the shank to the foot segment. Con-
centric MEC at the hip joint in later stance phase of stair descending was lower in Patients group（p=0.029）. Patients demon-
strated less mechanical energy transfer from the pelvis to the shank segment.

【Discussion】

Persons with knee osteoarthritis demonstrated less mechanical energy transfer during stair ascending and descending. These
findings provide insights into intervention strategies for persons with stair negotiation difficulties.
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Outcome of Physical Fitness Tests 35 Years After Surgery for Adolescent Idi-
opathic Scoliosis
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【Purpose】

This study’s purpose was to analyze the sports ability of patients with adolescent idiopathic scoliosis（AIS）at an average of 35
years postoperatively.

【Methods】

The sports abilities of 25 AIS patients（2 males, 23 females；average age, 49.4±5.1 years；average follow�up, 35 years；aver-
age Cobb angle of the main curve, 47.4±17.8̊）were evaluated using deviation values for 7 of 8 events from Japan’s national
physical fitness test. The test results were compared between long�term follow�up AIS patients and the national average. Pa-
tients whose lowest instrumented vertebra（LIV）was above L2 and ones whose LIV was below L3 were grouped as upper LIV

（uLIV）and lower LIV（lLIV）, respectively. Postoperative results were compared between these two groups. We also evaluated
the correlation between the number of fused vertebrae and the sports ability.

【Results】

The patients’ general performance on physical fitness tests, which was lower than the national average, included the following
scores：grip strength, 38.7±9.9；sit�ups, 35.0±10.9；anterior bending, 39.0±13.0；side jump, 34.7±10.0；broad jump, 22.7±
12.8（these 5 events, p＜0.01）；and standing on one leg with eyes open, 53.8±37.2, or with eyes closed, 51.3±35.1（not signifi-
cant）. No significant differences existed between the uLIV and lLIV groups. However, the correlation between the number of
fused vertebrae and agility was r=�0.46.

【Discussion】

We found that after long�term follow�up, AIS patients have lower sports ability than healthy persons, but balance is the same
in both groups. In AIS patients, those with fewer fused vertebrae have higher agility.
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Comparison between lateral and medial wedged foot insoles in terms of pain and
function for patients with medial compartment knee osteoarthritis：a literature review
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【Purpose】

Insoles are commonly used to improve symptoms in patients with medial knee osteoarthritis（OA）. However, it is unclear
whether lateral wedged insoles（LWI）or medial wedged insoles（MWI）are more effective in improving pain and function. The
purpose of this study was to investigate which insole is better in terms of pain and function for patients with medial knee OA.

【Methods】

A PubMed search was performed on selected keywords related to knee OA. Selected keywords that related to knee osteoar-
thritis were“knee osteoarthritis”and“knee OA”

In addition to the words,“wedged insoles,”“laterally elevated insoles,”“medially elevated insoles,”“varus insoles,”“valgus in-
soles,”“foot orthoses,”“laterally elevated orthoses,”“medially elevated orthoses,”“varus orthoses,”and“valgus orthoses”were
combined.

We looked for articles only in English that investigated knee pain and function using the Western Ontario and McMaster Uni-
versities Osteoarthritis Index（WOMAC）. Exclusion criteria were not to include knee symptoms, wedged insoles or knee OA
patients.

【Results】
We found 141 articles using the abovementioned keywords. After using our algorithm, we found 25 articles related to pain and
LWI and none related to MWI. There were many effective articles for pain. Related to WOMAC, LWI were 12 and MWI was 0.
It was shown that variation in effect for WOMAC. There were no articles on MWI. However, there were a few studies that in-
vestigated LWI with medial arch support.

【Discussion】

LWI devices may be effective in improving pain and function in patients with knee OA. However, not enough studies on
WOMAC were found. Furthermore, there were no articles on MWI devices. Therefore, further research on insoles for patients
with knee OA is required, especially functional outcomes and medial support orthotic devices, including LWIs with medial arch
support.
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変形性膝関節症患者における歩行予備能に影響を与える要因
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【はじめに，目的】

変形性膝関節症（膝 OA）は，60 歳以上では人口の 80％ 以上になんらかの X 線学的関節症変化が出現し，約 10％ が日常生活に
支障を来たしているとされている。平成 25 年の国民生活基礎調査では，要支援となる原因は膝 OA 等の関節疾患が 20.7％ と最
も多くなっており，膝 OA の進行に伴い日常生活動作（ADL）において制限が生じてくる。ADL に制限が生じていると，日常
から最大機能に近い機能を発揮する状態となり ADL 遂行に努力を要す。このような状態は予備能が低いと定義され，安全・安
楽な ADL を獲得するためには予備能が確保されている必要がある。特に ADL において主要な歩行機能は生活範囲の制限とも
関連が高い。本研究では，膝 OA 患者の歩行予備能に影響を与える要因について検討した。

【方法】

対象は TKA および UKA 施行予定の術前膝 OA 患者 535 例（年齢 75.0±7.2 歳，男性 105 例，女性 430 例）とし，10 施設の協力
を得て実施した。予備能は最大機能に対する至適機能の差とされており，本研究では歩行予備能として Timed Up and Go test

（TUG）を用いて，至適 TUG（TUGcom）と最大 TUG（TUGmax）から TUG Reserve（TUG�R）を求めた。TUG�R は橋立ら
の方法に従い下記の式に基づき算出した。

TUG�R＝〔（TUGcom－TUGmax）/TUGmax〕×100/TUGmax

統計学的解析は TUG�R を従属変数とし，調査項目（年齢，性別，BMI，運動歴の有無，KL 分類，障害側）と測定項目（安静
時痛，術側・非術側膝屈曲/伸展 ROM，術側・非術側膝屈曲/伸展筋力）から，単変量解析にて p＜0.20 であった変数を独立変
数として選択した。重回帰分析ではステップワイズ法により変数選択を行い，調査項目を交絡因子として強制投入して調整を
行った。また，TUG�R と ADL との関連を検討するため JKOM，APDL との相関分析も行った。有意水準は両側 5％ とした。

【結果】

重回帰分析の結果（p＜0.00，R2＝0.17），TUG�R に影響する因子として非術側膝伸展筋力が抽出された。また，交絡因子では年
齢（p＜0.00，β＝－0.19）と性別（p＜0.00，β＝0.14），BMI（p＝0.04，β＝－0.08），OA 重症度（p＝0.03，β＝－0.09）に有意性
が認められた。相関分析は JKOM（r=－0.25），APDL（r=0.20）と有意な相関を認めた。なお，TUG�R の平均は 2.6±1.8 であ
り，TUGcom は 14.8±6.6 秒，TUGmax は 11.8±5.5 秒であった。

【結論】

本研究の結果，膝 OA 患者の歩行予備能は非術側膝伸展筋力が高いほど有意に高いことが示された。また，男性であり，年齢が
若く，BMI が低値，OA 重症度が低いほど高いことも示された。一方，OA 重症度の高い高齢の肥満女性では歩行予備能低下が
危惧されることも明らかとなった。さらに，JKOM，APDL には TUG�R との相関が認められ，先行研究と同様に歩行予備能と
ADL には関連があることが示された。本研究は膝 OA 患者の ADL に関連する歩行予備能の要因を明らかにすることができ，今
後の理学療法を展開する上での一助になると考える。
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O-MT-09-2

歩行中の外的膝内転モーメントと片脚立位移行動作での生体力学的指標との関
連

千葉 健1,2），山中 正紀3），寒川 美奈3），齊藤 展士3），由利 真2），堀 弘明2），
佐橋 健人1,2），遠山 晴一3）

1）北海道大学大学院保健科学院，2）北海道大学病院リハビリテーション部，
3）北海道大学大学院保健科学研究院

key words 変形性膝関節症・外的膝内転モーメント・片脚立位

【はじめに，目的】

歩行中の大きな外的膝内転モーメント（KAM）が変形性膝関節症（KOA）の発症および進行に関連することが報告されている。
我々は，臨床で一般的に用いられる片脚立位動作に着目し，本動作中の KAM および支持側方向への骨盤・体幹傾斜が歩行時の
KAM 最大値に関連することを報告してきた。しかしながら，これまでの報告は健常成人を対象にしており KOA 患者での検討
が課題であった。したがって本研究の目的は，片脚立位動作における生体力学的指標が歩行時の KAM に与える影響を KOA
患者で検討することとした。

【方法】

対象は，KOA 患者 7 名（女性 7 名，68.3±7.3 歳，152.4±8.4cm，57.7±18.1kg）とした。動作課題は自然歩行と片脚立位への移
行動作（以下，片脚立位課題），自然立位とし，赤外線カメラ 6 台と床反力計 2 枚の同期により記録した。片脚立位課題の開始
肢位は自然立位とし，音刺激後出来るだけ速く片脚立位になるよう指示した。解析区間は音刺激から足底離地後 1 秒までとし
た。体表マーカーは Helen Hayes Set を用い，第 2 胸椎棘突起を追加した。歩行課題と片脚立位課題での KAM 最大値，片脚立
位課題での骨盤・体幹傾斜角度の最大値，膝関節レバーアーム長，自然立位での膝内転角度を算出し，骨盤・体幹傾斜は立脚側
への傾斜を正とした。統計は，歩行中の KAM 最大値とそれぞれ①片脚立位課題での KAM 最大値，②片脚立位課題での骨盤・
体幹傾斜角度，③片脚立位課題での膝関節レバーアーム長，④自然立位での膝内転角度との相関を Pearson の積率相関係数を用
いて検討した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

歩行時 KAM 最大値と片脚立位課題での KAM 最大値（r=0.83，p＜0.05）および自然立位での膝内転角度（r=0.82，p＜0.05）と
有意な相関を認めた。また，統計学的に有意では無かったが歩行時 KAM 最大値と片脚立位課題での膝関節レバーアーム長が中
程度の相関を示した（r=0.55，p=0.20）。歩行時 KAM 最大値と片脚立位課題での骨盤・体幹傾斜角度との間に相関は認められな
かった。

【結論】

本研究では健常成人を対象とした我々の先行研究と同様，両課題中の KAM が相関した。本研究結果は片脚立位課題が歩行中の
生体力学的挙動を反映する動作課題であることを示唆した。一方で，片脚立位課題での骨盤・体幹傾斜角度は歩行時 KAM と有
意な相関を認めず，我々の先行研究と異なる結果を示した。KOA 患者では膝内転角度が歩行時 KAM に与える影響が大きかっ
たためと思われた。また，本研究は歩行時 KAM に片脚立位課題中の膝関節レバーアーム長が関連する可能性を示唆した。レ
バーアーム長には骨盤・体幹傾斜角度や膝内転角度，足圧中心の位置，股関節内転・内旋等が関連するといわれている。本研究
課題の KOA 患者への応用では，体幹・骨盤の運動学的挙動の他に，他の要因も考慮に入れた評価が必要であると思われた。今
後は症例数を増やして検討を継続する必要がある。
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O-MT-09-3

両側性変形性膝関節症患者の遊脚期膝最大屈曲角度減少に伴う下肢の代償動作

清水 俊行1,2），原 良昭3），大門 守雄1），菅 美由紀1），西尾 祥子1），松本 恵実1），
河合 秀彦1），北川 篤4），三浦 靖史2）

1）兵庫県立リハビリテーション中央病院リハビリ療法部，2）神戸大学大学院保健学研究科，
3）福祉のまちづくり研究所研究課，4）兵庫県立リハビリテーション中央病院診療部

key words 変形性膝関節症・遊脚期膝最大屈曲角度・代償動作

【はじめに，目的】

両側性変形性膝関節症（以下，膝 OA）患者の歩行は，遊脚期膝最大屈曲角度が減少しているが，膝関節以外も含めた遊脚期の
運動学的な報告は少ない。そこで本研究では，遊脚期の膝最大屈曲角度の減少に伴う股関節の代償的なクリアランスを検討し，
両側性膝 OA 患者の歩行の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は両側性膝 OA と診断された女性 13 例 26 肢（全例内側型，年齢 73.5±4.2 歳）である。被検者の各足は，膝関節屈伸可動
域（以下，ROM）を左右で比較し，ROM 制限が大きい側を Severe 側（以下，S 側），反対側を Moderate 側（以下，M 側）と
した。

動作課題は約 8m の直線歩行路での独歩快適歩行とした。測定は被検者の身体 14 箇所に赤外線反射マーカーを貼付し，赤外線
カメラ 7 台を用いた三次元動作解析装置（MAC3D system）を使用した。歩幅と遊脚時間，両股屈伸・外転角度，両膝屈曲角度
と角速度は赤外線反射マーカーより算出した。

評価項目は①歩幅，②遊脚時間，③前遊脚期（以下，PSw）膝屈曲角度，④PSw 股伸展角度，⑤PSw から遊脚中期（以下，MSw）
の膝屈曲角速度，⑥PSw から MSw の股屈曲角速度，⑦PSw から MSw の股最小外転角度，⑧MSw 膝最大屈曲角度，⑨MSw
股屈曲角度，⑩MSw から遊脚終期股最大屈曲までの股屈曲角速度の 10 項目である。統計学的方法として，S 側と M 側の評価項
目を対応のある t 検定で比較した。有意水準は 5％ 未満とし，解析には R version 3.2.1 を使用した。

【結果】

膝 ROM は S 側（伸展�12.3±6.0̊，屈曲 125.4±6.6̊）が M 側（伸展�6.2±5.5̊，屈曲 133.5±5.2̊）より有意に低値であったが（p
＜0.01），歩行中の歩幅と遊脚時間には有意差はみられなかった。しかし，③PSw 膝屈曲角度は S 側が M 側よりも有意に低値で
あり（S 側 27.5±10.9̊，M 側 33.6±6.5̊，p＜0.001），④股伸展角度は S 側が有意に高値であった（S 側 12.8±9.3̊，M 側 9.4±7.9̊，
p＜0.001）。⑤PSw から MSw の膝屈曲角速度（S 側 149.0±68.0rad/s，M 側 192.1±31.0 rad/s）と⑥股屈曲角速度（S 側 129.1
±48.6 rad/s，M 側 156.0±28.0 rad/s）は S 側が有意に低値であったが（p＜0.01），⑦股最小外転角度は S 側が有意に高値であっ
た（S 側 3.0±2.6̊，M 側 1.6±1.6̊，p＜0.05）。⑧MSw 膝最大屈曲角度（S 側 46.3±14.1̊，M 側 58.0±6.8̊）と⑨股屈曲角度（S
側 4.0±10.6̊，M 側 10.6±7.0̊）は S 側が有意に低値であったが（p＜0.01），⑩MSw 以降の股屈曲角速度は S 側が有意に高値で
あった（S 側 80.7±27.1rad/s，M 側 63.7±13.5 rad/s，p＜0.001）。

【結論】

左右の膝 ROM に相違のある両側性膝 OA 患者の歩行は，S 側において PSw に股伸展位での膝屈曲角度が減少し，さらに MSw
に向けて股・膝屈曲が行い難く，代って股外転角度を増大させてクリアランスを行い，MSw に軽度股屈曲位での膝最大屈曲角
度が減少していた。それ以降は股屈曲を努力的に行い，歩幅や遊脚時間が同程度になるよう調整していることが示唆された。
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O-MT-09-4

変形性膝関節症患者における FTAの増大に伴う Lateral Thrust 量の評価につい
ての報告

高橋 龍介，山中 梨央，比護 幸宏

日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科

key words 変形性膝関節症・FTA・Lateral Thrust

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下膝 OA）は，高齢者において最も頻度の高い膝関節疾患であり，超高齢社会のわが国において，医療経済
の観点からも重大な問題となっている。内反膝 OA における膝関節運動力学的負荷の指標として Lateral Thrust（以下 LT）が
あり，発症や進行との関連性が示唆されている。また，LT の関連因子として，膝 OA grade の程度，FTA の大きさ，膝関節伸
展制限，膝関節伸展筋力低下の減少が報告されている。しかし，LT を視診にて評価している報告が多く，LT の程度を検討した
報告は少ない。そこで今回は，三軸加速度計を使用して膝 OA の歩行を評価し，FTA の大きさと LT の相関について検討した
ため報告する。

【方法】

対象は，両側膝 OA16 名 32 肢（膝 OA gradeIV，年齢 74.9±6.4，全例女性，身長 147.9±6.0cm，体重 60.0±11.0kg，FTA188.2
±4.8̊）とした。三軸加速度計は，両側の腓骨頭に専用ベルトにて装着した。課題は助走路と減速路 2m ずつ設けた 14m 直線歩
行路を独歩にて快適速度で行った。歩行中の加速度データは，加速期と減速期の影響を考慮して，歩き始めの 2 歩と終わりの 2
歩を除いた。三軸加速度計から得られたデータより Initial Contact 後の膝外側動揺性である LT を示す膝外側加速度ピーク値

（以下ピーク値）（G），歩行の安定性を示す歩行周期変動（以下 CV）（％），歩行周期中の動揺性を示す Root Mean Square（以下
RMS）（m/s2）を算出し，FTA との相関係数と有意差を求めた。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

ピーク値は 0.68±0.27，r=0.246，CV は 2.72±1.03，r=0.123，RMS の左右方向では 0.25±0.14，r=0.206，前後方向では 0.37±0.15，
r=0.031，上下方向では 0.37±0.15，r=0.182 であり，有意差は認められなかった。

【結論】

Mundermann らは膝 OA grade に分けて検討し，末期膝 OA である gradeIII，IV では初期膝 OA である gradeI，II に比べて内
反モーメントのピーク値が大きい事を示している。また，松尾らは三次元動作分析装置を使用して LT 量を測定し，膝 OA の進
行に伴って増加したことを示している。しかし，本研究結果からでは，FTA の増大に伴う LT の程度を示すピーク値と左右方
向での RMS との相関は認められなかった。当院にて行った健常成人との比較では有意に増加を認めたが，関節構成要素が破綻
している膝 OA gradeIV では個体差が大きいため，先行研究とは相反する結果になったと考える。今後は症例の幅を膝 OA
gradeI～III なども含め，膝 OA の発症や進行の予防だけでなく，手術療法後の介入にも繋がる根拠に基づく理学療法を提供す
るために，より詳細な動作様式を把握する必要がある。
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O-MT-09-5

変形性膝関節症患者はどの筋を使って立脚初期に膝を伸展させているのか

小栢 進也1），久保田 良2），中條 雄太2），廣岡 英子2），金 光浩2），長谷 公隆2）

1）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻，
2）関西医科大学附属病院リハビリテーション科

key words 変形性膝関節症・筋骨格シミュレーション・歩行

【はじめに，目的】

膝を伸展させる代表的な筋は大腿四頭筋であるが，足や股関節の筋は下腿や大腿の動きを介して膝を伸展できる。このため，ヒ
トの多関節運動においては膝関節以外の筋も膝伸展運動に関与する。変形性膝関節症（膝 OA）患者は立脚初期の膝伸展モーメ
ント低下が報告されており，大腿四頭筋の膝伸展作用が低下している。しかし，膝 OA 患者は大腿四頭筋以外のどの筋で膝伸展
作用を代償しているのか明らかではない。筋骨格シミュレーションによる順動力学解析は筋張力と関節角加速度の関係性を計
算式により算出することで，膝伸展運動における筋の貢献度を調べることができる。そこで，本研究では膝 OA 患者の歩行分析
から，筋が生み出す膝関節角加速度を調べ，膝伸展に貢献する筋を調べる。

【方法】

対象は膝 OA 患者 18 名（72.2±7.0 歳），健常高齢者 10 名（70.5±6.7 歳）とした。被験者の体表に 18 個のマーカーを貼り，三次
元動作分析システム（3DMA�3000）およびフォースプレートを用いて歩行動作を測定した。マーカーの位置情報には 6Hz のロー
パスフィルターを適用した。次に，OpenSim を用いて順動力学筋骨格シミュレーション解析を行った。8 セグメント，7 関節，
92 筋のモデルを使用した。解析はモデルを被験者の体に合わせるスケーリング，モデルと運動の力学的一致度を高める Residual
Reduction Algorithm，筋張力によってモデルを動かす Computed Muscle Control を順に行い，歩行中の筋張力を計算式により
求めた。さらに各筋の張力と膝関節角加速度の関係性を調べるため Induced Acceleration Analysis を用いた。データは立脚期を
100％SP（Stance Phase）として正規化し，立脚初期（0�15%SP）での各筋が生み出す平均膝伸展角加速度を求めた。統計解析
には歩行速度を共変量とした共分散分析を用い，筋張力と筋が生み出す膝伸展加速度を膝 OA 患者と健常高齢者で比較した。

【結果】

0�15%SP の張力は大腿広筋，足背屈筋群，ひらめ筋，腓腹筋で膝 OA 患者が健常高齢者より有意に低く，股内転筋群で有意に高
い値を示した。膝伸展角加速度の解析では大腿四頭筋（膝 OA 患者 2656±705̊/sec2，健常高齢者 3904±652̊/sec2），足背屈筋群

（膝 OA 患者�5318±3251̊/sec2，健常高齢者�10362±4902̊/sec2），ヒラメ筋（膝 OA 患者 1285±1689̊/sec2，健常高齢者 3863
±3414̊/sec2），股内転筋群（膝 OA 患者 1680±1214̊/sec2，健常高齢者 1318±532̊/sec2）で有意差を認めた。

【結論】

膝 OA 患者と健常高齢者では大腿四頭筋と足背屈筋群に大きな差を認めた。膝 OA 患者は立脚初期の大腿四頭筋の発揮張力低
下により膝伸展作用が低下する一方で，前脛骨筋を含む足背屈筋群の発揮張力を減少させ，その膝屈曲作用を低下させている。
足背屈筋群は下腿を前傾することで膝を屈曲させるため，膝 OA 患者は足背屈筋群の張力発揮を抑えて立脚初期に膝屈曲が生
じない代償パターンにて歩行していることが明らかとなった。
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O-MT-09-6

変形性膝関節症患者の下肢運動調整能力と 10m歩行速度の関連
65歳以上の女性を対象とした検討
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【はじめに，目的】

従来から，変形性膝関節症（膝 OA）の筋力と臨床成績の相関が低いこと（和田 1994）や筋力増強の症状改善効果がないこと
（Callagha 1995）が報告されている。一方，膝 OA 患者の下肢運動調整能力に関して，膝の関節位置覚の低下（Barrett 1991）や
下肢筋活動の協調性の異常（Hubley�Kozey 2009）が報告されている。我々は，高齢者の下肢運動調整能力を測定するために，
PC 画面上に描かれた目標軌跡（円・星）をマウスが内蔵された下肢装着デバイス（デバイス）を使用してなぞり，その指標：
運動時間（MT）および目標軌跡からの逸脱面積（EA）を算出するシステム（下肢運動調整能力測定装置：装置）を作成した。
指標の信頼性と妥当性（藁科 2016）は確認されているが，膝 OA を対象とした検討はされていない。本研究の目的は，膝 OA
を有する高齢者に対する装置による下肢運動調整能力と 10m 歩行速度との関連を検討することである。

【方法】

対象は H28 年 6 月から 8 月に当院受診し片側膝 OA と診断された 65 歳以上の高齢女性 11 名（平均年齢 71.8 歳， 右膝 OA6 名，
左膝 OA5 名）とした。対象はすべて独歩にて日常生活が自立していた。下肢運動調整能力の測定は椅子座位にて，測定足にデ
バイスを取り付け，股関節・膝関節 90̊ を開始姿勢とした。目線の高さ前方 1m の PC モニターに開始と終了場所が示された
円・星のいずれかを写し，黒い線で示した目標軌跡に対し「できるだけ正確に」なぞるよう指示した。開始場所から終了場所の
MT（秒）と EA（pixels）を記録した。10m 歩行速度はリハ室に設置した歩行路でストップウォッチを使用して時間（秒）を計っ
た。円・星コースの MT と EA における患側と健側の比較（Wilcoxon 順位和検定），各指標と 10m 歩行速度との相関（Spearman
順位相関係数検定）を検討した（有意水準は 5％）。

【結果】

下肢運動調整能力の平均値（標準偏差），円の MT は患側 30.0（23.3）秒，健側 30.1（20.1）秒，EA は患側 119612（8883）pix-
els，健側 17798（6399）pixels，星の MT は患側 43.3（21.3）秒，健側 48.2（28.1）秒，EA は患側 20650（6402）pixels，健側 20070

（7631）pixels であった。全ての患側と健側の間に有意差はなかった。10m 歩行速度は 6.2（0.7）秒であった。相関分析において，
10m 最大歩行速度と星の健側 EA とのみ有意な相関（rs＝0.67，p=0.03）があった。

【結論】

従来，膝 OA の下肢運動調整能力は低下するとされているが，本研究の対象者においては低下していなかった。理由として，患
側と健側という要因に支持脚と機能脚という要因や腫脹の有無などの問題が交絡要因となった可能性が考えられる。健側の星
における EA と 10m 歩行速度との関連があったということは，膝 OA を有する高齢女性においては，健側下肢の運動調整能力
が歩行能力と関連する要因であることを示す。膝 OA に対する理学療法においては，患側のみならず，健側下肢に着目する必要
があることを示唆する。
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人工膝関節全置換術後長期間のリハビリテーションは必要である
―術後平均 10年経過例における大腿四頭筋の等尺性筋力解析から―
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【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下 TKA）後の大腿四頭筋筋力低下に関する報告の多くは術後短期間での成績であり，術後長期成績に
関する報告は少ない。近年大腿四頭筋筋力（以下 QS）は患者立脚型評価である Knee Society Knee Scoring System（以下
KSKSS）にて定義されている基本的活動ならびに応用的活動と高い相関関係があると報告されており，Furu らは（J Orthop
Sci. 2016），QS は TKA 術後患者の満足度や活動復帰においても重要であると報告している。本研究の目的は両側 TKA 術後平
均 10 年経過例における QS を TKA 症例と年齢を合わせた健常例と比較し，同時に同一症例間で左右異なるデザインの QS へ
の影響を検討することである。

【方法】

両側変形性膝関節症と診断され，一側を Depuy 社製 LCS Total Knee System 後十字靭帯温存型（以下 CR 群）に置換し，もう
一側を切離型（以下 PS 群）に置換した二期的両側 TKA34 例 68 膝を対象とした（平均年齢 81 歳，69�96 歳）。手術はすべて同
一術者によって施行され，CR 群のフォローアップ期間は 111 カ月，PS 群は 114 カ月であった。また TKA 症例と年齢を合わせ
た膝への愁訴のない健常例 35 例 70 膝を対照群とした（平均年齢 83 歳，71�92 歳）。大腿四頭筋筋力測定はアルケア社製ロコモ
スキャンにて，膝 20̊ 屈曲位での等尺性膝伸展筋力を測定した。各群 3 回ずつ測定し，最大値を代表値として，体重に対する筋
力比（以下 MS/BW；N/kg）を検討項目とした。医療側評価として Hospital for Special Surgery（以下 HSS）スコア統計と患者
立脚型評価である KSKSS を実施した。

【結果】

MS/BW において，CR 群は 3.3（1.4�10.5），PS 群は 3.4（0.9�9.3），対照群は 4.6（0.4�8.8）であった。CR 群と PS 群との間に有
意差を認めなかったが，健常群と比較し CR 群・PS 群ともに有意に低値を示した（CR 群 p=0.020，PS 群 p=0.024）。HSS は CR
群 95/100 点，PS 群 95/100 点であったが，KSKSS は CR 群 132/180 点，PS 群 132/180 点とそれぞれ低値を示した。

【結論】

本研究の結果より術後平均 10 年経過例において，臨床成績が良好にも関わらず CR 群・PS 群のいずれにおいても体重に対する
筋力比が同年代の健常者と比較して有意に低値を示しており，大腿四頭筋の筋力低下が術後中長期においても残存しているこ
とが示唆された。また，CR 群・PS 群間で差を認めず，PCL 温存は大腿四頭筋筋力の点において大きなメリットにならないこと
が示唆された。今回の結果から，医療側評価スコアが高値にも拘らず，患者自身の満足度が低く，残存する大腿四頭筋筋力低下
もその一因であることが推察された。昨今の在院日数の短縮化や診療報酬改定によるリハビリテーション期間の短縮化が進め
られている中，TKA 後の患者満足度や活動復帰にとって大腿四頭筋が重要であることを考慮し健常例と同レベルまでに改善さ
せるためには，ホームエクササイズの提案など，大腿四頭筋筋力強化の長期間の継続が必要であることが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）14：10～15：10 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）【口述演題（運動器）10】

O-MT-10-2

人工膝関節全置換術患者における身体能力の推移
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【目的】

我々は，人工膝関節全置換術（以下 TKA）施行前後の膝関節屈曲・伸展筋力や関節可動域などの身体機能面の経時的変化につ
いて報告してきた。しかしながら，本邦における TKA 施行前後の身体能力の推移については，多施設間でのデータ蓄積による
報告や縦断研究での報告が少なく，目の前の患者がどのような経過を辿るのかが明確になっているとは言い難い。そこで，本研
究では TKA 施行前後の身体能力面における経時的推移を示すことを目的とする。

【方法】

対象は 2010 年 4 月から 2015 年 8 月までに 4 病院で TKA を施行し，術前，術後 3 週，術後 8 週，術後 12 週の 4 時期全てで 5
m 歩行時間，Timed Up＆Go Test（以下 TUG），Quick Squat Test（以下 QST）を評価している症例とした。それぞれの症例数
と平均年齢は，5m 歩行時間で 219 膝，72.9±7.9 歳，TUG で 214 膝，72.7±7.9 歳，QST で 176 膝，73.8±7.9 歳であった。上記
の評価項目について 4 時期における推移を一元配置分散分析にて統計解析した（SPSS Ver.19）。なお，QST とは我々が独自に用
いている評価法であり，膝関節屈曲 60̊ までのスクワットを 10 秒間に出来るだけ早く行い，その回数を評価するものである。

【結果】

各評価項目における平均値の推移を，術前，術後 3 週，術後 8 週，術後 12 週の順に示す。5m 歩行時間（秒）は 5.0±2.0，6.1
±2.9，4.6±1.6，4.2±1.6，TUG（秒）は 12.2±5.3，14.8±8.1，10.9±4.1，10.3±4.8，QST（回）は 9.3±3.2，9.1±3.3，10.6±3.3，
11.5±3.1 であった。各評価項目とも術前と術後 12 週，術後 3 週と術後 8 週・12 週との間に有意差が認められ，術後 8 週と術後
12 週の間には有意差は認められなかった。また，5m 歩行時間と TUG では術前と術後 3 週に有意差が認められた。

【結論】

QST は伸長�短縮サイクル（stretch�shortening cycle 以下 SSC）運動であり，SSC 運動はスポーツ選手の投擲動作時やジャンプ
施行時から健常者の通常歩行時まで幅広い動作において認められている。我々はこれまで TKA 患者の QST 回数と歩行速度や
TUG において相関が認められたことを報告しており，QST が動作能力を反映すると考えている。今回の結果から，術前よりも
術後 3 週は低下傾向を示すも，術後 8 週間経過すれば術前よりも改善傾向を示し，術後 12 週経過すれば術前よりも改善すると
いう TKA 患者の短期的な身体能力の推移が示された。この結果は，これまでに報告してきた身体機能面の回復過程とほぼ同様
の経過を示した。そして，術後 8 週と術後 12 週の間に有意差が認められなかったことから，術後 12 週間経過すれば身体能力面
は概ねプラトーに達する可能性が示唆された。術前や術直後の患者は，手術に対する期待と共に不安感や術直後の強い疼痛か
ら，今後どのような経過を辿るのか疑問や不安を持つことも少なくない。そのような患者を前に，臨床から生まれたデータを基
に身体能力の推移を提示し，患者に還元することは意義のあることと考える。
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変形性膝関節症における手術適応例と手術回避例の患者特性の検討
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【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，膝 OA）のうち，約 1 割は手術療法を行なっている。OARSI のガイドラインでは，非薬物療法と薬物療
法の併用によって十分な疼痛緩和と機能改善が得られない膝 OA の場合は手術を考慮するとされている。手術適応には明確な
定義がある訳ではなく，手術適応に関する研究は少ない。また，保存療法を選択している膝 OA 患者には手術療法を選択するべ
きか悩んでいる場面に臨床上遭遇することが多い。

手術適応となった例と手術回避となった例の患者特性を知ることで，保存療法希望患者への適切な説明や指導が可能となると
考えられる。

そこで，自由が丘整形外科を受診した膝 OA 患者の中で，手術を回避できた例，手術適応にて他院紹介となった例の患者特性の
検討を行った。

【方法】

2014 年 1 月から 2016 年 8 月までの間に当院にて，膝 OA または骨壊死の診断がつき，医師より手術（人工関節置換術または高
位脛骨骨切り術）目的で他院へ紹介した 88 人 122 膝（男：女＝17：61，年齢 67.51±9.83 歳，身長 1.58±0.08m，体重 61.51±12.24
kg，BMI24.21±4.43）を手術適応群，当院にて保存療法を実施し手術を回避できている人のうち，無作為に 148 人 202 膝（男：
女＝23：125，年齢 63.97±10.24 歳，身長 1.58±0.08m，体重 56.84±9.59kg，BMI22.83±3.05）を抽出し手術回避群とした。自己
免疫疾患を合併している症例は除外した。解析項目として年齢，身長，体重，BMI，YAM，内科的疾患のうち糖尿病，高脂血
症，高血圧の有無を抽出し検討した。

保存療法（ステロイド注射，リハビリ期間 3 ヶ月以上）を継続したが，手術適応となった群 25 人 36 膝（男：女＝4：24，年齢
67.92±9.51 歳，身長 1.59±0.09m，体重 64.31±12.49kg，BMI25.44±3.37）と手術回避群 45 人 49 膝（男：女＝3：42，年齢 65，
84±9.08 歳，身長 1.55±0.07m，体重 55.28±9.8kg，BMI22.82±3.1）で上記項目に加え，レントゲン上より kellgren�lawrence
の分類（以下 KL 分類），大腿脛骨角，MRI 上より骨髄浮腫，骨壊死，ACL 損傷の有無を抽出し検討した。

統計学的処理はそれぞれ対応のない t 検定，χ2検定を使用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

年齢，体重，BMI は手術適応群が有意に高値を示し，YAM は有意に低値を示した（p＜0.05）。一方で，内科的疾患には有意差
が認められなかった。

保存療法を継続したが手術適応になった群では，体重，BMI，大腿脛骨角が有意に高値を示した（p＜0.05）。保存療法を継続し
たが手術になる因子として，高脂血症の有無，ACL 損傷の有無，骨髄浮腫の有無，KL 分類に有意な関連があることが示唆され
た（p＜0.05）。

【結論】

本研究において，膝関節が構造的に破綻している場合は，保存療法の効果が見込みにくいといえることが示唆された。しかし，
構造的問題以外において，手術回避群では高脂血症や体重過多が有意に少ないことが特徴として挙げられる。このことから，運
動指導や食事指導，生活指導を行なうことで体重コントロールや生活習慣の改善が見られた場合，手術回避が可能となる可能性
が示唆された。
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変形性膝関節症患者の社会活動とその関連因子の検討
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【はじめに，目的】高齢者の社会活動への参加は健康や生活機能の維持に重要である。変形性膝関節症（膝 OA）患者では，機能
障害などにより社会活動が減少している可能性があるが，臨床では積極的に社会活動を行っている患者も存在する。膝 OA 患者
の社会活動を促進するためには，社会活動に影響する因子を把握する必要があるが，膝 OA 患者の社会活動を規定する因子は明
らかでない。したがって，本研究では膝 OA 患者の社会活動の実施状況を明らかにし，社会活動への関連因子を検討することを
目的とした。

【方法】対象は膝 OA を原疾患として当院へ外来通院中である患者 101 名（年齢 75.7±5.3 歳，患側 gradeIV/III/II；62/30/9
名，健側 gradeIV/III/II/I；37/28/26/10 名）とし，仕事をしている者や歩行に影響を及ぼす他の疾患を有する者は除外した。
社会活動の評価には，いきいき社会活動チェック表の「社会的活動」を用い，点数および年齢により「1；やや不活発」「2；普通」

「3；やや活発」「4；非常に活発」の 4 段階で判定した。身体機能として膝関節可動域，膝関節伸展筋力，歩行速度，歩行時痛，
Timed Up ＆ Go test，the New Knee Society Score（KSS）を測定した。社会活動の実施状況の把握のために，全対象者のうち

「社会的活動」の各段階に占める対象者の割合を算出した。その後，統計学的解析として対象者を「社会的活動」より不活発群
（やや不活発）と活発群（やや活発・非常に活発）の 2 群に分け，年齢，BMI，膝関節 grade および各評価項目の差の検討を行
い（Mann�Whitney U 検定および χ2検定），有意差が p＜0.25 であったものを独立変数とした多重ロジスティック回帰分析を
行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】本研究の対象者における社会活動は不活発 30 名（27.5%），普通 46 名（42.2%），やや活発 22 名（20.2%），非常に活発 3
名（2.8%）であった。単変量解析の結果，有意差が p＜0.25 であった項目は年齢（p=0.21），患側膝伸展可動域（p=0.13），健側
膝伸展筋力（p=0.03），歩行速度（p=0.12），KSS（p=0.12）であり，多変量解析の結果，社会活動に関連因子として年齢（オッ
ズ比=1.21，p=0.01），KSS（オッズ比=1.03，p=0.045），健側膝伸展筋力（オッズ比=17.34，p=0.01）が抽出された。

【結論】本研究結果より年齢，健側膝伸展筋力および膝関節機能が社会活動に関連することが明らかとなった。膝 OA 患者では
患側下肢への荷重量が減少し，健側下肢へ依存した動作パターンとなっている可能性があり，膝 OA 患者の社会活動を向上する
には患側機能のみならず健側機能にも着目することが重要であると考えられる。また，社会参加と身体機能には相互関係がある
ため，社会活動の向上が膝関節機能の維持・向上に繋がる可能性がある。
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末期変形性膝関節症患者における手段的日常生活動作の低下を歩行速度から予
測する

小林 裕生1），廣瀬 和仁1），板東 正記1），藤岡 修司1），田中 聡2），加地 良雄1,3），山本 哲司1,3）
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3）香川大学医学部整形外科

key words 変形性膝関節症・予後予測・歩行速度

【はじめに，目的】

関節疾患は，高齢者が要支援に至る要因として最も割合が高い。特に下肢の関節疾患は，移動能力の低下をきたすため変形性膝
関節症（膝 OA）は，健康寿命に影響を及ぼす疾患である。したがって，膝 OA 患者の機能低下の予防や予測を行うことは重要
である。生活空間が制限されると活動性や身体機能の低下をもたらし，健康悪化の可能性があるといわれている。Life Space
Assessment（LSA）は，身体活動性を生活空間で評価でき，健康悪化を予測する初期の指標である。末期膝 OA 患者の手段的
日常生活動作（IADL）の低下と LSA には関係性があり，カットオフ値は 56 点と報告されている。歩行速度と機能低下の関係
は多く報告されているが，LSA を予後予測のアウトカムとし，対象を末期膝 OA 患者に限定して調査されたものはない。さらに，
簡便に評価ができる歩行速度は活動制約に関連する有用な指標であり，歩行速度から予後予測することは意義があると考える。
本研究の目的は LSA56 点を基準に末期膝 OA 患者を群分けし，歩行速度と身体活動量を比較すること，IADL の低下を予測す
る歩行速度のカットオフ値を求めることとした。

【方法】

対象は末期膝 OA 患者 40 名（年齢 74.2 歳±6.9，BMI26.2±3.6kg/m2，男性 12 名，女性 28 名，KL 分類：GradeIII7 名，GradeIV
33 名）であった。測定項目は，10m 歩行テスト，身体活動量の評価として International Physical Activity Questionnaire�short
version（IPAQ�sv）と LSA を使用した。10m 歩行テストは独歩，通常歩行速度で 2 回測定し平均時間より歩行速度（m/min）
を算出した。IPAQ�sv は，質問紙より 1 週間の平均運動消費エネルギー（kcal）を求めた。LSA は 0～120 点で評価され，得点
が高いと活動性が高い（生活空間が広い）ことを示す。また，対象者を A 群（LSA＜56 点，IADL 低下リスク有），B 群（LSA
＞56 点，IADL 低下リスクなし）の 2 群に分類した。統計学的解析として，両群における歩行速度と IPAQ�sv の比較に 2 標本
t 検定，Mann�Whitney 検定を使用した。さらに，歩行速度と LSA の得点との ROC 解析を行い，IADL の低下を予測する歩行
速度のカットオフ値を算出した。いずれも有意水準は 5％ とした。

【結果】

本研究では，A 群 10 名，B 群 30 名であった。群間比較の結果，歩行速度（m/min）は A 群 49.5±13.8，B 群 59.5±12.5 で有意
差をみとめた（p=0.04）。IPAQ�sv（kcal）は A 群 326.3±639.3，B 群 4404.7±6426.8 であり有意差をみとめた（p＜0.01）。ROC
解析の結果，歩行速度のカットオフ値は 54.2m/min（AUC：0.72，p＝0.02），感度 63.3％，特異度 80.0％，陽性尤度比 3.1，陰性
尤度比 0.4 であった。

【結論】

本研究の結果，生活空間が狭いと歩行速度は遅く，身体活動量が少ないことが明らかとなった。歩行速度 52.4m/min は末期膝
OA 患者における IADL の低下を予測するための有用な指標になることが示唆され，対象者の特性を考慮した理学療法介入や
社会参加の提案の一助になると考える。
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関節軟骨変性過程における関節不安定性と骨棘形成の関連

村田 健児1），国分 貴徳2），鬼塚 勝哉3），藤原 秀平3），中島 彩3），森下 佑里1），藤野 努1），
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key words 関節不安定性・骨棘・変形性膝関節症

【はじめに，目的】

ヒトは，関節の「緩さ」や「硬さ」といった身体的特徴が，運動器疾患の発症に関連することを経験的に理解している。我々は，
関節の「緩さ」を関節不安定性と定義し，関節軟骨の変性に関節不安定性が寄与することを実験的に報告した。しかし，関節不
安定性が軟骨変性メカニズムに及ぼす一連の応答機構についての理解は十分でない。近年の報告では，滑膜に近接する軟骨辺縁
部の骨棘は，関節不安定性によって増進し，関節軟骨の変性を促進することが報告されている。このことから，関節不安定性を
制動した場合，骨棘形成を抑制し，軟骨変性を予防できると仮説をたて，実験的に検証した。

【方法】

10 週齢 Wistar 系雄性ラット 56 匹を，ACL 断裂による関節不安定群（ACL�T 群，22 匹），関節不安定性を制動した群（CAJM
群，22 匹），介入は行わないコントロール群（INTACT 群，12 匹）の 3 群に分類した。術後 2，4 週目で膝関節を採取し，軟 X
線を用いて本モデルの関節不安定性を検証した。骨棘の評価は，軟 X 線を用いた Oprenyeszk らの方法（2013），組織学的分析
は Kaneko らの方法（2014）で評価した（大きさと成熟度を 0�6 点で構成，点数が高いほど骨棘形成が進行）。また，滑膜にお
ける骨棘形成に関連する因子（BMP�2，VEGF，TGF�β）の mRNA 発現量について，リアルタイム PCR を用いて検証した。
関節軟骨は，インディアンインクによる Udo らに手法（2015）による観察的分析（0�5 点で構成，点数が高いと変性が著しい），
サフラニン O・ファストグリン染色を用いた組織学的分析（OARSI スコア：0�24 点で構成，点数が高いと変性が著しい）で評
価した。統計解析は，一元配置分散分析（Tukey 法）または Kruskal�Wallis test（Bonfeffoni 補正）を行った。また，組織学的
な骨棘形成スコアと関節不安定性量について，Spearman の相関係数を算出した。統計的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

関節不安定性を示す脛骨前方引出し距離は，2 週目時点で INTACT 群に比較して，CAJM 群は 1.8 倍，ACL�T 群は 4.8 倍であっ
た（p＜0.001）。4 週目時点では，INTACT 群に比較して，CAJM 群は 2.6 倍，ACL�T 群は 6.1 倍であった（p＜0.001）。骨棘は，
4 週目時点の ACL�T 群で INTACT 群に比較して，有意に高い値であった。組織学的スコアでも，INTACT 群に比較して，
CAJM 群は 2.4 倍，ACL�T 群は 3.5 倍と有意に ACL�T 群で高値を示した（p＜0.001）。滑膜における mRNA 発現量は ACL�T
群において BMP�2 で 3.25 倍と有意に高い値を示した。組織学的な骨増殖体と関節不安定性の相関係数は 0.625 であった（p
＜0.001）。軟骨については，4 週目時点の OARSI スコアは，INTACT 群に比較して，CAJM 群は 2.0 倍，ACL�T 群は 10.2 倍高
値であった（p＜0.001）。

【結論】

関節不安定性を制動することで，滑膜における骨棘形成因子を抑制し，膝関節の骨棘抑制，軟骨変性を低減した。すなわち，関
節不安定性を呈する症例は，変形性膝関節症進行予防のために関節の不安定性を軽減させる必要がある。
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リバース型人工肩関節全置換術における結髪動作と肩関節機能について
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【はじめに】

リバース型人工肩関節全置換術（以下，RSA）は，主に広範囲腱板断裂の修復不能例や修復術後の再断裂例に対する外科的治療
法として，2014 年から本邦にも導入された。RSA は肩甲上腕関節の凹凸形状により三角筋の張力とモーメントアームが増加す
ることで，腱板機能が消失しても三角筋機能により上肢の挙上運動が可能となる。しかし，外旋機能が低下することも報告され
ており，結髪動作など外旋運動が必要とされる日常生活動作に影響することが考えられる。本研究の目的は，RSA 術後における
結髪動作について調査し，結髪動作に必要な肩関節機能を検討することである。

【方法】

対象は RSA を施行された 18 例 18 肩（男性 8 例，女性 10 例：平均年齢 75.1±5.7 歳）で，基礎疾患は広範囲腱板断裂であった。
評価時期は RSA 術後 1 年とし，結髪動作の評価指標は「手を頭の後ろにし，肘を前後に動かす」ことが良好な群（以下；G
群）と不良な群（以下；P 群）に分類した。肩関節機能の評価項目は自動可動域（屈曲・外転・下垂位外旋・外転 90̊ 位外旋），
他動可動域（屈曲・外転・下垂位外旋・外転 90̊ 位外旋），肩関節筋力（屈曲・外転・下垂位外旋・外転 90̊ 位外旋）とした。両
群における各評価値の比較はマン・ホイットニーの U 検定を用いた。なお，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

G 群は 10 名（男性 5 名，女性 5 名），P 群は 8 名（男 3 名，女性 5 名）で両群の年齢・身長・体重に有意な差はなかった。肩関
節機能は，自動可動域において屈曲が G 群 121.5±14.8̊・P 群 86.4±25.6̊，外転が G 群 119.0±21.4̊・P 群 76.4±24.1̊，下垂位外
旋が G 群 26.0±10.1̊・P 群 10.0±6.5̊，外転 90̊ 位外旋が G 群 28.5±20.3̊・P 群 5.5±11.1̊ と G 群の方が有意に高かった（p＜
0.05）。他動可動域および筋力値に有意な差はなかった。

【考察】

結髪動作獲得について，中村らは腱板断裂や拘縮肩の症例において屈曲 129.1̊・外転 111.2̊・下垂位外旋 20.0̊・外転 90̊ 位外旋
51.0̊ の自動可動域が必要と報告している。本研究においても G 群で同程度の自動可動域が示されたが，外転 90̊ 位外旋に関して
は RSA 症例が低値であり，肩甲胸郭関節などの代償機能によって補っている可能性が考えられる。また，両群に他動可動域お
よび筋力値に差がみられなかったことから，自動可動域の制限要因について更なる検討が必要と考える。

【結論】

結髪動作が良好な群と不良な群の肩関節機能について比較を行った。RSA 術後症例においては，屈曲・外転・外旋の自動可動域
が結髪動作獲得に必要であることが示唆された。特に，外転 90̊ 位外旋の自動可動域では肩甲胸郭関節などの代償機能が考えら
れ，自動可動域の制限要因を含め，今後更なる検討が必要と考える。
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【目的】

鏡視下腱板修復術（以下 ARCR）は良好な臨床成績が報告されており，近年では客観的尺度のみではなく主観的尺度を用いた報
告が散見されるようになってきた。その中でも患者の不安感，不満感がない，いわゆる患者満足度が特に重要であり，これが医
療の質を反映するものと考えられる。今回の目的は術後 1 年の後療法終了時における患者満足度を調査し，疼痛，可動域，筋力
との関連性を明らかにすることである。

【方法】

対象は当院にて ARCR 後に後療法を施行し，術後 1 年まで経過観察可能かつ利き手が患側の 42 例。男性 22 例，女性 20 例。平
均年齢は 63.8 歳。この対象を中断裂 23 例，大広範囲断裂 19 例に分けた。満足度には腱板障害 QOL 尺度である日本語版 WEST-
ERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX（WORC）の EMOTION カテゴリーの点数を使用した。VAS100mm の自己記入方
式で，不安感や不満感が低値であるほど満足度が高いと定義した。運動療法終了時の疼痛（運動時痛，夜間痛の VAS），可動域

（座位自動挙上，下垂外旋角度，結帯は棘突起到達位置を点数化），筋力（90̊ 外転，下垂外旋の筋力体重比）を調査し，EMOTION
カテゴリー点数との相関関係をサイズ毎に分けて検討した。統計処理は spearman の順位相関係数を用いて有意水準は 5％ 未
満とした。

【結果】

EMOTION カテゴリー点数との相関関係は，中断裂サイズでは運動時痛 r＝0.70，夜間痛 r＝0.64 で有意な正の相関を認めた。可
動域と筋力は有意な相関は認めなかった。大広範囲断裂サイズの疼痛は運動時痛のみ r＝0.57 で有意な正の相関を認めた。可動
域は挙上 r＝－0.48，外旋 r＝－0.60，結帯 r＝－0.68 で有意な負の相関を認めた。筋力は外旋筋力のみ r＝－0.68 で有意な負の相
関を認めた。

【結論】

今回の調査で，断裂サイズによって満足度に影響する因子が違うという知見を得た。中断裂サイズは疼痛が満足度に影響し，疼
痛が少ないほど満足度が高い。可動域，筋力が相関しない理由として断裂サイズが小さいため，機能低下が軽度で術後の改善が
得られやすかったと考えられた。大広範囲断裂サイズは疼痛，可動域，筋力が満足度に影響し，運動時痛が少ないこと，機能面
では外旋と結帯可動域が特に良好，下垂外旋筋力が強いほど満足度が高いことが明らかとなった。これらの因子を念頭に入れて
後療法を行うことで，患者満足度が向上する可能性が示唆された。
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O-MT-11-3

腱板断裂術後 3ヶ月の shoulder36 が術後経過に与える影響

中嶋 良介1），有阪 芳乃1），川井 誉清1），荻野 修平2），村田 亮2），石毛 徳之2）

1）松戸整形外科病院リハビリテーションセンター，2）松戸整形外科病院MD

key words 腱板断裂・shoulder36・術後経過

【はじめに，目的】

腱板断裂術後の経過は術前の日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準（以下，JOA score）との関連などが報告されてい
る。近年，患者立脚型肩関節評価法 Shoulder36 V1.3（以下，Sh36）の有用性が報告され，普及してきているが，客観的評価と
主観的評価の関連に留まり，Sh36 良好となった例と術後経過の関連を述べている研究は少ない。そこで本研究の目的は，鏡視
下骨孔腱板修復術後の主観的評価の違いが術後経過へ影響を及ぼすか検討することとした。

【方法】

対象は 2014 年 3 月から 2016 年 5 月までに当院を受診し，当院肩専門医より腱板断裂と診断され，鏡視下骨孔腱板修復術を施行
し，術後 1 年経過観察可能であった 113 例（男性 57 例，女性 56 例）とした。年齢は 66.4±8.6 歳であった。再断裂例および大
断裂，広範囲断裂例は対象から除外した。当院では JOA score，Sh36 共に術前，術後 3 ヶ月，術後 6 ヶ月，術後 1 年で取得して
いる。術後 3 ヶ月時点での Sh36 において，スポーツ項目を除いた，疼痛，可動域，筋力，健康感，日常生活機能の 5 項目 34
設問がすべて 3 以上であるものを良好群とし，1 つでも 3 未満の設問があった場合は困難群と定義し群分けを行った。2 群間に
おける術後経過の比較には JOA score を用いて検討を行った。JOA score は X 線所見評価，関節安定性評価を除いた 80 点満点
で評価した。統計学的検討には SPSS を用い，良好群，困難群の術後 6 ヶ月，術後 1 年時の JOA score に対し二元配置分散分析
にて解析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

良好群は 35 名，困難群は 78 名であった。JOA score は良好群において術後 3 ヶ月では 54.3 点，術後 6 ヶ月では 67.1 点，術後
1 年では 73.8 点であった。困難群においては術後 3 ヶ月では 43.7 点，術後 6 ヶ月では 60.5 点，術後 1 年では 71.6 点であった。
また，術前 JOA score は良好群 51.1 点，困難群 48 点となり 2 群間に有意差は認められなかった。また，良好群，困難群の術後
経過には交互作用が認められた（P＜0.05）。

【結論】

腱板断裂術後の術後経過は断裂サイズや術前 JOA score に影響されると報告されているが，本研究の結果より，術後 3 ヶ月時点
での Sh36 は術後経過に何らかの影響を及ぼすことが示唆された。術後 3 ヶ月に主観的評価である Sh36 を改善することが術後
経過に良好な影響を与える要因になる可能性があると考える。中野らは腱板断裂術前患者において，Sh36 の評価の有用性につ
いて報告している。本研究の結果より，腱板断裂術後 3 ヶ月においても Sh36 は有用な評価である可能性が示唆された。可動域
や筋力などの客観的な指標に加え，術後 3 ヶ月までに患者が主観的に「やや困難であるができる」と感じる程度まで回復できる
よう，術後早期の理学療法を進めていく必要性があることも示唆された。また，今後は術後 3 ヶ月で Sh36 が良好となるような
アプローチ・介入方法などの考案も課題として挙げられると考える。
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O-MT-11-4

なで肩といかり肩が肩甲上腕リズムに与える影響

木村 淳志，西村 勇輝

南川整形外科病院リハビリテーション部

key words なで肩・いかり肩・肩甲上腕リズム

【はじめに，目的】

肩には医学的な定義は明確ではないが，なで肩といかり肩の肩型がある。通常，見た目で判断されるこの分類は，安静時での胸
郭に対する肩甲骨の位置や回旋角度の違いによるものであり，肩甲骨運動を不規則にする一因であると考える。本研究の目的
は，なで肩，いかり肩が肩甲上腕リズムに与える影響を調査することである。

【方法】

対象は肩に愁訴のない成人男性で，事前の調査で分類した普通肩 9 名，なで肩 9 名，いかり肩 8 名の 26 名（26 肩），平均年齢は
27.3±4.0 歳とした。この分類は，鎖骨遠位端から頚部への線と水平線がなす角度を頸肩傾斜角として，なで肩 24̊ 以上，普通肩
24 未満 19̊ 以上，いかり肩 19̊ 未満とした判断基準（第 50 回日本理学療法学術集会）を使用し，普通肩 22.7±1.5̊，なで肩 27.9
±2.4̊，いかり肩 17.9±1.7̊ で 3 群に有意な差を認めた。本研究の計測は，磁気センサー式 3 次元空間計測装置（Polhemus 社製）
を用いた。運動課題は上肢肩甲面挙上で，下垂位から最大挙上までを練習後，運動を 1 回行い，上肢挙上 0～120̊ に伴う肩甲骨
上方回旋角，後方傾斜角，外旋角および肩甲上腕関節挙上角を 10̊ 毎に算出した。この上肢挙上 0～120̊ の算出値と 30～120̊
の 10̊ 毎の肩甲上腕リズム（=肩甲上腕関節挙上角/肩甲骨上方回旋角）を普通肩，なで肩，いかり肩の 3 群で比較した。統計処
理は多重比較検定（Bonferroni 法）を用い，危険率 5％ 未満を有意差ありと判断した。

【結果】

上肢挙上 0～120̊ の肩甲骨上方回旋角は，普通肩（0.7～41.3̊）と比較してなで肩（�2.6～36.0）は低値，いかり肩（4.7～42.6̊）は
高値で増加する傾向にあった。普通肩となで肩の比較は 10～50̊ でなで肩が有意に低値を示したが，普通肩といかり肩の比較は
全角度で有意な差を認めなかった。なで肩といかり肩の比較では，0～100̊ でなで肩が有意に低値を示した。肩甲上腕関節挙上
角は，上肢挙上 0̊ は普通肩（6.6̊）と比較してなで肩（4.8̊）が低値，いかり肩（8.3̊）が高値であり，上方回旋角と同様であっ
た。上肢挙上 10～120̊ では逆となり，普通肩（9.7～75.7̊）と比較してなで肩（12.2～79.1̊）が高値，いかり肩（7.8～75.3̊）が低
値で増加する傾向にあった。普通肩となで肩の比較は上肢挙上 40～60̊ でなで肩が有意に高値，なで肩といかり肩では上肢挙上
10～90̊ でなで肩が有意に高値であった。上肢挙上 30～120̊ の肩甲上腕リズムは普通肩 1.8，なで肩 2.7，いかり肩 1.6（全例 2.0）
であり，なで肩は普通肩，いかり肩と比較して有意に高値を示した。

【結論】

Inman は外転 30̊，屈曲 60̊ までは setting phase で肩甲骨の動きは一律ではないと述べている。本研究の結果より，なで肩とい
かり肩の上肢肩甲面挙上での肩甲骨上方回旋，肩甲上腕リズムに差があるわかり，なで肩やいかり肩の分類も挙上初期の肩甲骨
運動を不規則にする要因の一つであることが示唆された。
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O-MT-11-5

肩こりに対する物理療法が上部僧帽筋の弾性率に及ぼす即時的な影響
剪断波エラストグラフィーを用いた筋弾性率の比較

遠藤 達矢1），小俣 純一1,2），三浦 拓也1），佐藤 圭汰1），岩渕 真澄3），白土 修3），伊藤 俊一1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科，
2）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室，
3）福島県立医科大学会津医療センター整形外科・脊椎外科学講座，4）北海道千歳リハビリテーション学院

key words 超音波エラストグラフィー・物理療法・筋弾性

【はじめに，目的】

男女ともに高い有訴率を誇る肩こりにおいて，スティフネスの増加や圧痛を認めることの多い上部僧帽筋に対して筋弾性率を
評価し検討している報告は少ない。肩こりに対しては臨床においてホットパックや電気刺激療法などの物理療法が用いられる
ことがあるが，物理療法の種類による効果の差を検討している報告も少ない。近年，組織の弾性率を評価する方法として剪断波
エラストグラフィー（以下；SWE）が着目されている。そこで本研究の目的は，肩こりを有する成人女性に対するホットパック
と経皮的高電圧電気刺激療法（以下；HVS）の即時的な効果を SWE を用いて検討することである。

【方法】

対象は肩こりを有する成人女性 54 名（年齢 40.7 歳）とし，対照群，ホットパック群，HVS 群の 3 群に分類した。SWE の測定
肢位は腹臥位とし，介入前後の上部僧帽筋の筋弾性率を測定した。筋弾性率は超音波診断装置（SuperSonic Imagine 社製）の
SWE を用い，計測を介入前後に各々 3 回行い平均値を用いた。ホットパック群は湿式ホットパック装置（CL�35，酒井医療社製）
を用い，槽内温度を 70 度とし乾熱法にて実施した。HVS 群は PHYSIO ACTIVE HV（酒井医療社製）を用い，周波数 50Hz・
パルス持続時間 50μsec として，対象者が不快に感じない電流強度で実施した。介入時間は各群 10 分間とした。統計解析は，3
群間での筋弾性率に対する効果の差をみるために ANOVA（Kruskal�Wallis 検定）で有意差を確認後，多重比較法（Steel�Dwass
検定）を行った。検定に先立って，各変数が正規分布に従うか Shapiro�Wilk 検定で確認した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

介入前の筋弾性率（中央値を記載）は対照群；36.7kPa，ホットパック群；37.9kPa，HVS 群；32.2kPa であった。介入後は対照
群；46.3kPa，ホットパック群；28.9kPa，HVS 群；24.7kPa であった。介入前の筋弾性率は，ANOVA にて有意な差を認めなかっ
た。介入後は 3 群間による筋弾性率の比較で，対照群とホットパック群，対照群と HVS 群，ホットパック群と HVS 群の間に有
意な差が認められた。

【結論】

ホットパック群と HVS 群に関して，両群とも対照群より筋弾性率の改善を示した。また，HVS 群はホットパック群より 10
分間の介入では筋弾性率の改善を示した。今回用いた HVS は，筋組織を刺激する周波数を用いたため，Sandberg らが報告して
いる筋収縮による血流改善作用により高い効果が得られたと考える。ホットパックでは筋組織が最高温度に達するまでに 15
分以上を要するとされており，ホットパック群と HVS 群に差が生じた原因となったと考える。本研究の結果より，肩こり有訴
者で上部僧帽筋の筋弾性が低下している場合に，物理療法を行うことは運動療法の前処置として有効である可能性があり，特に
HVS を用いることでより介入時間を短縮し筋弾性を改善できる可能性が示唆された。今後，効果の持続や複数の物理療法の組み
合わせによる効果の検証が必要と考える。
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O-MT-11-6

超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる非観血的授動術前の運動恐怖心が施術
後 1ヶ月の運動機能に及ぼす影響

榊 彰裕1），中北 智士2），芝 俊紀3），和田 治4），岡 智大4），朴 基彦5）

1）あんしんクリニック，2）あんしんクリニック住吉，3）松井整形外科，4）あんしん病院，
5）パクペインクリニック

key words 凍結肩・超音波・非観血的授動術

【はじめに，目的】近年，難治性の凍結肩に対して，外来で簡便にできる超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる非観血的授動
術（以下：徒手授動術）が施行され，施術後早期より良好な治療成績が報告されている。徒手授動術後の疼痛・可動域に影響を
与える因子に，施術前の可動域や糖尿病の有無が挙げられる。他の整形疾患術後患者では，術前の心理的な要因が術後の運動機
能に影響を与えるとされ，運動に対する恐怖心が強いと疼痛の慢性化や身体的・心理社会的機能の障害に繋がると報告されて
いる。そのため，徒手授動術患者においても運動恐怖心と機能障害が関連する可能性があるが，それらを報告したものはない。
従って，本研究の目的は徒手授動術前の運動恐怖心が，施術後 1 ヶ月の運動機能に及ぼす影響を検討することとした。

【方法】対象は，徒手授動術を施行した肩関節拘縮患者 23 名 23 肩（男性 5 名，女性 18 名，右側 14 肩，左側 9 肩，年齢 51.4
±7.0 歳）とした。除外基準は，腱板断裂を合併している者，糖尿病を罹患している者，施術前の他動肩関節屈曲可動域（以下：
AE）が 90̊ 未満の者とした。評価時期は，施術前 1 週（以下：Pre）と施術後 1 ヶ月（以下：Post1m）とした。Pre の運動恐怖
心の評価に Tampa Scale of Kinesiophobia（以下：TSK）を用いた。Post1m の運動機能評価には運動時痛，夜間痛，自動 AE，
下垂位外旋（以下：ER）可動域を測定し，上肢機能障害の評価には Quick DASH の機能障害/症状スコアを用いた。統計学的解
析には，Pre の TSK と Post1m の疼痛，肩関節可動域，Quick DASH との関連性を Spearman の順位相関係数を用いて検討した。
有意水準は 5％ とした。

【結果】

本研究の結果（Pre/Post1m），TSK は 40.4±1.8 点/36.1±4.9 点，運動時痛は 56.3±23.5mm/18.6±14.5mm，夜間痛は 59.1±28.4
mm/11.0±13.0mm，自動 AE は 105.7±16.5̊/144.1±18.0̊，自動 ER は 13.8±8.9̊/46.3±12.4̊，Quick DASH は 34.5±16.0 点/13.9
±9.1 点となった。単変量解析の結果，Pre の TSK と Post1m の運動時痛（ρ=0.52，p=0.01），Quick DASH（ρ=0.54，p＜0.01）
に有意な相関を認めた。

【結論】本研究より，徒手授動術前の運動恐怖心は施術後 1 ヶ月の運動時痛，機能障害に影響を及ぼすことが示唆された。他の
整形疾患患者において，術前の運動恐怖心は術後の疼痛，機能障害に影響すると報告されており，本研究においても同様の結果
となった。また，運動恐怖心が高い場合では恐怖�回避モデルを形成しやいと報告されている。本研究においても，施術前より
運動恐怖心が強いため恐怖�回避モデルを形成していた可能性が高く，施術後も疼痛を引き起こす可能性がある動作や行動を回
避または制限したのではないかと考えられ，徒手授動術前の運動恐怖心が施後 1 ヶ月での運動時痛，機能障害に繋がったと考え
られる。そのため，徒手授動術前より運動機能のみならず心理的な要因に対しても治療介入を行う必要があると考えられる。
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O-MT-12-1

コアループを用いた多裂筋動的エクササイズの筋電図学的解析

光田 真緒，石原 祐輔，西生 拓磨，濱松 和也，中嶋 正明

吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 多裂筋・動的エクササイズ・表面筋電図

【はじめに，目的】

慢性腰痛患者において腰部多裂筋（LM）が選択的な萎縮を来すことが報告されている。これに対し現在，バードドッグエクサ
サイズが推奨されているが，同運動は多裂筋の静的な等尺性収縮となっている。歩行動作を行う際に手に持って左右に振ること
により LM の活動を高める器具コアループ（CL）（Romage, Inc.）が開発された。CL は，長さ約 81cm のプラスチック性の筒で，
中に水を入れて重量を調節できる器具である。本研究の目的は，LM に対する CL を用いた動的なエクササイズの有用性を評価
するためのパイロットスタディとして， CL を用いた歩行動作における LM の活動度および活動特性を筋電図学的に解析した。

【方法】

対象は健常大学生 15 名（男性 14 名，女性 1 名：平均年齢 21.5±1.5 歳，平均 BMI20.8±1.3）とした。表面筋電図計は Nicolet
VikingIV（Nicolet 社製）を用いた。筋電図導出筋は左側の LM とした。足踏み群，CL 群，重り群の 3 種類のエクササイズ実施
時における筋電図積分（IEMG）を得た。足踏み群は，一定のリズム（1.67Hz）で足踏みをさせた。CL 群は同様の条件下で CL
を両手で把持し両上肢を前方挙上させ，体幹が回旋しないよう指示し，股関節屈曲側へ CL を振る動作をさせた。重り群は水を
抜いた CL に水と同重量の重りを巻き付けて同様の動作をさせた。筋電図計測は 5 秒間行い中央 3 秒間の IEMG を得た。その後
IEMG を最大随意等尺性収縮（MVIC）で除して％MVIC を求めた。有意水準は p＜0.05 とした。統計解析ソフトには Stat View
Version 5.0 software を用いた。

【結果】

LM の%MVIC は足踏み群が 12.7±4.9%，CL 群が 24.9±9.2%，重り群が 25.0±6.9% であった。CL 群と重り群の%MVIC は足踏
み群に対して有意に高比率（p＜0.001）を示したが，これら 2 群間に有意差は認められなかった。

【結論】

足踏み群に比較して CL 群，重り群において上肢を振る動作に同期して LM の律動的な筋活動の上昇が観察された。そして，CL
群，重り群における LM の活動度は，足踏み群に対して有意に高い結果を示した。これは上肢の振りにより生ずる体幹回旋力に
拮抗するために LM の活動が高まったものと推察する。CL 群，重り群間で活動度に有意な差がみられなかったが，表面筋電図
波形から重り群に比較して CL 群の多裂筋の筋電図波形の起伏が緩やかであることが観察された。これは CL 内の水の移動に由
来するものであると推察する。重り負荷として水を用いることで多裂筋に急激な負荷を与えることなく多裂筋の弱化した者に
対して適した負荷形態となる可能性がある。Hodges PW らは，四肢の動きの数 10msec 前にコアマッスルの活動が高まり体幹を
安定させるが，腰痛がある者ではこのコアマッスルの活動が有意に遅れるとしている。本研究の上肢を振る動作に同期した LM
の律動的な筋活動の上昇は，CL 群，重り群のエクササイズが適切なタイミングで多裂筋が活動するという機能的なエクササイ
ズとしての可能性を示唆するものと考える。
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腹部筋群および骨盤底筋群の活動が膀胱の位置に与える影響
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【はじめに，目的】

腹圧性尿失禁は腹圧が上昇した際に，腹圧コントロールが不良となり，尿道内圧よりも膀胱内圧が上回り生じるとされている。
よって腹圧性尿失禁に対しての骨盤底筋群トレーニングとして，腹部筋群などの筋群とリンクさせた骨盤底筋群トレーニング
が重要であると考えられる。しかし，腹部筋群を用いた骨盤底筋群トレーニングではエビデンスが不充分であり，推奨できるレ
ベルでないとされている。骨盤底筋群に関する研究では，実際の骨盤底筋群の動きや膀胱の位置を見た研究は少なく，腹部筋群
の活動によって，骨盤底筋群の働きや膀胱の位置がどのように変化するのかは明らかとされていない。よって本研究の目的を，
超音波画像診断装置を用いて膀胱を撮影し，腹部筋群および骨盤底筋群の活動が膀胱の位置に及ぼす影響をリアルタイムで視
覚的に明らかにすることとした。

【方法】

対象者は健常成人女性 20 名（年齢 21.4 歳±1 歳）とした。課題動作は骨盤底筋群の随意収縮と主に腹部筋群の中でも腹横筋を
収縮させることができる Draw�in とした。骨盤底筋群の機能評価には，超音波画像診断装置（ViamoSSA�640A）の 3.5MHz
コンベックスプローブを用いた。臍から 10cm 下方部に水平面から 60̊ 傾斜させプローブをあてた。被験者は測定の 1 時間前に，
排尿後 500ml 飲水し，蓄尿した状態で行った。測定肢位は背臥位とし，骨盤底筋群の随意収縮では「おしりをすぼめるように」
と指示し，Draw�in では「お腹をすぼめるように」と指示し，骨盤底挙上量を測定した。各動作における骨盤底挙上量を比較す
るために，ウィルコクソン符号順位和検定を行った。なお有意水準は 5% とした。

【結果】

骨盤底筋群の随意収縮が Draw�in よりも骨盤底挙上量が有意に増加した（p＜0.01）。Draw�in では骨盤底挙上量は減少し膀胱の
下降がみられた。

【結論】

骨盤底筋群の随意収縮では，Draw�in よりも骨盤底挙上量が有意に増加した。このことから，骨盤底筋群の随意収縮を促すこと
によって，骨盤内の臓器が上昇し，骨盤底への負荷が軽減されることが示唆された。Draw�in では，骨盤底筋群の随意収縮より
も骨盤底挙上量が有意に減少し，膀胱の位置が下降していた。このことから Draw�in によって膀胱などの骨盤内臓器が下降し，
骨盤底へ圧が伝達されることが示唆された。しかし，腹筋群の収縮により骨盤底筋群が活動し，尿道内圧が増加するという報告
がされている。よって腹部筋群の収縮は，骨盤底への負荷を増加させるが，尿道閉鎖圧は上昇すると考えられる。しかし，尿失
禁の症状が出現している者に対しては，腹部筋群の収縮によって尿失禁のリスクが生じてしまうことが考えられる。よって，骨
盤底筋群トレーニングでは腹部筋群の収縮よりも，骨盤底筋群の随意収縮を促すトレーニングが有効であると考えられる。
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【はじめに，目的】

骨盤臓器脱（pelvic organ prolapse：POP）は，膣から子宮，膀胱，直腸などの骨盤内臓器が下垂する疾患である。POP 患者は，
しばしば臓器下垂のために歩行困難を訴える。また，尿失禁や頻尿などを伴うために外出や運動を控え活動量が低下しているこ
とも少なくないと報告されている。さらに，POP 患者は同年代の健常者と比較して，バランス能力，脚力，歩行能力といった運
動機能の低下と関連があるとも報告されている。しかし，先行研究では，具体的な筋力に関する報告が認められず，POP 患者に
推奨される骨盤底筋体操による筋力増強効果は不明である。そこで，今回，骨盤底筋体操による筋力増強効果と QOL の関係に
ついて，調査を実施したので報告を行う。

【方法】

2016 年 3 月～10 月までに当院産婦人科から骨盤底筋体操指導の依頼を受けた POP 患者 12 名を対象とした。 骨盤底筋体操は，
肛門・膣を引き締める体操であり，体操の様式から調査する筋力を股関節内転筋，バランス能力に影響する外転筋，活動量に影
響する筋として大腿四頭筋をターゲットとした。骨盤底筋体操のパンフレットは，当科で作成し対象者に体操を指導した。体操
の内容は，膝屈臥位・四つ這い・椅子座位・立位の内いずれかの肢位で肛門・膣を締める運動を行った。運動頻度は 5 秒間持続
収縮させることを 10 回で 1 セット，1 日に 10 セット行うよう指導した。また，先行研究より体操の継続が困難な症例が多いと
報告があるため，カレンダーを渡し行った回数を毎日記入させ体操を意識付けるようにした。

筋力の計測は，ハンドヘルドダイナモメーター（ANIMA μTas MT�1）を使用し，左右の和を 2 で除した数値からトルク体重比
（Nm/kg）を算出した。バランス能力として，開眼片脚立位を測定した。QOL 評価として International Consultation on Inconti-
nence Questionnaire�ShortForm（ICIQ�SF）と Prolapse quality of life questionnaire（P�QOL）を使用した。P�QOL の評価に
関しては，キング健康調査票と同様の手順にしたがって評価できる設問のみを使用した。評価時期は初回リハビリ時，1 ヶ月後，
2 ヶ月後の計 3 回とした。統計処理は評価時期 3 群で Friedman 検定を実施し，統計ソフトは自治医科大で配布された EZR ソフ
トを用いた。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者の平均年齢は 69.6±4.7 歳，BMI22.9±2.6kg/m2，出産回数は 1.9±0.8 回であった。統計分析の結果，筋力では，股関節内
転筋で有意差を認め，バランス能力としては，左右片脚立位で有意差を認めた。また，P�QOL においては，全健康感，重症度
で有意差を認めた。

【結論】

POP 患者に対する骨盤底筋体操は，股関節内転筋力やバランス能力を改善させることが示唆され，P�QOL において，全健康感，
重症度を改善させることが示唆された。今後は症例数を増やし，今回示唆された要因同士の関連について，検討していく必要が
ある。
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【はじめに，目的】骨盤底筋障害は，妊娠・出産や加齢に伴い骨盤底筋群が脆弱化することで惹起されると言われている。中で
も近年女性の腹圧性尿失禁は増加傾向であり，その多くは妊娠中及び出産後に発症し，一旦消失しても再発しやすく一部は慢性
化すると言われている。長島らによると，妊娠初期，30 週，37 週すべてにおいて尿失禁有無別に歩数を比較したところ，尿失
禁有群で有意に少ないと報告されている。またアメリカ産婦人科学会運動ガイドラインでは，妊娠中および産後に少なくとも
20～30 分の中等度の運動をほぼ毎日行うことを推奨している。

今回妊娠後期の骨盤底筋障害と妊娠前・妊娠後期の身体活動量との関係性を調査し，今後の理学療法介入における一助とする
こととした。

【方法】対象は，2016 年 6～9 月に当院マザークラス（産前母親教室）の参加者で妊娠 30～38 週の妊婦 63 名（経産婦 9 名，平均
年齢 33.0±5.3 歳，妊娠前 BMI20.5±3.0，妊娠後体重増加量 7.5±3.1kg）とした。調査項目は，骨盤底筋障害は Pelvic Floor Dis-
tress Inventory－20（PFDI�20）日本語版，身体活動量は IPAQ 日本語版を用い妊娠前と妊娠後期について調査した。PFDI�20
は骨盤底筋障害の自覚症状についての質問紙で，骨盤臓器脱症状 6 項目，結腸－直腸肛門障害症状 8 項目，下部尿路機能障害症
状 6 項目の合計 20 項目で構成されている。また調査実施日前後 1 週間以内の胎児体重 2064±468.4g，頭大横径 83.2±5.3mm
であった。

アメリカ産婦人科学会運動ガイドラインを参考に，妊娠前と妊娠中ともに 30 分/日，5 日/週以上の運動を実施しているものを
「運動実施群」，それ未満のものを「運動非実施群」とし，上記項目において 2 群比較を行った。統計学的解析には χ2検定および
Mann�Whitney の U 検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】骨盤底筋障害の自覚症状ありの割合は，骨盤臓器脱症状 52.4％，結腸�直腸肛門障害症状 66.7％，下部尿路機能障害症状
60.3％，いずれかの症状がある者は 82.5％ であった。

身体活動量については運動実施群 16 名（25.4％），運動非実施群 47 名（74.6％）であった。両群間において年齢，妊娠週数，出
産経験，妊娠前 BMI，妊娠後体重増加量，胎児体重，頭大横径には有意差は認めなかった。骨盤底筋症状については，運動実施
群 11 名（68.8％），運動非実施群 41 名（87.2％）であり，運動実施群が運動非実施群と比較して有意差はないものの低い傾向を
示した（p=0.093）。

【結論】身体活動量の結果より，妊娠前と妊娠中ともにガイドラインで推奨されている以上の身体活動量のある者は非常に少な
いことが明らかとなった。これは対象が総合周産期母子医療センターへ通院している妊婦であったため，何らかの合併症などに
より身体活動量を制限されていた可能性も考えられる。また，運動実施群で骨盤底筋症状が少ない傾向を示したことから，有効
な運動の種類や量を検討していく必要性が示唆された。
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【はじめに，目的】

ストレッチポールエクササイズが与える影響に関しては，脊椎のリアライメント効果（杉野 2006），胸郭機能改善（秋山 2007），
体幹柔軟性改善（伊藤 2008）などが報告されている。ただ，使用する中で胸椎棘突起部分に圧痛を認めることがあった。そのた
め今回，ミナト医科学株式会社製ストレッチングスティック（SD�100S：以下，SS）を用い，胸椎椎間関節・肋椎関節の運動を
誘発することで，呼吸機能・胸郭拡張差・胸椎可動性に及ぼす影響を調査した。

【方法】

対象は喫煙歴のない若年健常者 23 名（男性 23 名，平均年齢：20±1.0 歳）とし，BMI18.5～22 であった。SS 上での訓練前後に，
呼吸機能・胸郭拡張差・端座位両上肢下垂位及び両肘から前腕を接触した肩関節内転，屈曲位（Shoulder Adduction Flexion
以下，SAF）を測定した。呼吸機能は，マイクロスパイロ（HI�201，日本光電株式会社製）を用いて肺活量（Vital Capacity：
以下，VC），対標準肺活量（以下，％VC）を椅子座位で測定した。胸郭拡張差については股関節 90̊ 膝関節 90̊ の安静座位にて，
腋窩レベル：第 6 胸椎棘突起（以下，Th6），剣状突起レベル：第 9 胸椎棘突起（以下，Th9），第 10 肋骨レベル：第 12 胸椎棘
突起（以下，Th12）を通る 3 レベルでの最大呼気時と最大吸気時の胸郭拡張差をメジャーを用いて計測した。SAF は九藤ら 1）
が報告している胸椎運動動態を把握するための動作であり，最大挙上位の角度を計測した。介入方法は，ミナト医科学株式会社
のカタログに沿って，深呼吸に合わせた胸郭拡張運動を実施した。統計学的解析は，SS 介入前後の VC，％VC，Th6・Th9・Th
12 の胸郭拡張差，SAF について，対応のある t 検定を用いて値を比較した。なお，有意水準は 5％ とした。

【結果】

VC は 0.19±0.27 l，％VC は 3.42±2.93 と介入後で有意な上昇を認めた（P＜0.01）。胸郭拡張差（すべて cm）は Th6 で介入前
4.33±1.13，介入後 5.59±1.00，Th9 で介入前 4.86±1.79，介入後 5.93±1.53，Th12 で介入前 5.24±2.05，介入後 6.30±1.84 と全
てにおいて介入後の有意な上昇を認めた（P＜0.01）。SAF は介入前後で 16.3±6̊ と著名な向上を認めた（P＜0.01）。介入中の胸
椎棘突起の圧痛は認めなかった。

【結論】

SS の特徴として，胸椎棘突起部分への直接的な刺激を避け，肋椎関節への刺激を入れることで，副運動を誘発し柔軟性向上を
引き出すことが挙げられる。SS 上での胸式深呼吸による胸郭のリラクセーション効果と上肢下垂・外転 90 度・上肢挙上位そ
れぞれの課題により各レベルの胸郭の動きが引き出されたことで，介入前後で約 1cm の拡張差の増大を認めた。その結果，胸郭
ユニットの柔性向上が VC・％VC の増加に繫がったと考えられた。合わせて，SS による下位胸椎椎間関節の可動性向上により
SAF 角度の著名な向上が図れたと考えられた。本研究の結果から，SS 使用により呼吸機能・胸郭拡張差・胸椎可動性の向上に
影響を与えることが示唆された。
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O-MT-12-6

健常者の円背モデルにおける体幹（呼気）運動課題が腹部筋厚に及ぼす影響

屋嘉比章紘1,2），鈴木 悠1,2），久保 晃3），石坂 正大3），小野田 公2,3）

1）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻，
3）国際医療福祉大学理学療法学科

key words 円背・腹部引き込み運動・腹部突き出し運動

【はじめに，目的】

加齢による姿勢変化で最も多いのは円背姿勢であり，円背の強い患者では，腹部の動きが小さく，胸部優位の呼吸パターンとな
ると報告されている。先行研究では，円背高齢者の呼吸パターンの検討などの研究はあるが，円背高齢者の体幹への運動療法に
ついて検討されているものは数少ない。そこで，本研究では，Draw�in（DE）：腹部引き込み運動と Bracing（BE）：腹部突き
出し運動が健常者の円背モデルの体幹筋の動態に与える影響を検討し，円背患者の運動療法への一助とする。

【方法】

対象は，研究参加に同意を得た既往に脊柱疾患のない健常成人男性 25 名（平均年齢 22.8±2.7 歳，身長 173.8±5.6cm，体重 65.8
±13.3kg，BMI21.8±4.2kg/m2）とした。測定機器は，超音波と胸郭可動域測定装置を用いた。条件は無作為で，ウェッジを用
いた円背モデル 45̊ と背臥位 0̊ を設定し，安静呼気（RE），最大呼気（ME），DE，BE の計 8 条件で，体幹筋厚（腹直筋：R，
内腹斜筋：IO，外腹斜筋：EO，腹横筋：A）筋厚，腹部周径を測定した。DE と BE の定義を，RE よりも腹囲周径が減少した
場合を DE，増加した場合を BE とした。それぞれの条件の比較には，二元配置分散分析反復測定法を用いた後，多重比較検定

（Bonferroni 法）を実施した。

【結果】

①DE は 0̊ と 45̊ 条件の全ての筋において，他の体幹運動条件よりも筋厚が増加した。②0̊ と 45̊ の条件を比較すると，R と IO
の 45̊ 条件が有意差に大きくなり，R と IO の 45̊ 条件では，DE は他の体幹運動条件よりも有意に筋厚の増加があった。

【結論】

①DE は 0̊ と 45̊ 条件の全ての筋で，他の体幹運動課題よりも筋厚が増加していることから，背臥位 0̊ と円背モデルにおいても
腹部の筋力強化のアプローチとしては有用であると考えられる。②R と IO の筋厚変化は 45̊ 条件かつ DE で最大の値を示した
ため，円背モデルでは，R と IO の筋力強化としては，DE が有用であると考えられる。

本研究の円背モデルは脊柱可動性が保たれている。円背高齢者は，長期間の姿勢不良で姿勢変化が起き，それに伴い，胸郭可動
性の低下，筋の走行や長さも変化し，筋力低下が考えられる。今後の課題は，実際の円背高齢者を対象に体幹筋筋厚の観察が必
要である。
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O-MT-13-1

患者立脚肩関節評価法（shoulder36）を用いた有痛性肩関節疾患患者の心理的要
因の検討

富山 農1），平田 淳也2），林 克彦1）

1）はやし整形外科クリニック，2）川崎医療福祉大学

key words 有痛性肩関節疾患・shoulder36・心理的要因

【はじめに，目的】

痛みの定義について，国際疼痛学会（1994）は「不快な感覚および情動体験」と定義しており，痛みを身体面だけでなく心理面
からも捉える必要があることを示唆している。これまで，疼痛との関連が検討されてきた心因性要因は抑うつや不安といった情
動面が中心であったが，近年では自己効力感や破局的思考といった思考過程との関連が注目されている。器質的な原因が注目さ
れやすい肩関節疾患の痛みについても，このような心理的要因が関連しており，QOL にまで影響していることが報告されるよ
うになってきた。肩関節周囲炎に代表される有痛性肩関節疾患では，不動による筋性防御姿勢が起因となり拘縮が進行する。従
来，急性期からの積極的な運動療法は推奨されておらず，NSAIDs の使用や疼痛に応じた筋緊張コントロール，日常生活動作指
導を行うのが一般的と言われる。しかし，運動器リハビリテーション料算定期限が 150 日であることを考えると，早期より心理
的要因に対するアプローチを開始し，治療を促進させることは不可欠であると考える。そこで本研究は，Shoulder36（Sh36）に
自己効力感と破局的思考が影響しているかを検討した。

【方法】

対象は外来通院中の有痛性肩関節疾患患者 64 名（男性 20 名，女性 44 名，平均年齢 61.9±12.3 歳）であった。疼痛強度として
numerical rating scale（NRS），肩関節機能評価として患者立脚肩関節評価法 Sh36，自己効力感として pain self efficacy question-
naire（PSEQ），破局的思考として pain catastrophizing scale（PCS）を用いて測定した。Sh36 の各ドメインと NRS，PSEQ，PCS
との相関は Spearman の順位相関係数を用い，有意水準を 5％ とした。

【結果】

Sh36 と NRS については，疼痛（rs=0.394），筋力（rs=0.246），日常生活機能（rs=0.304）において有意な相関関係が認められた。
Sh36 と PSEQ については，疼痛（rs=0.517），可動域（rs=0.453），筋力（r=0.434），健康感（r=0.638），日常生活機能（rs=0.447），
スポーツ（rs=0.35）の全ての項目において有意な相関関係が認められた。Sh36 と PCS については，健康観（rs=0.328）におい
て有意な相関関係が認められた。

【結論】

Sh36 には PCS よりも PSEQ の方が多くのドメインと相関しており，かつ相関係数が高かった。この結果から，主観的な肩関節
機能には，心理的要因として破局的思考より疼痛自己効力感が影響していることが示唆された。有痛性肩関節疾患では発症直後
の急性炎症期から持続して不動に陥った場合，二次的な拘縮を来たす。疼痛自己効力感が高ければ，日常生活動作上での上肢使
用頻度は維持され，低ければ不動から筋骨格系への影響は避けられない。また，疼痛強度と比較し PSEQ に有意な相関関係が
あったことから，有痛性肩関節疾患の治療においては，器質的な痛み治療のみならず自己効力感向上を図る為，早期からセルフ
エクササイズ指導や日常生活動作指導などのコーチングが重要であると考える。
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O-MT-13-2

重度の患肢機能障害とADL障害を呈するCRPS症例に対する理学療法介入の
経験―多角的評価に基づいた介入の選択―

壬生 彰1,2）

1）田辺整形外科上本町クリニック，2）大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座

key words 複合性局所疼痛症候群・鏡療法・運動療法

【はじめに，目的】

複合性局所疼痛症候群（Complex regional pain syndrome：CRPS）に対する理学療法として，中枢神経系の機能異常に対する介
入である鏡療法や段階的運動イメージプログラムなどが，疼痛の軽減および機能の改善に寄与することが認められており，推奨
されている。しかし，効果が十分でない症例も報告されている。今回，鏡療法を実施したが，十分な効果が認められなかった CRPS
症例に対して，運動療法を中心とした介入に変更することで日常生活動作（Activity of daily living：ADL）および CRPS 症状の
改善を認めた経過を報告する。

【方法】

症例は 30 歳代の女性で，X�2 年 5 月，自転車走行中にバイクと衝突し転倒した。直後より左上肢の痛みがあったが，明らかな
骨折や神経損傷はなかった。複数の医療機関において加療を受けるも症状改善せず，X�2 年 2 月に CRPS と診断され，X 年 6
月に当院を紹介受診となった。主訴は左上肢痛と歩行困難であり，杖歩行にて来院した。左前腕より遠位および右下腿より遠位
に Numerical Rating Scale（NRS）で 6 から 9 の痛みを訴え，著明な浮腫を認めた。アロディニアにより患部への接触は非常に
困難であった。患肢，右肩関節，頸部の関節可動域制限があり，四肢体幹の運動は緩慢であった。また，The Bath CRPS Body
Perception Disturbance Scale（BPDS）は 37/57 であり，患肢の身体知覚異常を認めた。疼痛生活障害尺度（Pain Disability As-
sessment Scale：PDAS）は 47/60 であった。精神心理面は Pain Catastrophizing Scale（PCS）が 48/52，Pain Self�Efficacy Ques-
tionnaire（PSEQ）が 4/60 であった。初期評価より，患肢の疼痛軽減と機能改善を目的として鏡療法と触覚識別課題を開始した。
1 か月間の介入を行ったが，疼痛増強や不快感を訴え続けたため，これらの介入のみでは改善が期待できないと判断し，ADL
の改善と活動量増加を目標に患部外の運動療法を中心とした介入へと変更した。具体的かつ段階的な目標設定と達成度のモニ
タリングを行い，基本的動作能力の改善と活動量増加を図った。来院時には，健肢および体幹の積極的な運動を行い，運動によ
る機能の改善が目標とする動作の改善につながることを実感させるように心がけた。患肢に対しては，自宅で鏡療法を継続さ
せ，患肢および鏡像肢の知覚の変化に合わせて課題を調整した。

【結果】

理学療法開始より 9 か月時点での評価では，独歩が可能となり，ADL と精神心理面の改善を認めた（PDAS：26，PCS：36，
PSEQ：16）。NRS に著変はないものの，アロディニアの軽減，身体知覚の改善など CRPS 症状の改善も認めた（BPDS：27）。

【結論】

本症例では，CRPS の理学療法として推奨されている鏡療法よりも基本的動作能力の改善と活動量増加を図った運動療法が奏功
した。初期評価時に自己効力感が低い症例に対しては，鏡療法といった即時的な効果を実感することが困難である介入よりも，
日常生活動作の改善に直接つなげる運動療法が有効かもしれない。
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O-MT-13-3

肩関節痛患者の身体知覚異常と疼痛の関連性―The Fremantle Shoulder Aware-
ness Questionnaire（FreSAQ）を用いた検討

余野 聡子1），西上 智彦2），壬生 彰1），田中 克宜1），Wand Benedict Martin3），
Moseley G. Lorimer4,5），田辺 曉人1），篠原 良和1）

1）田辺整形外科上本町クリニック，2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科，
3）The School of Physiotherapy, The University of Notre Dame Australia，
4）Sansom Institute for Health Research, University of South Australia，5）Neuroscience Research Australia

key words 肩関節痛・身体知覚・疼痛

【はじめに，目的】

複合性局所疼痛症候群（Complex Regional Pain Syndrome：CRPS）や慢性腰痛患者において，固有受容感覚の障害や身体知覚
異常が認められ，これらの異常は，慢性痛に関与する可能性が示唆されている。同様に，肩関節痛患者においても固有受容感覚
の障害が報告されており，運動制御や固有受容感覚の改善を目的とした治療の有効性も報告されている。これらのことから，肩
関節痛患者においても身体知覚異常が認められ，治療介入のターゲットとなる可能性が示唆されるが，身体知覚異常と肩関節痛
の関連については不明である。本研究の目的は，慢性腰痛患者の身体知覚異常を評価する The Fremantle Back Awareness
Questionnaire（FreBAQ）を基に，The Fremantle Shoulder Awareness Questionnaire（FreSAQ）を作成し，肩関節痛患者に
おける身体知覚異常と疼痛の関連について検討することとした。

【方法】

日本語版 FreBAQ の質問項目にある“腰”を“肩”に置き換えて英語へ逆翻訳し，FreBAQ の原著者へ内容的妥当性を確認し
たうえで FreSAQ を作成した。3 か月以上の肩関節痛を訴える外来受診患者 112 名（男性 72 名，女性 40 名，平均年齢 56.2±11.7
歳）を肩関節痛群，肩関節に疼痛の訴えのない者 48 名（男性 24 名，女性 24 名，平均年齢 52.8±19.9 歳）を対照群とした。評
価項目は運動時の疼痛強度（Visual Analogue Scale：VAS），能力障害（The Quick Disability of the Arm, Shoulder, and Hand：
QuickDASH），破局的思考（Pain Catastrophizing Scale：PCS）及び身体知覚異常（FreSAQ）とした。統計解析として，内的
整合性は Cronbach の α 係数を算出して検討した。FreSAQ の合計点の群間比較（肩関節痛群 vs 対照群）には対応のない t 検定
を，肩関節痛群における FreSAQ と各評価項目の関連性には Spearman の順位相関係数を用いた。統計学的有意水準は 5% とし
た。

【結果】

Cronbach の α 係数は 0.71 であった。肩関節痛群の FreSAQ は，対照群よりも有意に高得点であった（肩関節痛群 9.1±5.0，対
照群 2.5±3.6，p＜0.01）。また，肩関節痛群において FreSAQ は疼痛強度，能力障害及び破局的思考と有意な正の相関を認めた

（VAS：r=0.20，p＜0.05；QuickDash：r=0.49，p＜0.01；PCS：r=0.38，p＜0.01）。

【結論】

Cronbach の α 係数が 0.7 以上であったことから，内的整合性が確認された。FreSAQ の合計点は対照群と比較し，肩関節痛群
において有意に高値であったことから，肩関節痛患者の臨床症状として身体知覚異常が存在する可能性が示唆された。さらに，
身体知覚異常と疼痛強度，破局的思考，および能力障害の関連が認められた。今後，FreSAQ の信頼性および妥当性についてさ
らなる検討を行うとともに，身体知覚異常の改善を目的とした介入研究を行い，疼痛や能力障害との関連についてもさらなる検
討を行っていくことが必要である。
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O-MT-13-4

難治性慢性痛患者に対するペインマネジメントプログラムの年代別効果
若年群と高齢群との比較

井上 雅之1,2），池本 竜則1,2），井上 真輔2），中田 昌敏1），西原 真理2），新井 健一1,2），宮川 博文1），
下 和弘1,2），飯田 博己1,3），長谷川共美1），若林 淑子1），櫻井 博紀2,4），長谷川義修2），畠山 登2），牛田 享宏1,2）

1）愛知医科大学運動療育センター，2）愛知医科大学学際的痛みセンター，
3）愛知医科大学病院リハビリテーション部，4）常葉大学保健医療学部理学療法学科

key words 慢性痛・ペインマネジメントプログラム・年代別

【はじめに，目的】慢性痛患者では，痛み認知の歪みにより，不安や過度の回避行動を介して，抑うつや不活動，能力障害を呈
しやすい。こうしたケースに対し，諸外国にて認知行動療法に基づいた講義と運動によるペインマネジメントプログラムが広く
実施されている。その有効性について，長期経過や疾患別に検討した報告は散見されるが，年代別に検討した報告は少ない。我々
は平成 23 年より外来型ペインマネジメントプログラムを実施しており， これまでにプログラム前後および 6 か月後における，
痛み，精神心理機能，身体機能への影響や効果の持続などを報告してきた。今回，本プログラムによる年代別効果を比較検討し
た。

【方法】対象は，平成 23 年 10 月から平成 28 年 9 月に開催した本プログラム参加者 98 名とし，60 歳未満の若年群 26 名（平均年
齢 45.1 歳），60 歳以上の高齢群 72 名（同 69.1 歳）に群分けした。プログラムは定員を 5～7 名とし，痛みに関する講義と運動を
週 1 日，全 9 回実施した。講義は痛みのメカニズムおよび対処（コーピング），活動量のコントロール（ペーシング），グループ
ミーティングなどで，医師，理学療法士が担当した。運動はストレッチング，ストレングストレーニング，エルゴメーター，ヨ
ガ，水中歩行などで，理学療法士，トレーナーが担当した。またプログラム前後に下記の評価を実施した。痛み，精神心理機能
の評価は，痛みの強さ：Visual Analog Scale（VAS），生活障害度：Pain Disability Assessment Scale（PDAS），不安・抑うつ：
Hospital Anxiety and Depression scale（HADS 不安，HADS 抑うつ），痛み認知の歪み：Pain Catastrophizing Scale（PCS），自
己効力感：Pain Self�Efficacy Questionnaire（PSEQ），QOL：EuroQol 5 Dimension（EQ�5D）などの質問票を使用した。身体機
能評価は，10m ジグザグ歩行（10m 歩行），起居動作テスト（起居動作），身辺作業テスト（身辺作業），6 分間歩行距離（6MD）
などを計測した。プログラム前後における各評価項目の群間および群内比較に，二元配置分散分析，Scheffe 法を使用した（有
意水準 5% 未満）。

【結果】プログラム前において，若年群は高齢群と比較して 10m 歩行，起居動作，身辺作業，6MD で有意に良好な値を示したも
のの，VAS，HADS 抑うつ，PSEQ，EQ�5D で有意に不良な値を示した。また PDAS は有意差を認めなかったが，若年群で不
良な値を示した。プログラム前後において，高齢群は全項目で有意な改善を認めたが，若年群は HADS 不安のみ有意な変化を
認めなかった（p＝0.8）。

【結論】若年群では身体機能は保たれているものの，痛みに対する認知の歪み，抑うつ，低い自己効力感のため，職場や家庭で
の社会的役割の遂行に支障を来すことが多く，低 QOL，および生活障害度が高い傾向を示したと推察する。従って若年の慢性
痛患者群には，身体的アプローチだけでなく，心理面や社会面に対するアプローチがより重要になるものと考える。
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O-MT-13-5

筋骨格系患者における理学療法の治療効果における中枢性感作の影響
Central Sensitization Inventory を用いた検討

田中 克宜1），西上 智彦2），壬生 彰1），井上ゆう子1），余野 聡子1），篠原 良和1），田辺 曉人1）

1）田辺整形外科上本町クリニック，2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科

key words 筋骨格系疼痛・中枢性感作・スクリーニング

【はじめに，目的】

中枢性感作（Central Sensitization：CS）は，中枢神経系の過興奮による神経生理学的な状態を示し，慢性疼痛の病態の一つで
あることが示唆されている。CS は疼痛だけでなく，疲労や睡眠障害，不安，抑うつなどの身体症状を誘発することから，CS
が関与する包括的な疾患概念として中枢性感作症候群（Central Sensitivity Syndrome：CSS）が提唱されている。近年，CS
および CSS のスクリーニングツールとして Central Sensitization Inventory（CSI）が開発され，臨床的有用性が報告されている。
CSI は CSS に共通する健康関連の症状を問う Part A（CSI score）および，CSS に特徴的な疾患の診断歴の有無を問う Part B
で構成される。我々はこれまでに言語的妥当性の担保された日本語版 CSI を作成し，筋骨格系疼痛患者において，CSI score
と疼痛や健康関連 QOL との関連を報告している。また，人工膝関節置換術前に CSI score が高いと 3 ヶ月後の予後が不良であ
ることも報告されており，CSI が予後を予測するスクリーニング評価として有用であることが報告されている。しかし，保存療
法において，CSI が治療効果を予測する評価であるかは不明である。今回，筋骨格系疼痛患者において CSI を用い，理学療法介
入前の CS と介入後の疼痛および健康関連 QOL の関連について調査し，CSI が CS のスクリーニング評価として有用であるか
検討した。

【方法】

外来受診患者を対象に介入前に CSI，Euro QOL 5 Dimension（EQ5D），Brief Pain Inventory（BPI）を評価した。その後，3 ヶ
月理学療法を継続した 46 名（男性 17 名，女性 29 名，平均年齢 55.1±16.3 歳，頚部 8 名，肩部 7 名，腰部 19 名，膝部 6 名，そ
の他 6 名）を対象に，EQ5D，BPI を再評価した。介入は関節可動域練習，筋力増強運動，動作指導といった標準的な理学療法
を行った。CSI score と 3 ヶ月後の EQ5D，BPI（下位項目：Pain intensity，Pain interference の平均点を使用）の関連を Spear-
man の順位相関係数を用いて検討した。また，CSS に特徴的な疾患の診断歴の有無で 2 群（CSS 群，no CSS 群）に分け，3 ヶ
月後の EQ5D，BPI について Mann Whitney の U 検定を用いて比較検討した。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

CSI score の中央値は 21.5 点（範囲：3�48 点）であった。CSI score と 3 ヶ月後の EQ5D は有意な負の相関を認め（EQ5D：r
=�0.332，p＜0.05），BPI と有意な正の相関を認めた（Pain intensity：r=0.425，p＜0.01；Pain interference：r=0.378，p＜0.01）。
また，CSS 群（n=14）における 3 ヶ月後の EQ5D は no CSS 群（n=32）に比べて有意に低く，Pain interference は有意に高かっ
た（p＜0.01）。

【結論】

介入前の CSI score が 3 ヶ月後の EQ5D，BPI と有意な相関を認めたことから，CSI がスクリーニング評価として有用である可
能性が示唆された。また，CSS に関連する疾患の診断歴もリスクとして考慮する必要性が示唆された。これらのことから，CSI
score が高い症例に対して，早期から CS を考慮した治療戦略を実施する必要性が示唆された。
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O-MT-13-6

線維筋痛症に対する物理療法の介入効果
メタアナリシスによる検討

濱上 陽平1,2），本田祐一郎2,3），片岡 英樹2,4），佐々部 陵2,3），後藤 響2,4），福島 卓矢2,3），
大賀 智史2），近藤 康隆2,5），佐々木 遼2），田中なつみ2），坂本 淳哉2），中野 治郎2），沖田 実2）

1）社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科，
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学研究室，3）長崎大学病院リハビリテーション部，
4）長崎記念病院リハビリテーション部，5）日本赤十字社長崎原爆病院リハビリテーション科

key words 線維筋痛症・物理療法・メタアナリシス

【はじめに，目的】

線維筋痛症は全身の激しい痛みと軟部組織のこわばりによって特徴づけられる難治性の慢性疾患であり，本邦における推定患
者数は 200 万人以上といわれている。線維筋痛症に対する理学療法アプローチとしては，運動療法に加えて鎮痛を目的とした各
種の物理療法が行われているが，線維筋痛症の原因・病態が明らかにされていないがゆえに，物理療法に効果があるのか否かは
未だ議論が続いており，エビデンスも示されていない。そこで今回，これまでに発表された線維筋痛症に対する物理療法の効果
を検証したランダム化比較試験（Randomized controlled trial；RCT）を検索し，メタアナリシスを行ったので報告する。

【方法】

医学文献データベース（Medline，CINAHL Plus，Pedro；1988 年～2016 年 8 月に発表されたもの）に収録された学術論文の中
から，線維筋痛症に対する物理療法の効果を検証した論文を系統的に検索・抽出した。その中から，ヒトを対象としたもの，研
究デザインが RCT であるもの，アウトカムとして痛みの程度（VSA），圧痛箇所数（Tender point），線維筋痛症質問票（Fibro-
myalgia Impact Questionnaire；FIQ）のいずれかを用いているもの，結果の数値が記載されているもの，適切な対照群が設定さ
れているもの，言語が英語であるものを採用し，固定効果モデルのメタアナリシスにて統合した。なお，有意水準は 5％ 未満と
し，採用した RCT 論文は PEDro スコアを用いて質の評価を行った。

【結果】

抽出された 227 編の論文のうち，採用条件のすべてを満たした論文は 11 編であり，PEDro スコアは平均 5.82 ポイントであっ
た。検証された物理療法の内訳は，低出力レーザーが 5 編で最も多く，全身温熱療法が 4 編，電気刺激療法が 1 編，磁気刺激療
法が 1 編であった。次に，メタアナリシスにおいて，物理療法による介入の有無によって痛み（VAS）の変化を比較した結果，
低出力レーザー，全身温熱療法，電気刺激療法，磁気刺激療法のすべてで有意差を認め，効果が確認された。同様に，圧痛箇所
数および FIQ の変化を比較した結果，低出力レーザーと全身温熱療法で有意差を認め，効果が確認された。なお，採用した論文
の中に電気刺激療法，磁気刺激療法の効果を圧痛箇所数および FIQ で検証したものはなかった。

【結論】

今回の結果，低出力レーザー，全身温熱療法，電気刺激療法，磁気刺激療法のすべてにおいて線維筋痛症の痛みに対する効果が
確認された。採用論文は多くはないが，線維筋痛症に対する物理療法の効果をメタアナリシスで検証した研究は国内外で他に見
あたらず，本研究の結果は物理療法のエビデンスの確立に寄与するものと思われる。ただ，電気刺激療法と磁気刺激療法に関し
ては採用した論文はそれぞれ 1 編であったため，エビデンスが示されたとは言い難く，今後さらに RCT の発表と蓄積が求めら
れる。
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O-MT-14-1

変性後側弯症患者に対する胸腰椎矯正固定術が proximal junctional kyphosis に
至る因子の検討

江森 亮1），伊藤 貴史1,3），朝重 信吾1），大島 理絵1），大森 圭太2），山﨑 浩司2）

1）苑田第三病院リハビリテーション科，2）東京脊椎脊髄病センター，
3）苑田会リハビリテーション病院リハビリテーション科

key words 変性後側弯症・胸腰椎矯正固定術・proximal junctional kyphosis

［はじめに，目的］

近年では脊椎術後に隣接椎間障害，近位隣接椎間後弯（proximal junctional kyphosis：以下 PJK）に至る症例の術前アライメン
ト評価の報告は散見されるが，術前の ADL や心理的側面，臨床所見などの因子を含んだ報告は少ない。今回は，矯正固定術後
PJK に至る症例の術前の予測因子を検討し，術前術後のリハビリテーションでの指導や介入戦略の一助にすることを目的とす
る。

［方法］

対象は 2012 年 5 月から 2016 年 7 月までに当院にて変性後側弯症に対する矯正固定術を施行した 106 名中，術前に評価可能で
あった 64 名とした。除外基準は，術前歩行困難な者，下肢関節疾患の手術既往を有する者，術後重篤な合併症があった者とし
た。対象者の内訳は男性 10 名，女性 54 名，年齢（平均±標準偏差）72.4±4.7 歳であった。また，全対象者を脊椎専門医の診断
により術後 4 週間未満に PJK となった者（以下 PJK 群），それ以外の者（以下 CTR 群）の 2 群に分類した。評価項目は年齢,
Oswestry Disability lndex，Pain Catastrophizing Scale，腰背部・下肢痛の VAS，TUG，FRT とした。FRT においては，矢状
面の画像よりリーチ開始時とリーチ最大到達時における股・足関節角度とその角度変化量，肩峰・大転子の移動量比率を算出
した。また画像所見として骨盤形態角・骨盤傾斜角・胸椎後弯角・腰椎前弯角・仙骨傾斜角・sagittal vertical axis を測定した。
なお，FRT の画像解析には imageJ（ver1.6.0_24）を用いた。統計解析は各評価項目を対応のない t 検定・Mann�Whitney の U
検定を用いて両群の差を検討した（p＜0.05）。

［結果］

股関節角度変化量の平均±標準偏差（CTR 群/PJK 群：30.8±20.4̊/41.5±18.8̊）と足関節角度変化量の平均±標準偏差（CTR
群/PJK 群：3.4±3.2̊/6.0±4.1̊）のみに両群間で有意差が認められた。

［結論］

伊藤らは，胸腰椎矯正固定術患者は術後 FRT 時で足関節戦略をとる割合が増加すると報告している。今回の結果より PJK 群は
CTR 群と比較して術前の FRT の距離に有意差がなく，股関節屈曲・足関節底屈角度変化量が多いことから，立位バランス時に
股関節戦略を選択している傾向にあると考えられる。しかし術後に立位バランスを足関節戦略でとらざるを得なくなるため，制
御できず脊椎固定部位の上部で代償して PJK を助長させることが示唆された。以上より胸腰椎矯正固定術後患者は術前術後で
立位バランス時に，足関節戦略を選択できるようなリハビリテーションを行うことで PJK を予防できる可能性がある。
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O-MT-14-2

Schroth 法に基づく運動療法を施行した特発性側弯症の 2症例

清家 慎1），美崎 定也2）

1）医療法人社団一期一会山口整形外科，2）苑田会人工関節サンター病院

key words 思春期特発性側弯症・Schroth法・運動療法

【はじめに，目的】

近年，思春期特発性側弯症（AIS）に対する保存的治療である Schroth 法が広がりつつある。

Schroth 法は身体を肩，胸，腰，骨盤のブロックに分け，それぞれの位置関係を三次元的に評価し，自動運動，呼吸運動によっ
て修正を促す治療法である。

本邦において Schroth 法に基づく運動療法の効果を検討した報告は見当たらない。

「症例紹介」

特発性側弯症と診断され Schroth 法に基づく運動療法を施行した 2 症例を紹介する。症例 1 は 13 歳，女性であり長時間の座位
姿勢で右肩甲骨内側部の疼痛を訴えていた。Cobb 角は胸椎 27.5 度，腰椎 25 度であり胸椎をメジャーカーブとした脊柱弯曲異常
を呈していた。Adams 前屈テストによる傾斜角（scoliometer）は胸椎（Th8）10 度，腰椎（L2）5 度であった。Risser sign
は 4 であった。Shroth 法による分類は Tri Lle（胸椎右凸，腰椎左凸）タイプに該当した。

症例 2 は 10 歳の男性であり，初診時腰部に疼痛を訴えていた。Cobb 角は腰椎 10 度であり，腰椎をメジャーカーブとした彎曲
異常を呈していたが傾斜角は 0 度であった。Risser sign は 0 であった。Shroth 法による分類は Lle（腰椎左凸）タイプに該当し
た。

【方法】

Schroth 法に基づく運動療法を施行した。症例 1 は腰椎の代償動作を抑えながら右肋骨隆起を前方回旋および胸椎右凸を側屈す
ることに焦点を当てた。左側背部の皮膚，広背筋，肋間筋のストレッチング，Tri Lle タイプに適用される側臥位，座位でのエク
ササイズを実施した。介入期間は最初の 3 週間は週 2 回（1 回 40 分）その後は週 1 回 40 分ずつ計 24 回介入した。

症例 2 は腰椎左凸を側屈させることに焦点を当てた。右腰方形筋のストレッチング，腰部の軟部組織 mobilization，右骨盤下制，
Lle タイプに適用される側臥位，座位でのエクササイズを実施した。介入期間は最初の 1 ヶ月は週 1 回（1 回 40 分）その後は 2
週に 1 回 40 分ずつ実施し，計 9 回介入した。

2 症例共に自宅でもエクササイズを継続させた。

【結果】

症例 1 では Cobb 角は胸椎 20 度，腰椎 17 度となり，Adams 前屈テストの傾斜角は胸椎 5 度，腰椎 1 度，と胸腰椎共に改善がみ
られた。長時間の座位姿勢で右肩甲骨内側部の疼痛は改善された。

症例 2 も同様に Cobb 角は 4 度まで改善された。腰部の疼痛は改善された。

【結論】

Schroth 法にもとづく運動療法により，2 症例共に Cobb 角の減少と疼痛の改善，症例 1 では傾斜角が減少し，改善効果が認めら
れた。Cobb 角，scoliometer の測定誤差は，それぞれ 5 度，3 度と言われており，今回の介入は有効であったと考える。今後，
介入を継続するとともに更に対象者を増やし，Schroth 法の効果を検討したい。
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O-MT-14-3

歩行時における下肢力学的エネルギーの流れと絶対座標軸からみた大腿骨の運
動学的特性

加藤 浩1），阿南 雅也2）

1）九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻，
2）大分大学福祉健康科学部理学療法コース

key words 歩行・力学的エネルギー・大腿骨の運動

【はじめに】

我々は，変形性股関節疾患患者（OA 患者）の跛行に関する研究として，関節パワーに着目し，力学的エネルギーの流れ込みに
ついての研究をしてきた。その結果，健常ベースと比較しエネルギーの流れに相異がある可能性を見出した。そこで，本研究の
目的は歩行時立脚初期時における大腿骨の動きに着目し同エネルギーの流れとの関連性について検討することである。

【方法】

対象は健常者 1 名（女性，年齢：70 歳，身長：158.0 cm，体重：55 kg）及び，両側 OA 患者 1 名（女性，年齢：72 歳，身長：
155.0 cm，体重：54 kg）。日整会点数は，疼痛 10 点，可動域（屈曲：10 点，伸展：1 点），歩行能力 10 点，日常生活動作 10
点であった。病期分類は両側末期レベルであった。計測はカメラ 10 台を用いた三次元動作解析装置 Vicon MX�T40S と 6 枚の床
反力計を用いた。身体の 33 カ所に貼付したマーカ座標から 8 剛体リンクモデルを作成し，各剛体の近位部と遠位部のセグメン
トトルクパワーを算出し，これを力学的エネルギーと定義した。次に歩行周期が 100% となるよう正規化した。解析側は右下肢
とし，床反力垂直成分が増大する初期接地から荷重応答期（歩行周期 0%～12%）における骨盤・大腿・下腿の力学的エネルギー
の平均値を算出した。同時に当該時期における矢状面での大腿骨の絶対空間上における角度を算出した。

【結果】

1．力学的エネルギー（w/kg）：健常者の場合，骨盤（遠位部），大腿（近位部，遠位部），下腿（近位）の力学的エネルーは，
それぞれ�0.30，0.15，0.47，�0.23 であった。同様に OA 患者の場合，�0.12，0.08，�0.07，0.06 であった。

2．大腿骨の角度（deg）：健常者の場合，初期接地時の大腿骨の角度は垂直軸に対し 20.1̊ であり，歩行周期 6%，12% ではそれ
ぞれ，19.8̊，15.9̊ であった。初期接地時との角度変化量は 0.3̊，4.2̊ であった。同様に OA 患者の場合，垂直軸に対し 19.3̊ であ
り，歩行周期 6%，12% ではそれぞれ，17.7̊，14.9̊ であった。初期接地との角度変化量は 1.6̊，4.4̊ であった。

【結論】

力学的エネルギーが正値の場合，当該セグメントへのエネルギーの流入を意味し，逆に負値の場合，放出を意味する。股関節で
は，両者共に骨盤は正値，大腿骨近位部は負値であるため骨盤から大腿へ向けてエネルギーの流れが生じたと言える。一方で膝
関節では，健常者は下腿から大腿へ，OA 患者では大腿から下腿へ向けてエネルギーの流れた生じたと言える。つまり，健常者
では大腿へエネルギーの流れが集中する結果となった。そして，この時の健常者における大腿骨の運動学的特性としては，初期
接地時前半では殆ど大腿骨の回転運動は生じていないことが示された。以上のことから，歩行時の大腿骨の絶対空間座標での安
定化がエネルギーの流れの一要因として関与している可能性が示唆された。

本研究の一部は，科学研究費補助金（基盤研究 C 課題番号 25350655）の採択を受けて実施した。
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O-MT-14-4

体幹の傾斜角度がスクワット動作時の下肢キネマティクスに及ぼす影響

松本 優佳1），国分 貴徳1），小曽根海知1），塚本 栞1），中井 謙吾1），塙 大樹2），金村 尚彦1）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，2）東埼玉総合病院

key words スクワット・体幹傾斜角・下肢筋活動

【はじめに，目的】

スクワット運動は一般的に下肢筋群の筋力増強運動として用いられる運動である。また理学療法においては Closed kinetic
chain の代表的な運動として広く用いられている。ヒトの動作に伴う筋活動は姿勢や肢位の違いによって変化し，例えばハムス
トリングスの活動は一般的に膝の屈曲作用があるとされているが，Blaimont らは荷重下，膝関節 0～60̊ の範囲においては大腿
四頭筋の共同筋になりうると報告している。スクワット動作においては膝屈曲角度やつま先および膝の向きなどに着目した研
究が報告されているが，筋電図学的解析と運動力学的解析を同時に検証したものは少ない。スクワット動作は荷重下全身運動で
あり，下肢に対する体幹の位置条件が変化すると下肢関節にかかる力学的作用は大きく変化するため，下肢関節の肢位変化のみ
で効果的なスクワット動作を検討することは難しいと考える。そのため本研究の目的は異なる体幹条件が下肢筋活動に及ぼす
影響と各関節に働く力学的作用を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常成人 21 名（平均年齢 21.8±3.4）であった。被験者には Plug In Gait full body AI モデルに従って赤外線反射マーカー
を 39 か所に貼付けた。運動力学データは 3 次元動作解析装置と床反力計を用いて計測し，筋活動の測定には表面筋電図を使用
した。被験者にはスクワット動作を体幹垂直条件と体幹前傾（約 80 度）条件（以下，FT）の 2 条件で行った。解析は膝最大屈
曲時からプラトーになるまでの膝伸展運動区間で行った。筋活動量は膝伸展運動区間を 100% 正規化して積分値を算出した。条
件間の比較においては正規性の検定の後，対応のある t 検定（p＜0.05）を用いて検討した。

【結果】

膝最大屈曲時，FT の方が股関節屈曲モーメントは有意に増大，膝関節屈曲モーメントは有意に減少し，また FT の股関節屈曲
モーメントは膝伸展に伴って増大した。筋活動量においては FT の方がハムストリングスで有意に増大，外側広筋で有意に減少
した。大腿直筋，内側広筋，大殿筋では活動量に変化はなかった。

【結論】

FT では股関節屈曲モーメントとハムストリングスの活動量は増大した。これは重心の前方移動によりモーメントアームが増大
したことに起因すると考えられる。またこのモーメント増大に対応するためにハムストリングスの活動量が増大したと考えら
れる。先行研究では荷重下で回転中心より前方の骨盤に下方への負荷があった場合，ハムストリングスの収縮で膝伸展が生じる
可能性が報告されている。股関節伸展筋である大殿筋の活動量に変化がなかったことから，増大したハムストリングスの筋活動
が膝伸展運動を誘発したと考えられる。つまり一定以上の体幹前傾条件では，膝伸展の課題がハムストリングスの活動によって
達成される可能性が示唆された。本研究の結果は，荷重下の下肢筋力トレーニングにおいて目的に応じた体幹の位置条件を指導
する重要性を示している。
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O-MT-14-5

運動介入が脊椎アライメントに及ぼす影響

加茂 岳士1），竹岡 亨1），稲岡 秀陽1），渡邉 信佳2）

1）医療法人同仁会（社団）京都九条病院リハビリテーション部，
2）医療法人同仁会（社団）京都九条病院整形外科

key words 脊椎アライメント・介入・ロコモティブシンドローム

【はじめに，目的】

高齢者の脊椎アライメントは，運動機能と関連があり，転倒のリスク因子としても報告されている。また，手術により Sagittal
Vertical Axis（以下 SVA）を改善させる事で，Quality of life の改善につながると報告されており，脊椎アライメントを修正し，
SVA を改善させる事は，高齢者の生活の質を高める上で重要である。しかし，運動療法が脊椎アライメントに与える影響に関
しては報告が少なく，レントゲン画像を用いた詳細な分析が行われた報告は見当たらない。

本研究の目的は，運動療法前後の脊椎アライメントを詳細に評価し，どのような症例に対して，運動療法が効果的なのかを検討
する事である。

【方法】

対象は，運動器不安定症と診断された地域在住高齢女性 51 名（年齢 75.3±5.5 歳）である。理学療法介入は，6 か月間とし，対
象者に合わせて運動療法を行った。また，日本整形外科学会が推奨するロコトレをもとに，自宅での運動も指導した。

脊椎アライメントの評価は，介入前後の前額面，矢状面の脊柱全長のレントゲン画像を用いて，SVA，C2�7 angle，T1 slope，
Thoracic kyphosis，Lumber lordosis（以下 LL），Pelvic tilt（以下 PT），Sacral slope（以下 SS），Pelvic incidence，Cobb angle，
Center sacral vertical line（以下 CSV）と C7 plumb line の距離を計測した。レントゲンの撮影肢位は，肩幅に足を開き，肩関節
屈曲 45̊，肘関節を屈曲させて指先は鎖骨中央に触れることとした。

統計解析は，SVA 改善の有無を従属変数，介入前の SVA 以外の項目を独立変数として，ロジスティック回帰分析を実施した。
また，介入前後の各項目の変化量を算出し，SVA 改善の有無を従属変数，介入前後の SVA 以外の項目の変化量を独立変数とし
て，ロジスティック回帰分析を実施した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

SVA が改善したのは，30 人（58.8％）であった。介入前の各項目を独立変数としたロジスティック回帰分析の結果，SVA の改
善と関連する要因として，PT（オッズ比=0.84，95% 信頼区間=0.70�0.96）と，CSV と C7 plumb line の距離（オッズ比=0.96，
95% 信頼区間=0.90�0.99）が抽出された（p＜0.05）。

また，介入前後の各項目の変化量を独立変数としたロジスティック回帰分析の結果，SVA の改善と関連する要因として，T1
slope（オッズ比=0.91，95% 信頼区間=0.80�0.99），LL（オッズ比=1.12，95% 信頼区間=1.01�1.28），SS（オッズ比=0.88，95%
信頼区間=0.77�0.98）の変化量が抽出された（p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果から，PT が小さく，CSV と C7 plumb line の距離が短い症例に対して，運動療法が効果的である可能性が示唆さ
れた。また，T1 slope の減少，LL の増大，SS の減少が SVA の改善に影響を及ぼす可能性があることが示唆された。
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O-MT-14-6

ShearWave Elastography を用いて体幹安定化エクササイズ時における体幹筋
群の動態を検討する

三浦 拓也1），小俣 純一1,2），遠藤 達矢1,3），佐藤 圭汰1），岩渕 真澄3），白土 修3），
伊藤 俊一1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科，
2）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室，
3）福島県立医科大学会津医療センター整形外科・脊椎外科学講座，4）北海道千歳リハビリテーション学院

key words ShearWave Elastography・筋硬度・体幹安定化エクササイズ

【はじめに，目的】

筋機能の評価に関して近年，shearwave elastography を使用して算出する筋硬度が新たな指標として注目されているが，この筋
硬度を使用した体幹筋群の評価に関する先行研究は少なく，臨床においてよく使用される体幹安定化エクササイズ時の筋硬度
や体幹ローカル筋とグローバル筋の筋硬度の違いなどは検討されていない。したがって，本研究の目的は shearwave elastogra-
phy を用いて，体幹安定化エクササイズにおける体幹筋群の筋硬度について検討することとした。

【方法】

対象は健常成人 10 名（25.8±6.0 歳）で，計測機器は超音波画像診断装置 Aixplorer（SuperSonic Imagine 社製）を用いた。課
題は Draw�in，Valsalva の 2 つとした。画像処理は，解析対象とする外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋の各筋上に直径 2 mm の円状
の ROI（関心領域）を設定し筋硬度を算出した。解析項目は各課題における各筋の筋硬度および筋硬度変化率であり，これらを
2�way ANOVA を用いて解析し，post�hoc には Tukey を使用した。有意水準は 5% とした。

【結果】

安静時では内腹斜筋（10.7±4.0 kPa）および腹横筋（7.8±3.1 kPa）に比して外腹斜筋（18.6±8.5 kPa）の筋硬度が有意に高値で
あった（P＜0.01）。Draw�in 時では各筋の筋硬度に有意差は認められなかったが，Valsalva 時では腹横筋（18.7±11.0 kPa）に比
して外腹斜筋（33.1±18.3 kPa）の筋硬度が有意に高かった（P＜0.01）。筋硬度変化率においては Draw�in 時，外腹斜筋（1.2
±0.4）および内腹斜筋（1.2±0.4）に比して腹横筋（1.8±0.9）が有意に高値であった（P＜0.05）が，Valsalva 時に有意差は認め
られなかった。

【結論】

安静時の結果は体幹グローバル筋のようなトルク算出が主目的の筋では体幹ローカル筋のような比較的低活動にて機能する筋
よりも筋硬度が高い可能性を示す。また，Draw�in 時において筋硬度の絶対値では差がなく変化率で有意差が認められたことは
Draw�in の特性を反映したものである。つまり，Draw�in により体幹ローカル筋の分離的な活動性が増加した結果，安静時にみ
られた外腹斜筋との差が無くなったものと推察される。一方，Valsalva 時の筋硬度変化率に関して有意差が認められなかったこ
ともまた Valsalva の特性を反映した結果であると考える。つまり，体幹筋群全体を同時収縮させ剛性を高めるため対象 3 筋が一
様に活動したものと推察される。先行研究より，四肢骨格筋においては収縮時に筋硬度が有意に増加するという報告がある。本
結果から，体幹筋群においても活動性の増加に伴い筋硬度は増加し，さらに，筋硬度はエクササイズの特性を反映することがで
きるパラメータであることが示された。しかしながら，本研究からは体幹筋群における筋硬度の変化が持つ意味についての言及
はできないため，今後は筋活動など他のパラメータとの関連性や非特異的慢性腰痛症例での検討を行う必要がある。
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O-MT-15-1

THA後 5か月で靴下着脱動作を可能とするには術前における動作の獲得が鍵で
ある

木下 一雄1），桂田 功一1），吉田 晃啓2），青砥 桃子3），臼井 友一4），岡道 綾4），樋口 謙次1），
中山 恭秀2），安保 雅博5）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，2）東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科，
3）東京慈恵会医科大学葛飾医療センターリハビリテーション科，
4）東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科，5）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words 人工股関節全置換術・靴下・日常生活動作

【はじめに，目的】

我々はこれまで後方進入法による人工股関節全置換術（以下 THA）後の靴下着脱動作に関与する因子の検討を行ってきたが，
変形性股関節症例（以下 OA）に限定し，股関節以外の因子として上肢長や疼痛の影響を加味した検討が課題であった。そこで
本研究では OA に対する THA 後 5 か月における靴下着脱動作の可否に関与する因子を明らかにし，術前後における具体的な
目標値を提示することを目的とした。

【方法】

対象は 2013 年の 4 月から 2015 年 12 月までに本学附属 4 病院にて初回 THA を施行した 101 例 104 股（男性 13 例，女性 91 例
平均年齢 66 歳）とし，除外基準は中枢疾患や術後合併症を呈した症例とした。調査項目は年齢，BMI と術前，退院時（術後平
均 18.2 日），術後 2 か月時（2M）の股関節屈曲，外旋，外転可動域，踵引き寄せ距離（%）（対側下肢上を開排しながら踵を移動
させた時の内外果中央から踵までの距離/対側上前腸骨棘から内外果中央までの距離×100），靴下着脱時の疼痛（VAS），膝関節
屈曲制限の有無，足関節背屈制限の有無，上肢長，術前および術後 5 か月時（以下 5M）の端座位開排法による靴下着脱の可否
をカルテより後方視的に収集した。統計学的処理は対象を靴下着脱可否によりを可能群と不可能群に分類し，各時期の調査項目
を 2 群間で比較し有意差が認められた項目を説明変数とし，5M 時における靴下着脱の可否を目的変数としたロジスティック回
帰分析（変数増加法：尤度比）を行った。有意水準はいずれも危険率 5％ 未満とし，有意性が認められた因子に関して ROC
曲線を用いて目標値を算出した。

【結果】

5M 時の靴下着脱の可否は可能群 88 股，不可能群は 16 股であった。2 群間における各時期の調査項目の比較では，術前，退院
時，2M の屈曲，外旋，外転，踵引き寄せ距離，2M 時の疼痛，術前の靴下着脱の可否において有意差が認められた。ロジスティッ
ク回帰分析の結果，5M 時の靴下着脱の可否に関与する因子として，術前の股関節外旋と退院時の外転，術前の靴下着脱の可否
が抽出された。オッズ比（95% 信頼区間）は術前の外旋は 0.88（0.81�0.96），退院時の外転は 0.77（0.65�0.91），術前の靴下着脱
の可否は 2.72（1.12�6.58）で，判別的中率は 88.0％ であった。ROC 曲線の結果より，それぞれの目標値，感度，特異度，曲線
下面積は，術前の外旋は 27.5̊，64.8％，86.7％，0.81 で，退院時の外転は 17.5̊，62.5％，86.7％，0.77 であった。

【結論】

本研究の結果より保険診療算定期間の限度である 5M までに靴下着脱動作を獲得するには，術前から開排位での靴下着脱を獲
得していることが望ましい。また入院期間が短縮していくなかで股関節の外旋や外転の可動域が目標値以上となるように術前
から介入および指導していくことが重要である。
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O-MT-15-2

人工股関節全置換術後 3カ月の歩数・身体活動レベルに関係する因子の調査

分藤 英樹1,3），井上 博文1），山田 健治2），都甲 純1），穴見 早苗1），永田 帆丸1），
朝来野恵太1），小出 美和1），加藤 浩3）

1）大分県立病院リハビリテーション科，2）大分県立病院整形外科，
3）九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻

key words 人工股関節全置換術・健康・指導

【はじめに，目的】

歩数と活動強度（メッツ）は健康づくりの目安として健康日本 21 に明記されており，一般的指標である。しかし，人工股関節
全置換術（Total Hip Arthroplasty：THA）後の歩数，活動強度の回復過程についての報告は希少である。また，当院では外来
リハビリテーションは行っていないため，自宅退院直前（THA 後 1 カ月目）の自主練習指導は不可欠である。そこで，効果的
な自主練習指導を実践するため，THA 後 3 カ月目の歩数，身体活動レベル（以下，強度）と関係が深い THA 後 3 カ月目の因
子について調査した。

【方法】

対象は 2016 年に THA を施行した女性 10 名（年齢 66.8±8.3 歳）とし，慢性関節リウマチ，中枢神経疾患，再 THA の症例は除
外した。THA は全て同一医師により後側方アプローチにて施行した。測定は自宅退院となる THA 後 1 カ月目と 3 カ月目とし
た。

歩数（歩/日）と強度はライフコーダ GS（スズケン社製）を用いて 1 週間程測定し，歩数の最低値，最大値，中央値を抽出した。
ライフコーダに設定されている強度 1，2 はウィンドウショッピングなどの歩行，3 は健常定常歩行，4 は速歩である。強度 1～
4 は各頻度を日毎で分け測定期間の平均値とした。歩数，強度以外の評価項目は疼痛（安静・荷重・歩行時の Numerical Rating
Scale），関節可動域（両股関節屈曲・伸展・外転・内転，膝関節屈曲・伸展，足関節背屈・底屈），筋力（両股関節屈曲・伸展・
外転，膝関節屈曲，伸展），TUG（通常・最大努力），10m 歩行スピード（通常・最大努力），Life�Space Assessment，SF�36，
JHEQ，自己効力感の 9 項目とした。筋力の測定には徒手筋力計モービィ（酒井医療）を用いた。

統計処理は SPSS 23（日本 IBM 社製）を使用し，THA 後 3 カ月目の歩数，強度に関連する因子について Spearman の順位相関
分析を用いて検討した（p＜.01）。

【結果】

歩数（歩/日）は最低値，最大値，中央値の順に 1 カ月目 1530±963，2716±1114，2040±1022 であり，3 カ月目 2127±1419，
4777±2429，3339±2041 であった。強度 1～4 の割合（％）は順に 1 カ月目 33.5，53.4，11.1，1.9 であり，3 カ月目 31.2，45，12.6，
11 であった。

相関については，3 カ月の歩数と術側膝関節屈筋，強度 1 と SF36 体の痛み・社会生活機能，強度 2 と SF36 身体機能，強度 3
と術側股関節屈・外転筋，膝関節屈筋，対側股関節屈筋，強度 4 と術側股関節屈筋・外転筋，膝関節屈筋，対側股関節屈・伸筋
が相関していた。

【結論】

THA 後 3 カ月の最大歩数は 65 歳以上の女性の平均歩数 4500 歩/日に近いが，健康日本 21 の示す目標値 6000 歩/日には及ば
ず，健康づくりのためにはさらなる改善が必要である。歩数の向上によって強度 1・2 の頻度も高くなることから，退院までに
心理機能面へのアプローチも必要である。

また，強度 3・4 の割合は改善傾向であるものの 23％ と低い。自主練習指導の際には，術側股関節だけに着目するのではなく膝
関節や対側股関節も意識して筋力発揮を促す必要がある。
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O-MT-15-3

人工股関節置換術後の動作のQOLと満足度が一致しない患者の特徴

西川 徹1），南角 学1），西村 純1），島村 那奈1），黒田 隆2），後藤 公志2），松田 秀一1,2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部整形外科

key words 人工股関節置換術・QOL・満足度

【目的】人工股関節置換術（THA）術後の理学療法の一つの目標として ADL の獲得・向上があり，その結果，QOL の向上が見
込める。しかしながら臨床現場においては THA 術後の満足度と動作能力が一致しない患者も散見される。そこで，本研究の目
的は患者立脚型評価における動作面の QOL と満足度に一致しない患者の特徴を把握することとした。

【対象と方法】対象は THA を施行された 65 名（男性 14 名，女性 51 名，年齢 60.2±12.8 歳，BMI 22.9±3.3kg/m2）とした。対
象者は当院の THA 術後プロトコールに準じてリハビリテーションを行い，術後 3 週で退院となった。測定項目は THA 術後
5 ヶ月の身体能力，術側の股関節 ROM，下肢筋力とした。身体能力としては Timed up and go test，立ち座りテスト，階段昇降
テストを用いて測定した。股関節 ROM の測定は，日本リハビリテーション医学会の測定方法に準じて術側の屈曲と伸展の
ROM を計測し，5̊ 単位にて記録した。下肢筋力は，術側の膝関節伸展筋力，股関節外転筋力を測定した。膝関節伸展筋力の測
定には Isoforce GT�330（OG 技研社製），股関節外転筋力の測定には徒手筋力計 Hand�Held Dynamometer（日本 MEDIX 社製）
を用いて等尺性筋力を測定した。それぞれ 2 回測定し最大値を採用した。筋力値は膝関節伸展筋力と股関節外転筋力はトルク体
重比（Nm/kg），脚伸展筋力は体重比（N/kg）を算出した。また，QOL の患者立脚型評価として，THA 術後 5 ヶ月の日本整形
外科学会股関節疾患評価質問票（JHEQ）を評価した。さらに，環境因子として住宅環境やベッドの有無を調査した。JHEQ
の満足度と動作項目を組み合わせたマトリックスを作成し，満足度と動作項目が一致する群（A 群），動作項目が高く満足度が
低い群（B 群），動作項目が低く満足度が高い群（C 群）の 3 群に分類した。統計処理は，3 群間の各測定項目の比較には，一元
配置分散分析および多重比較を行い統計学的有意基準は危険率 5% 未満とした。

【結果と考察】A 群は 27 名（41.5%），B 群は 19 名（29.2%），C 群は 19 名（29.2%）であった。B 群は他の 2 群と比較して JHEQ
の疼痛が不良の傾向であった（p=0.08）。また，C 群は，他の 2 群と比較して自宅にベッドが有意に設置されていた（p＜0.05）。
以上より，THA 術後 5 ヶ月において動作の QOL が低いが満足度が高い，あるいは動作の QOL が高いのに満足度が低い患者の
存在が明らかとなった。また，動作の QOL が高く満足度が低い症例の満足度には，自宅の環境因子や疼痛が影響していること
が示唆された。この結果から，理学療法を展開する上で THA 術後の満足度の向上を図るには，除痛を積極的に行い，自宅環境
を考慮する必要があることが示された。

【理学療法学研究としての意義】本研究の結果は，THA 術後 5 ヶ月の動作面の QOL と満足度が一致しない患者の満足度の向上
を図るための根拠のある介入の一助となることを示唆していると考えられ，理学療法研究として意義があると思われた。
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O-MT-15-4

人工股関節置換術後早期における股関節外転筋力の回復に影響を及ぼす因子の
検討

細江 拓也1），南角 学1），濱田 涼太1），黒田 隆2），宗 和隆2），後藤 公志2），
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1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部整形外科

key words 人工股関節・筋力・骨盤

【はじめに，目的】人工股関節置換術（以下，THA）術後における股関節外転筋力の機能低下は歩行能力の低下を招くため，術
後早期から股関節外転筋力に着目した評価やトレーニングが必要である。このことから THA 術後早期の股関節外転筋力の回復
に関連する因子を把握しておくことは，術後のリハビリテーションを実施していく上で重要である。McGrory らは Femoral Off-
set（以下，FO）が THA 術後平均 1 年 9 ヶ月における股関節外転筋力に影響する因子と報告をしているが，術後早期の股関節
外転筋力に影響を及ぼす因子に関しては不明な点が多い。本研究の目的は，THA 術後早期の股関節外転筋力の回復に影響を及
ぼす因子を術前機能及び術前・術後の画像所見から明らかにすることである。

【方法】変形性股関節症により THA を施行された 75 名（年齢 64.4±9.2 歳，BMI22.8±3.5kg/m2，男性 11 名，女性 64 名）を対
象とした。術前機能として股関節屈曲・伸展・外転角度，股関節痛（VAS を用いて評価）を測定し，画像所見として当院整形
外科医の処方により撮影された股関節正面の X 線画像から，術前の骨盤前傾角度，Crowe 分類，手術後の FO，脚延長量，脚長
差を測定した。骨盤前傾角度については，骨盤腔の縦径から Kitajima らの回帰式を用いて算出した。さらに，術前と術後 2 ヶ月
に股関節外転筋力を徒手筋力計にて測定し，術前と比較して術後 2 ヶ月に股関節外転筋力が増加した群（以下，増加群），減少
した群（以下，減少群）の 2 群に分類した。統計解析は χ2検定，対応のない t 検定，マン・ホイットニーの U 検定，多重ロジ
スティック回帰分析を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】増加群 51 名（68.0%），減少群 24 名（32.0%）で，年齢，BMI，性別については両群間で有意差を認めなかった。骨盤前
傾角度は増加群 33.0±4.8̊，減少群 37.5±6.0̊ であり，増加群の方が減少群と比較して有意に小さい値を示した。また，非術側の
股関節外転角度は増加群 30.1±8.3̊，減少群 24.6±9.0̊ であり，増加群の方が減少群と比較して有意に大きい値を示した。その他
の測定項目については両群間で有意差を認めなかった。さらに，股関節外転筋力を従属変数，骨盤前傾角度，非術側の股関節外
転角度を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析の結果，THA 術後早期の股関節外転筋力の回復を規定する最も影響の強
い因子として術前の骨盤前傾角度（オッズ比 0.84，95%CI：0.74�0.94）が選択された。

【結論】本研究の結果より，術前の骨盤前傾角度が大きい症例では，術後 2 ヶ月の股関節外転筋力の回復が不良であった。術前
の骨盤がより前傾位であると股関節外転筋力の働きが低下するため，術後の股関節外転筋力の回復に影響を及ぼしたと考えら
れる。これらのことから，THA 術後早期に効率的に股関節外転筋力の向上をしていくためには，骨盤がより前傾位となる原因
の改善を図りながら，股関節外転筋力のトレーニングを実施していく必要性があると示唆された。
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股関節累積負荷の増大は変形性股関節症の進行に影響を与える
―前向きコホート研究による分析―

建内 宏重1），小山優美子1），秋山 治彦2），後藤 公志3），宗 和隆3），黒田 隆3），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）岐阜大学医学部整形外科，
3）京都大学医学部整形外科

key words 変形性股関節症・歩行・危険因子

【はじめに，目的】

変形性股関節症（股 OA）の進行には，遺伝子異常や加齢，骨形態異常などの要因が関与する。さらに，運動時の股関節への過
剰な負荷などの力学的要因も疾患進行に関わると考えられている。しかし，股 OA の進行と力学的要因との関連性を示した研究
は皆無である。遺伝的要因や年齢，骨形態などは保存療法により変化させることはできないが，力学的要因は適切な介入で変化
する可能性がある。したがって，股 OA の進行と力学的要因との関連性を調査することは重要である。本研究の目的は，12 か月
間における股 OA 進行に関与する力学的要因を明らかにすることである。

【方法】

対象は，前期から進行期の二次性股 OA 患者 50 名（全例女性：年齢；47.4±10.7 歳）とした。ベースラインにおける測定は，年
齢，体重，股関節痛（VAS による評価）に加えて，臥位レントゲン正面像による関節変性と骨形態の評価（最小関節裂隙幅

［mJSW］，Sharp 角，CE 角，AHI），3 次元動作解析装置による歩行評価（自然歩行時の歩行速度，外的股関節モーメント積分
値［3 平面］；3 試行の平均値）を行った。また，ベースライン測定時から 1 か月以内の連続した 7 日間における歩数（入浴を除
く起床から就寝まで）を歩数計で記録した。 歩行評価で記録した股関節モーメント積分値に患側下肢の 1 日平均歩数を乗じて，
各 3 平面における股関節累積負荷を算出した。股関節累積負荷は，股関節に 1 日に加わる外的負荷の総量を意味する。ベースラ
インから 12 か月後に mJSW を再測定した。股 OA 進行の定義は，先行研究に従い 12 か月間における mJSW の 0.5 mm 以上の
減少とした。なお，mJSW の測定は，患者情報や撮影日を盲検化し 1 名の検者が行った（ICC［1.1］；0.97：最小可検変化量；0.36
mm）。

統計解析では，股 OA 進行の有無（進行群，非進行群）を従属変数，ベースラインで測定した各変数を独立変数とし，単変量お
よび多変量ロジスティック回帰分析を行った。単変量分析で p＜0.1 であった独立変数を用いて多変量分析を行った。さらに，年
齢と体重は交絡因子になり得るため，年齢と体重で補正した分析も行った（有意水準 5%）。

【結果】

50 名中 21 名（42.0%）で股 OA 進行を認め，進行群における mJSW の減少は 1.3±0.8 mm であった。

単変量分析の結果，mJSW（進行群；2.9±1.4 mm：非進行群；3.7±1.4 mm），歩数（進行群；7411±2869 歩：非進行群；6005
±2157 歩），前額面の股関節累積負荷（進行群；90.6±50.2 kNm・秒：非進行群；63.0±29.4 kNm・秒）が p＜0.1 であった。多
変量分析の結果，mJSW の低値と前額面の股関節累積負荷の増大は，各々独立して股 OA 進行に影響を与える要因として抽出さ
れ，年齢と体重で補正しても両変数は有意であった。

【結論】

力学的要因として，前額面における股関節累積負荷の増大は 12 か月間における股 OA 進行に影響を与えることが明らかとなっ
た。本研究結果は，股 OA 進行のリスクが高い患者の特定や疾患進行予防のための治療方針の決定に重要な知見である。
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寛骨臼骨折術後患者におけるQOLに影響する因子の検討
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【はじめに】

寛骨臼骨折は全骨折の 2% という稀な骨折（Laird，2005）である。その手術手技は整形外科領域の中で最も難易度の高い部類に
入り（入船，2014），治療する施設は限られる。そのため本骨折における報告は少なく，QOL に関する報告はほとんどない。今
回，当院で骨接合術が施行された寛骨臼骨折患者を対象に，QOL に影響する因子を検討したので報告する。

【対象と方法】

2011 年 10 月～2015 年 10 月に当院で寛骨臼骨折骨接合術が施行された 40 例を対象とし，そのうち術後人工股関節置換となっ
たものや重篤な合併症を有するものを除外した。調査項目は，年齢，性別，陥没骨片の有無，術式，骨折面の step off（術直後
および術後 12 ヶ月時点），股関節機能評価として Harris Hip Score，股関節外転筋筋力（患側および健側），歩行時痛（VAS），
QOL 評価として日本語版 EQ�5D�5L とした。股関節外転筋力については徒手筋力計（モービィ，酒井医療社製）を使用し，ト
ルク体重比（Nm/kg）を算出した。歩行時痛（VAS）は，0�100 の範囲で疼痛のない状態を 0 とした。陥没骨片の有無と骨折面
の step off（術直後および術後 12 ヶ月時点）については，主治医がレントゲンと CT から判断および計算した。日本語版 EQ�5
D�5L については，換算表から QOL 値（0�1.000）を算出した。以上の各項目についてそれぞれ術後 12 ヶ月に調査を行なった。
QOL に影響する因子の検討として，QOL 値を従属変数，それ以外の項目を独立変数としたステップワイズ法による重回帰分析
を行なった。なお，統計処理には SPSS Statistics ver.24 を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

12 ヶ月以上のフォローが可能であった 24 例（平均 53.0±15.3 歳，男性 19 例，女性 5 例）で解析を行なった。各項目の内訳およ
び平均は，陥没骨片は「有り」が 11 例，「無し」が 13 例，術式は「前方」が 19 例，「後方」が 5 例，骨折面の step off は「術直
後」が 1.6±1.5mm，「術後 12 ヶ月」が 2.8±1.5mm，Harris Hip Score は 90.4±12.8 点，股関節外転筋筋力は「患側」が 1.0±0.4
Nm/kg，「健側」が 1.1±0.4Nm/kg，歩行時痛は 9.5±19.3，日本語版 EQ�5D�5L から算出された QOL 値は 0.817±0.164 であっ
た。重回帰分析の結果，QOL を説明する因子として患側股関節外転筋力が抽出され，このモデルの重決定係数は R2＝0.635（p
＜0.001）であった。また，患側股関節外転筋力の標準化回帰係数は β=0.811 であった。

【結論】

寛骨臼骨折術後患者における QOL には患側股関節外転筋力が影響することが示された。一方で陥没骨片の有無や術式，骨折面
の step off については関連が認められなかった。筋力は理学療法士の介入によって改善が期待できる項目である。本骨折は関節
面骨折であり術後は免荷となることが多く，介入には股関節面へのストレスについての配慮が必要であると考える。
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ンス機能の関連について
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【はじめに，目的】高齢者の転倒による骨折は，要介護の原因の一つである。転倒リスクの評価の一つにバランス評価があり，
中でも片脚立位は臨床において最も頻繁に利用される評価の一つである。人工膝関節全置換術（TKA）後患者では，歩行時の大
腿二頭筋の筋活動量が増加するなどの神経筋機構の障害が報告されている。しかし，片脚立位における神経筋機構については不
明であり，また，その神経筋機構がバランス機能に与える影響については不明である。本研究の目的は，片脚立位動作課題を用
いて，TKA 後患者の膝関節周囲筋の同時収縮について調査し，バランス機能との関連について検討することである。

【方法】対象は TKA 後 4 週が経過した 9 名（TKA 群：男 1 名女 8 名，平均年齢 68.3±6.5 歳）と年齢をマッチさせた健常高齢者
10 名（健常群：男 2 名女 8 名，平均年齢 68.0±5.7 歳）とした。施行動作は，両上肢を対側に位置させた両脚立位を開始肢位と
し，合図とともに下肢を挙上させ片脚立位となる動作とし，3 秒間片脚立位姿勢を保持させた。TKA 群は術側，健常群は利き足
について測定を実施した。同時収縮の測定は，Noraxon 社製筋電計を使用し，導出筋は外側広筋と大腿二頭筋とした。片脚立位
動作を姿勢移行時（移行時）と片脚立位保持時（保持時）に区分し，それぞれの区間における同時収縮について Kellis らの方法
に準じて co�contraction index（CI）を算出した。バランス機能として，両側の片脚立位時間，Functional reach test（FRT），
Timed up and go test（TUG）を測定した。統計学的分析として，TKA 群および健常群の CI およびバランス機能の比較に，stu-
dent�t 検定を用いた。また，CI とバランス機能の関連性の検討に Pearson の相関係数を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】TKA 群と健常群の CI の比較について，移行時（TKA 群 0.39±0.22，健常群 0.23±0.06），保持時（TKA 群 0.40±0.19，
健常群 0.23±0.11）ともに有意な差を認めた。バランス機能の比較については，TUG は健常群（5.96±0.45s）と比較して TKA
群（7.72±0.84s）で有意に高値を示した。各群の CI とバランス機能の関連について，TKA 群では移行時の CI と FRT に有意な
負の相関が認められた（r=－0.69）。その他に CI と有意に関連するバランス機能は認められなかった。

【結論】本研究結果から，TKA 群は健常群と比較して，移行時，保持時ともに CI が有意に高かった。TKA 群では姿勢制御課題
において，膝の同時収縮を増加させることで膝関節の安定性を供給し，姿勢の安定化を図っている可能性が示唆された。バラン
ス機能との関連について，TKA 群は移行時の CI と FRT に有意な負の相関が認められた。支持基底面内における重心移動にお
いて，膝の同時収縮の増加は，膝の安定性化に働く一方で，立位動作における運動性を低下させる可能性が示唆された。今後は
歩行時の筋活動とバランス機能の関連など TKA 後の神経筋機構の詳細な検討が必要である。
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人工膝関節置換術後患者に対する遠隔リハビリテーションの導入
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【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（Knee Joint Replacement：KJR）後の機能回復には，適切なリハビリテーション（RH）が必要である。当院
は人工関節専門病院であるため，遠方から手術を受けに来る患者が少なくない。そのような患者に退院後の専門的な RH が行え
ないことは，これまでの課題であった。Moffet, et al.は，KJR 後患者に対してビデオ通話環境で行う遠隔 RH（Telerehabilitation：
TRH）の効果が，通常の RH に劣らないことを報告した。本邦において，同様の報告は渉猟した限りない。本研究の目的は，KJR
後患者に対して TRH を導入し，その効果を検証することである。

【方法】

研究デザインはケースシリーズ，対象は KJR 後に自宅退院した患者 4 名とした。自宅にいる対象者に対して，病院にいる理学
療法士がビデオ通話環境下で介入を行った。対象者の使用機器は，スマートフォン，タブレット，パソコンのいずれかであった。
アプリケーションは SkypeⓇを用いた。介入内容は，当院のクリニカルパスに基づいた運動（可動域，筋力，動作，バランス），
ホームエクササイズ指導，患者教育とした。介入頻度は，週 1 回 30 分，計 5 回とした。主要アウトカムは，疾患特異的尺度で
あり日常生活動作を評価する日本語版 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index�身体機能（WOMAC�
F）と TRH の満足度とした。副アウトカムは，膝可動域，膝伸展トルク，疼痛とした。評価は，術前と術後 3 ヶ月時に行った。
統計解析は，記述統計とし TRH を行った対象者それぞれの値を通常 RH を行った当院の患者データ（202 名）と比較した。

【結果】

対象者の属性は，女性：4 名，年齢：50 歳代 1 名，60 歳代 3 名，居住地：北海道，新潟，山梨，山形であった。TRH の実施回
数は，それぞれ 4 回，4 回，5 回，5 回であった。全例が介入時の機器操作を問題なく行うことができた。また，運動の指示理解
も良好であった。術後 3 ヶ月時の WOMAC�F は，それぞれ 87 点，78 点，81 点，88 点，当院の患者平均値±標準偏差は 86.4
±13.0 点であった。満足度は，全例が 5 段階中の最高値であった。副アウトカムの値は，すべて当院の患者の標準偏差内に収まっ
ていた。有害事象は起こらなかった。

【結論】

今回，KJR 後患者に対して TRH を導入し，その効果を検証した。結果より TRH は有害事象を起こすことなく実施でき，一定
の効果を得ることができたと考える。また，満足度が高かったことより，遠方から手術を受けに来た患者のニーズに答えること
ができたと考える。近年，欧米において TRH の報告が散見されるようになってきているが，本邦においては保険適応外である。
本研究は，今後本邦において TRH が保険適応となる際のエビデンスとなり，理学療法士の職域拡大に寄与するものと考える。
今後は，症例数を増やし厳密な試験で検証する必要がある。
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変形性膝関節症の術前後の膝アライメントの変化が後足部および足底圧中心点
軌跡へ及ぼす影響
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【はじめに】

変形性膝関節症（以下膝 OA）において，重度の内反膝変形を呈する場合，足部は外反し，外反膝変形であれば足部は内反し，
それらは距骨下関節で代償すると報告されている（Norton，2000）。後足部アライメントの評価は，静的には単純 X 線画像によ
る脛骨踵骨軸写角（以下 TB�C）が挙げられ，これまでに膝 OA 症例の術前後の大腿脛骨角（以下 FTA）と TB�C の関係につ
いて検討されてきた。また，後足部アライメントの動的評価として歩行中の足底圧中心点（以下 COP）軌跡を測定し求める The
Center of Pressure Excursion Index（以下 CPEI）があり，後脛骨筋腱機能不全症等の外反足歩行の評価に用いられている（庄
野，2007）。CPEI は歩行中の COP 軌跡の X 軸における変移を示すもので，この値が低ければ，COP が内側変移し足部アーチ機
構の破綻が考えられる。外反足歩行ではこの値が低値を示す。本研究の目的は，膝 OA 症例の術前後の膝アライメントの変化が
後足部アライメントや歩行に及ぼす影響について明らかにすることである。

【方法】

対象は平成 27 年 7 月から 28 年 2 月に，当院にて人工膝関節置換術もしくは高位脛骨骨切り術を実施した 15 例 19 膝とした。男
性 3 例，女性 12 例，平均年齢 76.2±7.6 歳であった。検討項目は，術前と術後 6 か月の単純 X 線画像より，FTA，TB�C（脛骨
長軸と踵骨長軸のなす角度，内反を＋，外反は－，正常値は＋2.2̊）を，歩行の評価は CPEI，10m 歩行時間，TUG とした。CPEI
の測定は，2.4m の歩行路の中間地点に重心動揺計および圧力分布測定装置（アニマ社製，ツイングラビコーダ GP�31W，プレ
ダス MD�1000）を設置し，被験者は裸足にて自然な速度での歩行を 3 回測定，その平均値を採用した。測定の前に適宜練習を
実施した。統計解析は，t 検定を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

FTA は術前 185.2±6.3̊，術後 6 か月 175.8±3.8̊ であり術後は術前に比べ有意に膝外反位を示していた。TB�C は術前�11.1±
7.8̊，6 か月�10.6±7.3̊ で差を認めず，術前後とも後足部外反位であった。CPEI は術前 12.8±4.2％，6 か月 8.7±4.9％ で術後は
術前に比べ有意に COP が内側を通過していた。10m 歩行時間は，術前 13.8±7.1 秒，6 か月 9.5±3.2 秒で，TUG は 19.5±9.8
秒，12.0±2.8 秒で共に術後は有意に改善していた。

【結論】

膝 OA 症例の術後において，膝アライメントは軽度外反位に矯正されるが，それに伴う後足部の代償機能は生じず，外反位のま
ま変化しないことが明らかとなった。歩行においては，術前の COP は外反足歩行特有の軌跡を示し，さらに術後歩行能力が改
善したのちも，術前よりも COP は内側を通過し，外反足歩行していることが示された。術後の理学療法においては，歩行時の
足部のアライメントにも着目し実施する必要がある。今後は，今回検討できなかった足部の疼痛や可撓性の評価を実施し，外反
足による上位関節の長期的影響について検討していきたい。
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小林 信吾1），岡本 健佑1），北口 拓也1），佐野 佑樹2），和中 秀行2,5），山原 純3），
稲場 仁樹3），小西 佑弥4），岩田 晃5）

1）大阪労災病院中央リハビリテーション部，2）大阪府立急性期総合医療センターリハビリテーション科，
3）大阪南医療センターリハビリテーション科，4）済生会吹田病院リハビリテーション科，
5）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words BMI・人工膝関節全置換術・多施設共同研究

【はじめに，目的】日本人工関節学会によると本邦における 2015 年度の人工膝関節全置換術（以下 TKA）件数は約 54,000 件と
され，その約 87% が変形性膝関節症（以下膝 OA）と診断されている。肥満は膝 OA の危険因子とされており，Heather らは肥
満群は非肥満群と比べ TKA 術後の FIM 運動スコアの改善率が有意に低いことを報告しているが，体格差や肥満基準の違いと
いった制限があり，術後早期の筋力や ROM，歩行能力と肥満との関連については明らかにされていない。本邦では森本らが
TKA 術前と術後 4 週の膝機能や歩行能力，Timed Up ＆ Go test（以下 TUG）には肥満群（BMI＞25.0）と非肥満群（BMI＜25.0）
を比較し有意差がないことを報告しているが，単施設研究でサンプル数が少ない等の制限がある。今回，我々は多施設共同研究
によって集められたデータを基に，肥満の有無が TKA 術前，術後 3 週の膝機能や歩行能力に影響をもたらすかを調査したので
報告する。

【方法】多施設共同による前向き観察研究に参加した 4 つの施設にて，2015 年 6 月から 2016 年 9 月までに片側の TKA を施行し
た 60 歳以上の男女 153 名を対象とした。術前，術後 3 週における術側の膝伸展筋力，膝屈曲 ROM，歩行速度，TUG を計測し
た。筋力測定は端座位・膝屈曲 60̊ にて等尺性膝伸展筋力を測定し最大値を体重で除した値を算出した。歩行速度は 8m 歩行路
の中央 5m の歩行に要した時間を計測し速度（m/s）に変換した。TUG は椅子から起立し 3m 先のマークを回って帰り椅子に着
座するまでに要した時間を計測した。術前の BMI が 25.0 未満を非肥満群，25.0 以上を肥満群とし，各時期における測定値の群
間比較を対応のない t 検定を用いて検討し，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】非肥満群は 63 名（男性 17 名，女性 46 名，平均年齢 74.9±7.1 歳，身長 152.1±8.2cm，体重 52.3±6.7kg，BMI22.5±2.0
kg/m2），肥満群は 90 名（男性 17 名，女性 63 名，平均年齢 75.2±6.7 歳，身長 151.6±7.7cm，体重 64.7±8.3kg，BMI28.1±2.3
kg/m2）であった。以下，全項目の結果について非肥満群，肥満群の順に示す。術前の膝伸展筋力は 0.26±0.1kgf/kg，0.23±0.05
kgf/kg，膝屈曲 ROM は 125.0±15.1̊，119.0±17.6̊，歩行速度は 1.20±0.37m/s，1.15±0.36m/s，TUG は 13.0±5.4 秒，12.9±4.3
秒であった。術後 3 週の膝伸展筋力は 0.17±0.06kgf/kg，0.15±0.06kgf/kg，膝屈曲 ROM は 119.2±11.3̊，119.2±10.8̊，歩行速
度は 1.18±0.34m/s，1.09±0.28m/s，TUG は 12.4±3.9 秒，12.7±3.6 秒であった。群間の比較において有意差が認められた項目
は術前の膝伸展筋力（p=0.03）と膝屈曲 ROM（p=0.03）であり，その他の項目では有意差が認められなかった。

【結論】術前の膝伸展筋力と膝屈曲 ROM には肥満の有無によって有意差が認められたが，術後 3 週においては全ての項目で有
意差は認められなかった。これらの結果から，肥満の有無は TKA 術後の膝機能や歩行能力の改善には影響しないことが示唆さ
れた。
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O-MT-16-5

人工膝関節全置換術後患者における患者立脚型アウトカムの臨床的最小重要変化量
分布に基づく方法

美崎 定也1），古谷 英孝1），山口 英典1），大島 理絵2），田澤 智央1），田中 友也1），杉本 和隆1）

1）苑田会人工関節センター病院，2）苑田第三病院

key words 人工膝関節全置換術・患者立脚型アウトカム・臨床的最小重要変化量

【目的】近年，人工膝関節全置換術（Total Knee Arthroplasty：TKA）後において，患者の意向を反映した患者立脚型アウトカ
ム（Patient�reported Outcome：PRO）による評価が主流になっている。本邦における TKA に関する PRO は，日本語版 West-
ern Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index（いわゆる準 WOMAC）がよく用いられているが，臨床的に有効と
される最小の重要な変化量（Minimal Clinically Important Difference：MCID）は，報告されていない。WOMAC の MCID は，
臨床家に限らず，研究者においても，有用な情報になりえると考えられる。そこで今回，TKA 後における MCID を明らかにす
ることを目的に調査した。

【方法】対象は平成 20 年 4 月から平成 28 年 3 月の間に，当院において初回 TKA を受けた者とした。重篤な心疾患，神経疾患を
有する者，他関節の整形外科的手術の既往，認知障害を有する者は除外した。アウトカムは WOMAC 疼痛（WOMAC�P）およ
び身体機能（WOMAC�F）とし，術前，術後 3 ヶ月，6 ヶ月および 12 ヶ月に測定した。WOMAC は，それぞれ 100 点満点に換
算し，点数が高いほど状態が良好とした。MCID は分布に基づく方法を適用し，各測定時期における術前との差の標準偏差に重
み付け係数を乗じて算出した。重み付け係数は，Cohen の効果量の中程度（0.5）を用いた。

【結果】基準を満たした 675 名（女性 82％）が対象となった。年齢［平均値±標準偏差（範囲）］は 72.9±7.3（50�89）歳，BMI
は 26.3±3.8（13.3�41.0）kg/m2，両側例は 63％ であった。WOMAC�P における術後 3 ヶ月，6 ヶ月および 12 ヶ月の MCID（達
成者の割合）は，それぞれ，11.3 点（80.5%），10.6 点（87.0%），10.7 点（90.4%）であった。同様に，WOMAC�F における術後
3 ヶ月，6 ヶ月および 12 ヶ月の MCID は，それぞれ，10.0 点（74.0%），9.6 点（77.1%），9.9 点（78.0%）であった。

【結論】今回，TKA 後 3 ヶ月，6 ヶ月，12 ヶ月における WOMAC の MCID が示された。各測定時期において MCID は 10 点前
後を示したものの，時間の経過に伴って達成者の割合が増加する傾向にあった。一般的に，治療効果の判定やサンプルサイズの
算出の際には，中程度の効果量が基準として用いられているため，この MCID は有用な情報となるであろう。
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O-MT-16-6

人工膝関節全置換術術後早期のDouble knee action 改善にノルディックウォー
キングが有効である可能性

青木 利彦

一般財団法人住友病院リハビリテーション科

key words TKA・ノルディックウォーキング・Double knee action

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）術後早期の異常歩行パターンの一つとして，Double knee action の低下を臨床上経験する。原因と
して疼痛や荷重応答期での膝伸展モーメント減少により衝撃吸収機能が低下することなどが報告されている。我々は中高齢者
で普及しているノルディックウォーキング（NW）が TKA 後早期に膝伸展筋の負担軽減型歩行になると報告しており，今回，
NW が Double knee action の改善に有効な歩行運動となりえるかを，独歩，および杖歩行と比較検討したので報告する。

【方法】

変形性膝関節症に対して TKA を施行し術後 3 週経過後に独歩可能となった 10 名の女性（年齢 76.3±7.0 才）を対象とした。課
題動作は 10m 直線歩行路における自由速度での独歩，1 本杖歩行（1 本杖），およびジャパニーズスタイルの NW とし，表面筋
電図と床反力計を用いて検討した。表面筋電図は術側の内側広筋（VM），外側広筋（VL），大腿二頭筋（BF），前脛骨筋（TA），
下腿三頭筋（GS）を被験筋として表面筋電図を測定し，筋毎に％SWDM（Segment Weight Dynamic Movement）法にて振幅を
正規化し，歩行 1 周期の平均筋放電量を求めた。床反力計は直線歩行路に埋め込み，術側下肢と対側に使用する杖の鉛直成分を
計測した。計測値は飯森らの方法を使用し，第一，第 2 の山を F1，F2，F1 と F2 の間の谷を F3，立脚時間を T とし knee func-
tional score（KF 値）を算出（KF=（F1�F3）+（F2�F3）/T）し Double knee action の円滑さの指標とした。また下肢の着床と杖・
専用ポールの着床時間の差を各々の鉛直成分検出時間の差で求めた。試技は各課題を 3 回実施し最大値の平均値を計測値とし
た。歩行様式間の比較には 1 元配置分散分析を行い，主効果を認めた場合は多重比較を行った。下肢と杖・専用ポールの着床時
間の差は t 検定を用いて NW と 1 本杖を比較検討した。

【結果】

表面筋電図での平均放電量（%SWDM）で主効果を認めたのは VM で，NW（51.8±9.0）は，独歩（58.2±10.1），1 本杖（57.3
±10.2）より低く，VL も NW（46.5±11.1）は，独歩（54.3±11.8），1 本杖（52.4±11.8）より低い値となった（p＜0.05）。床反
力では，下肢の着床と杖・専用ポールの平均着床時間は NW が下肢着床前 0.06 秒で，1 本杖は着床後 0.13 秒と 2 群間に有意な
差を認めた（p=0.00）。また，KF 値は NW（267.31±65.76）は独歩（170.30±46.82），より有意に高い値を示し（p=0.003），1
本杖歩行（213.21±50.74）より高まる傾向が見られた。

【結論】

NW は上肢を大きく前後に振る様式であることから独歩や 1 本杖と比べ下肢の着床前にポールを床につきやすくなり VM，VL
の能動的活動の抑制に貢献し，荷重と抜重の円滑さに作用したと考えられた。膝伸展筋の筋力低下を来たしやすい TKA 術後早
期の NW は，独歩，1 本杖歩行と比べ，膝伸展筋活動の負荷軽減型の歩行様式であり，Double knee action を改善する作用が得
られる歩行運動である可能性がある。
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人工股関節全置換術後 5ヶ月で安定した片脚立位を保持するための股関節外転筋力の目標値の設定
―大規模データ（変形性股関節症女性 256 例）での検討―

桂田 功一1），木下 一雄1），吉田 啓晃2），青砥 桃子3），臼井 友一4），岡道 綾4），樋口 謙次1），
中山 恭秀2），安保 雅博5）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，2）東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科，
3）東京慈恵会医科大学葛飾医療センターリハビリテーション科，
4）東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科，5）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words 人工股関節全置換術・片脚立位・股関節外転筋力

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（THA）後に除痛が図れても依然として跛行を呈する症例がおり，その多くは静的な片脚立位保持機能が低
下している。片脚立位保持機能と筋力に関する調査は過去に報告されているが，症例数が十分とは言えず，股関節外転筋力の推
移を明らかにした上で筋力改善の目標値を設定できているとは言い難い。 今回は術前片脚立位で Sign を呈した症例に限定し，
術後に改善した症例と改善しなかった症例の筋力値の推移を比較することで，筋力増強介入の各時期における目標値を明確に
設定することを目的とした。

【方法】

対象は本学附属 4 病院にて変股症の診断を受け，後方進入法初回 THA を施行し術後合併症・中枢性疾患の既往がない女性 310
症例のうち，術前の片脚立位保持にて下記いずれかの Sign を呈した 256 例（平均年齢 66 歳）とした。調査項目は年齢，BMI，
入院期間，片脚立位保持機能（術前・術後 5 ヶ月），術側股関節外転トルク体重比（Nm/kg）（術前・術後 2 ヶ月・5 ヶ月）とし
た。片脚立位保持機能評価は，バランスを保持する程度の示指での手すり支持は許可し 5 秒間保持させ，骨盤と両肩峰の前額面
上の傾斜より，D/T なし，T，D，DT，困難の 5 つに分類した。外転トルクは Hand�held Dynamometer を用いベルト固定法に
て股関節内外転中間位で等尺性筋力を計測した。次に，術後に片脚立位保持機能が改善し Sign なしとなった症例（術後 Sign
なし群）と術後も Sign が残存した症例（術後 Sign あり群）に分類し，以下の比較検討を行なった。筋トルクは群間の差を一元
配置分散分析にて検定し，また各時期における ROC 曲線を作図し曲線下面積 AUC を算出した。統計ソフトは SPSS（Ver22.0）
を使用し，有意水準を 5% とした。

【結果】

術後 Sign なし群は 107 例，術後 Sign あり群は 149 例であった。BMI，入院期間は群間の差を認めなかった。外転トルク体重比
（術後 Sign なし群/術後 Sign あり群）は，術前 0.62±0.25/0.51±0.21（Nm/kg），術後 2 ヶ月 0.81±0.28/0.65±0.26（Nm/kg），
5 ヶ月 0.94±0.32/0.73±0.28（Nm/kg）であった。すべての時期で術後 Sign なし群が有意に高値を示した。また，術後 2 ヶ月で
はカットオフ 0.76 Nm/kg，AUC0.68（感度 0.56 特異度 0.70），5 ヶ月ではカットオフ 0.83 Nm/kg，AUC0.71（感度 0.64 特異度
0.70）と高い判別性を示した。

【結論】

本研究から術前に Sign があり・術後 5 ヶ月時に Sign なしで片脚立位保持を可能とするための股関節外転筋力の目標値は術後
2 ヶ月で 0.76 Nm/kg，術後 5 ヶ月で 0.83 Nm/kg と示唆された。目標値（0.83 Nm/kg）を達成してもなお Sign を呈する症例に
は外転筋力以外の面からの介入が必要と考える。
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人工股関節全置換術後の自覚的脚長差の改善に影響を与える因子の検討

木村 祐介1），岩切健太郎2），竹内 雄一1），久野 剛史1），北川 明宏1），熊田 直也1），奥田 早紀1），
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1）医療法人社団松下会白庭病院リハビリテーション科，
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key words 人工股関節全置換術・自覚的脚長差・股関節内転可動域

【目的】

変形性股関節症（股 OA）患者に対し人工股関節全置換術（THA）を施行した際に，脚長補正が適正に行われたにも関わらず，
自覚的に脚長差（自覚的脚長差：LLD）を訴える症例が存在する。LLD を認める症例の多くは術後 3 か月程度で消失すると報告
されているが，残存する症例も散見される。LLD が長期化すれば，Hip spine syndrome や歩行障害などの合併症を呈し QOL
に影響すると報告されている。本研究の目的は，THA 術後 2 週時に認めた LLD が 3 か月時にも残存する影響因子を調査したの
で報告する。

【対象・方法】

対象は平成 25 年 10 月から平成 28 年 3 月までに，当院で片側股 OA 患者に対し THA を施行した 53 例のうち，術後 2 週時に
LLD が残存していた症例 27 例（女性 21 名：男性 6 名，年齢 68.3±7.9 歳）である。除外基準は診断が大腿骨頭壊死症や大腿骨
頸部骨折の症例，また変形性膝関節症（TKA 含む）や両側股 OA を合併する症例とした。評価項目は，LLD，股 ROM（屈曲，
伸展，内転，外転），疼痛 VAS（安静時・歩行時），骨盤側方傾斜角，脚延長量，下肢荷重率，JOA（Walking，ADL），腰椎側
弯とした。なお，検査は術後 2 週と術後 3 か月に実施した。LLD の測定方法は，ブロックテストを用い，立位にて短いと感じる
足底に，5mm 板を段階的に挿入し，「脚長差なし」と自覚した時の板の厚みを LLD とした。骨盤側方傾斜角は，立位骨盤正面
単純 X 線像にて両側涙痕下端を通る直線と水平線のなす角とし，腰椎側弯の測定は，第 1 腰椎上縁と第 5 腰椎下縁の Cobb 角と
した。腰椎側弯の変化の測定は，術後 2 週時と術後 3 か月時の Cobb 角の差とした。検討内容は，対象のうち 3 か月時に LLD
が消失した群（消失群）と残存した群（残存群）に群分けし，両群間と調査項目を Mann�whitney の U 検定を行い，統計学的
解析を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

術後 3 か月時の LLD は，消失群 17 例，残存群 10 例であった。群間比較の結果，術後 2 週時は，股 ROM 内転（p=0.04），術後
3 か月時は，股 ROM 内転（p=0.01），JOA Walking（p=0.02），腰椎側弯（p=0.04），腰椎側弯変化（p=0.02）に有意差を認めた。

【結論】

本研究の結果，LLD を術後 2 週時に認めた症例のうち 3 か月時までに残存していた症例では，術後 2 週時の股 ROM 内転制限が
術後 3 か月時まで継続していた。腰椎側弯と股 ROM 内転は関連するとの報告があり，本研究でも LLD 残存群において，術後
2 週時から 3 か月時にかけて股 ROM 内転制限が残存していれば，腰椎側弯が進行し，歩行機能に影響していた。よって，LLD
は，股 ROM 内転と腰椎側弯が密接に関係していると考えられた。
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JHEQは人工股関節全置換術（THA）後の満足度を捉えるか？

八木 宏明1），砥上 恵幸1），富永 俊克2），城戸 研二3）

1）山口労災病院中央リハビリテーション部，2）山口労災病院リハビリテーション科，
3）山口労災病院整形外科

key words 人工股関節全置換術・JHEQ・満足度

【はじめに，目的】近年，患者立脚型の評価法の有用性が認識され，わが国においては，日本整形外科学会股関節疾患評価質問
票（以下，JHEQ）が導入されるようになった。JHEQ は，痛み，動作，メンタルの 3 つの下位尺度から構成され，「痛み」は，
Visual Analogue Scale（以下，VAS）および 6 つの質問，「動作」と「メンタル」は，それぞれ 7 つの質問で成り立っている。

「痛み」の VAS および各質問は，0 から 4 点に点数化され，最高 84 点となり，数量化され，点数が高いほど QOL が高いとされ
る。また，もう 1 つの特長として，股関節の状態（不満足度）に関する評価があり，これは合計点には含まれず，単独の指標と
して，VAS にて評価を行い，点数が高いほど不満が強いことが示される。本研究の目的は，THA 後の患者満足度を，JHEQ
を用いて，果たして本当に捉えることが可能かを検討することを目的とした。

【方法】2015 年 1 月から 2015 年 12 月の期間に，当院整形外科にクリニカルパスにて入院し，THA（前外側進入）が施行され，
自宅退院をした，39 例（男性：4 例，女性：35 例，平均年齢：67.5±8.1 歳），39 関節を対象とした。再置換例は除外した。退院
時および術後 3 ヶ月の整形外科医師による診察時（以下，術後 3 ヶ月）に，JHEQ による評価（自己記入）を実施し，退院時と
術後 3 ヶ月における JHEQ の変化と，それぞれの時期における，不満足度と JHEQ 合計点および下位尺度間の関連性を検討し
た。統計学的手法は，t 検定または Wilcoxon の符号付順位和検定，Spearman の順位相関係数を用いて，統計学的解析には，R.2.8.1
を使用し，有意水準は 5％ 未満，相関係数 0.5 以上を相関ありとした。

【結果】術後平均在院日数は，22.3±5.7 日，術後 3 ヶ月時点は，平均 105.8±12.1 日であった。退院時と術後 3 ヶ月における JHEQ
の変化では，不満足度および合計点，下位尺度間に有意な差は認められなかった。不満足度と JHEQ 合計点および下位尺度間の
関連性は，退院時では，不満足度と痛みのみに負の相関（ρ＝�0.50 p＝0.00）（痛みが強いと不満足度は高い）が認められた。術後
3 ヶ月では，全ての項目間で，相関は認められなかった。

【結論】福井らは，THA により，最も期待できる効果は，痛みの改善であり，術後の満足度に最も反映されていたものも，痛み
の改善であったと述べており，本研究も同様の結果となった。THA 後の JHEQ を用いた調査では，術前と術後を比較した報告
が多く，その場合は，有意な改善を示しているが，本研究では，退院時と術後 3 ヶ月という術後間での比較であり，JHEQ にお
いて，有意な改善を認めなかったと推察する。本研究の結果では，疼痛が改善され，動作が遂行しやすくなり，メンタルが充実
してきている THA 後においては，満足度を JHEQ で捉えることは，難しいのではないかと考えられた。THA 後の満足度を幅
広く捉えるには，ICF でいうところの「参加」面からの検討が必要であると考える。
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跛行の有無は人工股関節全置換術後患者の転倒予測因子となる

生友 尚志1），永井 宏達2），田篭 慶一1），三浦なみ香1），岡村 憲一1），奥埜 尭人1），中川 法一1），
増原 建作3）

1）医療法人増原クリニックリハビリテーション科，
2）兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科，3）医療法人増原クリニック整形外科

key words 人工股関節全置換術・転倒・変形性股関節症

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（THA）後患者は転倒の危険性が高い。THA 後患者は転倒により大腿骨ステム周囲骨折や脱臼などの重篤
な傷害を受ける場合があり，転倒予防対策が必要である。しかし，THA 後患者の転倒発生原因については未だ明らかになって
いない。我々の研究において，末期変形性股関節症では跛行の有無が転倒発生に関連することが明らかになっている。そこで本
研究では，THA 後の跛行の有無と転倒発生の関連性について検討することを目的とした。

【方法】

2013 年 2 月から 2015 年 2 月までに当院にて THA を施行した患者 286 名を対象とした。対象除外基準は，男性，慢性関節リウ
マチ，大腿骨頭壊死症，中枢神経疾患，精神疾患，めまいを有する者，大腿骨頚部骨折術後，再 THA，THA 後 1 年以内に反対
側 THA を受けた者とした。

転倒調査は，THA 後 1 年間の転倒経験の有無と転倒発生日を自己記入式のアンケートと問診にて聴取した。転倒発生に関連す
る要因として，手術前に年齢，BMI，服薬数，合併症の有無を調査し，術後 3 週経過時に股関節屈曲・伸展・外転・内転可動域

（ROM），股関節外転筋力，膝関節伸展筋力，10m 歩行時間，跛行の有無を調査した。筋力は Hand�Held Dynamometer（アニ
マ社製 μTas F�1）を使用して，手術側の最大等尺性筋力を測定し，トルク体重比（Nm/kg）を算出した。跛行の有無は歩行観
察により跛行の程度を 4 段階（跛行なし，軽度，中等度，重度）にて判定し，中等度か重度の場合を跛行ありとした。跛行の程
度の判定基準は，跛行なしは異常運動なし，軽度は骨盤・下肢に軽度の異常運動あり，中等度は骨盤・下肢に明らかな異常運動
ありまたは体幹に軽度の異常運動あり，重度は体幹・骨盤・下肢に明らかな異常運動ありとした。

統計解析は Cox 比例ハザードモデルを用いて強制投入法により THA 後の跛行の有無と転倒発生の関連性について検討した。
モデル 1 は Crude モデルにて跛行の有無を投入し，モデル 2 にて年齢，BMI で調整を行い，モデル 3 にて服薬数，合併症の有
無，ROM，筋力，10m 歩行時間で調整した。有意水準は全て 5% とした。

【結果】

対象者のうち除外基準に該当せず，欠損値のない THA 後患者 162 名（年齢：62.6±8.7 歳）を解析対象とした。THA 後 1 年間
での転倒発生率は 31.5%（51 名）であった。Cox 比例ハザードモデルによる分析の結果，跛行の有無（調整済みハザード比：3.62，
95% 信頼区間：1.86�7.06，p＜0.01）と膝関節伸展筋力（調整済みハザード比：0.25，95% 信頼区間：0.07�0.85，p＜0.05）が転倒
発生に関連する因子として抽出された（モデル 3）。

【結論】

THA 後患者の転倒には跛行と膝伸展筋力の低下が関連していることが明らかになった。特に跛行を有する患者の転倒危険率は
3.6 倍であり，跛行の有無は THA 後患者の転倒発生の有力な予測因子と言える。転倒予防の観点からも跛行の改善は THA 後の
リハビリテーションの重要課題であると考える。
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下肢人工関節置換術後の下肢機能と転倒関連自己効力感尺度の関連性

福迫 剛，東 直人，上野 友愛，砂原 伸彦，神囿 純一

鹿児島赤十字病院

key words 自己効力感・下肢人工関節・下肢機能

【はじめに】

Tinetti らは，日常生活における動作遂行に関する転倒恐怖を測定することで，自己効力感の低下を評価する転倒関連自己効力感
尺度，Falls Efficacy Scale（FES）を開発した。最近の研究で FES は QOL と関連性があるという報告もされている。今回，上
出直人らが翻訳した国際的に使用可能な日本語版国際版転倒関連自己効力感尺度 FES�I（International）を使用し，下肢人工関
節置換術前後の下肢機能と自己効力感の関連性について検討した。FES�I は，64 点満点で点数が低いほど転倒関連自己効力感が
高いことを示す。

【方法】

変形性関節症の女性で股関節の人工関節置換術（以下 THA）を施行した 7 例，膝関節の人工関節置換術（以下 TK A）を施行
した 8 例を対象とし，評価項目は年齢，体重，歩行様式，2 回計測平均値による 10m 歩行時間，Timed Up ＆ Go test（以下 TUG），
術側・反対側の膝伸展筋力，股関節外転筋力，手術部位・手術部位以外の Visual Analogue Scale（以下 VAS），FES�I とし，術
前と術後 3 週に評価した。術後の FES�I が術前よりも低値の群を自己効力感改善群，術前よりも高値又は変化しなかった群を自
己効力感低下群に分類し，術前と術後の評価項目について検討した。下肢筋力は Hand�Held Dynamometer（アニマ社製 μ�TasF
1）を使用し，体重比率とした。統計処理は Student，Welch�t 検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

自己効力感改善群は 5 例（TKA2 例，前方侵入 THA3 例），（術前）�（術後）：歩行様式（全例独歩）�（独歩 4 例，1 本杖 1 例），10
m 歩行時間（9.4±1.3 秒）�（9.6±1.9 秒），手術部位 VAS（72.8±16.8）�（19.8±20.9），手術部位 VAS 変化 53±16.8。自己効力感低
下群は 10 例（TKA6 例，前方侵入 THA1 例，後方侵入 THA3 例），（術前）�（術後）：歩行様式（独歩 5 例，1 本杖 3 例，2 本杖
1 例，手押し車 1 例）�（独歩 3 例，1 本杖 3 例，2 本杖 2 例，歩行器 2 例），10m 歩行時間（12.9±5.3 秒）�（14.9±5.1 秒），手術部
位 VAS（59.6±25.3）�（38.8±25. 9），手術部位 VAS 変化 20.8±22.7 となった。2 群間で有意差がみられたのは，術後の 10m 歩行
時間と手術部位 VAS 変化のみ（P＜0.05）で，歩行速度と手術部位の疼痛が改善されれば自己効力感も高まることが示された。

【結論】

手術部位 VAS での有意差はみられなかったが，手術部位 VAS の変化で有意差が出たことから手術部位の術前の疼痛が術後大
幅に改善することが，自己効力感の改善に関与すると考えられる。また，自己効力感改善群の術前の歩行様式がすべて独歩で
あったことや自己効力感改善群の術後の歩行時間が有意に低かったことから，自己効力感において歩行能力は重要な指標にな
ると思われる。これらのことから下肢人工関節置換術後 3 週で自己効力感が改善するには，著明な疼痛軽減と歩行速度の維持が
必要と考えられる。
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人工股関節全置換術例における自覚的脚長差・X線学的脚長差と荷重率の関連
性

川端 悠士，狩又 祐太

JA山口厚生連周東総合病院リハビリテーション科
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【目的】

人工股関節全置換術（THA）では脚長を補正するように手術が行われるが，画像上で脚長が補正されたにも関わらず，術後早期
には術側下肢の延長感（自覚的脚長差，Perceived leg length Discrepancy；PLLD）を訴える症例を経験する。二次性変股症の
多い本邦では両側罹患例が多く，対側下肢への力学的負担を考慮すると片側手術後早期に下肢荷重率を均等化させる必要があ
るが，脚長差を有する症例においては延長側への荷重が困難な場合が少なくない。術後早期における術側下肢の荷重率に影響を
与える要因としては疼痛や筋力など様々な要因が考えられるが，これら交絡因子を調整した上で脚長差と荷重率との関連性を
明らかにした報告は少ない。本研究では THA 例における PLLD および X 線学的脚長差と術側下肢荷重率との関連性を明らか
にすることを目的とする。

【方法】

対象は当院にて片側 THA 施行となった連続 81 例のうち，立位保持が困難な 3 例，免荷を要する 2 例を除く 76 例（年齢：71.4
±9.0 歳，性別：男性 11 例・女性 65 例，術式：後側方侵入）とした。基本的属性として年齢・性別を，術前要因として疼痛・
X 線学的脚長差を，術後要因として術側下肢の疼痛・X 線学的脚長差・PLLD・術側股伸展可動域・股外転筋力患健比・術側下
肢荷重率を調査した。術後要因は術後 2 週の段階で測定を行った。PLLD の測定には block test を，術後 X 線学的脚長差の測定
には涙痕�小転子間距離を使用し，いずれも術側が非術側よりも 5mm 以上延長している場合を 5mm 以上群，脚長差が 5mm
未満または非術側が術側よりも延長している場合を 5mm 未満群とした。下肢荷重率の測定には WEIGHT BALANCER を使用
し快適立位姿勢における 30 秒間の平均荷重率を算出した。データの正規性を確認した後に，対応のない t 検定を使用し，PLLD
5mm 未満群・5mm 以上群間および X 線学的脚長差 5mm 未満群・5mm 以上群間で下肢荷重率の比較を行った。また回帰の有
意性および平行性を確認した後に共変量を決定し，従属変数を下肢荷重率，独立変数を PLLD および術後 X 線学的脚長差とし
て共分散分析を実施した。

【結果】

PLLD5mm 未満群および 5mm 以上群の下肢荷重率は，それぞれ 47.2±2.5%，43.9±4.8% であり，PLLD5mm 未満群に比較して
5mm 以上群の下肢荷重率が有意に低値であった（p＜0.01，r=0.39）。X 線学的脚長差 5mm 未満群および 5mm 以上群の下肢荷
重率はそれぞれ 45.4±4.5%，45.3±3.2% であり，両群間に有意差を認めなかった（p=0.94，r=0.08）。共変量を術側下肢の疼痛と
して共分散分析を実施した結果，荷重率は PLLD5mm 未満の群に比較して PLLD5mm 以上の群で有意に低値を示した（F=7.76，
p＜0.01）。なお X 線学的脚長差に関しては，共変量で調整後も 5mm 以上群・5mm 未満群間の荷重率に有意差を認めなかった

（F=0.36，p=0.55）。

【結論】

PLLD は疼痛の影響から独立して下肢荷重率と関連することが明らかとなった。下肢荷重率の改善には PLLD 改善の必要性が
示唆される。
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O-MT-18-1

回復期リハビリテーション病棟においてBIA 法を用いた大腿骨近位部骨折患者
の体成分と退院時の歩行能力との関連

池上 泰友

愛仁会リハビリテーション病院

key words 大腿骨近位部骨折・体組成・歩行能力

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折は予後不良で寝たきりになる可能性のある疾患であり，手術前から低栄養状態である患者が半数以上いるこ
とが報告されている。このことより，大腿骨近位部骨折患者の身体状態を把握するためには入院時から体成分を検討する必要が
あると考える。近年，体成分の分析に生体インピーダンス法（Bioelectrical impedance analysis：BIA 法）が考案され，臨床で
非侵襲的に評価を行うことが可能となった。しかし，これまでに BIA 法を用いた大腿骨近位部骨折患者の体成分に関する報告
は少ない。そこで今回，回復期リハビリテーション病棟（回復期リハ病棟）において BIA 法を用い大腿骨近位部骨折患者の体
成分と退院時の歩行能力との関連について検討した。

【方法】

対象は 2016 年 1 月～9 月までに大腿骨近位部骨折により回復期リハ病棟に入院した 78 名のうち，データー欠損者，65 歳未満の
者を除く 61 名（男性 10 名，女性 51 名，平均年齢 83.5±7.1 歳）とした。歩行自立の定義は「歩行補助具の使用は制限せずに安
全に 50m 以上の歩行が可能」とし，退院時に介助なしに歩行が可能な者を自立群，介助が必要な者を非自立群に分類した。調
査項目は年齢，手術後入院期間，体成分として基礎代謝量，骨格筋量，下肢筋量，タンパク質量，体細胞量とした。体成分は体
成分分析装置（In Body 社製，S10）を用いて入院時に測定した。解析は目的変数に歩行自立の可否，説明変数に単変量解析によ
り有意であった変数を投入したロジスティック回帰分析（変数増加法：尤度比）を行った。また，有意に抽出された変数におい
ては ROC 曲線を作成し，カットオフ値を算出した。

【結果】

歩行自立群は 41 名（平均年齢 81.4±7.1 歳），非自立群は 20 名（平均年齢 87.0±5.9 歳）で有意に非自立群の年齢が高かった（p
＜.01）。単変量解析によって抽出された説明変数は基礎代謝量（p＜.05），骨格筋量（p＜.05），下肢筋量（p＜.05），体細胞量

（p＜.01）であり，いずれも自立群が有意に高かった。ロジスティック回帰分析の結果，体細胞量（OR 0.79，95%CI 0.65�0.97）
が有意な変数として抽出された（p＜.01）。モデルの判別的中率は 65.6% であった。体細胞量の ROC 曲線の曲線下面積は 81.7%
であり，最も有効なカットオフ値は 19.0kg（感度 55.3%，特異度 78.2%）と判断できた。

【結論】

回復期リハ病棟における大腿骨近位部骨折患者の体成分を検討し，体細胞量が退院時の歩行能力に関連していることが示唆さ
れた。体細胞量は細胞内水分量とタンパク質量を合計した筋肉量で細胞外水分量は含まれておらず浮腫の影響を受けにくいと
報告がある。一方，骨格筋量，下肢筋量は細胞外水分を含んだ測定値となるため浮腫の影響を受けた可能性が考えられる。した
がって，手術後の炎症症状の残る時期において大腿骨近位部骨折患者の BIA 法を用いた評価では，体細胞量が歩行自立可否の
判断に有用であると考えた。
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O-MT-18-2

大腿骨近位部骨折における栄養状態と退院時 FIM項目の関連
神戸市急性期総合病院の理学療法士による多施設共同研究

中馬 優樹1），田中 利明2），井上 達朗2,4），坂本 裕規3,4）

1）済生会兵庫県病院，2）西神戸医療センター，3）神戸市立医療センター中央市民病院，
4）神戸大学大学院保健学研究科

key words 大腿骨近位部骨折・栄養状態・多施設共同研究

【はじめに，目的】

大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン（第 2 版）では大腿骨近位部骨折術後の歩行能力回復に影響する因子に年齢，受傷前
歩行能力，認知症が挙げられているが，近年，栄養状態が歩行能力に影響するとの報告もされるようになってきた。しかし歩行
以外の日常生活動作能力（以下，ADL 能力）と栄養状態との関連に関する報告はまだ少ない。そこで今回，大腿骨近位部骨折
患者において栄養状態が退院時 ADL 能力と関連があるのか， また ADL 能力のどのような項目に影響があるのかを検討した。

【方法】

第 2・3 次救急総合病院の 3 施設に 2013 年 6 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日に入院した患者を調査対象とした。大腿骨近位部骨
折の手術を施行した 466 名のうち，65 歳未満例，死亡・術後急性増悪例，受傷前歩行不能例，術後免荷期間を要した例を除いた
333 名（男性 64 名，女性 269 名，83.4±7.4 歳）を対象とした。

ADL 能力は術後と退院時に FIM 運動項目（以下，mFIM）を，歩行能力は 10m 歩行速度，TUG を術後 2 週・退院時に測定し
た。栄養評価は術前・術後の Alb・Hb を記録した。また術前の Alb 値を用いて GNRI を算出し，基準値である 92 未満を低栄養
群，92 以上を良好群とした。基本情報と mFIM 各項目・歩行能力において 2 群間で比較を行った。数値項目に Mann�Whitney
の検定と対応のない t�検定，カテゴリー項目に χ2 検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

低栄養群は 178 名（83.8±7.3 歳），良好群は 155 名（83.0±7.5 歳）に分類され，年齢や骨折部位・在院日数・HDS�R などに差は
認めなかった。低栄養群の退院時 mFIM は整容（p＜0.05），清拭（p＜0.01），上衣更衣（p＜0.05），トイレ（p＜0.05），排尿管
理（p＜0.01），排便管理（p＜0.01），合計点数（p＜0.05）で有意に低値を示した。退院時 10m 歩行速度は低栄養群 26.7±19.0
秒，良好群 17.8±6.7 秒と低栄養群で有意に遅く（p＜0.01），TUG も低栄養群 43.3±25.3 秒，良好群 26.6±11.9 秒と有意差を認め
た（p＜0.01）。

【結論】

10m 歩行速度，TUG は低栄養群で有意に遅く，先行研究と同様の結果であった。退院時 mFIM 合計点数では低栄養群で有意に
低値であり，栄養状態が退院時 ADL 能力に影響している可能性が示唆された。各項目でみると，更衣やトイレ動作など自宅復
帰に影響する項目でも有意差を認めた。これらの ADL 項目には体幹機能や非術側下肢機能などが影響していると考えられる
が，今回これらの評価は行えていないため，関連性については不明である。

今回，低栄養を示した大腿骨近位部骨折患者を対象に FIM を用いて退院時 ADL の特徴を検証した。整容・トイレ・上衣更衣・
排尿排便管理において有意に低値を示し，低栄養は歩行能力のみならずセルフケアを含めた ADL 能力に影響があることが示唆
された。これらは自宅復帰を目指すうえで重要な項目であり，今後さらに詳細な評価と関連性についての検証が必要であると思
われる。
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O-MT-18-3

回復期における大腿骨近位部骨折術後患者の筋力と栄養状態の関係
血液データを用いて

尾山 直樹1），中島 由美1），大西 徹也2）

1）医療法人社団和風会橋本病院，2）学校法人大麻学園四国医療専門学校

key words 大腿骨近位部骨折・WBI・栄養状態

【はじめに，目的】

近年，リハビリテーション（以下リハ）栄養という言葉が使用されるようになりリハを進める上で栄養管理の重要性や関心度が
高くなっている。臨床の中では大腿骨近位部骨折を受傷し低栄養を合併することで積極的にリハを行えない症例も散見される。
そこで今回，大腿骨近位部骨折術後患者の栄養状態を示す血液データの中でも何が筋力と関係し低栄養の有無で筋力に差があ
るのか調査を実施した。

【方法】

平成 24 年 10 月～平成 27 年 12 月までに当院回復期リハ病棟を退院した大腿骨近位部骨折術後患者のうち認知症や運動麻痺に
より筋力測定ができない患者，診療録から目的とする血液データが抽出できなかった患者，腎，肝機能低下を有する患者，急変
により転院した患者を除く 47 例（年齢 85.6：69�97 歳，男性 12 例，女性 35 例）を対象とした。筋力は個人の体格差をなくすた
め大腿四頭筋筋力を体重で除した体重支持指数（以下 WBI）を用いた。大腿四頭筋筋力測定はハンドヘルドダイナモメーター，
酒井医療（株）製 mobie を使用し，回復期入退院時の健側，患側の測定を行いそれぞれ 2 回のうち最高値を採用している。それ
により算出した WBI と回復期入院時の血清アルブミン値（以下 Alb），半減期を考慮した入院 2～4 週目 Alb，コリンエステラー
ゼ，総コレステロール，C 反応性タンパクの相関を求め，相関係数の高いものに関して 2 群間の比較検定を行った。統計ソフト
は R commander を用い 2 標本 t 検定を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

相関係数が 0.5 以上の項目は入院時患側 WBI と入院 2～4 週目 Alb（r=0.57），退院時健側 WBI と入院 2～4 週目 Alb（r=0.53），
退院時患側 WBI と入院 2～4 週目 Alb（r=0.61）であり，特に入院 2～4 週目 Alb が退院時 WBI と関係することが示された。ま
た，先行研究を参考に入院 2～4 週目 Alb が 3.5mg/dl 未満を低栄養群，3.5mg/dl 以上を非低栄養群とし 2 群間の退院時 WBI
を比較した。その結果，低栄養群の退院時健側 WBI0.34±0.09，非低栄養群の退院時健側 WBI0.55±0.21（p＜0.05），95%CI（0.1～
0.31），低栄養群の退院時患側 WBI0.25±0.08，非低栄養群の退院時患側 WBI0.41±0.15，（p＜0.05），95％CI（0.09～0.24）となり
非低栄養群の方が低栄養群に比べ退院時の WBI が有意に高くなった。

【結論】

回復期リハ病棟において大腿骨近位部骨折術後患者の血液データの中でも Alb，特に入院 2～4 週目 Alb が退院時 WBI と関係
しており，非低栄養群は低栄養群に比べ退院時の WBI が健側，患側ともに有意に高かった。Alb は半減期が約 21 日と長く，現
在の栄養状態が血液データに反映されるのに時間がかかる事を考慮しなければならない。また CRP の上昇や腎，肝機能の低下
で Alb は低下するためそれを踏まえて評価することが重要であると考えられる。また，栄養補助食品などを含め食事摂取に視点
を向ける事，回復期へ入院した時点で，さらには急性期の段階で栄養状態を管理する事が必要とされる。
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O-MT-18-4

初発大腿骨転子部骨折骨接合術患者におけるM�FIM 予後予測式の考案

中村健士郎，福田 真也，中島 由美

医療法人社団和風会橋本病院

key words 初発大腿骨転子部骨折・M�FIM・予後予測

【はじめに，目的】

運動器疾患では大腿骨近位部骨折後の歩行獲得や転帰先等の予後予測は多いが，運動項目の Functional Independence Measure
（以下；M�FIM）に関する報告や，病前 M�FIM を因子に列挙している報告は散見される程度である。今回 M�FIM 推移を後方
視的に調査，術日を 1 病日とし，回復期リハビリテーション病棟（以下；回復期リハ病棟）の入院時，入院後 1 週間，1 ヶ月，
2 ヶ月，3 ヶ月各々の病日の 5 点を取り散布図から対数近似曲線との相関を調査した。R�square=0.947（0.606�0.998）となり，
相関の可能性が示唆された。そこで今回，我々は指定病日数における M�FIM 予後予測式を算出およびその妥当性を検証。病前
M�FIM が予後予測に影響起因するのかを調査，また時期による点数推移を予測することにより，目標到達 ADL に合わせた院
内や家屋内における環境設定の考案等を予見することで円滑な在宅退院また介護保険下への移行に対する一助とすることを目
的とした。

【方法】

平成 25 年 4 月から平成 28 年 3 月に入退院した初発大腿骨転子部骨折患者，かつ 90 病日まで経過を追えた者 32 例を対象とし
た。対象内訳として，年齢 86（69�96）歳，病前 M�FIM83.5（54�91）点，性別男性 4 例，女性 28 例，Evans 分類にて安定型
20 例（type1group1－6 例，group2�14 例，術式 CHS6 例，γ�nail8 例，PFNA6 例），不安定型 12 例（type1group3�9 例，group
4�3 例，術式 CHS8 例，γ�nail4 例），受傷～回復期リハ病棟転院 20（8�45）日，回復期リハ病棟在院日数 87.5（78�92）日とした。

目的変数を 90 病日 M�FIM，説明変数を病前 M�FIM，年齢とし重回帰分析を実施。相関を示した際，重回帰式を算出し得られ
た値を 90 病日 M�FIM 予測値とした。1 病日の M�FIM13 点，90 病日の M�FIM 予測値の 2 点から対数近似曲線を算出。

また，算出式の実用性検証方法として，単純無作為法にて対象における回復期リハ病棟入院後 1 週間，1 ヶ月，2 ヶ月，3 ヶ月各々
の病日の 4 項目から 1 項目を抽出し，M�FIM 予測値と実測値の相関係数を算出した。

【結果】

重回帰分析の結果，r=0.826，R�square=0.681（P＜0.05）と相関が得られ，90 日 M�FIM 予測値=53.54+（0.8256×病前 M�FIM）
+（�0.69×年齢）と算出。得られた重回帰式を用い算出された対数近似曲線式は，予測病日 M�FIM=a×LN（x）+13，Slope 関数
にて係数 a=Slope（13：90 病日予測 M�FIM，LN（1：90））を代入し予後予測式を算出。算出後，単純無作為法を実施した。Pear-
son の相関係数は 0.6863（P＜0.05）となった。

【結論】

大腿骨転子部骨折における M�FIM は対数近似曲線と相関した推移をたどり，予測式を算出することにより，算出したい病日に
おける M�FIM の予測が可能になる事が示唆された。なお年齢と病前の M�FIM は予測式に影響起因する為，情報収集は必須で
ある。また M�FIM 予測値を算出することで患者の円滑な在宅退院と，介護保険下のフォローへ繋げることが可能になると思わ
れる。
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大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭置換術を施行した症例に対する術後早期の神経筋電気刺激の効果
SLR能力の獲得日数と大腿四頭筋筋力に着目して

唄 大輔1,3），徳田 光紀1），冨田 恭治2），田中 康仁3）

1）平成記念病院リハビリテーション課，2）平成記念病院整形外科，
3）奈良県立医科大学大学院運動器再建医学教室

key words 大腿骨頚部骨折・SLR・大腿四頭筋筋力

【はじめに，目的】

高齢者の大腿骨頚部骨折受傷後の歩行獲得因子として大腿四頭筋筋力が重要であることが報告されている。臨床においてはこ
の大腿四頭筋筋力を簡便に評価するために下肢伸展挙上（以下，SLR）能力が注目されている。また，過去の報告から術後早期
より神経筋電気刺激治療（以下，NMES）を併用した筋力強化法が有用であることが示唆されているが，大腿骨頚部骨折術後症
例に対する NMES の効果を示した報告は少ない。近年，大腿四頭筋筋力と SLR 能力の関係性が機能的予後に影響を及ぼすと
いった報告が見受けられるなか，NMES を術後早期から併用することはより有用である可能性が考えられる。そこで，本研究は
大腿骨頚部骨折術後症例に対して，NMES を術後早期から実施することで SLR 能力の獲得日数と患側大腿四頭筋筋力に影響を
及ぼすかどうかを検討することを目的とした。

【方法】

大腿骨頚部骨折受傷後に人工骨頭置換術を施行された 24 名を対象とした。無作為に NMES 群とコントロール群に割り付け，通
常の運動療法を全症例に実施した。NMES は術後翌日から開始し，電気刺激に合わせて膝伸展運動を毎日 20 分間実施した。電
気刺激治療器（ESPURGE，伊藤超短波社製）を用いて二相性パルス波，パルス幅 300μs，80pps，運動レベルの耐えうる最大強
度で ON：OFF 時間=5：7 秒に設定し，自着性電極（PALS 5cm×9cm，Axelgaard 社製）を患側大腿四頭筋に 4 枚貼付した。
評価項目として，SLR 能力は背臥位，自動運動にて膝関節伸展位で股関節 30̊ 屈曲挙上可能なレベルを能力獲得とし，患側大腿
四頭筋筋力をハンドヘルドダイナモメーター（μtasF�1，アニマ社製）で毎日計測し，体重で除した値を算出した。統計解析は
SLR 能力の獲得日数および患側筋力を群間比較するために対応のない t 検定を用いた。尚，コントロール群の患側筋力は NMES
群の SLR 能力の平均獲得日数に合わせて，同じ日数で測定した筋力を採用した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

SLR 能力の獲得日数に関しては NMES 群が 3.5±2.39 日に対してコントロール群が 7.25±4.65 日であり，NMES 群において有
意に早かった（p＜0.05）。また，NMES 群の SLR 能力の獲得日数の平均が術後 3 日目であり，その時点での患側大腿四頭筋筋力
は NMES 群・コントロール群それぞれで 0.18±0.08，0.11±0.04kgf/kg であり NMES 群において有意に高値を示した（p＜
0.05）。

【結論】

先行研究において SLR 獲得日数は本研究のコントロール群と同程度の術後 7 日前後と報告されているが，大腿骨頚部骨折術後
翌日から NMES を併用した筋力強化を実施したことで，大腿四頭筋筋力が早期に改善し，SLR 能力の早期獲得に繋がったと考
えられる。今後は SLR 能力獲得に関連した離床動作との関連や歩行能力の調査も必要であると考えている。
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リング型創外固定器に対する足底装具が痛みや歩行へ与える効果

渡邉 基起1），野坂 光司2），畠山 和利1），千田 聡明1），髙橋 裕介1），石川 順基1），斉藤 公男1），
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key words リング型創外固定器・足底装具・ワイヤー刺入部痛

【はじめに，目的】

リング型創外固定器（創外固定）は強固な固定により，難治性の骨折や変形が治療可能となる画期的な手段である。しかし，創
外固定のリハビリテーションに関する報告はほとんどなく，統一された治療方針がない。臨床上，術直後から早期荷重や自立歩
行が許可されるが，足関節を固定される症例では，特に踵部のワイヤー刺入部痛により，歩行時の踵接地が困難となることが多
い。そのため，荷重や歩行獲得にはワイヤー刺入部痛を軽減するような足底装具が必要となる。痛みの原因として，ワイヤー刺
入部周囲の軟部組織が変形することで生じるメカニカルストレスと考え，軟部組織の形状を維持する新しい足底装具を作製し
た。本研究の目的は，創外固定に装着可能な新しい足底装具が歩行能力や足圧分布に与える効果を明らかにすることである。

【方法】

対象は内反型変形性足関節症に対し遠位脛骨斜め骨切り術を施行され，創外固定を装着した 5 例（男性 2 例，女性 3 例）であっ
た。術後は疼痛に応じて全荷重歩行を許可された。また，術後 3 日目に装具を採型し，術後 10 日目から装具装着を開始した。
我々が作成した足底装具は，ワイヤー刺入部の側壁を削り，円滑な体重移動を目的にロッカーバーとカットオフヒールを有する
構造である。評価項目は，ワイヤー刺入部痛の疼痛評価テスト（NRS）と荷重率（最大荷重量/体重），10m 歩行時間，足圧分布
測定システム（ニッタ社製）による 5 歩行周期中の立脚期における最大荷重点とその部位におけるピーク圧力とし，各 3 回計測
した。術後 2 週に裸足群と装具群の 2 群で比較した。統計解析は対応のある t 検定検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

NRS は裸足群で 6.0±1.2（Mean±SD），装具群で 4.0±1.4 であり，装具群で有意に痛みが減少した（p＜.05）。荷重率は裸足群が
32.6±10.3％，装具群で 69.6±6.1％ であり，装具群は有意に荷重量が多かった（p＜.05）。歩行時間は裸足群が 26.2±3.1 秒，装
具群が 24.2±3.5 秒であり，装具群が有意に短かった（p＜.05）。最大荷重点とピーク圧力は，健側では裸足群で踵部に 2.0±0.2
kg/cm2，装具群で踵部に 2.5±0.3kg/cm2であり，有意差は認められなかった。一方，患側では裸足群で小趾中足骨頭に 1.5±0.3
kg/cm2，装具群で踵部に 1.8±0.3kg/cm2であり，荷重点は健側と同様に踵へ移動した。

【結論】

今回作成した新しい足底装具は踵部の荷重痛を軽減させ，荷重率の増加や歩行時間の短縮をもたらした。足圧分布から，患側の
ワイヤー刺入部痛が踵部への荷重を阻害し，前足部接地を余儀なくされていた。しかし，足底装具によりワイヤー刺入部痛が軽
減したことで，健側同様に最大荷重点を踵部に誘導したことを確認できた。本装具は創外固定器装着下で，より健常に近い状態
での早期荷重や歩行獲得に貢献し，良好な治療成績につながる可能性がある。
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保存療法を施行した脊椎圧迫骨折患者の離床開始前後における活動量の変化が多面的アウトカムにおよぼす影響
腰背部痛，ADL能力，精神心理面，椎体圧潰に着目して

片岡 英樹1,2），池本 竜則3），吉村 彩菜1），後藤 響1,2），山下潤一郎1），森田 馨4），
坂本 淳哉5），中野 治郎5），沖田 実2）

1）社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部，
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野，3）愛知医科大学運動療育センター，
4）社会医療法人長崎記念病院整形外科，5）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学・作業療法学講座理学療法学分野

key words 脊椎圧迫骨折・活動量の変化・ADL

【はじめに，目的】非特異的急性腰背部痛において，発症初期の活動の維持が痛みや運動機能面の改善に好影響をもたらすとし
たエビデンスが示されている（Cochrane Database Syst Rev. 2010）。われわれはこのような報告を参考に，第 51 回本学術大会に
おいて，脊椎圧迫骨折（VCF）受傷後早期の安静臥床期間における活動量が高いほど，腰背部痛（LBP）の軽減や ADL 能力の
改善が得られやすいことを報告した。一方，実際の臨床では安静臥床期間の活動量に比べ，離床開始後に活動量が増加する者も
いれば，しない者も存在し，活動量の変化は様々である。また，このような活動量の変化が上記のアウトカムに加え，精神心理
面や椎体圧潰の進行におよぼす影響は不明である。そこで，本研究では VCF 患者の離床開始前後での活動量の変化が LBP や
ADL 能力，精神心理面，椎体圧潰に与える影響について検討した。

【方法】対象は保存療法を施行した新鮮 VCF 患者 66 例（男性 10 例，女性 56 例，81.7±7.5 歳）である。対象者には入院時（base-
line；BL）より単軸活動量計（Lifecorder GS，Suzuken）を装着させ，臥床期間である BL～1 週目（w）と離床開始となる 1～
2w の一日平均活動時間（1～9METs）の差を離床開始前後での活動量の変化値とした。また，安静時・立ち上がり時・歩行時
の LBP を「全く痛くない：0」～「耐えられないほど痛い：4」の 5 段階の verbal rating scale（VRS）を用い，BL，2w，4w
に評価した。さらに，ADL は functional independence measure 運動項目（mFIM）を用いて BL，2w，4w に評価し，mFIM
改善率を算出した（Koh GC�H, et al., 2013）。また，精神心理面の評価として，老年期うつ病評価尺度（GDS�15）ならびに痛み
の破局的思考を評価する pain catastrophizing scale（PCS）を BL，2w，4w に評価した。椎体変形については，骨折椎体の前・
中・後壁の圧潰率を BL と 4w に計測し，BL～4w における圧潰進行率を算出した（Teng MM, et al., 2003）。分析として，活動
量の変化値の中央値から高活動群と低活動群に分け，両群間で各評価項目を比較した。

【結果】年齢，性別，BL～1w の活動時間，BL の各評価項目は両群間で有意差を認めなかった。2w において，高活動群の mFIM
得点，mFIM 改善率は低活動群のそれらに比べ有意に高値を示したが，その他の評価項目は両群間に有意差を認めなかった。4
w においても，高活動群の mFIM 得点，mFIM 改善率は低活動群のそれらに比べ有意に高値を示し，立ち上がり時 VRS ならび
に GDS�15 は高活動群が低活動群に比べ有意に低値を示した。一方，PCS は両群間に有意差を認めず，中・後壁の圧潰進行率は
高活動群が低活動群に比べ有意に高値を示した。

【結論】今回の結果から，VCF 受傷後の離床前後での活動量が増加する者ほど LBP や精神心理面，ADL 能力の改善は得られや
すいことが示唆された。しかし，椎体変形の進行を惹起するリスクがあることも否めず，動作指導や活動量の調整を行うなどの
配慮が必要である。
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腰部脊柱管狭窄症術後の JOABPEQと歩行能力，体幹筋力の回復経過
1年間の前向きコホート観察研究
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【はじめに，目的】

欧米において腰部脊柱管狭窄症（Lumbar Spinal Stenosis（LSS））術後の治療成績の回復経過は，RDQ（Roland Morris Disabil-
ity Questionnair）などを用いた機能障害や VAS を用いた疼痛に関してのレビューが報告されている。本邦では日本整形外科学
会腰痛評価質問票（JOA Back Pain Evaluation Questionnaire（JOABPEQ））が開発されたが，JOABPEQ の術後回復経過を検
討した研究は少なく，歩行能力や体幹筋力を検証した研究は見当たらない。本研究では，LSS 術後の JOABPEQ と歩行能力，体
幹筋力の回復経過を明らかにすることを目的とした。

【方法】

研究デザインは，1 施設の前向きコホート観察研究である。対象は 2013 年 11 月から 2016 年 3 月までに，LSS 手術を受けた 121
症例の内，術後 1 年まで観察可能であった 44 名（67.2±9.4 歳，男性 28 名）とした。術式は，除圧術 24 名，除圧固定術 20 名で
あった。主要評価項目は JOABPEQ，副次的評価は，歩行能力を 6 分間歩行距離（6MD：6 Minute Walking Distance），体幹筋
力，RDQ，疼痛を腰痛・下肢痛・下肢しびれの VAS とした。測定時期は，術前，術後 6 ヶ月，12 ヶ月とした。JOABPEQ は，
疼痛関連（疼痛），腰椎機能（腰椎），歩行機能（歩行），社会生活（社会），心理的障害（心理）から構成される質問紙評価であ
る。体幹筋力は，徒手筋力計 mobie（酒井医療社製）を用い，座位で伸展と屈曲の等尺性筋力を測定した。統計学的解析は，R
コマンダー 2.8.1 を用い，反復測定の分散分析を行った。また，有意水準は 5％ とした。

【結果】

JOABPEQ 全ての項目は，術前に比べ 6 ヶ月，12 ヶ月で有意に改善していた（p＜0.01）。JOABPEQ 得点の平均値の経過は（術
前，6 ヶ月，12 ヶ月），疼痛（56，90，92），腰椎（65，82，82），歩行（39，86，86），社会（44，79，78），心理（52，72，72）
であった。6MD，体幹伸展筋力，RDQ，腰痛・下肢痛・下肢しびれの VAS も同様に，術前に比べ 6 ヶ月，12 ヶ月で有意に改善
しており（p＜0.01），体幹屈曲筋力は，術前に比べ 12 ヶ月で改善傾向にあった（p=0.06）。

【結論】

JOABPEQ と歩行能力，体幹筋力は，RDQ，疼痛と同様の回復経過であることが明らかとなった。Fritsch.（Eur Spine J.2016）は，
LSS 術後の RDQ と疼痛は術後 3 ヶ月に回復し 5 年まで継続が期待できると報告しており，本研究も同様に，RDQ，疼痛の回復
は術後 6 ヶ月から 12 ヶ月まで継続していた。本研究は観察研究のため，今後より良い回復経過を目指した，リハビリテーショ
ン介入研究を検討していく予定である。
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腰部脊柱管狭窄症患者における痛みの破局的思考と連続歩行距離の関連につい
て
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【はじめに，目的】

腰痛は個人の quality of life を低下させるだけでなく，経済面に影響を及ぼす社会的な問題である。腰部脊柱管狭窄症（lumbar
spinal stenosis，LSS）は，腰痛を生じる疾患の中でも頻度の高い疾患であり，下肢痛や腰痛，感覚低下および筋力低下を呈する。
さらに，間欠性跛行により連続歩行距離が減少することで日常生活での活動範囲が制限される。近年，腰痛などの痛みに関連す
る因子として痛みをネガティブに捉える傾向を示す痛みの破局的思考が注目されており，痛みの強度や日常生活動作との関連
が示唆されている。しかしながら，痛みの破局的思考と連続歩行距離の関連を示す報告はない。よって，本研究では，LSS 患者
における痛みの破局的思考と連続歩行距離の関連を明らかにすることを目的とする。

【方法】

2015 年 10 月から 2016 年 7 月に入院した術前 LSS 患者 30 名（男性：16 名，女性：14 名，平均年齢：69.2±8.7 歳）を対象とし
た。患者背景，LSS の罹患部位，罹病期間などをカルテより収集した。アンケートにて LSS による下肢痛および腰痛の強度を
numerical rating scale（NRS）を用いて評価した。歩行負荷試験は，片道 90m の歩行路を往復し，痛みなどにより歩行不可とな
るまでの連続歩行距離を測定した。完遂は 500m とした。また，日本語版 pain catastrophizing scale（PCS）を用いて痛みの破
局的思考を評価した。まず，対象者全体における PCS と各変数間の相関分析を Pearson の積率相関係数および Spearman の順
位相関係数を用いて行った。サブ解析として男女別に同様の解析を行い，PCS と有意な相関が認められた変数については制御変
数を設定した偏相関分析を実施した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者全体における PCS は平均 34.4±8.9 であった。対象者全体において，PCS は年齢（r=0.36，p=0.031）と有意な相関を認め
た。サブ解析の結果，男性 LSS 患者において，PCS は罹患椎間数（r=0.66），腰痛 NRS（r=0.54），連続歩行距離（r=�0.56）と
有意な相関を認めた（p＜0.05）。年齢，罹患椎間数，罹病期間，下肢痛 NRS，腰痛 NRS を制御変数とした偏相関分析の結果，
男性 LSS 患者において PCS は連続歩行距離（r=�0.67，p=0.025）と有意な相関を認めた。

【結論】

男性 LSS 患者において痛みの破局的思考が重度のものは，連続歩行距離が低下しており日常生活での活動範囲が減少している
可能性がある。
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腰部脊柱管狭窄症術後 2年の間欠性跛行とQOLの関連性

柏木 智一1），横山 徹1,2）

1）大館市立総合病院リハビリテーション科，2）大館市立総合病院整形外科

key words 腰部脊柱管狭窄症・間欠性跛行・QOL

【はじめに，目的】腰部脊柱管狭窄症（以下 LSS）では間欠性跛行が特徴的で歩行能力と QOL が阻害される。我々は第 51 回日
本理学療法学術大会において術後 1 年までの経時的な変化について報告した。しかし，LSS 患者の術後 1 年以降の間欠性跛行と
QOL の経過と関連性については不明である。よって，本研究の目的は LSS 患者の術前と術後 2 年における間欠性跛行と QOL
の関連性について検討することである。

【方法】当院において間欠性跛行を呈し，手術を施行した腰部脊柱管狭窄症 20 例（男性 8 例，女性 12 例，平均年齢 76.5±4.2
歳）を対象とした。術前から歩行困難な症例，15 分間連続歩行可能だった症例は対象から除外した。評価項目は，連続歩行テス
ト（歩行距離と歩行時 VAS），包括的健康関連 QOL 尺度である MOS Short�Form 36�Item Health Survey 日本語版 ver.2（以
下：SF�36）と患者立脚型の腰痛疾患特異的評価尺度である日本整形外科学会腰痛評価質問票（以下：JOABPEQ）とした。連
続歩行テストでは快適歩行速度で 15 分を上限とする連続歩行可能距離を計測した。SF�36 では下位尺度において国民標準値を
用いてスコアリング（平均 50 点，標準偏差 10 点）した。評価は術前と術後 2 年に実施した。手術内容は全例部分腰椎椎弓切除
術であった。術後の理学療法はおおむね 3，4 週間の入院期間中のみ実施した。統計的処理は術前と術後 2 年の比較においては
Wilcoxon の検定を用い，術前と術後 2 年の間欠性跛行と QOL の関連性については，Spearman の相関係数を用いた。有意水準
は 5% 未満とした。

【結果】術前に比べ術後 2 年では，連続歩行距離，SF�36 の BP（体の痛み），RE（身体機能�役割），JOABPEQ の疼痛関連障害，
社会生活障害において術後有意に改善されていた。関連性については，術前では歩行距離と SF�36 の MH（心理，r=0.500）に
おいて相関が認められた。術後 2 年では連続歩行距離と SF�36 の PF（身体機能，r=0.650），BP（体の痛み，r=0.474），VT（活
力，r=0.532），JOABPEQ の腰椎機能障害（r=0.594），歩行機能障害（r=0.645），社会生活障害（r=0.464）において有意な相関
が認められた。その他の項目では有意な改善および相関が認められなかった。

【結論】我々の先行研究では，術後 3 カ月をピークに間欠性跛行や QOL が改善されており，本研究結果から術後 2 年おいても間
欠性跛行における連続歩行距離や QOL 評価の身体機能面，痛み関連項目，社会生活などにおいて維持されていることがわかっ
た。また関連性においては，間欠性跛行における連続歩行距離と QOL の身体機能面や痛み関連項目だけでなく，精神，心理面
とも関連していることが示唆された。よって，間欠性跛行と QOL には強い関連があり，特に連続歩行距離の重要性が考えられ
る。
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腰部脊柱管狭窄症手術患者の術後歩行能力に関与する身体的特徴

岡田 匡史，亀山顕太郎，岩永 竜也

松戸整形外科病院リハビリテーションセンター

key words 腰部脊柱管狭窄症・歩行能力・身体的特徴

【目的】

腰部脊柱管狭窄症（以下 LSS）患者では間欠性跛行に代表されるように歩行機能障害を呈することが多い。歩行機能障害は術後
3 ヶ月時に改善することが多いが，どういった身体的特徴が歩行能力獲得に必要なのかを調査した報告は少ない。そこで本研究
の目的は LSS 術後患者における術後 3 ヶ月時の歩行能力に関与する身体的特徴を明らかにすることである。

【方法】

対象は当院にて 2016 年 1 月～6 月に脊椎専門医が LSS にて手術を施行した 37 名（平均年齢 66.9 歳，男性 25 名，女性 12 名）と
した。術前，術後 3 ヶ月時に基礎情報，理学所見，JOA，JOABPEQ を取得し，術後 3 ヶ月時の JOA「I�C．歩行能力に関して」
の設問で「まったく正常に歩行が可能」であった患者を歩行能力良好と定義し良好群と不良群の 2 群に分けた。2 群間の基礎情
報（年齢，性別，身長，体重，BMI，有病期間，内科疾患・下肢疾患有無，処置椎間数），術前・術後 3 ヶ月時の理学所見（toe
Walk・heel Walk 可否，立ち上がりテスト，2 ステップテスト（身長で除して正規化），10m 歩行時間，腰痛・下肢痛・下肢しび
れ visual analog scale（以下 VAS）改善率（50% 以下を改善と定義），術後 3 ヶ月時 JOABPEQ 歩行機能障害ドメイン獲得点数
を比較した。統計学的検討では Student t�test，Mann�Whitney の U 検定，Fisher の正確確率検定を用いて有意水準は 5% とし
た。

【結果】

術後 3 ヶ月時において良好群 23 名，不良群 14 名であり，基礎情報に有意差を認める項目はなかった。理学所見では術後 3 ヶ月
時の立ち上がりテスト・2 ステップテストに有意差を認めた。立ち上がりテストは「片脚 40cm または両脚 10cm が可能」にお
いて良好群が 73%，不良群が 14% であり，2 ステップテストは「身長の 1.15 倍」をカットオフとして 1.15 倍以上の者の割合は
良好群 70%，不良群 29%（感度 58.8% 特異度 80.0%）であった。VAS 改善率は全てに有意差を認め，それぞれ改善した者の割合
は腰痛（良好群 74% 不良群 36%），下肢痛（良好群 91% 不良群 50%），下肢しびれ（良好群 91% 不良群 43%）であった。JOAB-
PEQ 歩行機能障害ドメイン獲得点数に有意差を認め，良好群 64.9±24.4，不良群 30.6±22.7 であった。

【結論】

村永らは立ち上がりテストと膝伸展筋力/体重比（体重支持指数 WBI：weight bearing index）との関係について報告しており両
脚で 10cm 台からの立ち上がり動作には片脚あたり 51.9±14.0%，片脚で 40cm 台からの立ち上がり動作には 62.3±14.3% 必要と
述べている。2 ステップテストに関しても 6 分間歩行距離，平均歩行速度と正の相関があったと述べている。先行研究をふまえ
LSS 術後患者が連続歩行を獲得するためには筋力が一つの因子であることが示唆された。術後 3 ヶ月時に連続歩行を獲得する
ためには「両脚で 10cm 台から立ち上がり動作可能」，「2 ステップテストで身長の 1.15 倍以上ステップ可能」を具体的な目標と
して下肢筋力に介入することで術後 3 ヶ月時の歩行機能を改善することができると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）【口述演題（運動器）19】

O-MT-19-6

腰部脊柱管狭窄症における脊柱矢状面アライメントと疼痛および立位重心動揺の関係
術前後の検討

石津 克人1），中山 裕子1），袴田 暢1），和泉 智博2）

1）新潟中央病院リハビリテーション部，2）新潟中央病院整形外科

key words 腰部脊柱管狭窄症・腰痛・立位重心動揺

【目的】

脊柱矢状面アライメント異常は腰痛の原因となるばかりではなく，腰椎疾患の術後遺残腰痛の原因となる。腰部脊柱管狭窄症
（以下 LCS）症例は，安静立位時の腰椎前弯角が小さく骨盤後傾が大きい。さらに疼痛を回避するために体幹前傾を呈する。わ
れわれは，腰椎疾患の術前における脊柱矢状面アライメントと立位重心動揺の関係を検討し，体幹前傾，骨盤後傾した症例では
動揺が大きいことを報告した。しかし，疾患別の検討はできておらず，術後との比較もできていない。本研究の目的は，LCS
症例における脊柱矢状面アライメントと疼痛，および立位重心動揺の術前後の関係について検討することである。

【方法】

対象は，2015 年 10 月から 16 年 7 月に当院で術前後の評価を実施し，立位保持が可能であった腰部脊柱管狭窄症 14 例（男性 10
例，女性 4 例，平均年齢 73.5±8.9 歳）とした。検討項目は，術前と術後 3 ヶ月の脊柱矢状面アライメント，術前と退院時（術
後 2 週）における立位重心動揺検査，腰痛・下肢痛の Visual Analogue Scale（以下 VAS）とした。矢状面アライメントは，立
位全脊柱 X 線側面像より Sagittal Vertical Axis（以下 SVA），胸椎後弯角（以下 TK），腰椎前弯角（以下 LL），仙骨傾斜角（以
下 SS），骨盤回旋角（以下 PT），骨盤形態角（以下 PI）を測定した。重心動揺検査には，アニマ社製ツイングラビコーダ GP�31
W を用い，開眼・閉眼での立位保持 30 秒間の外周面積，総軌跡長を計測した。腰痛は第 2 腰椎から仙骨までの殿筋を除外した
部分，下肢痛は殿筋部，大腿以遠と定義した。統計学的検討は，術前と術後それぞれの矢状面アライメント，重心動揺検査，腰
痛・下肢痛 VAS において，対応のある t 検定を用い有意水準は 5% とした。

【結果】

SVA は術前が 56.6±43.8mm，術後は 33.3±37.3mm であり両群間に有意差を認め，術後は良好なアライメントとされる 0～40
mm へと減少していた。TK，LL，SS，PT，PI は有意差を認めなかった。開眼時総軌跡長は術前が 62.2±18.2cm，退院時は 74.3
±22.9cm で有意差を認め，退院時に動揺が増大していた。外周面積，閉眼時総軌跡長は有意差を認めなかった。腰痛 VAS は術
前が 39.6±26.8mm，退院時が 17.1±14.6mm，下肢痛 VAS は術前が 51.2±33.0mm，退院時は 19.4±14.1mm であり，どちらも両
群間に有意差を認め，退院時は疼痛が軽減していた。

【結論】

術後は腰痛・下肢痛 VAS が減少し，さらに SVA も減少していた。LCS 症例は，体幹前傾位となり疼痛を緩和させる姿勢をと
ることから，疼痛が軽減したことにより体幹の前傾が減少したと考えられる。一方，開眼時総軌跡長は退院時の方が高値を示し
た。腰背部に筋疲労を生じると重心動揺が増大する報告もあり，本研究においては，手術侵襲により腰背部の筋力低下を生じ，
総軌跡長が増大したと考える。術後の理学療法では，術部の保護と併行して筋力増強を行い，立位バランスの向上に努める必要
がある。今後はさらに体幹の筋活動も含めて検討していきたい。
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「立ち上がりテスト」に必要な身体機能・能力
―ロコモ度における機能とバランス能力の比較―
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【はじめに，目的】

運動器の障害による移動機能の低下，「ロコモティブシンドローム」を予防するため，「ロコモ度テスト」によるロコモ度の判定
が普及し始めている。中でも，「立ち上がりテスト（ST）」は片脚立位での立ち上がりとその後 3 秒間の保持といった，筋力とバ
ランス能力の要素が含まれており，高齢者の移動機能の低下を評価する上で有用なツールである。本研究では，ST の結果から
ロコモ度で群分けし，ロコモ度と身体機能，バランス能力を比較し，ロコモ度の身体特性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢者 91 人（男性 29 人，女性 62 人，年齢 76.6±7.6 歳，BMI23.7±3.0kg/m2）であった。計測項目はロコモ度
テストとして ST 行った。原法に従ってロコモ度を判定した。機能として，筋力は専用の装置を用いて下肢伸展拳上筋力（ASLR）
と足趾把持筋力（TG），さらに 5 回椅子立ち座りテスト（CS�5），握力を計測した。感覚機能はモノフィラメントを用いて足底
5 ヶ所の触覚識別率を採用した。またバランス能力として片脚立位時間を計測した。

ロコモ度「該当なし（0 度）」，1，2 の 3 群間で年齢，BMI，筋力，感覚機能，バランス能力を比較した。統計学的検討として，
一元配置分散分析から多重比較検定として Tukey 検定を用い，5% 水準にて有意判定を行った。

【結果】

ST では 0 度が 34 人，1 度が 49 人，2 度が 8 人であった。3 群間で年齢，BMI，機能・能力を比較した結果，年齢は 0 度と 1
度（p＜0.0001），0 度と 2 度（p＜0.0001），1 度と 2 度（p＜0.0001）すべてに差が認められ，ロコモ度が高いほど高齢であった。
ASLR では 0 度と 2 度（p＜0.05），1 度と 2 度（p＜0.05）に，TG は 0 度と 2 度（p＜0.05），1 度と 2 度（p＜0.05）に，CS�5
は 0 度と 2 度（p＜0.0001），1 度と 2 度（p＜0.001）に，握力も 0 度と 2 度（p＜0.01），1 度と 2 度（p＜0.05）に差が認められ，
筋力はすべて 0 度と 1 度には差が認められず，2 度において有意に筋力が低値を示した。一方，片脚立位時間は 0 度と 2 度（p
＜0.0001），1 度と 2 度（p＜0.001）に差が認められ，1 度と 2 度には差が認められず，1 度から有意に機能・能力が低下した。足
底感覚には差が認められなかった。

【結論】

本研究結果より，加齢に伴い ST におけるロコモ度が進行し，機能やバランス能力が低下することが明らかになった。ロコモ 0
度と 1 度には筋力に差が認められず，バランス能力では 1 度と 2 度に差が認められなかったことから，40cm 台からの片脚立ち
上がりには筋力よりもバランス能力が要求されることが，また 20cm 台から両脚で立ち上がりができない者は筋力が低下してい
ることが示された。
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地域在住中・高齢者の関節運動覚と機能・バランス能力の関連性
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1）金沢脳神経外科病院，2）金城大学大学院リハビリテーション学研究科，
3）金城大学医療健康学部理学療法学科，4）金沢西病院，5）芳珠記念病院
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【はじめに，目的】

固有感覚は運動技能の向上や動作の再獲得の観点において，リハビリテーション分野では重要な機能の 1 つである。しかし，こ
れらを定量的に評価する装置は少なく，特に関節運動覚の評価では他動運動を一定の角速度で動かす装置が必要であり，大がか
りな物となってしまう。このような背景から，我々は独自に運搬可能な装置を作成し，健常大学生を対象に計測信頼性を確認す
ることができた。次に，本装置を地域へ持参し，地域在住高齢者を対象として関節運動覚を計測した。本研究では中・高齢者の
関節運動覚とその他の身体機能，バランス能力との関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は 60 歳以上の地域在住中・高齢者 101 人（男 27 人，女 74 人，年齢 72.7±6.9 歳，BMI22.7±4.0 kg/m2）であった。全員，
認知機能が維持されており，介護保険を利用している者はいなかった。計測項目は，関節運動覚に加えて，感覚機能として表在
感覚を，筋力として下肢伸展挙上筋力（ASLR）と足趾把持筋力（TG）を，バランス能力として片脚立位時間を計測した。関節
運動覚は独自に開発した装置を用い，膝関節 90̊ 屈曲位からの伸展方向（eJMS）と屈曲方向（fJMS）の他動運動（3mm/s）に
対して，被験者が感知するまでの距離を閾値とし，2 施行の平均値を採用した（計測信頼性：90̊ 伸展 ICC（1,1）=0.76（p＜0.01），
90̊ 屈曲 ICC（1,1）=0.84（p＜0.0001））。

表在感覚モノフィラメントを用いて足底 5 カ所を刺激した時の触覚識別率を算出した。ASLR は徒手筋力計を，TG は足指筋力
測定器を用いて計測した。

統計学的検討として，eJMS，fJMS 各々と年齢，BMI，ASLR，TG，片脚立位時間の関連性について，Spearman 順位相関係数
を用いて 5% 水準にて有意判定を行った。

【結果】

eJMS は年齢（ρ=0.43，p＜0.0001），足底感覚の識別率（ρ=�0.20，p＜0.05），ASLR（ρ=�0.24，p＜0.05），TG（ρ=�0.20，p＜0.05），
片脚立位時間（ρ=�0.28，p＜0.01）と有意な相関関係が認められた。一方，fJMS は年齢（ρ=0.28，p＜0.01）と ASLR（ρ=�0.22，
p＜0.05）にのみ有意な相関関係が認められた。いずれも，加齢に伴い，あるいは身体機能，バランス能力の低下とともに関節運
動覚の閾値が上昇した。

【結論】

本結果より，関節運動覚は他の機能と同様，加齢の影響を受けることが明らかになった。特に，eJMS は表在感覚や筋力，バラ
ンス能力と関連することが示された。関節運動覚を含む固有感覚は転倒の危険因子として知られている。今後は，地域における
転倒予防活動の一環として，筋力やバランス能力とともに固有感覚の計測を経時的に行っていく。
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変形性膝関節症における内側広筋の筋輝度と 2ステップテストの関係

長森 広起1），北野 雅之1），半田 豊和1），工藤慎太郎2,3,4）

1）山室クリニック，2）森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科，
3）森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科，4）森ノ宮医療大学卒後教育センター

key words ロコモティブシンドローム・筋輝度・2ステップ値

【はじめに，目的】

超高齢化社会を迎え運動器疾患患者が急増し，歩行・移動障害を抱えている。中でも，ロコモティブシンドローム（以下，ロコ
モ）やサルコペニアを原疾患に合併している患者は多いと考えられている。変形性膝関節症（以下，膝 OA）もロコモの構成要
素として挙げられる。また，Fukumoto らは膝 OA において，大腿四頭筋の筋輝度が高くなっていることを報告しており，サル
コペニアの発生が疑われる。我々は膝 OA において，疼痛などの機能障害とサルコペニア，ロコモの関係性の理解が保存療法に
おいて重要と考えている。しかし，膝 OA では関節水腫の影響による内側広筋（VM）の萎縮や歩行中の異常な筋活動も生じる
ため，膝 OA とロコモ，サルコペニアの関係は明らかではない。そこで，本研究の目的は膝 OA における VM の輝度とロコモと
の関係を検討することとした。

【方法】

対象は 1 名の整形外科医により片側膝 OA と診断された膝 OA 群 12 名 24 膝（年齢 72.7±7.8 歳，身長 158.3±9.7cm，体重 59.5
±14.8kg）と下肢に既往のない健常高齢者 13 名の右 13 膝（年齢 68.9±5.3 歳，身長 160.3±11.7cm，体重 61.2±10.1kg）とした。
膝 OA の重症度は Kellgren―Lawrence 分類の GradeII が 5 名，GradeIII が 7 名であった。VM 筋輝度の測定には超音波診断装
置（日立アロカ社製 Noblus）を使用した。撮像は B�mode で，リニアプローブ（8～15MHz）を用いて Gain など画像条件は同
一設定とした。VM の撮像部位は Engelina らの方法に従い，VM の筋輝度を測定した。OA 群は患側・健側に分け，患側と健側
VM 輝度と Control 群の VM 輝度を比較検討した。さらに村永の方法に準じて 2 ステップテストを実施し，OA 群と Control
群で比較検討した。統計学的手法には対応のない t 検定を用い，有意水準を 5％ 未満とした。また，患側と健側 VM の輝度と 2
ステップテストの相関関係を Pearson の積率相関係数を用い検討した。

【結果】

患側 VM の輝度は 109.0±45.1，Control 群 77.1±29.6 で有意差を認めた（p＜0.05）。健側 VM の輝度は 83.4±35.9 で Control
群 77.1±29.6 と有意差を認めなかった。2 ステップ値は，OA 群 0.90±0.16，Control 群 1.06±0.16 で有意差を認めた（p＜0.05）。
患側 VM の輝度と 2 ステップテストの関係は r＝�0.39 と弱い負の相関関係を認めた（p＜0.05）。

【結論】

膝 OA 群は，2 ステップ値に有意差があり，ロコモが進行していることが伺えた。また患側のみ VM は高輝度となっており，VM
に関しては，サルコペニアより疾患特異的な筋の質的変化が生じていると考えた。また，VM 輝度と 2 ステップ値には弱い相関
関係しか認めなかった。つまり，VM 輝度が改善しても，ロコモの状態は改善されないことが示唆された。膝 OA では VM 以外
の筋にも過活動や同時収縮の増強などの変化が生じるため，このような変化がロコモに関わっている可能性がある。すなわち，
膝 OA の保存療法では，疾患特異的な症状の改善と活動量の維持を独立して実施することが重要と考えた。
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2 ステップテストの踏み出し脚における利き足，非利き足の違いが 2ステップ値
に及ぼす影響

田野 聡1），高岡 克宜1），徳元 義治1），安藝 友博1），鶯 春夫2），近藤 慶承2）

1）橋本病院リハビリテーション部，2）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words 2ステップテスト・利き足・踏み出し脚

【はじめに，目的】

ロコモティブシンドロームの判定のひとつに，2 ステップテストが用いられている。2 ステップテストは最大 2 歩幅を測定する
ことにより，下肢筋力・バランス能力・柔軟性などを含めた歩行能力を総合的に評価できる簡便なテスト法である。2 ステップ
テストの測定については，2 回実施し最大値を採用することが規定されているが，利き足，非利き足のどちらの足から踏み出し
を行うかの規定はない。そこで本研究では，2 ステップテストにおける踏み出し脚が利き足，非利き足の違いにより測定値に影
響を及ぼすかどうかを検討することを目的とした。

【方法】

対象は，通所型介護予防事業に参加した二次予防事業対象者 49 名（男性 7 名，女性 42 名，平均年齢 79.6±5.5 歳，BMI23.8±2.7
kg/m2）である。2 ステップテストは 2 回実施し，1 回目の踏み出し脚が利き足か非利き足かの選択は，検者がランダムに決定し
た。2 回目の踏み出し脚は，1 回目と反対側の足とした。2 ステップの実測値は，開始肢位のつま先から最終肢位のつま先までの
距離をメジャーで測定し，身長で除した値（2 ステップ値）を算出した。また，1 歩目のステップ（first step：以下，1st step）
と 2 歩目のステップ（second step：以下，2nd step）のそれぞれの実測値および身長で除した値（身長比）を測定した。1st step
は，踏み出し脚の 1 歩目のつま先位置をビデオカメラで撮影後，パソコン上にて計測した。2nd step は 2 ステップ実測値から 1
st step を引いた値とした。なお，利き足はボールを蹴る側とした（右 48 名，左 1 名）。そして，踏み出し脚の利き足と非利き足
の違いによる 2 ステップ値の他，1st step 身長比および 2nd step 身長比の比較を行った。統計処理は対応のある t 検定を用い，
有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

2 ステップ値は，踏み出し脚が利き足は 1.07±0.16，非利き足は 1.03±0.16 であり，踏み出し脚が利き足の方が有意に大きかった
（P＜0.01，効果量 r=0.50）。1st step 身長比の利き足は 0.54±0.09，非利き足は 0.54±0.09 で有意な差は無く，2nd step 身長比の
利き足は 0.50±0.09，非利き足は 0.53±0.08 で非利き足の方が有意に高値を示した（P＜0.01，効果量 r=0.51）。

【結論】

2 ステップテストは最大 2 歩で行われるため，踏み出し脚が右でも左でも影響はあまりないと考えられていたが，踏み出し脚が
利き足の方が高い数値を示した者は 34 名（69.4%）で，2 ステップ値は利き足が有意に高値を示した。1st step 身長比は利き足
と非利き足で差は無いため，2nd step 身長比が 2 ステップ値に影響を与えると考えられた。この理由としては，2nd step 時の非
利き足の前方推進力の影響や支持脚となる利き足の支持性の影響などが考えられるが明確ではなく，今後の課題である。しか
し，2 ステップテストを行う際には踏み出し脚を利き足とした方が大きくなることが認められたため，本テストを施行する際に
は利き足と踏み出し脚を確認することが望ましいと考えられる。
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2 ステップ値に影響を及ぼす因子の検討

久木 佳苗1），佐々木賢太郎2），坂本 恭一3），境 萌香4），岩上倫太郎5），水江 猟4），岡田 智成1）
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key words ロコモティブシンドローム・2スップテスト・高齢者

【はじめに，目的】

「ロコモティブシンドローム（ロコモ）」予防の啓発と現在または将来のロコモの危険性を判定するための指針の必要性から「ロ
コモ度テスト」が策定された。このテストの 1 つである「2 ステップテスト」は下肢の筋力やバランス能力などを含めた歩行能
力を総合的に評価するテストである。しかし，2 ステップ値と身体機能やバランス能力との関連性を実際に検討されたものは見
当たらない。本研究では地域高齢者を対象として，2 ステップ値と筋力，感覚機能，バランス能力の関連性について明らかにす
ることを目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢者 91 人（男性 29 人，女性 62 人，年齢 76.6±7.6 歳，BMI23.7±3.0kg/m2）であった。計測項目はロコモ度
テストとして 2 ステップテストを行った。2 ステップテストは原法に従い実施し，2 歩幅を身長で正規化した値を 2 ステップ値
とした。機能として，筋力は専用の装置を用いて下肢伸展拳上筋力（ASLR）と足趾把持筋力（TG），さらに 5 回椅子立ち座り
テスト（CS�5），握力を計測した。感覚機能はモノフィラメントを用いて足底 5 ヶ所を刺激し，その触覚識別率を算出した。ま
たバランス能力として片脚立位時間を計測した。統計学的検討として，2 ステップ値と年齢，BMI，筋力，感覚機能，バランス
能力の関連性について，Pearson 積率相関係数を用いて検討した。次いで，2 ステップ値を従属変数とし，単相関にて 2 ステッ
プ値と有意な関連性が認められた項目を独立変数として，重回帰分析（ステップワイズ法）を用いて 2 ステップ値に影響を及ぼ
す因子を抽出した。すべて 5% 水準にて有意判定を行った。

【結果】

2 ステップ値と有意な関連性が認められたのは，年齢（r＝�0.63，p＜0.0001），ASLR（r＝0.52，p＜0.0001），TG（r＝0.44，p
＜0.0001），CS�5（r＝�0.62，p＜0.0001），握力（r＝0.57，p＜0.0001），片脚立位時間（r＝0.54，p＜0.0001）であった。重回帰分
析の結果，2 ステップ値の有意な独立変数として年齢（β=�0.50，p＜0.0001）と握力（β=0.32，p＜0.01）であった（R2=0.48，調
整済み R2=0.47）。

【結論】

本研究結果より，2 ステップテストの目的に記載されているとおり，2 ステップ値は下肢筋力やバランス能力と相関関係が認め
られた。しかし，重回帰分析の結果，2 ステップ値の有意な独立変数として年齢と握力のみが抽出された。本研究の対象者には
80 歳以上の高齢者も含んでおり，加齢に伴う筋力やバランス能力の低下が強く反映されたものと考える。握力は，立位バランス
や歩行能力などの全身的な機能を反映する指標である。本結果より，80 歳以上の高齢者を対象として移動能力を評価する場合，
ロコモ度テストに加え，簡便に計測ができる握力の計測を追加することの有用性が示唆された。
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変形性膝関節症患者の歩行活動量の個人差に関連する歩行異常性指標
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key words 変形性膝関節症・活動量・歩行異常性

【はじめに，目的】

変形性関節症の初発部位は膝関節で 67% とされ（Buckwalter），変形性膝関節症（膝 OA）罹患者が最も多いことがわかる。膝
OA の臨床症状は疼痛や関節可動域制限であり，痛みによって歩行活動量が減少する活動制限モデルが報告されている

（Dekker）。また，活動量低下に伴う循環器疾患発症リスクの増大が報告され（Hawker），今後より一層，生活健康問題の発生
に対する関心が高まっていくことが推察される。膝 OA の臨床研究では活動制限と膝関節内反モーメントとの関連性が報告さ
れ（Kito），歩行異常性に研究関心が注がれている。また，膝関節内反モーメントは他の関節で代償されることが知られている。
つまりは，歩行異常性と活動量との関連性に関する報告が蓄積されれば，専門家の評価によって活動量を維持できる可能性があ
る。しかしながら，歩行異常性評価は信頼性・妥当性が確立していないため，活動制限との関連については未だ不明瞭である。
本研究では構成概念妥当性，検者間・検者内信頼性が検証された歩行異常性評価を用いて，活動量との関連性を明らかにするこ
とを目的とした。

【方法】

対象は膝 OA 者 27 例とした。歩行異常性指標には，I：歩行リズム，II：toe�out，III：toe�in，IV：足部の接地，V：立脚期の
足関節運動，VI：膝関節の側方動揺性，VII：立脚期の膝関節運動，VIII：遊脚期の膝関節運動，IX：股関節の伸展範囲，X：
体幹の側方動揺性の 10 項目を使用した。歩行は 7.6m の歩行路を通常歩行で 1 往復し，ビデオカメラで前額面と矢状面を撮影し
た。それらを異常性なし，ありで採点し，2 群に分類した。活動量の計測には 3 軸加速度計 Active Style Pro（OMRON 社製）を
用いた。加速度計は腰部に装着し，睡眠時，入浴時，激しい接触のある運動時以外を除き，1 日中装着し，7 日間の歩数の計測
を行った。計測した 1 日あたりの歩数と歩行時の異常性なし，ありの 2 群において 10 項目それぞれを対応のない t 検定にて関
連性を検討した。

【結果】

有意であった変数として，項目 I の異常性なしは 3953±1835 歩（平均±標準偏差），ありは 1614±1424 歩であった。項目 IV
の異常性なしは 4094±1826 歩，ありは 1878±1430 歩であった。項目 V の異常性なしは 4137±1844 歩，ありは 1757±1092 歩で
あった。項目 VII の異常性なしは 4655±1686 歩，ありは 2466±1633 歩であった。項目 VIII の異常性なしは 4490±1685 歩，あ
りは 2619±1828 歩であった。項目 IX の異常性なしは 4806±1683 歩，ありは 2491±1563 歩であった。

【結論】

本研究の知見は歩行リズム，足部の接地，足関節の運動，立脚期・遊脚期の膝関節運動，股関節の運動範囲が活動量減少へ繋が
る可能性を持った歩行異常性の因子であることを関連付けた。そのため，膝関節以外の歩行異常性も含めた評価の重要性を示し
た。
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P-MT-02-2

変形性膝関節症患者の歩き始めにおける床反力入射角度は床反力前後成分力積
値に影響を及ぼすのか？

深井 健司1），羽田 清貴1），加藤 浩2），井原 拓哉3,4），奥村 晃司1），杉木 知武1），川嶌 眞人5）

1）社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院リハビリテーション科，2）九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻，
3）社会医療法人玄真堂かわしまクリニックリハビリテーション科，4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期，
5）社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院整形外科

key words 変形性膝関節症・床反力入射角度・床反力前後成分力積値

【目的】

我々は変形性膝関節症（以下，膝 OA）患者の膝関節における立脚初期の衝撃吸収作用に着目し，健常者と比較して膝伸展筋群
を過剰に収縮させ衝撃吸収を行っていることを筋電図学的側面から報告した。この時期は床反力後方成分の制動区間に相当し，
どのように床からの衝撃力を受けて運動量を変化させているのか明らかにされていない。そこで今回，力学的側面から立脚初期
の衝撃吸収作用について床反力前後成分力積値及び床反力入射角度を用いて検討を行った。

【方法】

被検者は，膝 OA 患者 14 名（平均年齢 70.0±7.9 歳。以下，膝 OA 群）と健常成人 15 名（平均年齢 35.0±11.7 歳。以下，対照
群）で全例女性であった。課題動作は 5m の歩行路上の自由歩行とした。計測下肢から一歩目を踏み出し，床反力計を踏むよう
に指示した。一歩目の歩幅の距離は被検者の身長の 40% になるように設定し，5 回実施した。計測は，赤外線カメラ 8 台を備え
た三次元動作解析装置 Vicon�MX13（Vicon Motion Systems 社製）と床反力計（AMTI 社製）1 基を用いて実施した。床反力前
後成分は体重で正規化し，後方成分を制動期平均力積値（Braking Mean Amplitude；以下，BA），前方成分を駆動期平均力積
値（Propulsive Mean Amplitude；以下，PA）としそれぞれ求め，同時に立脚期時間も算出した。また，床反力前後成分と鉛直
成分から初期接地時と後方成分ピーク値時の床反力入射角度を求め，90̊ 以下を制動，90̊ 以上を駆動と規定した。同時に，初期
接地から後方成分ピーク値までの床反力入射角度の変化量も算出した。統計学的解析は，Dr．SPSSII for Windows11.0.1J（エス・
ピー・エス・エス社製）を用い，2 群間の比較は 2 標本の差の検定，床反力入射角度と角度変化量，BA，PA，立脚期時間との
関連性の検討は Spearman の順位相関係数を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

初期接地の床反力入射角度［deg］は対照群で 93.26±4.29，膝 OA 群で 86.13±4.01 と対照群が有意に高値を示した。角度変化量
［deg］は対照群で 9.77±4.46，膝 OA 群で 3.33±3.91 と対照群が有意に高値を示した。PA［N・s/kg］は対照群で 0.29±0.05，
膝 OA 群で 0.12±0.09 と対照群が有意に高値を示した。立脚期時間［sec］は対照群で 0.61±0.02，膝 OA 群で 0.66±0.03 と膝 OA
群が有意に高値を示した。また，初期接地の床反力入射角度は角度変化量と PA に正の相関（r=0.93，p＜0.01，r=0.56，p＜0.01），
立脚期時間に負の相間（r=�0.56，p＜0.01）を認めた。

【結論】

初期接地の入射角度は膝 OA 群が小さく，90̊ 以下では制動を示す。膝 OA 群は，初期接地より前方への加速を制動し，後方成
分ピーク値まで角度変化量を減少させたまま維持されていた。これは立脚初期において床からの衝撃力を小さくし，前方への加
速の制動を最優先させることで，立脚期後半での推進力を十分に発揮できず，立脚期時間を延長させることで歩行速度を維持し
ている可能性が示唆された。
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変形性膝関節症患者の歩き始め動作立脚期における下肢力学的エネルギー特性

羽田 清貴1），加藤 浩2），井原 拓哉3,4），阿南 雅也5），深井 健司1），中野 達也1），
奥村 晃司1），杉木 知武1），川嶌 眞之1），川嶌 眞人1）

1）川嶌整形外科病院，2）九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻，
3）かわしまクリニック，4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期，
5）大分大学福祉健康科学部理学療法コース

key words 変形性膝関節症・歩き始め動作・セグメントトルクパワー

【はじめに，目的】

我々は，第 51 回日本理学療法学術大会で，変形性膝関節症（以下，膝 OA）患者の歩き始め動作時の外部膝関節内反モーメント
（以下，KAM）は健常者よりも有意に高値であり，胸椎や骨盤の回旋運動の低下は KAM を増大させる一要因になる可能性を報
告した。そこで，今回は膝 OA 患者の歩き始め動作時の下肢体節間におけるセグメントトルクパワーを算出し，トルクパワーの
極性を明らかにすることで，力学的エネルギーの流れについて詳細に定量化することを目的とした。

【方法】

対象は膝 OA 患者 14 名（平均年齢 70.1±7.9 歳：以下，膝 OA 群）と健常成人 15 名（平均年齢 35.0±11.7 歳：以下，対照群）で
全例女性であった。課題動作は 5m の歩行路上の自由歩行とした。計測下肢から一歩目を踏み出し，床反力計を踏むように指示
した。一歩目の歩幅の距離は被検者の身長の 40% になるように設定した。計測方法は，赤外線カメラ 8 台を備えた三次元動作解
析装置 Vicon�MX13（Vicon Motion Systems 社製）と床反力計（AMTI 社製）1 基を用いて実施した。反射マーカーを身体 51
箇所に貼付し，得られたマーカー座標から 8 剛体リンクモデルを作成した。1 歩行周期が 100% になるように正規化し，解析区
間は荷重応答期とし，その区間における関節パワー，セグメントトルクパワーの積分値を算出した。統計学的解析には R2.8.1
を用い，正規性の有無に従って，2 群間の比較には 2 標本の差の検定を行った。なお有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

関節パワーは，股関節，膝関節，足関節はすべて負のパワーであり 2 群間で有意差は認められなかった。セグメントトルクパワー
は，骨盤遠位では，膝 OA 群は 0.24±0.01W・s/kg，対照群は�0.45±0.03W・s/kg で有意差が認められた（p＜0.01）。また，下
腿遠位では，膝 OA 群は 0.75±0.03W・s/kg，対照群は 1.82±0.05W・s/kg で有意差が認められた（p＜0.05）。足部近位では，
膝 OA 群は�1.03±0.04 W・s/kg，対照群は�1.95±0.06 W・s/kg で有意差が認められた（p＜0.05）。

【結論】

股関節セグメントトルクパワーは，健常群では骨盤遠位は負のパワー，大腿近位は正のパワーを示したため，骨盤から大腿へ力
学的エネルギーの流れが生じていた。一方，膝 OA 群ではその逆を呈した。すなわち，健常群は骨盤から大腿へと力学的エネル
ギーの流れが生じることで，股関節伸展モーメントを発生させているのに対して，膝 OA 群はそれが困難であることが示唆され
た。足関節セグメントトルクパワーでは，下腿遠位は正のパワー，足部近位は負のパワーを示したため，足部から下腿へと力学
的エネルギーの流れが生じていた。しかし，膝 OA 群は力学的エネルギーの流れが有意に低値であったため，足関節背屈筋によ
る足関節背屈モーメントの発生が不十分であることが示唆された。本研究より，各体節間での力学的エネルギーの流れを明らか
にすることが可能であり，臨床にて有益な評価手段になり得ると考える。
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変形性膝関節症患者の歩行能力に影響する因子の検討
体幹運動速度に着目して

佐野 佑樹1），和中 秀行1,2），杣友ひかり1），安田 晴彦1），山本 沙紀2），小林 信吾3），
岡本 健佑3），稲場 仁樹4），山原 純4），井上 純爾2），小西 佑弥5），岩田 晃2）
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3）大阪労災病院，4）国立病院機構大阪南医療センター，5）大阪府済生会吹田病院

key words 変形性膝関節症・歩行速度・体幹

【はじめに，目的】

高齢者にとって，歩行速度は ADL の自立度や生命予後との関わりが示されている有用な指標である。歩行速度を規定する様々
な要因の中で，近年，体幹機能と運動速度の重要性が指摘されており，このことから我々は，体幹を素早く動かす能力を評価す
る Seated Side Tapping test（SST）を開発し，検証を重ねてきた。さらに，TKA 術後患者に対し，SST をトレーニングとして
実施することで歩行速度が改善することを本学会で報告した。これらのことに基づくと，TKA を実施せず保存的に加療されて
いる変形性膝関節症（膝 OA）患者の歩行においても，体幹の運動速度が重要であることが予想される。その関係性を明らかに
することは，膝 OA 患者の歩行速度を改善する，より効果的な運動療法を実施できる可能性を示唆すると考える。そこで本研究
では，膝 OA 患者の体幹運動速度と歩行速度との関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】

膝 OA と診断された患者 104 名を対象とした。60 歳以上，運動制限が必要な合併症がないことを対象者の選択条件とした。本研
究では，年齢，身長，体重と，5m の最大歩行速度，術測膝伸展筋力，膝関節角度，歩行時の疼痛を Visual analog scale（VAS）
を用いて測定した。体幹運動速度として SST を測定した。SST は，座位で両上肢を側方に挙上し，10cm 離した位置に設置した
マーカーを交互にできるだけ速く 10 回叩き，要した時間を測定した。

統計処理は以下の方法を用いて実施した。まず，歩行速度と各因子の関連性の検討に Pearson の相関係数を求めた。さらに歩行
速度を従属変数，歩行速度と相関が認められた項目を独立変数として重回帰分析を行った。全ての統計解析には，SPSS Ver.24.0
を用い，危険率 5％ 未満を有意とした。

【結果】

対象者は，年齢 76.0±7.2 歳，身長 152.0±7.6cm，体重 60.3±9.5kg，性別は男性 22 例，女性 82 例であった。歩行速度の平均は
1.17±0.43m/sec，SST の平均は 6.7±1.5sec であった。歩行速度と有意な相関を認めた項目は，年齢（r=�0.21，p＜0.05），身長

（r=0.33，p＜0.01），SST（r=�0.55，p＜0.01），膝伸展筋力（r=0.54，p＜0.01），膝関節屈曲角度（r=0.28，p＜0.01），VAS（r
=�0.28，p＜0.01）であった。歩行速度を従属変数とし，重回帰分析を行った結果，SST（β=�0.40），膝伸展筋力（β=0.35），膝関
節屈曲角度（β=0.22），VAS（β=�0.18）が有意な項目として選択され，自由度調整済み決定係数（R2）は 0.50 であった。

【結論】

膝 OA 患者の歩行速度と体幹運動速度及び膝関節機能に有意な相関が示され， さらに重回帰分析によって SST が選択された。
このことから，膝 OA 患者の体幹運動速度は歩行速度に影響を与える因子であることが明らかとなった。

膝 OA 患者の保存的治療では，除痛や膝関節機能に着目した運動療法が推奨されている。今回の研究結果から，体幹運動速度に
も着目し運動療法を実施することで，より効果的に歩行速度が改善する可能性が示唆された。
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P-MT-02-5

変形性膝関節症の病期の変化が患者の歩行速度に及ぼす影響

山本 哲生1），山崎 裕司2），山下 亜乃1），片岡 歩1），中内 睦朗3）

1）中内整形外科クリニックリハビリテーション科，2）高知リハビリテーション学院理学療法学科，
3）中内整形外科クリニック整形外科

key words 変形性膝関節症・病期・歩行速度

【目的】変形性膝関節症は，病期の進行に伴い疼痛，変形，関節拘縮，筋萎縮等の症状が進行し，歩行能力や動作能力の低下が
生じる。一方，歩行能力は下肢筋力や立位バランスによって規定されることが知られ，適切な運動療法や日常生活指導によって
筋力や立位バランス能力が維持された場合，病期が進行した変形性膝関節症患者でも歩行能力が維持される可能性がある。本研
究では，変形性膝関節症の病期と身体機能が歩行能力に及ぼす影響について検討した。

【方法】対象は 60 歳以上で変形性膝関関節症を有し，独歩での通院が可能な症例 196 名（男性 13 名，女性 182 名，年齢 75.5
±6.3 歳）である。疾患内訳は，両変形性膝関節症 112 名，片側性変形性膝関節症 84 名であった。病期分類は，横浜市大分類を
用い Grade1：3 名，Grade2：41 名，Grade3：108 名，Grade4：42 名，Grade5：2 名で，両変形性膝関節症患者は左右で重度な
側を採用した。体重，年齢，歩行速度，Functional Reach Test（FRT），膝伸展筋力（アニマ社製 徒手筋力計測器 μTasF�1）
の 5 項目を調査・測定した。膝伸展筋力は左右の平均値を体重で除したものを採用した。分析はまず上記計測項目で歩行速度と
関連の強い項目を重回帰分析で算定した。病期は G1.2，G3，G4.5 に分類した。歩行速度が 1.0m/sec を下回った者を不良群，そ
れ以外を良好群とし，病期別にその割合を比較した。また良好群，不良群での身体機能の差を比較した。最後に病期別に歩行速
度が 1.0m/sec を下回る症例の膝伸展筋力と FRT の cut�off point を ROC 曲線によってもとめた。

【結果】重回帰分析の結果，歩行速度との間に有意な偏相関係数を認めたのは，膝伸展筋力（r=�0.40）と FRT（r=�0.32）であっ
た。病期別にみた歩行速度不良群の割合は，G1.2 11%，G3 19%，G4.5 25% であり，重症度が高い群で多い傾向であったが，統
計学的には有意ではなかった。各病期における膝伸展筋力は良好群と不良群の順に，G1.2 では 0.35kgf/kg，0.23kgf/kg，G3 で
は 0.36kgf/kg，0.24kgf/kg，G4.5 では 0.30kgf/kg，0.24kgf/kg であり，いずれも不良群で低値を示した（p＜0.05）。同様に，FRT
は，G1.2 では 28.8cm，20.8cm，G3 では 26.6cm，22.2cm，G4.5 では 24.8cm，21.4cm であり，いずれも不良群で低値を示した

（p＜0.05）。病期別の cut�off point は，G1.2 で膝伸展筋力 0.26kgf/kg 以上，FRT24.0cm 以上，G3 は膝伸展筋力 0.25kgf/kg 以上，
FRT25.0cm 以上，G4.5 は膝伸展筋力 0.25kgf/kg 以上，FRT24.5cm 以上と病期による差を認めなかった。

【結論】変形性膝関節症の重症度と歩行速度には明確な関連は認めなかった。いずれの病期においても歩行速度不良群の膝伸展
筋力，立位バランス能力は低く，理学療法による身体機能の維持が変形性膝関節症患者の歩行能力を維持するうえで重要なこと
が明らかとなった。
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大腿骨近位部骨折術後患者の骨盤機能異常と骨盤ベルト装着の即時効果

高橋 幸司，澤崎 奈生，山本 陽平，関口 雄介，田島 正視，鈴木 英二

さいたま記念病院

key words 大腿骨近位部骨折・骨盤機能・骨盤ベルト

【はじめに，目的】大腿骨近位部骨折術後回復期で，患側下肢支持性低下による跛行（股関節運動軸の逸脱，骨盤の過可動性）が
問題となっていることを多く経験する。また，骨盤アライメントの異常や荷重時の骨盤の不安定性を有する症例も多く経験す
る。骨盤帯，特に仙腸関節は脊柱と下肢を連結する唯一の関節であり，脊柱と下肢に効率よく荷重を伝達するための重要な役割
を担っている（Cohen2005）とされている。Lee らは臨床場面では，腰椎や骨盤帯，股関節における障害には，これら隣接する
領域の障害が互いに影響しあっていることが非常に多いと述べている。しかし大腿骨近位部骨折術後の骨盤機能の報告はほと
んどない。骨盤ベルトは骨盤の安定性向上に効果があると報告があり，実際に大腿骨近位部骨折術後患者に骨盤ベルトを試行す
ると歩行安定性の向上，歩行時痛の軽減などの効果がみられる。そこで今回は，大腿骨近位部骨折術後患者の骨盤機能を調査し，
骨盤ベルト装着の効果を検証することを目的とした。

【方法】対象は，当院に入院し術後 4 週以上経過した大腿骨近位部骨折患者 11 名（全例女性，年齢 77.82±11.81 歳）。選定基準
は MMSE21 点以上であり，術後介入に支障をきたす重大な合併症がない者。評価項目は，骨盤評価として Gillet test，下肢自動
伸展挙上テスト（active straight leg raise：ASLR），骨盤内捻じれの有無を評価。骨盤ベルト装着前後で疼痛（NRS），筋力（酒
井医療社製 徒手筋力計モービィ MT�100P 使用，股関節外転，膝関節伸展），下肢荷重移動検査（アニマ社製グラビコーダー
G�620 使用 最大荷重量，総軌跡長，外周面積），10m 歩行（時間，歩数，ケイデンス）を測定。下肢荷重移動検査は，術側へ
随意的に最大限重心移動させ 10 秒間測定。骨盤ベルトは The Com�pressor（インターリハ社製）を使用し，骨盤アライメント
の修正後に装着。統計処理は統計ソフト R3.2.0 を使用し，骨盤ベルト装着の前後での測定結果の差を Wilcoxon 符号付順位和検
定で算出した。

【結果】Gillet test，ASLR は全例術側で陽性，骨盤内捻じれは全例でみられ，72.73％ が術側方向へ骨盤内捻じれを認めた。骨盤
ベルト装着前後での比較は，骨盤ベルト装着後に術側股関節外転筋力，膝伸展筋力，術側最大荷重量が有意に増加（P＜0.01），
10m 歩行ではケイデンスが有意に増加した（P＜0.05）。総軌跡長，外周面積，10m 歩行時間，歩数には有意な変化はなかった。
また，全例で「歩くのが楽になった。歩きが安定する。」などの主観的評価があった。

【結論】大腿骨近位部骨折術後患者は骨盤アライメントの異常や骨盤の不安定性がある可能性が示唆された。また，骨盤ベルト
の装着で下肢機能，荷重能力向上の可能性が示唆された。今回の結果から大腿骨近位部骨折術後では，骨盤ベルトが有効な治療
ツールとなる可能性があることや術後から骨盤アライメント，骨盤の安定性に対するリハビリテーションも重要であると考え
られる。
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大腿骨近位部骨折症例に対する術後早期の電気刺激併用筋力強化法の効果

藤森 由貴，唄 大輔，亀口 祐貴，山田 祐嘉，徳田 光紀

社会医療法人平成記念病院リハビリテーション課

key words 大腿骨近位部骨折・電気刺激併用筋力強化法（Method of Electrical Stimulation for Muscle Strength：MEMS）・早期離床

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折は高齢者に好発する骨折の一つであり，術後の早期離床が合併症予防や歩行能力獲得に重要であると報告さ
れているが，疼痛や筋力低下により円滑に離床できない症例を多く経験する。先行研究では，大腿骨近位部骨折術後症例を対象
に電気刺激併用筋力強化法（Method of Electrical Stimulation for Muscle Strength：MEMS）を実施し，術後早期より筋力の改
善に効果的に寄与することが示唆されているが，疼痛や日常生活動作（ADL）などに対する効果を示した報告は少ない。

本研究の目的は，大腿骨近位部骨折症例に対する術後 1 週間の MEMS の効果を，股関節機能の全体的な評価である日本整形外
科学会股関節機能判定基準（股関節 JOA スコア）と，早期離床に必要な下肢伸展挙上（SLR），移乗動作獲得に着目して検討す
ることとした。

【方法】

対象は当院で手術を施行した大腿骨近位部骨折 36 例（人工骨頭置換術 14 例，骨接合術 22 例）とした。無作為に MEMS 群 19
名とコントロール群 17 名に割り付け，通常の理学療法を全症例に施行した。MEMS は電気刺激治療器（ESPURGE，伊藤超短
波社製）で患側の大腿四頭筋に対して二相性非対称性パルス波，パルス幅 300μs，周波数 80pps，強度は運動レベルの耐えうる
最大強度，ON：OFF＝5：7 秒に設定して術後翌日から毎日 20 分間実施した。評価は股関節 JOA スコアを項目ごと（疼痛，可
動域，歩行，ADL）に術後 1，3，5，7 日目に測定し，SLR の獲得，移乗動作自立までに要した日数を記録した。統計解析は各
評価項目を測定日ごとに群間比較するため，Mann�Whitney の U 検定を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

股関節 JOA スコアの各項目に関して，疼痛は術後 3，5，7 日目，可動域は 5，7 日目，ADL は 7 日目でコントロール群より MEMS
群が有意に高値を示した。歩行は全測定日で有意差を認めなかった。また，SLR の獲得に要した日数はコントロール群より
MEMS 群で有意に低値を示した。移乗動作自立までに要した日数は，両群に有意差を認めなかったが，コントロール群より
MEMS 群で低値を示す傾向があった（p＜0.06）。

【結論】

大腿骨近位部骨折術後症例に対する MEMS は，術後 1 週間での疼痛の軽減，可動域や ADL の改善に寄与することが示唆され
た。また，疼痛に関しては術後 3 日目から MEMS 群がコントロール群より改善していたことや，MEMS 群の方が SLR や移乗
動作を早期に獲得できたことから，MEMS は早期離床を円滑に行うための一手段として有用である可能性が示唆された。今回
は MEMS の術後早期の治療効果として，股関節 JOA スコアと SLR，移乗動作の獲得のみに着目したが，今後は筋力との関連性
も検討していくことが課題である。
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P-MT-03-3

大腿骨近位部骨折術後患者のADL能力の獲得と痛みの多面性の関連性

吉村 彩菜1），片岡 英樹1,2），後藤 響1,2），森田 馨3），山下潤一郎1），坂本 淳哉4），
中野 治郎4），沖田 実2）

1）社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部，
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野，
3）社会医療法人長崎記念病院整形外科，4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学・作業療法学講座理学療法学分野

key words 大腿骨近位部骨折・ADL・痛みの多面性

【はじめに，目的】大腿骨近位部骨折（hip fracture；以下，HF）術後では痛みの程度といった感覚的側面のみならず，不安や抑
うつといった情動的側面，痛みを過度にネガティブに捉えてしまう破局的思考といった認知的側面に問題を抱える患者も多い。
われわれは，第 51 回本学術大会において HF 術後 8 週の ADL の獲得状況が不良な患者では抑うつ傾向が強い一方で，痛みの程
度には問題がないことから，痛みの情動的側面は ADL の獲得状況と関連する可能性があることを報告した。一方，様々な外傷
や運動器外科術後といった急性痛の段階において，破局的思考の問題を抱える患者は慢性痛に移行しやすく，機能・能力障害の
回復が遅延しやすいことが報告されている。したがって，HF 術後患者においても，痛みの認知的側面は術後の ADL の獲得に
影響を与える可能性が推測され，痛みの感覚的・情動的側面と合わせて検討する必要があると考えられる。そこで，本研究では
HF 術後患者の痛みの多面性に着目し，ADL 能力の獲得との関連性について検討することを目的とした。

【方法】

対象は認知症の診断のない HF 術後の女性患者 41 例（平均年齢；84.8±6.7 歳，受傷前 bartel index：92.3±12.3 点）とした。評
価項目は functional independence measure 運動項目（mFIM），動作時痛の verbal rating scale（VRS），geriatric depression scale

（GDS）�15，pain catastrophizing scale（PCS）とした。なお，PCS は，反芻（痛みに過度に注意が向けられる），無力感（痛み
のために何もできないと感じてしまう），拡大視（痛みの脅威を過大評価してしまう）の 3 つの下位項目からなり，痛みの破局
的思考を評価する代表的な質問紙の一つである。各評価項目は術後 2・4・8 週で評価し，Spearman の順位相関係数を用いて，
術後 8 週の mFIM と術後 2・4 週の VRS，GDS�15，PCS 下位項目の相関関係を分析した。その後，相関が認められた項目を独
立変数，術後 8 週の mFIM を従属変数とし，ステップワイズ法にて重回帰分析を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】術後 8 週の mFIM と術後 2・4 週の VRS は相関関係を認めなかったが，術後 2・4 週の GDS�15 ならびに PCS のすべて
の下位項目との間には相関関係が認められた。また，ステップワイズ重回帰分析の結果，術後 8 週の mFIM の独立変数として
術後 2 週では PCS の無力感，術後 4 週では GDS�15 が抽出された。

【結論】今回の結果から術後 2 週では PCS の無力感，術後 4 週では抑うつが ADL 能力の獲得に関連が強いことが明らかとなっ
た。したがって，HF 術後患者の ADL の獲得においては身体機能面への介入のみならず，痛みの認知・情動的側面も考慮した
アプローチや関わり方が重要になることが示唆された。
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両側大腿骨近位部骨折におけるADLについて
初回骨折時と再骨折時の比較

山本 穂高1），有竹 洋平1），吉武 靖史1），横山 慧佑1），野口 雅夫2）
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2）社会法人北九州病院北九州中央病院整形外科

key words 両側大腿骨近位部骨折・再発・ADL

【はじめに，目的】

高齢社会により，大腿骨近位部骨折（以下 FNF）患者は増加することが予想される。ガイドラインによると FNF の既往は，再
転倒による対側骨折発生リスクが高まるとされている。骨折すれば歩行能力低下や生活範囲の狭小化が予想され，転帰に影響を
及ぼす可能性も考えられる。再骨折後のリハビリテーション（以下リハビリ）においては，初回骨折時と比較して ADL の改善
が乏しい印象であるが，ADL 各項目に対して初回時と再骨折時で検討した報告は少ない。

そこで本研究は，両側 FNF を受傷した症例において，初回時と再骨折時で ADL の自立度や改善率の差を明らかにすることとし
た。

【方法】

対象は，2012 年 10 月から 2015 年 9 月の期間に FNF により 2 回以上当院回復期リハビリ病棟に入院した高齢者とした。入院中
にリハビリの長期間の中止や転院した者は除外し，16 名を調査対象とした。

評価項目は，年齢，性別，再骨折までの期間，入院時と退院時の機能的自立度評価法（以下 FIM）と FIM の改善度である FIM
利得，退院時歩行レベル，在院日数をカルテより収集した。初回時と再骨折時の 2 群間において，年齢，在院日数は対応のある
t 検定，FIM は Wilcoxon の符号付順位和検定を行い比較検討した。優位水準は 5% 未満とし，統計処理には IBM SPSS Statistics
24 を用いた。

【結果】

性別は女性 13 例，男性 3 例，再骨折までの期間は 1.5±1.3 年であった。在院日数は初回時 77.8±25.5 日，再骨折時 76.4±36.3
日，年齢は初回時 86.5±5.5 歳，再骨折時 88.1±5.6 歳で有意差はなかった。初回時と再骨折時の FIM を比較し，入院時 FIM
では食事，更衣（上下），トイレ動作，排尿・排便コントロール，運動 FIM 合計，FIM 総得点において有意差を認めた（p＜0.05）。
退院時 FIM では，食事，整容，清拭，更衣（上下），排尿・排便コントロール，移動，運動 FIM 合計，FIM 総得点において有
意差を認めた（p＜0.05）。FIM 利得，FIM 効率においては有意差を認めなかった。歩行おいては初回時 58.8％，再骨折時 29.4％
が自立であった。

【結論】

FNF の初回時と再骨折時では，すべての項目と総得点において FIM 利得，FIM 効率に有意差を認めず，両側 FNF においても
リハビリにより ADL の改善は期待できる。

移動は再骨折退院時で，初回退院時より有意に低下し，歩行レベルも低下する傾向にあった。先行研究では歩行レベルは低下す
るが，歩行自立は可能であると報告され，本研究の結果とは異なっていた。セルフケアにおいても，再骨折退院時の方が初回時
より有意に低下していた。立位を要する項目だけでなく，座位レベルの項目も有意に低下した点は新たな知見だと考える。

両側 FNF 患者において，初回時より退院時の ADL 低下が危惧される事から，歩行形態だけでなくセルフケアにも着目して早期
より介入することが重要である。本研究は，ADL の検討のみあり，要因などは明らかに出来なかった。今後は，機能面や精神
面による包括的な検討をする必要がある。
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P-MT-03-5

回復期リハビリテーション病棟における大腿骨近位部骨折患者のADL向上に
影響を及ぼす因子

森谷 伸樹1），丸谷 暁子1），憲 克彦2）

1）医療法人喬成会花川病院リハビリテーション部，2）医療法人喬成会花川病院

key words 回復期リハビリテーション病棟・大腿骨近位部骨折・FIM

【はじめに，目的】回復期リハビリテーション病棟は，入院患者に集中的なリハビリテーションを提供することで寝たきり予防
や自宅退院率の向上などを目指すシステムである。近年の高齢社会において，転倒受傷による大腿骨近位部骨折の患者が増加し
ており，大腿骨近位部骨折患者の Activities of daily living（ADL）向上は重要な課題となっている。また，厚生労働省から，患
者の入院日数や Functional Independence Measure（FIM）の変化から求めた数値を回復期リハビリテーション病棟における
ADL 改善の指標とする旨の提言が出された。本研究では，大腿骨近位部骨折の患者について，厚生労働省の提示する数値を
ADL 改善の指標とし，数値に影響を及ぼす因子を検討した。

【方法】平成 21 年度から平成 27 年度に当院回復期リハビリテーション病棟に入院した大腿骨近位部骨折患者のうち，データに
欠損の無い 456 名（男性 75 名，女性 381 名，平均年齢 84.0±8.02 歳）を対象とした。当院で運用しているデータベースより，
年齢，性別，発症から入院までの日数，入院時経口摂取可否，BMI，入院時血中アルブミン量，入院時 FIM 各項目点数，入院
時病棟内移動手段を調査した。また，各患者の入院中の FIM 運動項目利得を当該患者の回復期算定上限日数あたりの入院日数
で除したものを便宜上 FIM 実績指数と定義した。調査項目を独立変数，FIM 実績指数を従属変数とした重回帰分析を実施し，
FIM 実績指数に影響を及ぼす因子を検討した。性別については女性を 0，男性を 1，入院時移動手段については車椅子を 0，補
助具の有無に関わらず歩行を 1，入院時経口摂取可否は経管を 0，経口を 1 としてダミー変数を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】調査項目のうち，FIM 実績指数に有意に影響を及ぼすものは年齢，食事，下衣更衣，排尿管理，浴槽移乗であった。入
院時食事と排尿管理以外は，偏回帰係数が負の値であった。

【結論】回復期リハビリテーション病棟において，入院時の年齢が低く，入院時 FIM の食事と排尿管理が高く，入院時 FIM
の下衣更衣と入浴が低いと FIM 実績指数が高くなることが示唆された。食事と排尿管理が高いと病棟内の活動量向上から能力
向上に繋がり，下衣更衣と入浴が低いとそこが伸びしろとなり FIM 実績指数の向上へと結びつくと考えられる。
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P-MT-04-1

人工骨頭置換術を施行した患者における運動及び呼吸機能と血液・生化学所見
の関連性

山田 真嗣1），内田 学2），山口 育子2），宮地 司2），宮城 春秀1），山根 達朗3），岩原信一郎4）

1）社会医療法人社団正志会南町田病院リハビリテーション科，
2）東京学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法専攻，
3）社会医療法人社団正志会南町田病院栄養科，4）社会医療法人社団正志会南町田病院

key words 人工骨頭置換術・タンパク異化作用亢進・呼吸機能

【目的】

人工骨頭置換術後は早期に歩行練習が開始されるが，息切れが運動の制限を来たす事を時折経験する。手段を問わず歩行が自立
していたにも関わらず急激に動くのが辛いという訴えに疑問を感じている。術後に発生する炎症を背景としたタンパク異化作
用亢進などによる骨格筋の萎縮やタンパク由来の赤血球やヘモグロビンの減少も報告されている事から，活動制限に対して呼
吸機能や血液・生化学所見も関連付けて考える必要があるものと考えられる。

【対象】

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日までに大腿骨頸部骨折を呈し人工骨頭置換術を施行した患者 11 名（男性：3 名，女
性：8 名）平均年齢 79.18±2.74 歳，平均身長 155.3±2.81cm，平均体重 48.74±3.14Kg で術前 ADL は手段を問わず自立していた
者とした。術後 2 週間までのクリティカルパスが順調に経過している事を統制条件とし，除外対象として術前・術後の輸血，呼
吸器疾患の既往，指示理解が得られにくい者は除外した。尚，対象者全員に本研究の趣旨を文書で説明し，同意を得た後に測定
を実施した。

【方法】

測定項目は運動機能として 6MD，6MD 後の Borg スケール，SpO2，膝伸展筋力/wt を求めた。個人特性としては BMI，呼吸機
能では VC，％VC，TV，ERV，IRV，FVC，FVC1％PEF を測定した。血液・生化学検査では TP，Alb，Hb，RBC，WBC，
CRP を参考値とした。タンパク異化作用亢進による身体機能は栄養状態により左右されることから，TP の基準値を満たしてい
る群（以下，高栄養群）と不足している群（以下，低栄養群）の 2 群に分類しそれぞれの項目間で比較検討を実施した。

【結果】

以下，高栄養群，低栄養群の順に記載する。TP は 7.18±0.39，5.98±0.16 であり高栄養群が高値を示した。Alb は 3.78±0.34，
3.15±0.33 であり，高栄養群が高値を示した。CRP では 0.24±0.07，0.94±0.41 であり高栄養群が低値を示した。RBC は 368.50
±27.89，303.50±44.23 であり高栄養群が高値を示した。WBC は 5900±1116.54，5150±1082.13 であり高栄養群が高値を示した，
Hb は 11.60±1.06，9.70±1.16 であり高栄養群が高値を示した。6MD は 186.65±145.16，166.76±83.52 であり高栄養群が高値を
示した。SpO2では 97.0±0.82，98.33±1.51 であり高栄養群が低値を示した。Borg スケールは 13.0±2.83，14.33±3.27 であり高栄
養群が低値を示した。それ以外の項目について有意差は見られなかった。

【考察】

結果より，低栄養群は炎症反応が強くタンパク異化作用が亢進しておりタンパク由来の RBC，Hb が燃焼された事が示された。
酸素運搬を行う為に RBC，Hb は重要な役割を担うが，低値を示すことから酸素運搬能は低下し運動の耐性が制限されている事
が推察される。息切れを背景とした連続歩行距離の短縮や呼吸苦の増大につながるものと考える。術後の生体反応としての治癒
でタンパクが使用されるため低栄養では全身状態の詳細な評価に基づく介入が必要である。
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P-MT-04-2

大腿骨人工骨頭置換術後における受傷前能力と認知症の有無別に分類した平行棒内および歩行器歩行開始日の一般経過指標
―地域完結型急性期病院の地域連携クリティカルパス解析―

吉永 龍史1），林田 祐醍1），田所 広太1），藤原 崇光1），宮川 恵輔1），渡邉 靖晃1），高野 雅弘1），
前田 智2）

1）国立病院機構熊本医療センターリハビリテーション科，2）国立病院機構熊本医療センター整形外科

key words 人工骨頭置換術・急性期病院・地域連携クリティカルパス

【はじめに，目的】

近年の大腿骨近位部骨折患者に対する人工骨頭置換術（以下，BHA）後の理学療法は，術後初日から荷重制限を設けずに歩行練
習が開始される。一方で，術後 5 日目で歩行器歩行練習を開始できた場合，経過が良いのか，あるいは悪いのかを判断する指標
はあまり知られていない。そのため，臨床では理学療法を進行するにあたり，術後の歩行能力回復に影響を与える受傷前歩行能
力や認知症の有無別に分類した歩行開始日の経過指標が役立つと考えられる。

本研究目的は，受傷前の歩行能力と認知症の有無別に分類した患者の地域完結型急性期病院における歩行開始時期を比較し，そ
の一般的経過指標を明らかにする。

【方法】

対象は，当院から地域連携クリティカルパスを使用して後方施設へ転院し，大腿骨近位部骨折に対して BHA を施行した 336
例である。除外基準は，骨接合術，長谷川認知症スケール（以下，HDS�R）未実施，受傷前歩行能力が車椅子レベル，術後荷重
制限ありおよび運動麻痺ありとした。基本属性は，男性 66 名，女性 270 名，年齢 82.3±9.2 歳，診断名が大腿骨頚部骨折 332
例，転子部骨折 4 例であった。

方法は，受傷前能力から独歩群と歩行補助群の 2 群と，HDS�R から 21 点以上を認知症なし，20 点以下を認知症ありと分類した
2 群を組み合わせて A 群：独歩＋認知症なし，B 群：歩行補助＋認知症なし，C 群：独歩群＋認知症あり，D 群：歩行補助群＋
認知症ありの 4 群に振り分けた。歩行補助群とは，杖，押し車，歩行器および伝い歩きとした。検討項目は，術後から車椅子，
平行棒内および歩行器歩行開始日数，および術後在院日数を後方視的に調査した。

統計解析は，4 群の検討項目それぞれについて Kruskal�Wallis 検定を適用後，多重比較 Steel�Dwass 法を用いた。いずれも有意
水準は両側 5％ 未満とした。

【結果】

車椅子開始日数および術後在院日数は，4 群間で有意差を認めなかった。当院の術後在院日数の中央値（四分位範囲）は，10
（8�13）日であった。平行棒内開始日数は，A 群（n=86）が 2（1�3）日，B 群（n=51）が 3（2�4）日，C 群（n=99）が 3（2�
4）日および D 群（n=100）が 3（2�5）日で A 群と C 群（p＜0.05），A 群と D 群（p＜0.01）の間に有意差を認めた。歩行器歩
行開始日は，A 群が 3（2�5）日，B 群が 5（3�7）日，C 群が 5（4�7）日および D 群が 5（4�7）日で A 群と C 群（p＜0.01），
A 群と D 群（p＜0.01）の間に有意差を認めた。

【結論】

BHA 患者の受傷前歩行能力と認知症の有無別に分類した場合，車椅子座位開始時期は 4 群全て同様であり，独歩＋認知症なし
が平行棒および歩行器歩行開始が最も早く，認知症を有した独歩群および歩行補助群ともに歩行開始が最も遅延していた。ま
た，独歩＋認知症なしと比較して，認知症を有すれば独歩群と歩行補助群ともに平行棒内あるいは歩行器歩行開始時期が同様な
経過を示すことが明らかになった。
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P-MT-04-3

股関節疾患に対する整形外科手術後の歩行自立度とバランス能力の関連性

石井悠太郎1），原 歌芳里1），荒井 知野1），阿久津美帆1），谷畑 和幸1），中澤 萌1），
廣澤 暁1,2），齋藤 涼平1），望月 久3）

1）IMS（イムス）グループ高島平中央総合病院，2）文京学院大学大学院，
3）文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科

key words 歩行自立度・バランス能力・重心動揺計

【はじめに，目的】

整形外科手術を施行された患者において，術後の理学療法が歩行自立度に大きく影響することは明らかである。術後の歩行自立
度に影響を及ぼす要因としてバランス能力や関節可動域が想定され，これらと術後の歩行自立度の回復過程との関係性を明ら
かとなれば，術後理学療法介入の方向性を示すことができると考える。本研究は整形外科手術後患者の歩行自立度とバランス能
力，股関節可動域（以下 ROM）の関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】

本研究の対象は 2016 年 8 月から 9 月に当院にて股関節に対して整形外科的手術を施行された者 10 名（77.0±9.5 歳）とした。荷
重制限のある者，指示理解が困難である者は除外した。術後 1 週目に対象者の歩行自立度，ROM，バランス能力を測定した。
バランス能力の指標として IPS（Index of Posture Stability，望月ら（2000））を測定した。IPS 測定では安定域の左右径，前後
径，中央および前後左右への重心移動時の矩形動揺面積を記録した。測定には重心動揺検査装置（重心バランスシステム JK101
II，株式会社ユニメック）を用いた。歩行自立度は，独歩，杖歩行，サークル歩行，ピックアップ歩行器歩行の 4 段階を順序尺
度として数値化し，歩行自立度および ROM と，IPS および IPS 測定の際に得られる諸変数（以下，諸変数）との関連性を Spear-
man の順位相関係数，変数間の差を対応のある t 検定を用いて検討した。統計処理には SPSS statistics 23 を用い，有意水準は
5% 未満とした。本研究では足圧中心位置を重心位置とした。

【結果】

術後 1 週目の歩行自立度と IPS および諸変数との間に有意な相関は認められなかった。IPS 測定時に得られる諸変数間の検討
において，安定域の左右径と前後径との間に r=0.77（p＜0.05）の有意な相関が確認された。患側および健側への重心移動時の矩
形動揺面積の間に有意な差は認められなかったが，患側への重心移動距離（17.0±18.9mm）は健側への重心移動距離（49.4±14.3
mm）より有意に小さかった。また，IPS と患側への重心移動距離との間に r=0.82（p＜0.05）の有意な相関が認められた。

【結論】

今回の研究では，術後 1 週目の歩行自立度および ROM と，IPS および諸変数との間に相関は認められなかった。これは，術後
1 週目の歩行自立度がピックアップ歩行器に偏っていたこと（6/10），ROM 以外の要因が大きく関連することが考えられる。今
回の結果から，患側への重心移動距離が小さい者では，左右方向のみならず，前後方向への重心移動距離も減少していることが
分かった。また，重心移動距離は患側が健側に対し有意に少なかったが，最大重心移動時の矩形動揺面積に有意差はみられな
かった。これらから，患側への重心移動距離を増加させることで左右方向への重心移動量が増加し，前後方向への重心移動距離
が増加すると推測される。このことは患側への荷重練習がバランス能力を向上させることを示唆している。今後は術後 1 週目以
降の測定を行い，理学療法介入後の歩行自立度変化の要因を検討していきたい。
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P-MT-04-4

3m歩行テストの有用性の検討

佐藤 教文

至誠堂総合病院

key words 3m歩行テスト・歩行速度・整形外科疾患

【はじめに，目的】

10m 歩行テストは，歩行能力を評価する指標として広く用いられている。実際に評価する際には，歩行路を確保できても病棟等
では他職種や患者様等が多く，声掛けや時間調整を行わなければならず困難なことも多い。そこで 10m 歩行テストができない
場合の別法として，3m 歩行テストが提案されている。しかし，先行研究では，高齢者に対して 3m 歩行速度評価は実施されて
いるが，疾患を有した方を対象とした検討は少なかった。そこで本研究の目的は整形外科疾患患者を対象に，3m 歩行テストを
10m 歩行テストの結果と比較検討することによりその妥当性を検討し，小スペースにおける歩行評価としての可能性を探るこ
とである。

【方法】

本研究に同意を得られた健常成人 10 名（以下健常群），年齢 23.8±1.4 歳，整形外科疾患者 10 名（以下疾患群），年齢 83.5±6.1
歳を対象とした。疾患は，大腿骨頚部または転子部骨折の術後の方で，歩行能力が FIM で 6 点以上及び HDS�R が 21 点以上の
方を対象とした。健常群と疾患群に，10m 歩行テストと 3m 歩行テストを行った。疾患群は必要に応じて杖を使用した。10m
歩行テストは，計測区間 10m の歩行路に開始線前と終了線後に 3m の予備路を設けた計 16m で行った。また，3m 歩行テストは，
計測区間 3m の歩行路に開始線前と終了線後に 1.5m の予備路を設けた計 6m を用いて歩行を実施した。測定は快適歩行で行い，
各条件を 2 回ずつ施行し，測定間に休憩をはさみ，主観的疲労度がない状態であることを確認した上で行った。

統計解析は，各群の 3m 歩行データ（歩行速度と歩行率）と 10m 歩行データとの差の分析に対応のある t 検定を用いた。有意水
準は 5% とした。

【結果】

1，歩行速度

健常群 10m 歩行 78.4±10.4m/分，3m 歩行 75.3±9.8m/分。疾患群 10m 歩行 40.1±16.2m/分，3m 歩行 42.5±14.5m/分。

2，歩行率

健常群 10m 歩行 124.5±6.23 歩数/分，3m 歩行 140.8±8.5 歩数/分。疾患群 10m 歩行 102.2±17.9 歩数/分，3m 歩行 110.6±21.1
歩数/分。

統計解析の結果，両群ともに，歩行速度では 10m 歩行テストと 3m 歩行テスト間有意差は認められなかった（疾患群；p=0.370，
健常者群 p=0.1350）。しかし，歩行率では両群とも，有意差が認められた（両群とも p＜0.01）。

【結論】

10m と 3m の歩行テストの歩行速度は，両群ともに有意差は認められなかったが，歩行率では有意差が認められた。本研究の結
果より，3m の距離でも疾患群の歩行速度を評価することは有用であると考える。
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P-MT-04-5

大腿骨頚部・転子部骨折術後患者の術後腎機能は Functional Independence
Measure の改善に影響を及ぼすか

平田 尚久1），原田 香1），實延 靖1），杉原 和也1），廣江 健人1），中嶋 正明2）

1）医療法人社団博愛会木阪病院リハビリテーション科，2）吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部骨折・腎不全

【はじめに，目的】

大腿骨頚部・転子部骨折は骨粗鬆症を起因とした脆弱性骨折である。腎不全になるとビタミン D 欠乏や低 Ca 血症などで骨密
度が低下し，コラーゲンの Advanced glycation end products（AGEs）化により，骨の材質・構造特性である骨質が低下する。
そのため，腎不全を有する大腿骨頚部・転子部骨折術後患者では，日常生活自立度の予後にも影響を及ぼす事が予想されるが，
これまでそのような報告はない。本研究の目的は，大腿骨頚部・転子部骨折術後患者の術後腎機能が Functional Independence
Measure（FIM）に影響を及ぼすかを明らかにする事である。

【方法】

平成 24 年 2 月から平成 28 年 4 月までに当院に入退院し大腿骨地域連携パスが適応された 127 例のデータを診療録より後方視
的に収集した。腎機能低下の重症度の指標として推算糸球体濾過量（eGFR）を，術後の当院転院時のデータから取得した。127
例のうち，eGFR 未測定の 15 例，死亡退院の 8 例，年齢 75 才未満の 5 例，理学・作業療法総単位数が 30 単位以下または当院入
院期間が 15 日以下の 2 例，診療録上欠損データのあった 7 例を除外した 92 例を抽出した。当院入院時の eGFR が 60mL/分/
1.73 m2以上の群（対照群 49 例）と eGFR が 60mL/分/1.73 m2未満の群（腎不全群 43 例）の 2 群に分けた。基本情報（年齢，性
別，身長，体重，BMI，診断名，受傷機転，受傷側，初発・再発，術式，連携パスの種類，受傷前生活場所，理学療法単位数，
作業療法単位数，手術待機日数，総入院日数，退院先），血液データ（Alb，Hb，WBC，BUN，Cre），受傷前・転院時・退院時
FIM（各合計・運動項目・認知項目）を比較した。統計処理は J�STAT を使用し，2 群の比較は対応のない T 検定，Mann�Whit-
ney の U 検定，カイ 2 乗検定を，3 群比較は Kruskal�Wallis Test・Scheffe 多重比較を実施し，有意水準は 5% で検討した。

【結果】

受傷前 FIM の合計・運動項目，受傷前生活場所が自宅の割合は腎不全群より対照群が有意に低かった（p＜0.05）。転院時 BUN，
Cre は腎不全群より対照群が有意に低かった（p＜0.01）。その他の 2 群の比較では有意差はみられなかった。時系列における
FIM 合計は，対照群で受傷前より転院時（p＜0.01），退院時（p＜0.05）が有意に低く，転院時より退院時が有意に高かった（p
＜0.05）。腎不全群では受傷前より転院時，退院時が有意に低かった（p＜0.01）。

【結論】

腎不全群では術後に FIM が低下し，転院後の FIM の向上も少なく，受傷前の自宅生活が難しくなる傾向がみられた。腎不全群
の腎機能は術後に低下したのかは定かではないが，大腿骨頚部・転子部骨折術後の腎不全との重複障害は FIM 低下を予測する
因子となる可能性が示唆された。
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頸椎術後理学療法で行うポールウォーキングの有効性について

重綱 玲南，櫻井 理嵩

片山整形外科記念病院

key words 頸椎術後理学療法・ポールウォーキング・ロコモティブシンドローム

【はじめに，目的】

2009 年より当院では頸椎症性脊髄症（CSM）患者に対して頸部椎弓反転式拡大形成術（RLR）を施行し，2014 年から術後理学
療法としてノルディックウォーキング（PW）を取り入れ軸性痛緩和やロコモ対策を行っている。

本研究では RLR 術前後におけるロコモ 25 値や 2 ステップ値，軸性痛の推移から頸椎術後 PW の意義と有効性を検証した。

【方法】

対象：2015 年 5 月から 2016 年 5 月までに RLR を施行後，徒手療法における頸部及び肩甲帯の筋力トレーニングや姿勢指導に
加えて，術後翌日から術後 1 ヶ月時点まで PW を行った群を PW 実施（P）群 20 名とした。2016 年 6 月から 8 月まで PW 以外
の同様のプログラムを実施した PW 未実施（N）群 12 名とし，上記 2 群で比較検討した。

方法：2 ステップを術後 2 日目，術後 9 日目（退院時），術後 1 ヶ月で計測。術後より軸性痛評価（NRS）施行。ロコモ 25 の調
査は術前，術後 1 ヶ月で実施した。統計的処理は P 群と N 群の改善率の平均値比較を Welch の t 検定で行った。

【結果】

2 ステップは術前，術後，退院時，術後 1 ヶ月の順に N 群 1.28，1.15，1.28，1.37 であり，各期間での改善率は�9％，12％，6％
であった。P 群では 1.29，1.13，1.35，1.45 であり，各期間での改善率は�12％，34％，7％ であった。術後から術後 1 ヶ月にお
いて N 群と比較し P 群の改善率が高値となった（p＜0.09）。

軸性痛評価は術後，退院時，術後 1 ヶ月の順に N 群 5.0，2.7，3.3，各期間での変化の差は�2.33，0.58，�1.75 であった。P 群では
5.8，2.8，1.9 であり，各期間での変化の差は�3.05，�0.9，�3.95 であった。術後から術後 1 ヶ月にかけて有意な差を認めた（p
＜0.04）。

ロコモ 25 では術前，術後 1 ヶ月で N 群 24.9，16.8，改善率は 24％ であった。P 群では 21.45，11.25，改善率は 37％ であり，N
群と比較し P 群の改善率が高値となった（p＜0.23）。

【結論】

PW は歩行動作に対する不安解消及び運動効果の増加が報告されている。

P 群で軸性痛が術後から術後 1 ヶ月において有意な改善を認めたことから，通常の歩行と比較し，ポールを使用することで肩甲
帯周囲筋群の手術侵襲や，肩甲帯の垂れ下がりを防ぎ，肩甲帯周囲筋へのリズミカルな収縮と弛緩の繰り返しにより，軸性痛発
生部の局所循環や代謝が改善され頸部椎弓形成術後の疼痛が痛軽減されたものと推測する。

P 群の術後から術後 1 ヶ月までの 2 ステップ値とロコモ 25 値の改善率の大きさから，PW での上下肢の連動した動きは神経筋
協調性運動となり，CSM 患者の低下した筋パワー能力の改善を目的とした訓練として有効であると言える。さらに PW 使用に
よるバランス能力や筋パワーの向上が，日常の身体的活動性の改善に寄与したと考える。よって PW は頸椎疾患も含めた脊椎疾
患合併ロコモ高値患者の活動力を向上させる有効な手段である。
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Thera�bandⓇ強度の違いによる頸長筋筋厚の変化
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key words トレーニング・慢性頸部痛・超音波画像診断解析

【はじめに，目的】近年，Javanshir らが慢性頸部痛患者の頸長筋（以下 LC）が萎縮していると報告して以来，LC に対し様々な
トレーニングが行われている。そのトレーニングに Thera�bandⓇを用いることが多い。しかし，Thera�bandⓇには様々な強度
があるが，LC トレーニングに適した強度は明らかでない。本研究は Thera�bandⓇの強度の違いによる LC 筋厚の変化を明らか
にすることを目的とした。

【方法】対象は頸部に問題のない男子大学生 14 名（平均年齢 19.6±0.8 歳）であった。測定肢位は背もたれのない椅座位とし，
頭部は耳孔と肩峰結ぶ線が床面と垂直，フランクフルト平面が床と平行となる様にした。Thera�bandⓇ（D＆M 社製）は強度の
弱い順に淡，黄，赤，緑，青，黒，銀，金の 8 種類あり，それぞれ円周 90cm の輪を作った。Thera�bandⓇを頭部にかけ，前方
および後方へそれぞれ 10cm 伸長させた時の右側の LC，頸椎椎体，総頸動脈，胸鎖乳突筋（以下 SCM）を超音波画像診断装置

（日立メディコ社製）にて撮像した。プローブ（10MHz，リニア型）は甲状軟骨より 2cm 外・下方かつ水平面上で内側に 20̊
傾け，頸部長軸と平行にあてた。得られた画像から画像解析ソフト Image J を用い LC 筋厚，SCM 筋厚を測定した。解析には伸
長方向と強度を要因とした反復測定二元配置分散分析と Bonferroni の多重比較を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】LC 筋厚の平均は安静時 9.4±1.8 mm，淡，黄，赤，緑，青，黒，銀，金の順に前方への伸長時 10.7±1.5mm，10.6±1.6
mm，10.4±1.6mm，10.6±1.3mm，10.3±0.8mm，10.5±1.1mm，10.6±1.4mm，10.6±1.7mm となり，後方への伸長時 10.2±1.1
mm，10.0±1.2 mm，10.2±1.4mm，10.6±1.2mm，10.0±1.2mm，10.5±1.3mm，10.0±1.6mm，10.1±1.8mm となった。SCM
筋厚の平均は安静時 10.9±4.0mm，LC 筋厚と同様の順に前方への伸長時 12.3±4.3mm，12.4±3.9mm，12.4±3.0mm，12.2±3.3
mm，12.0±3.6mm，11.6±3.8mm，13.3±4.2mm，12.8±3.9mm となり，後方への伸長時 11.7±2.4mm，11.8±3.1mm，12.2±2.6
mm，13.4±2.6mm，14.0±3.6mm，14.3±3.3mm，15.3±2.9mm，16.0±3.6mm となった。分散分析の結果，LC では伸長方向お
よび強度の主効果が有意にみられた。多重比較の結果，安静に比べすべての強度で有意に筋厚が増加した。SCM においても伸
長方向および強度の主効果が有意にみられた。多重比較の結果，安静に比べ緑，青，黒，銀，金で有意に筋厚が増加し，淡に比
べ青，黒，銀，金で有意に筋厚が増加し，黄に比べ黒，銀，金で有意に筋厚が増加し，赤に比べ銀，金で有意に筋厚が増加し，
緑に比べ金で有意に筋厚が増加した。

【結論】LC は安静と比べ Thera�bandⓇのいずれの強度でも有意に筋厚が増加する一方で，強度間での差はなかった。したがっ
て Thera�bandⓇを用いた LC トレーニングの強度選択はどの強度を用いても同様の効果が期待できる。しかし，SCM では強度
を高めるにつれ有意に筋厚が増加したため，より強い強度を用いる際には SCM が代償すると考える。
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頸椎症性脊髄症患者に対し加速度計を用いた歩行解析が有効であった一例

坪内 優太1,2），須藤 晴香1），橋本 成矢3），片岡 晶志1,4），津村 弘1,2）

1）大分大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）大分大学大学院医学系研究科，3）★所属未定★，
4）大分大学福祉健康科学部理学療法コース
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【はじめに，目的】

頸椎症性脊髄症（CSM）は，頸部脊柱管の狭小化により頸髄を圧迫することを特徴とする頸椎の変性疾患である。歩行障害は主
症状の一つであり，痙性により拙劣で非効率的なパターンを呈すことが多い。そのため歩行分析は，理学療法アプローチの方針
決定に重要となるが，臨床現場の多くは視診で行われており，経験による差や客観性の欠如など信頼性や再現性の問題がある。
そこで今回，患者の身体的負担が少なく，場所も限定せずに長距離の時間変動も解析可能な加速度計を用いたことで改善に繋
がった症例を提示し，その有用性を報告する。

【方法】

症例は CSM に対し第 5�7 頸椎椎弓形成術を施行した，建設業への復職を希望する 40 歳代男性である。左下肢優位に痙性を認
め，歩行や階段昇降の際に左下肢の不安定性と支持性低下を自覚しており，転倒歴もある。また，方向転換時には動揺が著明で，
高所や閉所での作業時には下肢の振り出しが困難となる。静止立位時の身体重心は右側に偏位しており，左下腿三頭筋の筋萎縮
を認める。歩行時の左側への重心移動は体幹での代償が強く，左側 mid�stance から pre�swing にかけての不安定性も認められ
る。既往歴に心筋梗塞があり，心機能の低下を認めることから，安定且つ効率的な歩行の獲得が必要である。そこで通常の理学
療法評価に加え，術前と術後 2 日目より毎週，重心動揺計による静的バランス評価と加速度計による歩行解析を取り入れ，症例
に解析結果を提示しながら理学療法を進めた。歩行解析では MicroStone 社製 3 軸加速度計を第 3 腰椎棘突起と踵骨隆起に装着
し，10 歩行周期の体幹加速度データをサンプリング周波数 200Hz で測定した。測定したデータの左右成分と鉛直成分より前額
面上の Lissajous Index（LI），踵骨隆起の加速度データより歩行周期の変動性を示す Stride�to�stride Time Variability（STV）を
それぞれ算出した。

【結果】

以下に術後 2 日および術後 3 週の評価結果を示す。静止立位における左右方向動揺平均中心変位は 0.25cm から�0.5cm と左側へ
重心が変位した。Timed Up ＆ Go test（TUG）は 7.5sec から 6.2sec，LI は 26.9% から 1.82%，STV は 3.44% から 1.50% と，そ
れぞれ大幅な改善を認め，術後 28 日に自宅退院となった。

【結論】

CSM 患者では，単脚支持時間とストライド長の短縮，膝関節屈曲角度と足関節底屈角度の減少といった運動学的特徴に加え，
pre�swing での足関節 power の減少と股関節 power が増加するといった運動力学的な特徴を示す（A Malone, et al., 2012）。ま
た，外科的減圧術後 1 年の時点で，足関節底屈モーメントの増加や pre�swing での足関節底屈 power の増加など運動力学的な
改善は認めるが，運動学的な改善には至らなかったと報告されている（A Malone, et al., 2015）。本症例では加速度計による歩行
解析を導入したことで，歩行の状態を詳細に提示でき，運動力学的な改善を効率良く運動学的な改善に繋げることが可能であっ
たと思われる。
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アテトーゼ型脳性麻痺患者に合併した頸髄症性脊髄症に対する術後運動療法に
栄養管理を組み合わせた成果
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key words 頸椎症性脊髄症・アテトーゼ型脳性麻痺・栄養管理

【はじめに，目的】

アテトーゼ型脳性麻痺（以下，ACP）では二次障害として頸椎症性脊髄症を伴うことが多い。頸椎症性脊髄症の合併により，脊
髄障害や筋力低下，筋萎縮などの神経根・前根障害が生じ，そのため日常生活動作（以下，ADL）が低下することがある。

近年，リハビリテーション（以下，リハ）栄養の有用性が報告されており，特に運動と分岐鎖アミノ酸（以下，BCAA）摂取と
の併用は，筋量，筋力，身体機能の改善に有効であることが示されている。しかし，頸椎症性脊髄症を伴う ACP に対するリハ
栄養の報告はない。

今回，ACP で頸椎症性脊髄症を合併し，重度の四肢麻痺，感覚障害，廃用症候群により ADL が著しく低下，体重，筋量も減少
した症例に対し，運動療法後に BCAA 含有の栄養補助食品を摂取したことで，体重，筋量，身体機能，ADL の改善など良好な
成果が得られたので報告する。

【方法】

症例は ACP の 60 歳代後半の男性。元々屋外歩行が自立していたが，2014 年 12 月頃から四肢麻痺，感覚障害が出現し，徐々に
ADL が低下した。2016 年 2 月に食事動作やトイレ動作が困難となり，3 月に自宅ベッドからの転落を機に，さらに四肢麻痺，
感覚障害が増悪し，ADL が全介助となった。MRI 検査によりクリッペル�フェイル症候群と頸椎症性脊髄症と診断された。6
月 2 日に C1 椎弓切除及び C2 椎弓形成術を施行した。6 月 16 日に当院に転院し，理学療法を開始した。ADL は徐々に改善した
が，体重減少や筋萎縮がみられた。そのため 7 月 29 日より体重，筋量，筋力の改善を目的に BCAA 含有の栄養補助食品を追加
した。栄養補助食品は運動療法直後に摂取した。それに伴い，運動負荷量を漸増した。

【結果】

以下，転院時（6 月 16 日），BCAA 摂取開始前（7 月 28 日），退院時（9 月 26 日）の順で各検査結果を示す。体重は 38.4kg，36.0
kg，40.1kg，握力は 3.1kg，5.5kg，9.1kg，膝伸展筋力は 0.11kgf/kg，0.12kgf/kg，0.37kgf/kg，大腿周径は，31.6cm，30.9cm，
32.3cm，下腿最大周径は 26.0cm，25.1cm，27.1cm，Barthel Index は 0 点，30 点，70 点であった。

【結論】

ACP に頸椎症性脊髄症を合併した症例で手術により麻痺の改善は認めたが，体重減少や筋萎縮などの廃用症候群が生じた。運
動療法後に BCAA 含有の栄養補助食品を追加したことにより，運動療法の漸増負荷量調整に繋がり，その結果，体重，筋量，
筋力，身体機能が向上し，ADL がより改善した。
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頸椎変性疾患に対するMcKenzie 法および頸部深層筋エクササイズを用いた運
動療法の短期的効果
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key words 頸椎変性疾患・McKenzie法・頸部深層筋

【はじめに】

頸椎変性疾患は，頸椎の退行性変化により，頸部痛，肩甲骨周囲痛，頸部可動域制限などの頸部障害や神経障害をきたす疾患で
あり，臨床で遭遇する機会は多い。

本邦では，一般的に頸椎変性疾患に対する治療として薬物療法，装具療法，物理療法，運動療法等が行われているが，運動療法
の効果について検証された報告はわずかである。

本研究の目的は，頸椎変性疾患に対して，McKenzie 法および頸部深層筋エクササイズを用いた運動療法の短期的効果を調査す
ることである。

【方法】

対象は，2013 年 7 月より 2016 年 8 月の期間で，頸部及び上肢帯の疼痛・痺れ等の症状で来院し，画像上で頸椎の退行性変化を
認め，理学療法（主に運動療法，物理療法等）を施行した症例のうち，包含基準，除外基準より選択され，評価に不備がなかっ
た頸椎変性疾患保存治療例 106 例である。包含基準は，薬物療法を併用，現在就労していること等，除外基準は，原因が明らか
な急性発症例，他の整形外科疾患合併例等とした。診断名の内訳は，頸椎症性神経根症 53 例，頸椎椎間板ヘルニア 34 例，変形
性頸椎症 15 例，頸椎症性脊髄症 4 例であった。

運動療法は，McKenzie 法を実施した群（76 例），McKenzie 法と頸部深層筋エクササイズを併用した群（30 例）とした。

McKenzie 法による運動療法は，頸部の反復運動，姿勢保持等の評価から症状緩解が得られる運動方向を確認し，その方向への
反復運動によるセルフエクササイズ（5�6 回/2 時間おき）とした。頸部深層筋エクササイズは，頸部深層屈筋運動を 10 秒×10
回程度（2�3 セット/日），頸部深層伸筋運動を 10 秒×5 回程度（2�3 セット/日）とした。

評価項目は，頸部自動関節可動域（以下 ROM），VAS（頸部，上肢症状），Neck Disability Index（以下 NDI）のサブスケール
および障害度，日本整形外科学会頸部脊髄症評価質問票の頸椎機能スコア（以下 JOACMEQ），SF�8（下位尺度およびサマリー
スコア）をリハ初回時，1 週間後，1 ヶ月後に評価した。

統計解析は，両群の治療経過の差の分析に線形混合モデルを適用した。主効果が有意な水準間に対しては多重比較法として，対
応のある t 検定を適用し，Bonfferoni 法で修正した。有意水準は 5% とした。

【結果】

両群ともに ROM（屈曲，伸展，側屈，回旋），VAS，NDI のサブスケールおよび障害度，JOACMEQ においてリハ初回時およ
び 1 週間後と比較して，1 ヶ月後に有意な改善がみられた。また SF�8 の RP，BP，GH，RE，MH，PCS，MCS において初回と
比較して，1 ヶ月後に有意な改善がみられた。群間での有意な差はみられなかった。

【結論】

頸椎変性疾患に対する運動療法開始 1 ヶ月後の効果として，McKenzie 法に基づく運動療法と McKenzie 法に頸部深層筋エクサ
サイズを併用した運動療法では，1 週間後以降に症状面，所見面，心理面に改善が得られるが，両群における明らかな効果の差
はみられない。
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腰部脊柱管狭窄症患者の腰部および下肢症状がサルコペニアに及ぼす影響
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key words 腰部脊柱管狭窄症・サルコペニア・症状の程度

【目的】腰部脊柱管狭窄症（LSS）は腰痛，下肢疼痛およびしびれにより活動量を低下させる。また，サルコペニアは骨格筋量と
筋力，身体機能の低下を通じて QOL の低下を招くとされており，一次性は加齢性，二次性は身体能力性，疾患性，栄養性に分
類される。LSS 由来の腰痛および下肢症状は不活発な生活スタイルとなり，身体能力性サルコペニアになることが予測される。
本研究の目的は，LSS による腰痛，下肢疼痛およびしびれの程度，罹病期間がサルコペニアにおよぼす影響について調査するこ
とである。

【対象・方法】対象は，LSS と診断され当院にて後方除圧術予定患者 41 例（男性 31 例：女性 10 例，73.4±5.4 歳）とした。検討
項目は，サルコペニア判定基準のため握力，最大歩行速度と筋力測定は TANITA MC�780A を用い，安静時および歩行時の下
肢疼痛，しびれ，腰痛の程度（VAS）と各症状の罹病期間，QOL として JOABPEQ（疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行能力
障害，社会生活障害，心理的障害）を横断的に評価した。①筋量低下は四肢筋量指数 Skeletal muscle index；SMI を用い＜7.0
kg/m2（男性）と＜5.7kg/m2（女性）とし，②筋力低下は握力＜26kg（男性）と＜18kg（女性），③身体機能低下は歩行速度 0.8
m/sec 以下とした。群分けは，①②③の 3 つを持つ者を重症サルコペニア群，①かつ②または③を持つ者をサルコペニア群，①
のみのものをプレサルコペニア群，②あるいは③を持つ者をダイナペニア群とし，それら以外を Normal 群とした。解析内容は，
各群間と調査項目の比較検討を行い，有意水準は 5% とした。

【結果】Normal 群は 41.5%（17 例，72.2±7.1 歳），プレサルコペニア群は 14.6%（6 例 70.5±4.7 歳），ダイナペニア群は 43.9%
（18 例，73.8±7.4 歳），サルコペニア，重症サルコペニアと判定されたものは認めなかった。各群間の比較検討の結果，安静時
下肢疼痛において，ダイナぺニア群とプレサルコペニア群は Normal 群に比べ不良な傾向を示した（p=0.08 ダイナぺニア群 37
mm：Normal 群 22mm，p=0.08 プレサルコペニア群 45mm：Normal 群 22mm）。歩行時腰痛と安静時腰痛においてダイナぺニ
ア群はプレサルコぺニア群に比べ不良であった（p=0.03 ダイナぺニア群 58mm：プレサルコぺニア群 28mm，p=0.04 ダイナぺ
ニア群 36mm：プレサルコぺニア群 10mm）。また，JOABPEQ 歩行能力においてダイナペニア群はプレサルコペニア群に比べ
不良な傾向を示した（p=0.07 ダイナぺニア群 21：プレサルコペニア群 40）。その他の検討項目においては，全て有意差は認めな
かった。

【結論】

本研究の結果，LSS 患者において下肢疼痛の程度がダイナペニアとプレサルコペニアに影響を及ぼし，腰痛の程度がダイナペニ
アに影響することが示唆された。また，ダイナぺニアを有する患者は歩行能力が低下していた。
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腰部脊柱管狭窄症患者の歩行負荷前後において歩行時脊柱・骨盤運動は下肢痛
および腰痛の増悪に影響を与えるか
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【はじめに，目的】

腰部脊柱管狭窄症（LSS）の特有な臨床症状は神経症状由来の下肢痛，下肢しびれ，神経性間欠跛行であり，長距離歩行が困難
となる。LSS 患者の神経症状は姿勢により変化することが知られている。さらに LSS 患者は除圧術後，腰痛が改善することが報
告されており，その要因の一つに術後の脊柱・骨盤アライメントの変化が挙げられている。以上より，歩行により生じる LSS
患者の臨床症状には歩行中の脊柱・骨盤アライメントが影響している可能性があると考えた。そこで本研究は，歩行負荷を行う
ことで増悪する LSS 患者の下肢痛，腰痛に歩行時の脊柱・骨盤運動が影響を与えるか明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は腰部脊柱管狭窄症と診断され，神経性間欠跛行を呈した患者 14 名とした。歩行解析には赤外線カメラ 16 台を用いた三次
元動作解析装置 VIOCON MX（Vicon Motion Systems 社，UK）と床反力計 8 基（AMTI 社，USA）を使用した。課題動作は
10 m の快適速度歩行とし，6 分間歩行負荷試験前後で測定を行った。赤外線反射マーカーを対象の身体に計 24 箇所貼付した。
得られたマーカー座標から体幹・胸椎・腰椎・骨盤前傾角度を算出し，それぞれの立脚期における最大前傾角度を解析に使用
した。さらに歩行負荷前後での下肢痛，腰痛の Visual Analogue Scale（VAS）を聴取し，より下肢痛が強くなった対象を下肢痛
群，腰痛が強くなった対象を腰痛群として分類した。統計学的解析は群（下肢痛群・腰痛群）と歩行負荷前後（負荷前・負荷後）
における歩行時脊柱・骨盤運動の違いを明らかにするため線形混合モデル二元配置分散分析を用いて比較した。さらに歩行負
荷前から後の下肢痛，腰痛 VAS の増加率を従属変数，各運動学データを独立変数として，ステップワイズ法による重回帰分析
を行った。

【結果】

聴取した VAS の結果，下肢痛群 6 名，腰痛群 8 名に分類された。各運動学データにおいて交互作用を認めなかった。胸椎前傾
角度は有意な群の主効果を認め，歩行負荷前・後それぞれにおいて，下肢痛群の方が低値であった。腰椎前傾角度は有意な歩行
負荷前後の主効果を認め，両群において歩行負荷後で前傾角度が増加した。重回帰分析の結果，下肢痛 VAS の増加率には歩行
負荷前の胸椎前傾角度が有意に選択され，腰痛 VAS の増加率には，骨盤前傾角度の増加率（負荷後－負荷前）が有意に選択さ
れた。

【結論】

下肢痛群で歩行負荷前から示された胸椎前傾角度の低値は上半身重心を前方に移動させることができず，結果として腰椎に伸
展ストレスを与えた可能性がある。歩行負荷後は腰椎前傾角度を増加させ，疼痛回避性の歩行を行っていることが考えられた。
LSS 患者の腰痛には，歩行負荷により増加する骨盤前傾角度が影響していることが示唆された。
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腰部脊柱管狭窄症を呈する高齢者の生活空間に影響する因子
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key words 腰部脊柱管狭窄症・生活空間・LSA

【はじめに，目的】

腰部脊柱管狭窄症（以下，LSS）は下肢痛や間欠性跛行を伴う歩行能力低下によって ADL が制限される疾患である。高齢症例
においては体重や筋肉減少などを含めたフレイルも加わり，生活空間が狭小化する要因となる。この生活空間の評価として生活
移動尺度（以下，LSA）が多く用いられ，類型分類にて活動狭小型とされた高齢者は，要介護度も高く LSA 得点も低下する。
しかし LSS 症例の活動が狭小化する要因は明らかとなっていない。そこで本研究は高齢 LSS 保存症例において活動狭小型に分
類される症例の身体要因を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は 65 歳以上の高齢 LSS 症例 100 例（女性 51 例，男性 49 例，年齢 74.3±5.5 歳）とした。対象者の選択基準は自力で屋内歩
行が可能で，かつ検査に対する指示理解が良好な症例とした。本研究では，LSA 得点を基に活動狭小群（56≧LSA），非活動狭
小群（LSA＞56）の 2 群に分類した。2 群に独立した要因を検討するため年齢，性別，BMI，LSS に関する麻痺筋の有無，下肢
筋力，10m 歩行時間，LSS 疾患特異的評価尺度 ZCQ におけるサブスコア重症度と身体機能，腰痛特異的 QOL 評価尺度 RDQ
スコア，腰痛および下肢痛の VAS を評価指標として調査した。統計は LSA 得点にて分類した 2 群を目的変数とし，その他の評
価指標を説明変数とした多重ロジスティック回帰分析を行い，活動狭小群に独立して影響を及ぼす要因について検討した。なお
危険率 5％ を有意水準とした。

【結果】

活動狭小型に分類された症例は 25 例であった。変数の散布図において，著しく直線関係を示すような変数は存在しなかった。
尤度比変数増加法による多重ロジスティック回帰分析の結果，モデル χ2検定結果は P＜.01 であり有意であった。また選択され
た有意な独立変数は ZCQ サブスコア身体機能，10m 歩行時間の 2 項目（P＜.01）であった。オッズ比はそれぞれ 4.66（95%
信頼区間，1.69�12.81），1.33（95% 信頼区間，1.08�1.63）であった。Hosmer and Lemeshow の検定結果は χ2=9.93，P=.270 であ
り，判別的中率は 82.0％ で良好であった。実測値に対して予測値が±3SD を超えるような外れ値は存在しなかった。

【結論】

ZCQ サブスコア身体機能は歩行距離と歩行能力に対する質問 5 項目で構成されており，間欠性跛行の程度を反映している。本研
究の結果より高齢 LSS 症例において間欠性跛行は活動範囲を狭小化させる要因となることが明らかとなった。間欠跛行を改善
する方法として，小股および体幹前傾にて歩行することが挙げられ，これらの姿勢での歩行は脊髄硬膜外圧を減少させ症状を軽
減させることも報告されている。また屋外歩行時には体幹前傾位を維持するための歩行補助具使用も有効であると考えられる。
さらに 10m 歩行速度が速い症例では，LSA が高得点化することも明らかとなり，LSS に特異的な間欠跛行や疼痛等の評価に加
え，短距離歩行能力も注目して評価する必要があることが示唆された。
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P-MT-06-4

腰部脊柱管狭窄症術前患者のQOLと運動機能の関連
～歩行距離と体幹伸展筋力は JOABPEQ得点と関連がある～

西浜かすり1），神谷 光広2），竹中 裕人1），鈴木 惇也1），伊藤 敦貴1），鈴木 達也1），横地 恵太1），
森 匡宏1），伴 留亜1），後藤 慎1），橋本 美紀1），宮地 庸祐1），古田 国大1），花村俊太朗1），花村 浩克1）

1）あさひ病院，2）愛知医科大学

key words 腰部脊柱管狭窄症・QOL・運動機能

【はじめに，目的】

腰部脊柱管狭窄症（Lumber spiral canal stenosis：以下 LSS）は，間欠性跛行を特徴とし，QOL が阻害される。患者立脚型 QOL
評価に用いられる日本整形外科学会腰痛評価質問票（Japanese Orthopaedic Association JOA Back Pain Evaluation Question-
naire：以下 JOABPEQ）は，腰痛による生活能力障害の評価（Roland�Morris Disability Questionnarie 日本語版：以下 RDQ）や
SF36 などの QOL 評価表と相関が高いが，運動機能との関連を示す報告は少ない。今回の目的は，術前の LSS 患者 QOL に関連
する運動機能を明らかにするために，術前の JOABPEQ 各項目の得点と運動機能との関連を調査した。

【方法】

本研究は手術予定の LSS 患者 60 例（男性 35 例，女性 25 例，平均年齢 69.0±10.9 歳）を対象とした。運動機能項目は，体幹・
四肢筋肉量，筋力（体幹屈曲筋力，体幹伸展筋力），柔軟性（FFD，SLR），6 分間歩行距離（以下 6MD）とした。体幹・四肢筋
肉量の測定には体成分分析装置 In Body（In Body JAPAN）を使用した。筋力測定には，徒手筋力計 mobie（酒井医療）を使用
した。JOABPEQ における 5 項目の得点と運動機能項目それぞれとの相関をみた。統計処理には，ピアソンの相関係数もしくは
スピアマンの順位相関係数を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

JOABPEQ の各項目の平均点は，腰椎機能障害 60.6±29.1，歩行機能障害 37.1±29.4，社会生活障害 42.2±22.8，心理的障害 50.8
±16.6，疼痛関連障害 48.8±36.9 であった。身体機能項目の各平均点は，体幹筋肉量 19.6±6.0kg，四肢筋肉量 17.4±5.2kg，体幹
屈曲力 15.6kg，体幹伸展筋力 20.4kg，FFD 45.69±140cm，SLR 71.5±13.6̊，6MD 259.83±148.6m であった。腰椎機能障害と相
関がみられた運動機能項目は体幹筋肉量（r＝0.3），四肢筋肉量（r＝0.3），体幹伸展筋力（r＝0.4），6MD（r＝0.5）であった。歩
行機能障害と相関がみられた項目は 6MD（r＝0.5），社会生活障害と相関がみられた項目も 6MD（r＝0.3）であった。心理的障
害と相関がみられた項目は体幹伸展筋力（r＝0.4）であった。疼痛関連障害と相関がみられた項目は SLR（r＝0.4）であった。

【結論】

JOABPEQ 各項目の得点と相関を示した運動機能項目は 6MD，次いで体幹伸展筋力であった。術前の LSS 患者の QOL に歩行
距離や体幹筋力などの運動機能が関連していることが示唆された結果であった。術前や術後に歩行距離の拡大や体幹伸展筋力
の向上を目指したリハビリテーション介入は我々理学療法士が寄与できる可能性があると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（運動器）P06】

P-MT-06-5

術式の異なる腰部脊柱管狭窄症術後患者の体幹筋力の推移
―年代別標準体幹筋力を基にした検討―

伊藤 敦貴1），神谷 光広2），西浜かすり1），竹中 裕人1），鈴木 惇也1），鈴木 達也1），横地 恵太1），
森 匡宏1），伴 留亜1），後藤 慎1），橋本 美紀1），宮地 庸祐1），古田 国大1），花村俊太朗1），花村 浩克1）

1）あさひ病院，2）愛知医科大学

key words 腰部脊柱管狭窄症・体幹筋力・年代別標準値

【はじめに，目的】

当院では腰部脊柱管狭窄症患者（以下 LSS）に対し，腰椎後方侵入椎体間固定術（以下除圧固定術），または棘突起縦割椎弓切
除術（以下除圧術）を施行している。

我々はこれまでに，早期理学療法介入が体幹筋力の低下を予防したことを明らかにした。しかし，LSS 術後患者の体幹筋力特性
を把握しリハビリテーション介入の効果を判定するには，年代別標準体幹筋力（以下標準値）を考慮する必要性がある。そこで
本研究では，標準値を基に術式の異なる LSS 患者の術前，術後 1，3，6 か月間の体幹筋力の推移をみたのでここに報告する。

【方法】

対象は，2013 年 11 月から 2016 年 3 月の LSS 手術ののち，術前後評価を行うことができた除圧固定群 25 名（男性 12 名，女性
13 名，平均 68.6±9.2 歳），除圧群 34 名（男性 22 名，女性 12 名，平均 68.6±10.2 歳）とした。術後リハビリテーションとして
入院中と退院後の受診時（術後 1，3，6 か月）に体幹筋力測定を行い，その結果に基づいて活動性を高めるように指導を行った。
体幹筋力測定は術前，術後 1，3，6 か月に，徒手筋力測定器 mobie（酒井医療社製）を用い，端坐位にて体幹伸展と屈曲の等尺
性筋力を測定した。そして，体幹筋力の値を mobie Project（酒井医療）により集計された各年代平均値で除した値（％）を使
用した。統計解析ソフトは，R コマンダー 2.8.1 を用いた。術前，術後 1，3，6 か月の筋力の比較には分割プロットデザインによ
る分散分析を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

体幹屈曲筋力，伸展筋力共に交互作用は認められず，測定時期による主効果のみを認めた。

体幹屈曲筋力（除圧群・除圧固定群）は，術前（93％・91％），術後 1 か月（98％・81％），術後 3 か月（104％・89％），術後 6
か月（103％・96％）であり，術前に比べ，術後 6 か月，術後 1 か月に比べ術後 3 か月，6 か月の時点で有意に上昇した。（p＜0.05）

また，体幹伸展筋力（除圧群・除圧固定群）は，術前（88％・80％），術後 1 か月（96％・84％），術後 3 か月（105％・92％），
術後 6 か月（105％・103％）であり，体幹伸展筋力は，術前に比べ術後 3 か月，6 か月，術後 1 か月に比べ術後 3 か月，6 か月
の時点で有意に上昇した。（p＜0.05）

【結論】

術式の異なる LSS 術後患者の体幹筋力を標準値と比較した推移（術前，術後 1，3，6 か月）をみた。術式による差は認められな
かったが，時期による差は認めた。術後 3 か月より有意に上昇した。統計学的有意差は認められなかったが，除圧固定群は体幹
屈曲，伸展筋力共に術後 6 か月の時点でも標準値に達していなかった。

除圧固定群が術後 6 か月の時点でも標準値に満たなかった理由としては，術後 3 か月間の硬性コルセット着用による体幹の運
動制限が考えられる。

また，当院での術後リハビリテーション介入は入院している 1 から 2 週間のみの実施であったため，今後は退院後のリハビリ
テーション実施よる介入効果を検討していきたい。
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P-MT-07-1

地域別にみた肩関節周囲炎患者の運動機能について

足立 真澄1），吉村 洋輔2），山科 俊輔1,3）

1）医療法人平病院，2）川崎医療福祉大学，3）吉備国際大学保健福祉研究所

key words 地域別・肩関節周囲炎・患者立脚肩関節評価法

【はじめに，目的】

肩関節周囲炎は，肩関節構成体の退行変性を基盤として発生し，肩関節の疼痛と運動障害を主徴とする症候群である。それらの
経過は，疼痛や可動域制限が残存することや頭上の棚の物に手が届く，結帯動作，引き戸の開閉という ADL 動作が困難となる
ことが多いとされている。個人の特性でみると男性より女性で発症しやすいこと，60 代から 80 代で年齢が上がるにつれて障害
がみられ，仕事をしている人ほど障害が少なかった。そのため個人の生活背景，地域特性といった環境因子を考慮しなければな
らない。これらの個人特性を反映できる評価として患者立脚肩関節評価法 Shoulder36 Ver1.3（以下 Sh36）があり，疼痛，自
動可動域，筋力などと相関があると報告されている。しかし，個人特性の中の地域特性に関しては検討が希薄であるのが現状で
ある。地域特性は，実際に他県の都市部，農村部，山間部の地区別では肩の障害発生に著明な差は認めないと報告されているが，
個人の特性が環境に左右されているため検討が必要である。よって本研究は地域別に見た運動機能の違いを記述することを目
的とした。

【方法】

対象は地域在住の肩関節周囲炎患者 11 例（平均 73.8±9.2 歳），男性 5 名，女性 6 名とした。発症より 5 か月以内の患者 6 名，
5 か月を超えている患者 5 名であった。在住地域の中で駅周辺の地域で人口 2000 人以上を都市群（4 名），山間部の地域で 2000
人以下の地域を地方群（7 名）と分けた。腱板損傷，外傷，神経症状を合併している症例は除外した。評価方法は，主観的評価
は Sh36 を用い回答を得た。本評価表は 36 項目の質問を 6 つのドメインに分類し，各領域について重症度 0 から 4 の 5 段階の平
均値を計算し，値が大きいほど困難なく動作が行える事を示す指標である。客観的評価は自動，他動可動域（肩関節屈曲，伸展，
外転，外旋，内旋），疼痛にて地域によって運動機能に違いがあるかを調査した。疼痛は，安静時痛，運動時痛を Visual Analog
Scale（VAS）にて評価した。今回，症例数が少数であるため統計解析は行わず 2 群間比較を行った。

【結果】

全体では自動，他動可動域の屈曲，外転，伸展よりも外旋，内旋で 10̊ 以上の制限がみられた。Sh36 では疼痛 3.7，可動域 3.6，
健康感 3.7，日常生活機能 3.7 であったが，筋力 3.1，スポーツ能力 2.6 と他の項目より低かった。年齢が上がるにつれて Sh36
の筋力の値が 3.2 以下と低下した。地域別では地方群に比較し都市群の方が Sh36 の筋力 2.8，健康感 3.6，スポーツ能力 1.3 と低
かった。都市群では，地方群に比較し自動可動域の外転 20̊，外旋 10̊ 差があり低下がみられた。疼痛は安静時痛は 0，運動時痛
は 5 以上はなかった。

【結論】

地域ごとに体操やレクリエーションなどを行うことで肩関節周囲炎の発生予防につながると考える。外来初診時に地域別に改
善項目を評価し，予防プログラムを考案することで肩関節周囲炎患者を早期に改善させられる可能性がある。
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P-MT-07-2

肩関節由来の痛みの拡がりが身体機能・日常生活に与える影響

前田 貴之1），室伏 祐介1），小田 翔太1），大石 大1），橋田 璃央1），細田 里南1），
永野 靖典1,2），池内 昌彦1,2）

1）高知大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）高知大学医学部整形外科

key words 肩・痛み・ADL

【はじめに，目的】

肩の痛みは，関節可動域制限や筋力低下などの身体機能低下を招き，その結果，ALD および QOL を低下させる。臨床場面では，
単に肩の痛みといっても肩関節のみならず，肩関節以外へ痛みが拡がる症例を目にすることが少なくない。しかし，これまで肩
の痛みの拡がりに注目した報告はない。我々は，この肩の痛みの拡がりそれ自体が患者の身体機能・ADL を低下させると仮説
を立て，肩の痛みの拡がりに関係する因子を検証した。本研究の目的は，肩の痛みを主訴とする患者を対象に肩関節由来の痛み
の拡がりが患者の身体機能・ADL に関係することを明らかにし，痛みの拡がりを詳細に聴取することの有用性を検討すること
である。

【方法】

平成 27 年 11 月から平成 28 年 10 月間の肩関節手術待機患者で術前機能評価として，身体機能評価測定と質問紙表での聴取可
能であった 23 名（男性 15 名，女性 13 名，平均年齢 68.6±8.7）を対象に調査した。

痛みの拡がりは Pain drawing 用シェーマを作成し，患者自身が痛みを感じている範囲を線で囲んで表した。身体機能として，
患側肩関節屈曲・外転最大筋力を Hand Held Dynamometer で測定し，疼痛強度は過去 6 週間の平均疼痛強度を NRS で測定し
た。また，質問紙表として，日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準（以下，JOA），患者立脚肩関節評価法 Shoulder36

（以下，Shoulder36），米国肩肘関節外科スコア（以下，ASES），Quick DASH を聴取した。統計解析は，痛みの範囲と各評価項
目を Spearman の順位相関係数を用いて相関を求めた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

痛みの拡がりは，JOA の下位項目である機能（r＝�0.49）・可動域（r＝�0.41），合計点（r＝�0.46）と Shoulder36 の下位項目で
ある筋力（r＝�0.45）と負の相関を示した。（p＜0.05）しかし，NRS と肩屈曲・外転最大筋力との間には相関を示さなかった。

【結論】

痛みの拡がりは，各質問紙表における筋力や関節可動域などの日常生活活動に必要な機能と関連することが示されたが，痛みの
強度への関連は見られなかった。痛みの拡がりは，単純な最大筋力ではなく日常生活上での動作を遂行するために必要な筋力に
相関があるという事は新しい知見である。痛みの評価はこれまで，腱板断裂部位特異的な疼痛部位の報告があり疼痛部位や強度
の評価が推奨されている。しかし，疼痛部位や強度だけではなく，痛みの拡がりを詳細に把握することは，痛みの強度とは別の
視点である日常生活における肩の機能を簡便に評価できる可能性が示唆された。今後は，痛みの部位や強度だけでなく，痛みの
範囲を詳細に評価することも，臨床における 1 つの評価になると考える。
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P-MT-07-3

肩関節周囲炎患者の夜間痛に関連する因子
横断的研究結果

伊藤 創1,2），葉 清規1），川上 照彦2）

1）医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンター，2）吉備国際大学大学院保健科学研究科

key words 肩関節周囲炎・夜間痛・アライメント

【はじめに，目的】

五十肩あるいは凍結肩とも呼ばれる肩関節周囲炎は，成人の 2�5% が罹患するといわれている。肩関節周囲炎の特徴的な症状と
して夜間痛が挙げられる。夜間痛とは，夜間に起こる肩の疼痛の事を表し，患者の睡眠を妨げることで生活の質を著しく低下さ
せると言われている。夜間痛の臨床的特徴に関して，統一された見解がなく，アライメントとの関連を検討した報告は散見され
る程度である。今回，肩関節周囲炎患者に対し，夜間痛に関連する因子を調査することにより，理学療法を行う上での一助とす
る事が研究の目的である。

【方法】

対象は当院で 2015 年 11 月～2016 年 6 月の期間に理学療法介入を行った片側性肩関節周囲炎患者 45 名（男性 23 名，女性 21
名，平均年齢 61.2±11.1 歳）とした。評価者は 14 名（理学療法士 12 名，作業療法士 2 名）とし，対象者の評価は，各評価者が
自己記入式の評価表に記載する方法で実施した。基本情報として，性別，年齢，罹病期間，評価項目として，夜間痛・安静時痛
の有無，肩関節動作時痛の程度（Visual analogue scale，以下，動作時痛 VAS），肩関節屈曲・伸展・外転・下垂位外旋の関節可
動域（以下，ROM），結帯動作，特殊検査として，impingement�sign，painful�arc を評価した。また，カルテから初回診察時に
撮影したレントゲン肩関節正面像を用いて，肩峰骨頭間距離（以下，AHI），肩峰烏口突起間距離を計測した。夜間痛の有無に
ついては，先行研究をもとに問診評価で行い，夜間就寝時に疼痛があり睡眠を妨げる程度の痛みがある症例を夜間痛有とした。
ROM は，東大式ゴニオメーターを用いて患側，健側共に計測した。結帯動作は，C7�thumb�distance を採用し，テープメジャー
にて患側，健側共に計測をした。AHI，肩峰烏口突起間距離は，放射線画像情報システム SYNAPSE を用いて計測した。肩峰烏
口突起間距離の計測は，予備研究を行い，角度が大きいほど肩甲骨前傾，小さいほど後傾と定義した。基本情報及びその他の評
価項目で夜間痛あり群，なし群の 2 群間で有意差があった項目を独立変数，夜間痛の有無を従属変数として，ロジスティック回
帰分析にて解析した。統計処理は R2.8.1（CRAN freeware）を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

夜間痛を有する症例は 45 例中 17 例であった。夜間痛あり群，なし群の 2 群間で差が認められた項目は，動作時痛 VAS，肩関
節下垂位外旋，impingement，AHI，肩峰烏口突起間距離であった（p＜0.05）。差が認められた 5 項目を独立変数とし，ロジス
ティック回帰分析を行った結果，夜間痛に関連があった因子は，AHI（オッズ比：1.80，95％ 信頼区間：0.90�3.60），肩峰烏口突
起間距離（オッズ比：1.69，95％ 信頼区間：1.20�2.37）であった。

【結論】

肩関節周囲炎患者の夜間痛を有する危険因子は，AHI が狭く，肩甲骨前傾位傾向であることであった。
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肩関節周囲炎における肩関節屈曲角度の改善例・非改善例のX線画像の比較

益満 俊宏，中野 洋平，川合 健太

伊東整形外科

key words 肩関節周囲炎・可動域制限・GHA

【はじめに，目的】

肩関節周囲炎による可動域制限に対しリハビリテーションを必要とする症例は多い。症例の中には，可動域制限が改善していく
症例と，改善に難渋する症例がある。診療でよく行われる画像診断として単純 X 線画像があり，肩関節周囲炎患者のほとんどが
施行されているが，改善・非改善の予後予測についての報告は少ない。今回我々は肩甲上腕関節のアライメントに着目し，X
線画像と肩関節屈曲の改善度の関係を比較し検討したので若干の文献的考察を加え報告する。

【方法】

対象は当院で肩関節周囲炎と診断され，理学療法を施行した初診時肩関節屈曲 120̊ 未満の 14 例（男性 3 例 3 肩関節，女性 11
例 11 肩関節，年齢 57.9±12.1 歳，肩関節屈曲 91.2̊±23.0̊）であった。上肢帯に骨折の既往のある者，腱板損傷が疑われる者，
著明な石灰沈着を認める者，著明な円背を呈する者は対象から除外した。測定項目は初診時肩関節屈曲角度，肩関節外旋位での
X 線前後像における gleno humeral angle（GHA）とした。GHA は上腕骨長軸と肩甲骨の関節上結節と関節下結節を結んだ線が
成す角度で，3 回計測した平均値を数値として用いた。また，150 日間の理学療法施行後，120̊ 以上に到達したものを改善群

（7 例），到達しなかったものを非改善群（7 例）と分類し比較した。改善群・非改善群と GHA との差については対応のない t
検定を用い，危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

改善群の GHA は 5.3̊±2.4̊ で，非改善群は 10.8̊±4.3̊ だった。また，p＜0.05 で両者に有意差を認めた。

【考察】

林らは X 線画像上で肩関節のアライメントを評価し，軟部組織の状態を予測し制限因子を特定する報告をしている。赤羽根は肩
峰下滑液包や烏口上腕靭帯などの上方支持組織の癒着により肩甲骨が下方回旋位になると GHA の値は増大すると報告してい
る。また杉本らは，烏口上腕靭帯周囲は滑膜が豊富で炎症が波及しやすく，瘢痕化に伴い物理的特性が変化しやすくなると述べ
ている。上方支持組織の癒着が生じると肩峰下での腱板の滑走が障害され，上腕骨大結節と烏口肩甲アーチとの間にインピンジ
メントが起こるとされる。本研究では非改善群の GHA が改善群と比較し大きかったため，肩関節上方支持組織の癒着の有無と
肩関節屈曲の改善の予後に関連があることが示唆された。
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肩関節周囲炎に対する初期評価Shoulder36 と可動域制限の関係性について

藤原 旭紘，橋本 裕一，川崎 怜美，山名 孝治，中嶋 遥佳，山本 一平，千葉 啓輔，
原 翔太，白沢ゆかり，中島慎一郎

中島整形外科医院リハビリテーション科

key words 肩関節周囲炎・Sh36・可動域制限

【はじめに，目的】

理学療法を行うにあたり，評価や治療は客観的評価が中心となりやすいが，患者の主観的評価も重要である。整形外科での高頻
度疾患である肩関節周囲炎を対象に主観的評価を調査した。肩関節周囲炎は疼痛，運動制限，年齢的要素の三原則を主徴とする
症候群である。主観的評価には疼痛の関与がこれまでに報告されているが，本研究では可動域制限が及ぼす影響について検討し
た。

【方法】

対象は 2016 年 3 月 16 日～10 月 17 日に当院を受診し，肩関節周囲炎と診断された 40 名 42 肩（男性 10 名，女性 30 名）とした。
平均年齢 65.0±11.6 歳，平均屈曲角度 126.1±28.1̊，平均外転角度 120.7±34.6̊，平均結帯動作 L3�4 レベル。この対象者を関節包
と腱板の張力が一定となる屈曲 120̊，肩甲骨が上肢を支持する要支持関節初期角度の外転 120̊ を基準値として群分けした。除外
基準として腱板損傷，骨折，外傷，神経疾患を合併している者とした。対象者に対し，Shoulder36（以下，Sh36）を用い主観的
評価を行った。客観的評価は同一の検者が行い，肩関節屈曲，外転，結帯動作（視診・触診）を自動可動域で測定した。Sh36
の評価シートへの記述は，使用手引きに則し，バイアスの入りにくい待合室や自宅などで回答し，後日回収した。各領域間の重
症度得点有効回答の平均値を算出し，各群の同領域比較は対応のない t 検定を用い，領域間の相関係数には Spearman の順位相
関係数を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

屈曲・外転とも 120̊ 以上の群（以下，広域群）と 120̊ 未満の群（以下，狭域群）に分け，Sh36 を比較した。広域群は，平均年
齢 66.4±13.5 歳，男性 9 名，女性 12 名の計 21 名，平均屈曲角度 149.8±14.2̊，平均外転角度 151.0±16.9̊ 結帯動作 L2�3 レベル
であった。狭域群は，平均年齢 63.5±9.1 歳，男性 2 名，女性 19 名の計 21 名，平均屈曲角度 102.4±16.1̊，平均外転角度 90.5
±16.8̊，結帯動作 L4�5 レベルであった。広域群と狭域群の同領域で比較した結果，全ての領域で有意差はなかった。各群 6
領域間全てに 5％ 水準の相関関係を認めた。

【結論】

本研究結果から，肩関節疾患患者の QOL を反映する Sh36 の各領域は相互に影響を与えていると考える。先行研究からも Sh36
の各領域は独立することはないと報告されており同様の結果となった。 Sh36 に疼痛が影響している報告はみられる。 しかし，
本研究より，可動域制限の広狭は主観的評価に反映されず，2 群の可動域領域の差も 0.17 点と低値であった。運動制限により明
らかに困難な ADL 動作がある中で，痛みの生じない代償動作や，健肢や両側で動作を補っている可能性がある。患者の主観的
評価として簡便な Sh36 のみを利用すると正しく評価出来ない可能性があり，ADL 評価法も吟味して主観的評価を検討する必
要があると考える。
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生物学的製剤使用中の関節リウマチ患者の自己効力感に関する予備的研究
―疼痛症状，機能障害，精神心理的問題の関係性に関する検討―

上甲雄太郎，島原 範芳，内山 裕貴，赤松 和紀

道後温泉病院

key words 関節リウマチ・生物学製剤・自己効力感

【はじめに】生物学的製剤（以下 Bio）の登場は関節リウマチ（以下 RA）の治療に臨床的寛解という治療目標の大きな変革をも
たらしたが，加療後も残存する疼痛と破局的思考は大きな課題である。ペインリハビリテーションの分野では破局的思考に対す
る自己効力感の存在が注目されているが RA の分野では散見される程度である。そこで今回，Bio 使用中の RA 患者の疼痛症状，
機能障害，精神心理的問題について自己効力感の状態による比較検討を行うとともに，それらの関係性について検討したので若
干の知見を交えて報告する。

【方法】対象は研究の趣旨を説明し，同意を得られた Bio 使用中の RA 患者 14 名（平均年齢 59.71±4.61 歳，平均罹病期間 14.5
±2.83 年）とし，Pain Self�Efficacy Questionnaire（PSEQ）と GeneralSelf�Efficacy Scale（GSES）の 2 項目から自己効力感が
中途度以上の群（以下高 SE 群）と低い群（以下低 SE 群）の 2 群に分けた。評価項目は，疼痛強度を visual analogue scale（VAS），
疾患活動性を simplified disease activity index（SDAI），機能障害を pain disability assessment scale（PDAS）と health assess-
ment questionnaire（HAQ）とロコモ 25，精神心理状態を pain catastrophizing scale（PCS：反芻，拡大視，無力感）と hospi-
tal anxiety and depressionscale（HADS：抑うつ，不安）と tampa scale for kinesiophobia（TSK）と自己効力感を PSEQ と GSES，
その他の項目として euroqol 5 dimension（EQ�5D）とし，各項目を比較検討するとともに各項目間の関係について調べた。統計
学的解析は，群間比較に Mann－Whitney の U 検定，各項目間の相関関係検討に Spearman の順位相関係数を用い，有意水準を
5％ 未満とした。【結果】SDAI は高 SE 群が低値を示したが，VAS，HAQ に差はなかった。PDAS，ロコモ 25 は高 SE 群が有
意に低値を示した。精神心理状態は反芻，拡大視，不安，TSK に差はなかったが，無力感，HADS，抑うつは高 SE 群が有意に
低値を示した。各項目の相関関係については，PSEQ は SDAI と高い負の相関を示し，PDAS とロコモ 25，GSES とは中等度の
負の相関を示した。GSES は，PDAS とロコモ 25，反芻，無力感，拡大視，抑うつと中等度の負の相関を示した。PSEQ，GSES
ともに VAS とは相関を示さなかった。

【考察】RA 患者の自己効力感は，疾患活動性や主症状である疼痛よりも生活活動全般における機能障害に影響されている可能性
が示唆された。
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生物学的製剤使用中の関節リウマチ患者の無力感に関する予備的研究
―疼痛症状，機能障害，精神心理的問題の関係性に関する検討―

内山 裕貴，島原 範芳，上甲雄太郎，赤松 和紀

道後温泉病院リハビリテーション科

key words 関節リウマチ・生物学的製剤・無力感

【はじめに】

生物学的製剤（以下 Bio）の登場により，関節リウマチ（以下 RA）は臨床的寛解が望めるようになった。しかし Bio 使用中の
約 25％ の患者は強い痛みを訴え，破局的思考が影響しているとの報告もある。特に無力感（learned helplessness：以下 LH）は
RA 患者の悲観的，受動的行動，抑うつを惹起する要因であり疾患活動性の状態を問わず高いとされる。今回，Bio 使用中の RA
患者の疼痛症状，機能障害，精神心理的問題について無力感の状態による比較検討を行うとともに，それらの関係性について検
討したので若干の知見を交えて報告する。

【方法】

対象は，研究の趣旨を説明し同意を得られた Bio 使用中の女性 RA 患者 14 名（平均年齢 59.71±4.61 歳，平均罹病期間 14.5±2.83
年）とし，LH が高値を示した群を高 LH 群と低値を示した群を低 LH 群に分類した。評価項目は，疾患活動性を simplified dis-
ease activity index（SDAI），疼痛強度を visual analogue scale（VAS），機能障害を pain disability assessement scale（PDAS）
と health assessment questionnaire（HAQ）とロコモ 25，精神心理状態を pain catastrophizing scale（PCS：反芻，無力感，拡
大視）と hospital anxiety and depression scale（HADS：抑うつ，不安）と tampa scale forkinesiophobia（TSK），その他評価と
して pain self efficacy questionnnaire（PSEQ），general self�efficacy scale（GSES），euroqol 5 dimntion（EQ5D）とし比較検討
した。さらに各項目間の関係について調べた。統計学的解析は，群間比較に Mann－Whitney の U 検定，各項目間の相関関係検
討に Spearman の順位相関係数を用い，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

両群ともに SDAI，VAS に差はなく，HAQ にも差を認めなかったが，PDAS，ロコモ 25 は低 LH 群が有意に低値を示した。精
神心理状態は反芻，無力感，不安，TSK が高 LH 群で有意に高値を示したが，PSEQ，GSES，EQ5D では差がなかった。各項目
の相関関係については，無力感は SDAI との相関は低く，VAS，HAQ，PDAS，ロコモ 25 とは中等度の相関を示した。また反
芻，拡大視とは高い相関を示し，不安，抑うつ，TSK とも中等度の相関を示した。

【考察】

RA 患者の無力感は，在宅生活に支障をきたさない程度の機能障害であっても，疾患活動性や疼痛強度よりも影響を受ける可能
性が示唆された。
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生物学的製剤加療中の関節リウマチ患者における心理情動的問題に関する研究
catastrophizing，特に無力感が及ぼす影響に関する検討

島原 範芳1），中尾 聡志2），赤松 和紀1），内山 裕貴1），上甲雄太郎1），澤田 直哉3），田中 由紀4）

1）道後温泉病院リハビリテーション科，2）愛ほっと訪問看護ステーション愛なん，3）道後温泉病院内科，
4）道後温泉病院看護部

key words 関節リウマチ・習慣性無力感・心理情動的問題

【はじめに】我々はこれまで関節リウマチ（以下 RA）患者の catastrophizing の無力感が疾患コントロール状態の如何を問わず
高いこと，それが疾患活動性や疼痛症状，機能障害以外の病因に影響されていることを報告してきた。RA 患者の悲観，抑うつ，
受動的態度には無力感が影響するとされ，RA 患者の行動様式に影響を及ぼすとの報告もある。今回，生物学的製剤（以下 Bio）
により疾患活動性鎮静化後も無力感の高い傾向をしめす RA 患者を対象に，精神心理的問題に影響を及ぼす因子とその関係性
について検討したので若干の知見を交えて報告する。

【方法】対象は当院入院中に研究への参加に同意の得られた女性 RA 患者 24 名。平均年齢 68.21±1.60 歳。平均罹病期間 13.63
±2.44 年とし，加療後に無力感に改善が認められる改善群と，改善が認められない非改善群に分けた。治療は全例が Bio 投与に
よる内科的治療とともに理学療法介入を受けていた。評価項目は Steinbrocker stage/class，疾患活動性を simplified disease ac-
tivity index（SDAI），疼痛強度を visual analogue scale（VAS），機能障害を pain disability assessement scale（PDAS）と health
assessment questionnaire（HAQ），精神心理状態を pain catastrophizing scale（PCS：反芻，無力感，拡大視）と hospital anxi-
ety and depression scale（HADS：抑うつ，不安）とし，入退院時で各項目を比較検討するとともに各項目間の関係について調
べた。統計学的解析は，入退院時の比較に Wilcoxon の符号付順位和検定を，2 群間の比較に Mann－Whitney の U 検定を，各
項目間の相関関係分析に Spearman の順位相関係数を用い，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】入院時に比べ退院時に，SDAI は両群で改善，VAS は両群で軽減していた。PDAS，HAQ は退院時に両群で改善してい
たが，PDAS は有意差をしめさない一方で，HAQ は改善群が有意に低値をしめした。精神心理項目については全群で有意に改
善していたが，退院時に PCS，HADS が下位項目も含め非改善群が有意に高値をしめした。各項目の相関関係については SDAI，
VAS，PDAS，HAQ が精神心理項目と低～中等度の相関をしめしたが，無力感との相関は低かった。また，無力感は，HAQ
の下位項目，起立，歩行と高い相関をしめした。

【結論】RA 患者の無力感は疾患活動性や主症状である疼痛症状よりも生活の起点となる起立，歩行の障害と関係性が高かった。
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閉経後女性における橈骨遠位端骨折の有無と身体機能・運動機能の関連性

田村 祐樹1），村上 智子1），林 京平2）

1）貴志川リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）紀の川市役所保健福祉部高齢介護課

key words 橈骨遠位端骨折・閉経後女性・骨格筋量指数

【はじめに，目的】

橈骨遠位端骨折の原因は，骨粗鬆症の有無が大きく関連しており，それらの予防策として骨密度を改善させる介入研究が行われ
ている（Hakestad, et al., 2015）。また骨粗鬆症はサルコペニアとの関連が報告されており（He, et al., 2015），これらを加味すると，
橈骨遠位端骨折患者は骨格筋量指数（Skeletal muscle mass index：SMI）が低下している事が予想される。しかし，先行研究に
おいて橈骨遠位端骨折受傷の有無と SMI の関連性を示した報告は見当たらない。したがって本研究は閉経後女性における骨折
受傷の有無と SMI を含む身体機能，運動機能との関連性を調査する事を目的とした。

【方法】

対象は当院入院中の橈骨遠位端骨折術後患者 11 名（65.9±7.0 歳：骨折群）と，地域在住女性高齢者 33 名（73.2±3.7 歳：非骨折
群）の計 44 名の閉経後女性である。除外基準は認知症，神経学的疾患を有する者とした。測定項目は，SMI，握力，等尺性膝
関節伸展筋力，通常歩行速度の計 4 項目を測定した。SMI は BIA 法により測定した四肢筋肉量を身長（m）の 2 乗で除す事で
算出し，四肢筋肉量は InBody770（InBody Japan 社製）にて測定した。等尺性膝関節伸展筋力はハンドヘルドダイナモメーター
を使用し，アーム長，体重のバイアスを払拭するため，筋力に下腿長（m）を乗じ，それを体重にて除することで正規化（Nm/
kg）した。統計学的分析は，骨折群と非骨折群の各指標の正規性を Shapiro�Wilk 検定により確認した後に，正規分布する変数
には対応のない t 検定，正規分布しない変数には Mann�Whitney 検定を実施した。その後，橈骨遠位端骨折の有無との関連因子
を明らかにするため，骨折の有無を従属変数，SMI，握力，等尺性膝関節伸展筋力，通常歩行速度を独立変数としたステップワ
イズ多重ロジスティック回帰分析を実施した。統計解析は R2.8.1 を使用し，統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

骨折群/非骨折群の各指標は，年齢 65.9±7.0 歳/73.2±3.7 歳（p＜0.001），通常歩行速度 1.28（0.385）m/sec/1.44（0.26）m/sec
（p＜0.05）で有意差を認めた。ロジスティック回帰分析の結果，有意な変数として抽出されたものは認めなかった。

【結論】

橈骨遠位端骨折の有無に関連する身体機能，運動機能は認められなかった。先行研究では橈骨遠位端骨折者は地域在住健康高齢
者と比較して大腿四頭筋筋力，動的バランス能力が低下していると報告されており（Hakestad, et al., 2014）今回はそれと相反す
るものとなった。また近年，橈骨遠位端骨折には前庭機能の左右差が影響していると報告されている（Ekvall, et al., 2015）。よっ
て今後，それらを反映するアウトカムを追加し，橈骨遠位端骨折に関連する要因を継続して調査していきたい。
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橈骨遠位端骨折術後患者に対する腱振動振動による運動錯覚がADL（Activities
of Daily Living）に与える効果

今井 亮太1,2），大住 倫弘3），森岡 周1,3）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）河内総合病院リハビリテーション部，3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 腱振動振動・運動錯覚・ADL

【はじめに，目的】理学療法の遂行において，術後患者の疼痛管理は重要である。この疼痛管理は，患者の日常生活動作（Activi-
ties of Daily Living；以下 ADL）の向上を図るために必要とされる。我々は，橈骨遠位端骨折術後翌日より，腱振動刺激による
運動錯覚を惹起させることが痛み強度や負の情動を改善させることを明らかにした（Imai, et al., Clin Rehabil 2016）。しかしなが
ら，腱振動刺激による運動錯覚が ADL の向上をもたらしたかどうかは不明である。そこで本研究は，腱振動刺激による運動錯
覚が橈骨遠位端骨折術後患者の痛みと ADL に与える影響を検証した。

【方法】対象者は橈骨遠位端骨折後に当院で手術を施行した 22 名であり，手術予定順に交互に運動錯覚群 11 名とコントロール
群 11 名に振り分けた。振動刺激はコードレスハンドマッサージャー（YCM�20，70Hz）を用いた。運動錯覚は Imai らの手法

（2016）を用いた。閉眼・安静座位姿勢で両手掌を合わせ，非罹患肢の手関節総指伸筋腱に振動刺激し，罹患側の手関節背屈の
運動錯覚を 30 秒×3 セット起こさせた。対象者に運動錯覚を経験した際の錯覚角度を非罹患側の手関節背屈運動で再現させ，そ
の角度を画像解析ソフト image j で分析した。また，安静時および運動時痛（Visual Analogue Scale：VAS）の評価に加えて，
Pain Catastrophizing Scale（PCS）日本語版と Patient�Related Wrist Evaluation（PRWE）を用いて痛み情動と ADL を評価し
た。評価は介入前，術後 7 日，1 ヵ月，2 ヵ月に行った。統計学的解析は各評価項目で二元配置分散分析を行った。下位検定は
Tukey 法を用い多重比較検定を行った。有意水準は 5% とした。なお，統計学的検討は SPSS v17.0 を使用して行った。

【結果】運動錯覚群の全対象者に運動錯覚が有意に生じた（p＜0.05）。二元配置分散分析では，安静時痛，PSC（反芻），PRWE
に交互作用と主効果を認めた（p＜0.05）。多重比較検定の結果，

【結論】腱振動刺激による運動錯覚は，術後痛への鎮痛効果だけではなく ADL への改善効果も認めた。さらに，2 ヵ月後までも
有意な改善効果を示した。術後痛から痛みが慢性化するにつれて，罹患肢の不使用の学習が生じる（Punt, 2010）。本臨床研究で
は，術後早期から運動錯覚を用いた介入によって痛みや負の情動を改善させることが，ADL の改善をもたら可能性があること
を示した。
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人工膝関節全置換術後患者の急性痛に対する経皮的電気刺激の影響
多チャンネル刺激を使用した予備的研究

西角 暢修1,2），高橋 欣吾3），庄本 康治2）

1）赤穂中央病院リハビリテーション部，2）畿央大学健康科学研究科，3）赤穂中央病院整形外科

key words 人工膝関節全置換術・急性疼痛・経皮的電気刺激

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下 TKA）後の急性痛に対する経皮的電気刺激（以下 TENS）の報告は多い。しかし，プラセボ TENS
群と鎮痛効果に差がないとの報告や，疼痛の破局的思考や不安感が強い症例で，TENS の鎮痛効果が少ない等の報告がある。鎮
痛効果を獲得するためには，電流強度と電気量を増大させ，より多くの神経線維を活動参加させることが重要であるが，先行研
究では 1～2 チャンネル刺激を使用していることが多い。そこで本研究の目的は，4 チャンネル TENS を予備的に実施し，心理
的影響を含めて，TENS の実用性と影響を考察することとした。

【方法】

対象は，右変形性膝関節症に対し TKA を行った 70 歳代女性 1 名とした。術式は，皮切が正中切開の Medial Parapatellar Ap-
proach で，インプラントは Persona（Zimmer 社製）であった。TENS は，術後 4 日～14 日に通常の理学療法に加えて実施した。
使用機器は DELTA ZERO（日本 MEDIX 社製），波形は対称性二相性パルス波，周波数は 2 と 100pps で各々 30sec 毎に交互変
調，パルス幅は 100μsec，強度は耐性可能な最大強度とし，40％ までの範囲で変調，全治療時間は 60 分，電極貼付部位は自着
式電極 PALS（5×9cm Axelgaard 社製）を用いて，患側下肢の L2～S2 皮膚分節領域に 4 チャンネル 8 枚貼付した。評価は，患
側の安静時・膝関節自動屈曲時・歩行時の疼痛強度を Numerical Rating Scale（以下 NRS），デジタルフォースゲージ model RZ

（アイコーエンジアリング株式会社製）を用いて鵞足部圧痛閾値（以下 PPT），膝関節自動屈曲可動域（以下 ROM），最大歩行
速度を測定した。TENS 実施期間中の非ステロイド性抗炎症薬の容量は同一で，内服後 6 時間以内には TENS や評価を実施して
いない。測定時期は TENS 前後とし，グラフによる視覚的分析を実施した。また，TENS 実施前に State�trait Anxiety Inventory

（以下 STAI），Pain Catastrophizing scale（以下 PCS），Geriatric Depression Scale（以下 GDS）を測定した。

【結果】

STAI の状態不安と特性不安は 43 と 50，PCS は 22，GDS は 1 であった。術後 4，5，6，7，11，14 日目の TENS 前後の安静時
NRS は 4→3，3→2，2→1，2→2，2→2，2→2，膝関節自動屈曲時 NRS は 5→6，5→4，4→3，5→3，6→4，5→3，歩行時 NRS
は 8→7，8→7，3→6，5→6，4→5，4→3，PPT は 34.5→37.3，40.6→43.5，41.5→48.8，39.3→41.9，47.1→44.0，44.4→56.5，ROM

（̊）は 30→40，35→40，50→50，55→55，50→45，55→55，最大歩行速度（m/min）は 32.8→39.0，34.3→42.3，42.3→46.9，45.5
→47.6，52.6→52.2，50.0→58.3 であった。

【結論】

状態・特性不安は高値であったが，疼痛の破局的思考や抑うつはなく，TENS 前後で NRS にて即時的鎮痛効果を認め，PPT
も上昇した。ROM や最大歩行速度への影響は，疼痛による制限が強い急性期ほど有効と考えた。また，急性期における患側 4
チャンネル刺激は，副作用や拒否もなく実施可能であった。
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人工膝関節全置換術後の姿勢制御能力に対する協調性トレーニング効果について
2施設間における無作為化比較試験

中村 睦美1），木勢千代子1），長谷川沙穂1），佃 麻人1），田中 友也2），小森 陽介2），片見奈々子2），
美崎 定也2）

1）赤羽中央総合病院リハビリテーション科，2）苑田会人工関節センター病院りはびりてーしょんか

key words 人工膝関節全置換術・協調性トレーニング・姿勢制御能力

【はじめに】

不安定な状況下で身体の重心位置を移動させ調整する姿勢制御能力は，歩行能力や転倒と関連していると考えられ，人工膝関節
全置換術（Total Knee Arthroplasty；TKA）後早期の改善が望まれる。協調性トレーニングは，TKA 術後，運動機能を向上さ
せることが報告されているが，術後早期の姿勢制御能力に対する効果については明らかになっていない。本研究の目的は，TKA
術後早期の患者において，集中的な協調性トレーニングによる姿勢制御能力や運動機能の介入効果について明らかにすること
である。

【方法】

対象者は，2 施設にて TKA を施行した者とした。除外基準は，再置換術者，単顆置換術者，重度の神経学的疾患や筋骨格系疾
患，認知機能低下を有する者，また，定められたトレーニングの遂行が困難な者とした。対象者は，協調性トレーニング（TR）
群とコントロール（Con）群の 2 群に分けた。女性は無作為に割り付けし，男性は少数と予測されたため順に割り付けた。TR
群は，術後 4 日目より，通常の理学療法に加えて週に 5～6 日，12～15 セッション（7～10 日間）の協調性トレーニングを行っ
た。Con 群は，通常の理学療法のみを行った。協調性トレーニングは，スクワットやカーフレイズなど閉鎖運動連鎖（CKC）で
ある 7 種類のトレーニングを，段階的に強度をあげて行った。理学療法の総時間は Con 群と同じ長さとした。立位姿勢制御能力
の評価としてディジョックボード・プラスで，対象者に立位で不安定板を水平位に保持するように指示した際の，左右，前後そ
れぞれの安定指数と角度変動域を求めた。また，片脚立位保持時間，Timed up and Go test，準 WOMAC，10m 歩行時間，膝伸
展筋力体重比，膝関節角度を評価した。評価時期は，2 群とも術前とセッション終了時（Con 群は術後 2 週目）とした。また術
後 3 か月に，片脚立位保持時間，準 WOMAC，膝関節角度を測定した。解析には，2 群の比較には対応のない t 検定を用い，有
意水準は 5％ とした。

【結果】

対象となったのは 51 名であったが，1 名はトレーニングの遂行が困難であったため除外し，50 名（75.5±3.9 歳）を解析の対象
とした。対象者の内訳は，TR 群 26 名（平均年齢 71.8±5.8 歳，男性 3 名，片側施行 12 名），Con 群 24 名（74.5±6.0 歳，男性
4 名，片側施行 7 名）であった。群間で有意差が認められた項目（TR 群，Con 群）は，術前の前後安定指数（4.0±1.6，5.7±2.7）
のみであり，セッション終了時，術後 3 か月において有意差は認められなかった。

【結論】

TKA 術後早期の患者において，集中的な協調性トレーニングによる姿勢制御能力や運動機能の介入効果について 2 施設間で無
作為化比較試験を行ったが，トレーニング効果は認められなかった。その理由として，Con 群も同じ時間数の理学療法を行って
おり，内容においても CKC を含む多角的なトレーニングであったため，協調性トレーニングを集中的に行ったとしても有意な
差を認めなかったと考えられる。
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TKA術後早期からのスタティックストレッチングが膝伸展可動域に与える影響

吉田 宏史，金並 将志，河野 正豊，大野 拓哉

松山赤十字病院

key words 人工膝関節全置換術・屈曲拘縮・スタティックストレッチング

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）後の膝屈曲拘縮の残存は，歩容や歩行エネルギー効率，コンポーネントの耐久性，疼痛に影響する
と報告されている。この原因の一つとして，術後の疼痛による防御性収縮やアライメント修正による膝屈筋群の伸張性低下が考
えられている。そこで本研究の目的は，術後早期からのスタティックストレッチング（SS）が TKA 後の膝伸展可動域（伸展
ROM），歩行および疼痛に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】

対象は，変形性膝関節症に対して一施設にて TKA を施行した 90 名のうち，術前独歩 20m 以上可能な者とした。除外基準は，
膝関節以外の整形外科的疾患を有する者，認知機能障害を有する者，クリニカルパスから逸脱した者とした。被検者は，介入群

（通常の理学療法に加え SS を実施）と対照群（通常の理学療法を実施）に割付けた。介入方法は，先行研究を参考に適度な伸張
感を感じる強度で 5 分間（1 分間 SS�1 分間休息×5）の SS を午前午後 1 回ずつ手術翌日から 4 週間実施した。調査項目は，伸
展 ROM，歩行時痛 VAS，歩行速度，補正重複歩長，歩行率とし，評価は術前・術後 2 週（2 週）・術後 4 週（4 週）に実施し，
さらに伸展 ROM については術翌日にも行った。また，基礎情報として基本的属性や医学的属性，手術因子，合併症に関する調
査も実施した。伸展 ROM は 2 名の理学療法士が関節角度計にて 3 回ずつ 1̊ 刻みで測定し，平均を求めた。分析は，可動域測定
の信頼性確認のため検者内・検者間級内相関係数を求め，基礎情報の群間比較に Mann�Whitney の U 検定および χ2検定を用
いた。介入効果の検討は，群と介入期間を 2 要因とし，評価項目を従属変数とした 2 元配置分散分析を実施し，交互作用を認め
た場合には，下位検定として単純主効果の検定を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

基準を満たした介入群 42 名，対照群 35 名（男性 13 名，女性 64 名，平均年齢 75.7±6.0 歳）を解析対象とした。可動域測定の
級内相関係数は ICC（1,1）=0.95，ICC（2,1）=0.96 であった。基礎情報の群間比較は，全てにおいて有意差はなかった。伸展 ROM

（介入群・対照群）は，術前�9.57±7.61・�7.77±6.26，術翌日�12.30±4.83・�11.54±4.45，2 週�3.93±3.06・�6.86±3.58，4 週�1.56
±2.02・�5.64±3.28 であった。分散分析の結果，評価項目のすべてで介入期間による主効果（全変数 p＜0.01）が認められ，交互
作用は伸展 ROM（p＜0.01）に認めたが，歩行速度（p=0.84），補正重複歩長（p=0.79），歩行時痛（p=0.08）では認めなかった。
伸展 ROM における介入の単純主効果は 2 週（P＜0.01）・4 週（P＜0.01）で認められた。

【結論】

TKA 術後の伸展 ROM は，経過とともに拡大し，術後 1 日目から 5 分間×2 回/日の SS を付加することで，より改善する可能性
が示された。この SS の影響は，2 週さらに 4 週でも認められた。しかし，歩行に関する項目への影響はみられなかった。
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人工膝関節置換術症例の大腿骨前脂肪体に対する治療効果
―膝関節可動域と大腿骨前脂肪体組織弾性との関係―

久須美雄矢1），水島健太郎1），水池 千尋1），立原 久義2），山本 昌樹1,2）

1）大久保病院リハビリテーション科，2）大久保病院明石スポーツ整形・関節外科センター

key words 大腿骨前脂肪体・TKA・Shear Wave Elastography

【はじめに】

人工膝関節置換術（TKA）症例の関節可動域（ROM）制限には様々な原因があげられ，膝関節周囲の脂肪体硬化も原因の一つ
である。大腿骨前脂肪体（PFP）は膝蓋上嚢（SPP）の直下に存在し，膝関節の疼痛や ROM 制限に関与するとされている。我々
は，TKA 症例の膝 ROM と PFP 柔軟性が関連することを報告した。臨床において，PFP の柔軟性改善によって膝 ROM が向上
することを経験するが，客観的に検討した報告は認められない。そこで本研究の目的は，TKA における PFP の柔軟性を超音波
エコー（US）にて評価し，PFP の柔軟性改善による膝屈曲 ROM の変化について検討することである。

【方法】

対象は，TKA 症例 23 例 27 膝（男性 3 人，女性 20 人，平均年齢 75.1±7.4 歳）とし，PFP 治療前後における PFP 組織弾性，膝
ROM を測定した。

PFP 組織弾性は，US（AIXPLORER，コニタミノルタ社製）の Shear Wave Elastography を用いて，膝伸展位（E）と膝 90
度屈曲位（F90）とで PFP 治療前後に各 6 回測定し，その平均値を算出した。検討項目は，PFP 治療前後の PFP 組織弾性およ
び膝屈曲・伸展 ROM を比較した。PFP の治療は，PFP の柔軟性改善操作を 5 分間施行した。また，検査測定及び治療は，同一
者が施行した。統計処理は対応のある t 検定，ウィルコクソン検定を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

PFP 組織弾性（治療前：治療後）は，E が 4.37m/s：3.05m/s，F90 が 4.06m/s：3.13m/s であり，E および F90 ともに PFP 治
療後に有意な低下を示した（p＜0.01）。膝伸展 ROM（治療前：治療後）は 7.2̊：3.2̊，膝屈曲 ROM（治療前：治療後）は 112.9̊：
119.9̊ であり，治療後に有意な改善を示した（p＜0.01）。

【結論】

PFP は，大腿骨と SPP との間に存在する脂肪組織である。PFP の機能は，大腿四頭筋の収縮効率の補助，膝蓋大腿関節の内圧
調節，膝関節屈伸運動時における SPP の滑走性維持などであり，膝関節の屈伸運動時に重要な役割を担っている。我々の先行研
究では，TKA 症例では健常人とで比較し，PFP 柔軟性が E で 14％，F120 で 37％ 減少し，PFP 柔軟性と膝 ROM とで負の相関
を認めた。今回，TKA 症例に対する PFP の柔軟性改善により，膝伸展・屈曲 ROM の拡大が認められた。これは我々の先行研
究で，TKA 症例に対する膝蓋下脂肪体の柔軟性改善が，膝屈曲・伸展 ROM の拡大に有効であったのと同様の結果となった。
このことから，膝屈曲・伸展 ROM 制限のある TKA 症例に対して，PFP の柔軟性改善操作が運動療法の一方法として有効であ
るものと考えられた。
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人工膝関節全置換術後に施行する電気刺激療法の違いが治療効果に及ぼす影響
に関する検討

前田 貴哉1,2），吉田 英樹2），天坂 興1,2），佐々木知行1）

1）医療法人整友会弘前記念病院，2）弘前大学大学院保健学研究科

key words 人工膝関節全置換術・経皮的電気神経刺激・マイクロカレント療法

【はじめに，目的】先行研究において，人工膝関節全置換術（TKA）術後に鎮痛を主目的とする経皮的電気神経刺激（TENS）や
創傷治癒促進を主目的とするマイクロカレント療法（MES）を施行することで，術後の鎮痛や運動機能が改善したと報告されて
いる。しかしながら，TKA 術後に施行する電気刺激療法の違いが治療効果に及ぼす影響について比較した研究は皆無である。
そこで本研究では，TENS と MES に注目し，TKA 術後に施行する電気刺激療法の違いが治療効果に与える影響について検討す
ることを目的とした。

【方法】初回 TKA が施行された変形性膝関節症患者 13 名を対象とし，無作為に TENS 群と MES 群に振り分けた。各介入は術
後 3 日目より開始し，術後 2 週経過時まで 5 回/週の頻度で行った。以下に各介入の詳細を述べる。［TENS 群］1 日 1 回 1 時間
の TENS を施行した。TENS のパラメーターは，相幅を 200μsec，刺激周波数を 100Hz，電流強度は感覚閾値レベルに設定した。

［MES 群］1 日 1 回 1 時間の MES を施行した。MES のパラメーターは，相幅を 250μsec，刺激周波数を 0.2Hz，強度を 200μA
に設定した。電極は両群とも術創部より内側に，術創部に対して平行に貼付した。評価項目について，歩行時の膝痛は VAS

（mm）を用いて評価した。また，10m 歩行テストを行い，最大歩行速度（MWS：m/分）と歩数を測定した。さらに Timed
Up ＆ Go test（TUG：秒）も実施した。各評価は術前，術後 2 週及び 4 週経過時点で行った。各評価項目において，術前と術後
2 週時点，術前と術後 4 週時点での変化量を算出し，各変化量の 2 群間の差を Student の t 検定にて比較した。有意水準は 5％
とした。

【結果】VAS について，TENS 群は術後 2 週で�49.4mm，4 週で�57.4mm，MES 群は 2 週で�26.7 mm，4 週で�35.8 mm であり，
有意差は認めなかったものの TENS 群でより低い傾向を認めた。MWS について，TENS 群は術後 2 週で 0.29m/分，4 週で�0.98
m/分，MES 群は 2 週で 5.60m/分，4 週で 1.83m/分であり，術後 2 週時点で有意差を認めた。歩数について，TENS 群は術後
2 週で�0.14 歩，4 週で�1.43 歩，MES 群は 2 週で 6.17 歩，4 週で 2.83 歩であり，術後 2 週及び 4 週時点で有意差を認めた。TUG
について，TENS 群は術後 2 週で�0.01 秒，4 週で�1.52 秒，MES 群は 2 週で 4.66 秒，4 週で 1.16 秒であり，術後 2 週及び 4 週時
点で有意差を認めた（数値は全て平均値）。

【結論】本結果は，MES 群と比較して TENS 群では TKA 術後のパフォーマンスがより早期から改善することを示しており，
TKA 術後では MES よりも TENS が推奨される可能性が示唆された。この背景として，TENS 群では MES 群と比較して歩行時
の膝痛が術後早期から軽減される傾向にあり，術後早期からのパフォーマンス回復に寄与した可能性が考えられる。一方，MES
群では，微弱電流であるが故に TKA の深部創傷への十分な通電が行えず，創傷治癒促進に伴う鎮痛が不十分となり，TENS
群と比較して術後のパフォーマンス改善に遅延が生じたと推察する。
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変形性股関節症に対して人工股関節全置換術を施行した女性患者の歩行速度
1.0m/sec に関わる要因と判断基準

松本 幸大，浦川 宰，溝口 靖亮，間嶋 滿

埼玉医科大学病院リハビリテーション科

key words 変形性股関節症・人工股関節全置換術・歩行速度

【はじめに，目的】

高齢化・長寿化が進む我が国では，運動器障害が増加しており，要介護者増加の原因となっている。そのような背景の中，変形
性股関節症（以下，股 OA）は女性に多く，股 OA による人工股関節全置換術（THA）の術後患者も増加している。そのため
THA 術後の理学療法では，歩行自立だけでなく，健康寿命の延伸と介護予防を目標としたアプローチも重要となっている。

そこで本研究では，将来の要介護発生に関わるとされている歩行速度 1.0m/sec という基準を用いて，自宅退院前の歩行速度 1.0
m/sec に関わる要因と判断基準を検討することを目的とする。

【方法】

対象は当院で股 OA に対して初回 THA 術後に理学療法を施行し，術後重篤な合併症がなく，自宅退院した女性患者 91 例（平
均年齢 64.4±9.2 歳）とした。

調査項目は基本属性として，年齢，BMI，術前 JOA Hip score（以下，JOA），術前・術後歩行手段（杖・独歩 or その他），非術
側の股 OA の有無，DDH の有無，画像所見（CE 角，Sharp 角，AHI），入院期間，評価日を調査した。また運動機能の評価は，
VAS（安静時，歩行時），脚長差（2cm 以上）の有無，ROM（股屈曲・伸展），等尺性筋力（股関節外転，膝関節伸展），片脚立
位保持時間（以下，片脚立位），6MWT，TUG を測定した。

10m 歩行時間から歩行速度を算出し，歩行速度が 1.0m/sec 以上であった患者を歩行速度正常群（以下正常群），1.0m/sec 未満で
あった患者を歩行速度低下群（以下低下群）とし 2 群に分けた。

統計解析は，正常群と低下群で基本属性，運動機能の比較を Mann Whitney U 検定，χ2検定を用いて検討した。さらに単変量解
析にて有意であった項目を独立変数，歩行速度正常群・低下群を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析を行った。歩行速
度に独立して影響するとされた因子については，ROC 曲線を用いて，正常群と低下群を最適に分類するためのカットオフ値と
曲線下面積（AUC）を求めた。全ての統計処理は SPSS Statistics 23 を用い，危険率 5% を有意水準とした。

【結果】

歩行速度の結果から低下群の割合は 19.8% であった。2 群間の比較では，JOA（術側），歩行手段（術前・術後），AHI（非術側），
ROM（両側股伸展），筋力（両側股外転，非術側膝伸展），片脚立位（両側），TUG で有意差を認めた。多変量解析の結果から，
歩行速度に独立して関わる因子として非術側片脚立位が抽出された［オッズ比 0.97。95% 信頼区間（0.95�0.99，p=0.04）］。ROC
曲線の AUC は 0.78（p＜0.01）であり，歩行速度 1.0m/sec 以上を判断するためのカットオフ値は 19.7sec（感度 71%，特異度
72.2%）であった。

【結論】

本研究の結果から THA 術後患者の 19.8% が低下群であった。自宅退院前の歩行速度 1.0m/sec は，術前の基本属性の影響をう
け，非術側の片脚立位能力が重要であることが示された。股 OA に対して THA を施行した女性患者の将来的な健康寿命の延伸
と介護予防に向けて，低下群は運動機能の中でも非術側の片脚立位保持時間を向上させていくことが重要である。
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変形性股関節症患者における人工股関節全置換術施行前後の歩行動揺変化の検討
加速度・角速度センサによる評価の有効性
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【はじめに】

変形性股関節症（以下股 OA）患者の歩行では，主に患側立脚期において股関節伸展に伴い体幹前傾や患側への側屈，骨盤回旋
など脊柱や骨盤で代償する傾向がある。原因として，股関節伸展可動域制限，殿筋筋力低下，下部体幹筋安定性低下などが挙げ
られる。この代償は人工股関節全置換術（以下 THA）施行後においても残存する場合があり，入院期間中での跛行改善に難渋
することを経験する。加速度センサは動作を三次元的に簡便に把握できるため有効とされる。今回股 OA 患者の跛行を詳細に評
価する目的で THA 施行前後の歩行動揺変化について加速度角速度センサを用いて検討したので報告する。

【方法】

対象は股 OA にて視覚的に跛行を確認できる患者で，THA 術後の股関節伸展可動域が 5̊ 以上有する 20 名（年齢 49～83 歳，身
長 154.8±7.5cm）とした。術式は側方アプローチとした。THA 施行前日と THA 術後 3 週間後（退院時）に歩行計測を実施し
た。計測には体幹 2 点歩行動揺計 MVP�WS2�S（マイクロストーン社製）を使用した。計測肢位は小型無線モーションセンサを
体幹（第 9 胸椎部）と骨盤（仙骨後面で上後腸骨棘を結ぶ線の中央）に各々取り付けた立位とし，10m を快適な速度で歩行する
ように指示した。計測前に 2 回練習した。得られたデータから 10m 歩行中の歩行周期 3 区間における体幹，骨盤の前後，上下，
左右動揺幅を各々平均化して算出し，THA 施行前と THA 施行 3 週間後の歩行動揺を比較した。統計処理は対応のある t 検定を
用い，危険率 5％ 未満とした。歩行変化を視覚的に確認するため動画も撮影した。

【結果】

動揺幅は骨盤では左右が施行前 40.1±15.7mm，施行後 41.0±16.1mm。前後は施行前 29.1±8.0mm，施行後 27.5±6.9mm。上下
は施行前 32.3±8.2mm，施行後 30.8±7.7mm と前後，上下で減少したが有意差はなかった。体幹では左右が施行前 46.8±20.1
mm，施行後 43.0±12.3mm。前後は施行前 26.7±11.0mm，施行後 22.9±8.3mm と減少したが有意差はなかった。上下では施行
前 32.5±7.8mm，施行後 28.9±6.9mm と有意な減少を認めた（p＜0.05）。

【考察】

THA 施行後の体幹動揺に減少傾向を示した。施行前は主に患側立脚中期に患側への体幹側屈や，立脚後期の股関節伸展で骨盤
前傾や回旋，体幹前傾が確認された。THA と理学療法により疼痛や可動域，筋力が改善したことで過剰な動揺が減少したと考
える。歩行中の重心移動幅は左右約 40mm，上下では約 25～50mm といわれている。本研究は 1 歩行周期全体における動揺幅で
あるため，質的変化の把握が不十分であった。骨盤動揺幅に変化は見られなかったが，動揺の軌跡では施行後の左右非対称性が
減少した。しかし動画にて骨盤前傾や回旋による代償を認め，術後 3 週間後でも非対称性は残存した。したがって加速度角速度
センサと動画を併用し評価していく必要性が示唆された。さらに評価に基づいた適切な自主トレーニングの指導が跛行改善に
おいて重要といえる。
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P-MT-10-3

初回片側人工股関節全置換術後 6か月の歩行速度を規定する因子の検討

村尾 昌信1），南角 学1），細江 拓也1），島村 奈那1），濱田 涼太1），後藤 公志2），黒田 隆2），
松田 秀一1,2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部附属病院整形外科

key words 人工股関節・歩行速度・多関節機能

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（以下，THA）は，歩行能力の改善に対して有効な治療法である。THA 術後の理学療法によって，獲得で
きる歩行速度は術後や退院後の ADL 能力を決定することから，歩行速度に着目した評価や介入は重要である。しかしながら，
THA 後の歩行速度の経過は個人差が大きく，術後理学療法プログラムを検討する上では，歩行速度を規定する術後因子を明ら
かにすることが重要である。本研究の目的は，初回片側 THA 術後 6 ヶ月の歩行速度を規定する因子を明らかにすることである。

【方法】

対象は当院にて初回片側 THA を施行した女性 68 名（年齢 59.7±11.4 歳，BMI22.2±3.6kg/m2）であった。対象者は，同様の術
後理学療法を実施した。術後 6 か月の評価項目は，両側の股関節屈曲・外転の関節可動域，股関節外転・膝関節伸展・脚伸展の
筋力であった。股関節外転筋力は徒手筋力計（日本 MEDIX 社製）を，膝関節伸展筋力と脚伸展筋力は Isoforce GT�330（OG
技研社製）を用いて等尺性筋力を測定した。股関節外転筋力と膝関節伸展筋力はトルク体重比（Nm/kg）を，脚伸展筋力は体重
比（N/kg）を算出した。また，THA 後 6 か月の歩行速度の指標として Timed up and go test（以下，TUG）を実施し，さらに
対象を Rosemary らが示した TUG の年代別健常者平均値より速い者を A 群，遅い者を B 群に分類した。術前の各測定項目につ
いて対応のない t 検定を行い，有意差が認められた項目を説明変数，歩行速度を目的変数として投入したロジスティック回帰分
析を行った。

【結果】

両群の割合は A 群 33 名（49%），B 群 35 名（51%）であった。術側については，股関節屈曲可動域（A 群 95.8±8.9̊，B 群 89.9
±11.3̊），股関節外転可動域（A 群 27.4±7.9̊，B 群 21.9±6.3̊），股関節外転筋力（A 群 0.87±0.26Nm/kg，B 群 0.72±0.31Nm/
kg），膝関節伸展筋力（A 群 1.70±0.61 Nm/kg，B 群 1.42±0.56Nm/kg），脚伸展筋力（A 群 9.41±3.27 N/kg，B 群 6.93±2.25
N/kg）の全ての項目で A 群が B 群よりも有意に高値を示した。健側については，股関節外転筋力（A 群 0.94±0.25 Nm/kg，B
群 0.78±0.21Nm/kg）と脚伸展筋力（A 群 13.06±4.21N/kg，B 群 9.76±3.09N/kg）で有意が認められた。ロジスティック回帰
分析の結果，歩行速度を説明する因子として術側の股関節屈曲可動域，脚伸展筋力が有意な項目として抽出された。

【結論】

本結果より，初回片側 THA 後 6 か月では約 5 割の症例で，健常人と同等の歩行速度まで回復することが明らかになった。また，
THA 術後に健常者と同等以上の歩行速度を獲得するためには，術側の関節可動域と筋力の良好な回復が必要であり，特に術側
の脚伸展筋力といった多関節運動による発揮筋力が重要であることが明らかとなり，術後の理学療法介入の一助になり得ると
考えられた。
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THA後 5カ月に患者が考える歩容を満足させる因子の検討

臼井 友一

東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科

key words THA・歩容・満足度

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（以下 THA）は歩行能力を向上させる有効な治療手段であるが，歩容満足度に関しては十分に満足してい
ない患者がいるとの報告もある。本研究の目的は THA 後の歩容満足度の違いから，その関連因子を検討し，満足度の向上を目
指した治療の一助とすることである。

【方法】

対象は本大学附属 4 病院にて 2010 年 1 月から 2016 年 3 月までに片側変形性股関節症の診断を受け，初回 THA を施行した，術
後合併症のない 183 例（男性 41 例，女性 142 例，平均年齢 65.9±9.1 歳）とした。調査項目は術後 5 か月における「歩き姿」の
満足度，歩容，年齢，性別，BMI，股関節可動域（屈曲，伸展），股関節外転筋力（Nm/kg），股関節痛（歩行時痛，階段昇降時
痛），5m 歩行速度（m/s），片脚立位能力とした。「歩き姿」の満足度は 5 段階尺度（5：満足～1：不満足）を使用し，5.4 を満
足群（以下 A 群），1.2 を不満足群（以下 B 群）として分類した。歩容は術側に跛行なしとありで分類した。股関節伸展は計測
後 10 度以上と 10 度未満に分類した。股関節外転筋力は，Hand held Dynamometer（アニマ社製，ミュータス F1）を用い，背
臥位にて股関節内外転中間位で 5 秒間の等尺性筋力を測定し，大腿長を乗じ体重で除したトルク体重比で正規化した。痛みは 5
段階尺度（5：痛くない～1：激しく痛む）を使用した。片脚立位は，示指での手すり支持は許可し，5 秒間保持させ，骨盤と両
肩峰の前額面上の傾斜より T�sign や D�sign（以下 sign）の有無で分類した。統計処理は年齢，BMI，股関節屈曲角度，股関節
外転筋力，5m 歩行速度は 2 標本 t 検定を用い，股関節痛（中央値）は Mann�Whitney の U 検定を，性別，跛行の有無，股関節
伸展角度，片脚立位能力は χ2検定（SPSS Ver20）を使用し，有意水準は 5% 未満とした。また，2 群間で有意差が認められた項
目についてロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

A 群は 152 例，B 群は 31 例であった。両群の基礎項目，片脚立位 sign の有無，股関節伸展角度には有意差を認めなかった。一
方，跛行の有無に関しては，跛行なし 98 例（64.5％）/11 例（35.5％），跛行あり 54 例（35.5％）/20 例（64.5％），股関節屈曲角度
97.2±12.6/89.8±13.8，股関節外転筋力 0.98±0.44/0.74±0.33，5m 歩行速度 1.56±0.33/1.18±0.40，歩行時痛の 5/3，階段昇降時
痛 5/3 であり有意差を認めた。ロジスティック回帰分析の結果，「歩き姿」の満足度に関わる因子は 5m 歩行速度と歩行時痛が
抽出された。

【結論】

歩容の満足度は歩行時の股関節痛の程度や歩行速度の影響が示唆された。THA 後の遷延化疼痛に関する調査結果はいくつか報
告されており，疼痛性跛行が満足度に影響したと推測する。また，歩行速度は歩容満足度との相関があると報告されているが，
本研究の結果から，跛行の有無のような外観的な因子ではなく，歩行速度というより実用的な能力が満足度に影響を与えている
と考えられた。今後は性別や社会的役割の違いや縦断的な研究なども実施し，患者の歩容満足度向上に活かしたいと考える。
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人工股関節全置換術患者における術前・術後の TUGの推移

松本 亮，河野 哲朗，白木 信義，生駒 成亨

緑泉会米盛病院

key words 人工股関節・TUG・早期退院

【はじめに，目的】

近年，入院期間の短縮による早期退院が上げられており，人工股関節全置換術（以下：THA）後の早期かつ安全に自立歩行を獲
得することが求められている。そのため術前から術後の運動機能を予測するとこは重要であり，多くの先行研究が報告されてい
る。しかしながら歩行自立・安定性の経過予測は担当理学療法士の主観や経験によるところが大きいのが現状である。歩行能力
や動的バランスの評価として Timed up and go test（以下：TUG）は高齢者や中枢疾患患者に用いられており，術後の経過予測
や転倒予測研究も報告されている。今回，変形性股関節症患者の THA 術前後の TUG の推移と移動手段から，経過予測を行う
ことを目的に研究を行ったのでここに報告する。

【方法】

対象は平成 27 年 10 月 5 日～平成 28 年 2 月 18 日までに THA を目的に入院された 29 名のうち，測定期間に独步または一本杖
歩行が困難であった 9 名（術前からの除外者：7 名，術後バリアンスよる除外者：2 名）を除いた 20 名（男性 3 名，女性 17
名，平均年齢 62.2±7.9 歳）とした。測定内容は術前，術後 1 週（杖歩行開始），術後 2 週，術後 3 週（計 4 回）の時点での TUG
の数値とし，測定時の移動手段，歩行自立の可否を調査した。TUG は練習を 1 度行い，その後の 2 施行間での低値（最速値）を
使用した。統計処理は TUG の数値を測定時期で群分けし，Friedman 検定後に Wilcoxon 検定（Holm 修正）を実施。危険率 5％
未満を有意水準とした。

【結果】

各時期における TUG の中央値は術前：10.41 秒，術後 1 週：15.20 秒，術後 2 週：11.20 秒，術後 3 週：10.75 秒であった。統計
処理の結果，TUG 測定値は術前と術後 3 週のみで有意な差がなく，その他の群間ではすべて有意な差が見られた（p＜0.01）。移
動手段・歩行自立の可否について術前ではすべての被験者で独歩自立，術後 1 週で一本杖自立が 12 名，一本杖監視が 8 名で
あった。術後 2 週では全被験者で T 杖歩行自立が可能となり，術後 3 週で独歩自立 5 名，一本杖自立継続が 15 名であった。

【結論】

TUG 測定値は術前と比較し術後 2 週間まで有意に低値を示す結果となった。また術後経過として術後 3 週間までは有意に改善
する結果となった。術前と術後 3 週での測定値に有意な差は見られなかったが術前がすべて独步であったことに対して，術後 3
週では独歩 5 名，一本杖 15 名であり補助具の使用にて術前と同程度の歩行能力，動的バランスを獲得できる可能性が示唆され
た。今回の研究結果では，術前 TUG 測定可能で術後バリアンスが発生ない THA 患者において，術後 2 週までは術前と比較し
歩行・動的バランス能力の低下があり入院前生活困難であるが，術後 3 週目で入院前と同等の生活が可能となることが予想さ
れ，自宅退院を薦める時期の一目安となることが示唆された。
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透析患者の症候性変形性膝関節症が全死因死亡率に及ぼす影響について
前向きコホート研究

臼井 直人1），小林 拓郎1），小田 舞香1），玉木美野里1），上畑 昭美2），土屋 貴彦2），稲津 昭仁2），
久留 秀樹2），泉 朋子3），石川 卓志4），佐藤 大貴5）

1）医療法人社団嬉泉会嬉泉病院リハビリテーション科，
2）医療法人社団嬉泉会嬉泉病院内科・循環器内科・腎臓内科，3）医療法人社団嬉泉会嬉泉クリニック，
4）一般社団法人巨樹の会五反田リハビリテーション病院，5）介護老人保健施設アルカディアリハビリテーション科

key words 変形性膝関節症・疼痛・死亡率

【はじめに】

近年，変形性膝関節症（膝 OA）が長期生命予後を悪化させることが複数報告されており，その予防・管理は極めて重要である。
一部の報告では疼痛や歩行困難感を伴う症候性膝 OA において特に死亡リスクが高いことや，人工膝関節全置換術により除痛
を図ることで心血管予後が改善されるなど，疼痛管理の重要性が報告されている。本邦では，欧米よりも膝 OA の頻度が多いも
のの，症候性膝 OA と生命予後を検討した報告はほとんどない。我々は透析患者において，糖尿病や骨ミネラル代謝異常を合併
すると男女問わず膝 OA の頻度が増すことを報告した。死亡・心血管疾患（CVD）リスクの高い透析患者において，膝 OA と生
命予後の関連を検討した報告はほとんどない。膝 OA の疼痛に対する運動療法の有効性は，ガイドラインでも示されている通
り，複数のメタ解析により明らかとなっている。そのため，症候性膝 OA が生命予後に及ぼす影響を明らかにすることは，理学
療法研究としても重要な意味をもつ。本研究の目的は，透析患者を対象とし，症候性膝 OA が全死因死亡率に及ぼす影響を明ら
かにすることである。

【方法】

対象は歩行が自立した外来透析患者とし，大腿骨頚部骨折，脊椎圧迫骨折の既往，明らかに予後不良な悪性新生物などの罹患者
は除外した。観察期間は 2013 年 1 月より 1300 日間とし，期間中に観察困難となった者を除外した 124 名（年齢 67.6±9.8 歳，
男性 81 例・女性 43 例，透析歴 10.4±7.5 年，糖尿病 64 例，CVD 既往 43 例）を対象とした。膝 OA の診断は Kellgren and Law-
rence grading（KLg）にて実施した。疼痛や歩行困難感の評価は，Nuesch ら（BMJ2011）の方法を一部改編して実施し，過去
1 か月の膝関節荷重痛が「日常的にある」，疼痛に伴い歩行を「少し又はとても困難と感じる」と回答した KLg2 以上を症候性膝
OA とし，症状の有無に関わらず Klg2 以上を X 線学的膝 OA と定義した。観察期間中の全死因死亡率を調査し，各 OA との関
連を log�rank test にて比較した。また，年齢，性別，透析歴，BMI，骨格筋指数（SMI），糖尿病，CVD 既往，血清アルブミン
を共変量として cox 比例ハザードモデルにて解析を行った。

【結果】

症候性膝 OA は 30 例（24.2％），X 線学的膝 OA は 67 例（54.0％）に認め，観察期間中に 25 例（20.2%）が死亡した。全死因死
亡率は症候性膝 OA において有意に高く（p=0.026），X 線学的 OA では関連を認めなかった（p=0.782）。共変量で調整後も，症
候性膝 OA は全死因死亡率の有意な因子であり（P=0.031，HR=2.54），SMI（P=0.002，HR=0.48），男性（P=0.016，HR=3.60）
も関連を認めた。

【結論】

透析患者の症候性膝 OA や骨格筋量は生命予後を規定する独立した因子であり，理学療法介入による疼痛・歩行障害や，それに
伴う活動量低下，骨格筋量低下の予防・管理の必要性が示唆された。
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地域在住高齢者における運動器慢性痛と日常生活動作の関係

村田 峻輔1），小野 玲1），小俣 純一2），遠藤 達矢3），大谷 晃司4）
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【はじめに，目的】

地域在住高齢者において運動器慢性痛は有病率が高く，その部位数によって健康アウトカム（転倒，抑うつ症状）への影響が異
なることが報告されてきている。しかし，運動器慢性痛を多関節慢性痛，特に広範囲慢性痛（右・左半身の両方，上・下半身の
両方，体軸部すべてに慢性痛を有する）へ分類し，日常生活動作能力（Activity of daily living：ADL）と各項目について検討し
た研究はない。本研究の目的は地域在住高齢者において運動器慢性痛を部位数によって分類し，ADL と各 ADL 項目との関係を
検討することである。

【方法】

対象者は特定健診に参加し，同意を得られた 65 歳以上の地域在住高齢者で欠損値のない 1,876 名とした。運動器慢性痛は頸部，
腰部，肩関節，肘関節，手関節もしくは手指，股関節，膝関節，足関節もしくは足部において 3 ヶ月以上続く痛みの有無をそれ
ぞれ聴取し，痛みなし/単関節慢性痛/多関節慢性痛/広範囲慢性痛と群分けした。広範囲慢性痛はアメリカリウマチ学会の基準

（Wolfe ら 1990）をもとに群分けした。ADL はロコモ 25 の項目より上位更衣，下位更衣，入浴，トイレ，歩行，階段能力を使
用し，中等度困難以上をひとつでも有するものを ADL 低下群とした。統計解析は目的変数を ADL 低下の有無もしくは，ADL
の各項目の低下の有無とし，説明変数を運動器慢性痛のグループとし，年齢，性別，Body Mass Index，Geriatric depression
scale，運動習慣（有・無）を調整因子とした多重ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

単関節慢性痛，多関節慢性痛，広範囲慢性痛の有病率はそれぞれ 22.9%，17.3%，8.4% であった。ADL 低下の有訴率は痛みなし，
単関節慢性痛，多関節慢性痛，広範囲慢性痛群それぞれにおいて 11.2%，13.0%，21.9%，43.0% であった。多関節慢性痛を有す
る者は痛みなしの者と比べて ADL が低下しており（オッズ比：2.2，95% 信頼区間：1.5�3.2），また広範囲慢性痛を有する者にお
いても痛みなしのものと比べて ADL が低下していた（オッズ比：5.0，95% 信頼区間：3.3�7.7）。ADL の各項目でみると，多関
節慢性痛を有する者は歩行能力（オッズ比：2.4，95% 信頼区間：1.2�4.7）と階段昇降能力（オッズ比：2.2，95% 信頼区間：1.5�
3.2）が低下しており，広範囲慢性痛を有する者はすべての項目において低下していた（上位更衣，オッズ比：6.0；下位更衣，
オッズ比：7.2；入浴，オッズ比：5.4；トイレ，オッズ比：7.1；歩行，オッズ比：4.5；階段昇降，オッズ比：4.5）。

【結論】

本研究結果より多関節慢性痛・広範囲慢性痛を有しているものは ADL が低いことが示された。多関節慢性痛のものは主に移動
能力が低かったのに対し，広範囲慢性痛を有するものはすべての項目の能力が低かった。
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【はじめに，目的】

ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）は，「運動器の障害によって日常生活に制限をきたし，介護・介助が必要な状態に
なる，もしくは，そのリスクが高い状態」をいう。ロコモの判定には，質問紙によるロコモ 25，立ち上がりテスト，2 ステップ
テストから成るロコモ度テストを用いる。ロコモ 25 による 40 歳以上のロコモ度 2（ロコモ 25 が 16 点以上）該当率は 10％，推
定約 650 万人（Kimura.2014）とされる。また，ロコモ予備群も含めると 4700 万人と推定される（Yoshimura.2009）。一方，子
どもにおいてもロコモは指摘されており（柴田。2014），ロコモが高齢者だけの問題ではないことが推察される。本研究の目的
は，若年者のロコモ度 1（ロコモ 25 が 7～15 点），ロコモ度 2 の該当率を明らかにして，ロコモ度 1・2 に関連する要因を明らか
にすることである。

【方法】

大学生 540 名を対象に個人属性，ロコモ 25，運動習慣，6 ヵ月以上継続している慢性疼痛の有無と疼痛部位などを Google フォー
ムによるアンケートを実施した。回答したロコモ度 1・2 該当者の内，同意の得られた 17 名，対照群 32 名に運動機能検査を行っ
た。測定項目は立ち上がりテスト，2 ステップテストおよび握力，膝関節伸展筋力，背筋力，閉眼片足起立時間，Timed Up ＆
Go Test とした。統計解析は χ2 検定および正規性の検定を用いた後，スチューデントの t 検定およびマン・ホイットニ検定を
行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

1．アンケートの回答者は 540 名中 318 名（58.9％）であった。ロコモ非該当者は 318 名中 279 名（87.7％），ロコモ度 1 該当者
は 38 名（11.9％），ロコモ度 2 該当者は 1 名（0.3％）であった。

2．全対象者のロコモ 25 は平均 2.8±3.1 点，男性 2.6±3.1 点，女性 3.0±3.0 点となり，女性が男性よりも有意に高値だった（p
＜0.05）。ロコモ度 1・2 該当者は男性 21 名（11.8％），女性 18 名（12.9％）で有意差を認めなかった。

3．慢性疼痛有訴者は 318 名中 72 名（22.6％），非有訴者は 246 名（77.4％）であった。これらの内，ロコモ度 1・2 該当者は，
有訴者で 22 名（30.6％），非有訴者で 17 名（6.9％）を占め，有意差を認めた（p＜0.001）。ロコモ 25 は，有訴者 4.3±3.5 点，非
有訴者 2.3±2.7 点となり，有訴者が非有訴者よりも有意に高値だった（p＜0.001）。

4．運動機能検査項目のロコモ度 1 該当者と非該当者の比較は男女別に行った。男女ともにロコモ度 1 該当者と非該当者の運動
機能検査結果に有意差は認めなかった。なお，「2 ステップテスト」，「立ち上がりテスト」においてロコモ度 1・2 該当者はいな
かった。

【結論】

本研究では，若年者におけるロコモ 25 のロコモ度 1 該当率は 11.9％，ロコモ度 2 該当率は 0.3％ であった。また，慢性疼痛有訴
者でロコモ 25 の得点と該当率が有意に高値を示した。若年者においても低率であるがロコモ度 1 に該当する者がおり，慢性疼
痛の有無がロコモ 25 に関連していることが示唆された。
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【はじめに，目的】

8 の字歩行テストは，左右両回りのカーブ路を含み，椅子からの起立・着座を伴わないふつうの速さで歩くテストであるが，最
大努力下で実施するように改変した Figure�of�8Walk Test max（F8Wmax）がある。F8Wmax は，地域在住高齢者を対象とし
た研究において，妥当性が確認されている。しかし，身体機能が低下した入院患者を対象とした場合，F8Wmax が歩行能力や
動的バランス能力等を反映するか否かは不明である。そこで，入院患者の F8Wmax の妥当性を検討することを目的として本研
究を実施した。

【方法】

歩行可能な入院患者で，重度の認知症が認められない 25 名（男性 8 名，女性 17 名，年齢 71.7±10.5 歳）を対象とした。

測定項目は，F8Wmax（所要時間，歩数），Timed Up ＆ Go Test，（TUG），Functional Reach Test，（FRT），Frail Chair Stand�
10，（FCS�10），膝伸展筋力，開眼片脚立位時間，歩行速度），Life�Space Assessment，（LSA），握力，転倒リスク評価表（FRI），
Functional Independence Measure Motor，（FIM�m）とした。

F8Wmax の妥当性の検討は，各測定項目との関連から求めた Pearson の相関係数から検討した。統計処理には，SPSS ver.22
（IBM）を用いた。

【結果】

F8Wmax の所要時間は，TUG（r=0.94），FRT（r=�0.80），FCS�10（r=�0.80），開眼片脚立位時間（r=�0.61），歩行速度（r=
0.93），LSA（r=�0.60），FRI（r=0.61）との間に有意な相関が認められた。また，F8Wmax の所要時間は FIM�m のセルフケア
合計（r=�0.41），移乗合計（r=�0.56），移動合計（r=�0.53），総合計（r=�0.51）との間に有意な相関が認められた。F8Wmax
の歩数も，相関係数は若干低くなるものの同様に有意な相関が認められた。一方，F8Wmax の所要時間と歩数とも，握力及び
膝伸展筋力との間には有意な相関は認められなかった。

【結論】

F8Wmax は入院患者を対象としても所要時間と歩数はともに，TUG，FRT，FCS�10，開眼片脚立位時間，歩行速度との間に有
意な相関が認められ，入院患者の歩行能力を評価するテストとしての妥当性が確認された。また，LSA との相関も認められ，退
院後の生活を想定する指標となりうる可能性が示された。一方，握力及び膝伸展筋力との間に相関は認められなかった。従って，
F8Wmax を筋力の評価として用いるのは適さない可能性が示唆された。また，FIM�m との関連から F8Wmax は ADL を反映す
る指標として有用である。
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【はじめに，目的】

本邦における高齢化は年々進行しており，自立した生活が阻害されてしまうロコモティブシンドロームが問題になっている。ま
た，高齢者の自立した生活を妨げる，筋量の減少，身体的虚弱を示すサルコペニアという概念が注目されている。高齢者が自立
した生活を続けていくためには自立した歩行が可能であることが望ましい。また生活範囲を拡大し QOL を向上させるために
も，より質の高い歩行能力が必要である。しかし，整形外科疾患においてもリハビリテーションを行っても十分な屋外歩行獲得
に至る症例は多くはない。そこで，本研究の目的は入院高齢者を対象とし，自立した歩行能力獲得に影響を及ぼす身体機能的因
子を明らかにするとした。

【方法】

対象は，当回復期病院に入院し運動器リハビリテーションを実施した 65 歳以上の女性 82 名とした。包含基準は，独歩または T
字杖での歩行が獲得出来た者とした。計測項目は，①BMI，②体脂肪率，③skeletal muscle mass index（SMI），④膝関節伸展筋
力，⑤Berg Balance Scale（BBS），⑥Timed Up ＆ Go Test（TUG），⑦10m 歩行，⑧6 分間歩行試験の 8 項目とし，各対象の退
院日から 2 週間以内の計測したデータを採用した。

BMI，体脂肪率，細胞外水分率，骨格筋量指標は，体組成成分分析装置 InBody720（バイオスペース社）を使用して計測した。
膝関節伸展筋力（Nm/kg）は，イージーテックプラス（Easy tech 社）にて等速性伸展運動（角速度 90 度/sec，回数 5 回）にて
計測したものを体重で除した値を採用した。

さらに，Asian Working Group for Sarcopenia の診断基準に準じてサルコペニア，プレサルコペニア，ロバストを判定した。統
計解析は，6 分間歩行試験が 400m 以上可能であったか否かで歩行獲得群と非歩行獲得群の 2 群に分け，T 検定，Mann�Whitney
の U 検定，χ2定検検定による単変量解析を用いて比較検討した。

【結果】

歩行獲得群は 16 名，非歩行獲得群は 66 名であった。2 群（歩行獲得群 vs 非歩行獲得群）においてサルコペニア 0 例（0%）vs
31 例（100％），プレサルコペニア 9 例（30%）vs21 例（70%），ロバストは 7 例（33%）vs14 例（66%）であった（p=0.002）。
さらに，BBS（p=0.001），TUG（p=0.001）においても有意差を認めた。BMI，体脂肪率，膝関節伸展筋力においては有意差を
認めなかった。

【結論】

本研究結果より，サルコペニアの有無で歩行獲得に有意差を認め，BBS や TUG でも有意差を認めたことより，自立した歩行を
獲得するためにはサルコペニア及びバランス能力が関与していることが示唆された。
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【はじめに，目的】

近年，非特異的腰痛症に対する立位での体幹伸展運動（立位伸展運動）による効果が報告されている。立位伸展運動は髄核移動
が影響しているとされている。しかし，非特異的腰痛症の中でも筋・筋膜性腰痛は腰部循環不全に起因するともいわれており，
立位伸展運動は循環動態を改善している可能性もある。また非特異的腰痛症では腰背部の柔軟性向上を目的に立位伸展運動と
は逆方向となる体幹屈曲運動（立位屈曲運動）が行われていることもある。しかし，立位屈曲運動では腰背部筋活動による阻血
が生じる可能性もある。近年，近赤外線酸素代謝モニタ装置（near�infrared spectroscopy；NIRS）と表面筋電計（electro-
myograph；EMG）を用いて，腰部の循環動態を検証している報告は散見されるが，立位屈曲運動後に立位伸展運動を行わせる
ことによる循環動態変化のリバウンド効果を検討した報告はない。本報告の目的は，健常若年者を対象に NIRS と EMG を用い
て，腰背部の血流動態と筋活動の変化の視点から立位屈曲運動と立位伸展運動の筋生理学的な影響を比較検討することである。

【方法】

対象は健常成人男性 10 名（平均年齢 22.8±2.2 歳）とした。運動課題は先行研究に則り，4 秒間の安静立位から体幹を 4 秒かけ
て屈曲，屈曲位で 4 秒間保持する立位屈曲運動を屈曲 10 から 50 度まで 10 度刻みで連続して行わせた。50 度屈曲位で 4 秒間保
持後，4 秒間で立位に戻り，安静立位で 4 秒間静止後，4 秒かけて 10 度伸展，伸展位で 4 秒間保持する立位伸展運動を行わせ，
次に伸展 20 度で同様の運動を連続して行わせた。近赤外線組織酸素モニタ装置（Pocket NIRS Duo, DynaSense 社製）で，多裂
筋部の酸素化ヘモグロビン（Oxy�Hb），脱酸素化ヘモグロビン（deOxy�Hb），総ヘモグロビン（total�Hb）を計測し，腰部脊柱
筋部と多裂筋部の筋活動を表面筋電計（TeleMyo2400, Noraxon 社製）で計測した。

各角度の筋血流動態と筋活動量の比較には Friedman 検定，多重比較検定（Holm test）を行い，有意水準を 5％ とした。

【結果】

立位屈曲運動では MF の筋活動量が 30 度までの屈曲角度の増加に伴い有意に増加し，LES，MF ともに Oxy�Hb，total�Hb
が有意に減少した。その後の立位伸展運動では LES では 10 度，MF では 20 度で筋活動が有意に減少し，Oxy�Hb，total�Hb
の増加傾向を認めたが，有意差を認めず安静立位時の値に回復する結果となった。

【結論】

立位屈曲運動による筋の伸張，筋活動の増加が筋内圧を上昇させ，阻血状態となったことで酸素消費量が高まり，立位伸展運動
ではこの酸素負債の影響を受けたと考えられた。
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姿勢保持に対するストレッチとその手法の違いが腰部循環動態に与える影響

新田真之介1），奥村 崇幸1），隈元 庸夫2）

1）春日部厚生病院，2）埼玉県立大学

key words 腰痛・ストレッチ・NIRS

【はじめに，目的】

筋・筋膜性由来の腰痛症は姿勢保持による筋阻血が一要因とされており，循環動態を改善させることが一つの治療目標となる。
慢性腰痛ではストレッチが疼痛に短期的効果を有するとのエビデンスがある。ストレッチによる腰部の筋血流動態変化を近赤
外線分光法（near infared spectroscopy：NIRS）で検討した報告は散見されるが，ストレッチ手法の違いが姿勢保持時の血液循
環動態変化に及ぼす影響を比較検討した報告は少ない。本研究の目的は，NIRS と表面筋電図を用いてストレッチが姿勢保持に
おける腰部の循環動態と筋活動量に及ぼす影響を検討し，腰部のストレッチ効果を筋生理学的に検証することである。

【方法】

対象は整形外科的疾患既往のない健常男性 9 名（平均年齢 22.9±2.3 歳）とした。姿勢保持での腰部の筋活動と循環動態変化を
ストレッチ前後で比較するために，端坐位（upright），体幹 40̊ 前傾位（flex），再び端坐位（re�upright）の順に 30 秒間姿勢保
持させる姿勢保持課題を行わせた。その後，体幹を最大屈曲し，両側の内外果を手で把持させる腰部のストレッチを 10 秒間，
3 セット，各セット間は 5 秒間として行わせた。ストレッチはこの 5 秒間を正中位での安静端坐位とした SS と，正中位での体
幹伸展等尺性運動を行わせた HR の 2 種類とした。その後，再び姿勢保持課題を行わせた。

携帯型近赤外線組織酸素モニタ装置（PocketNIRS Duo，DynaSense 社製）と表面筋電計（TeleMyo 2400，Noraxon 社製）を用
いて，姿勢保持課題中の腰部の酸素化ヘモグロビン（Oxy�Hb），脱酸素化ヘモグロビン（deOxy�Hb），総ヘモグロビン（total�
Hb），筋活動量（％MVC）を求めた。

得られた測定値を対応のある t 検定，Wilcoxon の符号付順位和検定にて比較検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

姿勢保持課題時の循環動態のストレッチ前後比較では，SS で deOxy�Hb と total�Hb の有意な減少，Oxy�Hb に有意差を認め
ず，HR では Oxy�Hb が増加傾向，deOxy�Hb，total�Hb は有意差を認めない結果となった。ストレッチ手法による比較では，
SS と比較して HR で姿勢保持課題時の Oxy�Hb，deOxy�Hb，total�Hb が有意に増加した。姿勢保持課題時での筋活動量のスト
レッチ前後比較では，SS も HR も有意差を認めなかった。ストレッチ手法による比較についても SS と HR で有意差を認めな
かった。

【結論】

SS では deOxy�Hb 減少，HR では Oxy�Hb 増加が特徴的な変化であり，HR では充血作用が期待できることから，筋阻血が原因
である姿勢性の非特異的腰痛に対するストレッチとして有用となる可能性が示唆された。
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下部胸郭に対する運動療法が腰部多裂筋ならびに脊柱屈曲可動性に与える影響
について

栗原 良平，尾崎 純，嵩下 敏文，脇元 幸一，富樫 秀彰，内田 繕博

清泉クリニック整形外科

key words 胸郭・腰部多裂筋・脊柱屈曲可動性

【はじめに，目的】近年，腰痛症患者の腰部多裂筋（以降：LM）に横断面積の非対称性や筋厚減少など機能不全が生じるという
報告が散見され，LM 機能不全と腰痛の関連は強い。Norris は LM の作用は腰椎伸展より，腰椎椎間関節の適合と腰椎屈曲に抗
した活動が強いとされ，腰椎安定性に寄与していると述べており，LM 機能向上は腰椎・脊柱屈曲機能に影響を与えることが推
察される。また，柿崎らは，下位胸郭側方変位に伴い腰部多裂筋横断面積に変化を与えると述べており，LM に対する理学療法
として胸郭へのアプローチが有効となる可能性を示唆している。本研究は，下部胸郭に対する運動療法が LM および脊柱屈曲可
動性に与える影響について検証し，若干の知見を得たのでここに報告する。

【方法】対象は健常成人男性 12 名（平均身長 173.2±6.0cm，体重 65.4±6.5Kg，年齢 26.3±3.9 歳）とした。下部胸郭への運動療
法は刺激量の定量化にミナト医科学社製ストレッチングスティックを用い，スティック上での安静背臥位を 7 分間実施した。胸
郭柔軟性評価には胸郭拡張差を用い，端坐位（股関節・膝関節 90̊ 屈曲，骨盤後傾位：ASIS�PSIS 結ぶ線が床面に対して水平な
状態）にて剣状突起，第 10 肋骨レベルをテープメジャーにて 0.1cm 単位で計測した。LM 測定には超音波診断装置（Super Sonic
Imagine 社 Aixplorer リニアプローブ 7.5MHz）を用い，測定肢位は Hides らの方法を参考に，腹臥位での L4 レベルの左右 LM
筋厚を 0.1mm 単位で測定し，体重と身長で除し正規化した（以降 LM 値）。LM 左右バランス（以降 LMB）は左右 LM 値の高
値側と低値側の差で算出した。脊柱屈曲可動性評価は指床間距離（以降 FFD）を用い 0.1cm 単位で計測した。実施前後の比較
には対応のある t 検定，運動後の各項目間の関係性の検定には Spearman の順位相関係数を用い，全て有意水準 5% 未満とした。

【結果】運動実施前後で，剣状突起，第 10 肋骨，FFD，左右 LM 値，LMB で有意な差が認められた。運動後の胸郭柔軟性と LMB
に中等度の負の相関（剣状突起：r－0.581，第 10 肋骨：r＝－0.647），FFD と LMB に中等度の負の相関（r＝－0.651）が認めら
れた。

【結論】下部胸郭に対する運動療法は左右 LM と LMB に変化を与え，FFD を向上させることが認められた。胸郭は胸椎・肋骨・
胸骨から構成され，一つのユニットとしての機能を有しているが，胸椎は腰椎と解剖・機能的に連結している。胸郭柔軟性向上
は，間接的に腰椎機能が向上し，LM 筋厚増加や左右バランスの均一化などの変化を生じさせ，FFD を改善させたと推察する。
本研究の結果は，脊柱屈曲可動性に対する理学療法展開で，下部胸郭柔軟性への評価・介入も重要であることを示唆している。
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腹部引き込み動作時の腹横筋と多裂筋の筋厚の関係

吉沼 夏美，渡邊 昌宏

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科

key words 多裂筋・腹横筋・筋厚

【はじめに，目的】

近年，超音波診断装置を用いた腹部引き込み運動時（Draw in）の腹横筋（TrA）や多裂筋（MF）の筋厚変化についての研究は
数多く見受けられる。しかし，Draw in による TrA と MF の関係性についての報告は少なく不明な点が多い。そこで本研究で
は，Draw in における TrA と MF の筋厚の関係性と性差に関して比較検討した。

【方法】

対象は腰痛や整形外科的疾患を有さない男性 11 名（年齢：20.3±1.5 歳，身長：168.9±2.9cm，体重：63.3±8.9kg），女性 8 名
（年齢：20±1.1 歳，身長：158.3±4.2cm，体重：53.2±4.6kg）合計 19 名とした。測定機器は汎用超音波画像装置（Viamo SSA�
640A）を使用し左 TrA と左 MF の筋厚を測定した。測定肢位は股関節 45 度，膝関節 60 度屈曲位，骨盤は軽度後傾位の左側臥
位とし上肢は前方に置いた安楽肢位とした。左 TrA の測定部位は臍レベルの水平線と左前腋下線上の交点から前内方とし，そ
の部位にプローブを置き TrA が最も抽出しやすい位置である臍部から外側 100mm を計測した。左 MF の測定部位は第 5 腰椎
棘突起より 20mm 外側でプローブは脊柱と垂直に設置した。TrA と MF の測定条件は，安静呼吸と Draw in の 2 条件を行った。
筋厚は各 3 回計測しその平均値を算出した。統計学的検討は，各条件における TrA と MF の性差による筋厚比較，各筋の安静
呼吸と Draw in での筋厚比較を 2 元配置分散分析と多重比較検定をおこなった。それぞれ有意水準は 5％ とした。

【結果】

TrA の筋厚は安静呼吸（3.4±1.85mm）に対し Draw in（5.69±4.17mm）で有意に増加した（P＜0.05）。MF の筋厚は安静時呼
吸（23.4±8.07mm）と Draw in（24.1±7.83mm）で有意差が認められなかった。性差による筋厚は有意差が認められなかった

（男性 vs 女性）（TrA 安静呼吸：3.9±2.17 vs 2.69±1.05mm，TrA Draw in：6.9±5.11 vs 3.9±1.28mm，MF 安静呼吸：26.2±9.18
vs 19.5±4.20mm，MF Draw in：26.25±9.26 vs 21.1±4.16mm）

【結論】

TrA は Draw in や骨盤後傾位で筋厚が増加し，骨盤前傾位で減少すると報告されている。また，MF は骨盤前傾位で筋厚や筋活
動が増加することが報告されている。本研究において骨盤後傾位で TrA の筋厚は増加したが MF に増加が認められなかったの
は，それらの影響によるものと推察された。性差に関しては先行研究での報告は見当たらず，本研究でも明らかとはならなかっ
た。

今後は TrA，MF の同時収縮を考慮し骨盤傾斜角度を意識した Ex をおこなう必要があると考える。また，測定数値の補正など
を詳細にすることで性差に関しても明らかにしていく必要がある。
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健常者におけるExの効果と姿勢変化，時間経過に伴うDraw in 時の腹斜筋・腹
横筋の筋厚の変化

瀧田 若菜，渡邊 昌宏

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科

key words 腹斜筋・腹横筋・超音波画像装置

【はじめに，目的】

近年，医療や腰痛予防の分野で体幹筋を意識したエクササイズが注目されている。Draw in はエクササイズの導入として用いら
れる事が多いが，収縮の感覚を理解することが難しい場合がある。また，具体的なエクササイズ姿勢や方法のエビデンスが十分
でないという指摘があり，口頭指示や簡単な説明のみでは正しく遂行できない可能性があるとされている。

そこで本研究では，Draw in のエクササイズを指導された経験の有無と肢位の違いにより，Draw in 実施時に時間経過を伴う筋
厚変化を示しているか確認することを目的とした。

【方法】

対象は，腰痛や整形外科的疾患・手術歴のない大学生 17 名とし，測定 1 週間前に 30 分間 Draw in�Ex を指導した対照群 11 名
（19.4±1.3 歳）とコントロール群 6 名（21.2±0.4 歳）に分けた。測定筋は右外腹斜筋（EO），右内腹斜筋（IO），右腹横筋（TrA）
とし，測定には超音波画像診断装置（Viamo SSA�640A）を使用した。測定肢位は，座位骨盤中間位・後傾位の 2 姿勢で行った。
骨盤傾斜角度は上前腸骨棘と上後腸骨棘を結んだ線と平行線のなす角度を計測し，座面に対し 7 度を骨盤中間位，0 度を骨盤後
傾位とした。骨盤傾斜角度測定はデジタルゴニオ計を用いた。筋厚の測定部位は臍上端の高さにて超音波画像上の筋腱移行部よ
り筋腹方向に 15mm とした。対象者には測定時に Draw in の指示をした。骨盤中間位と後傾位それぞれの肢位における筋厚の時
間変化を捉えるため，安静時筋厚と計測開始時から 1min，2min，3min，4min，5min の筋厚 6 回を計測した。統計処理は SPSS
Statistics 19 を使用した。骨盤中間位と後傾位での時間経過比較には 2 要因分散分析を用い，対照群とコントロール群の比較に
は 1 要因分散分析と多重比較を用いた。それぞれ有意水準は 5% とした。

【結果】

時間経過の比較では，対照群での骨盤中間位の IO において，安静時（7.77±2.59mm）に比べ 3min 経過後（9.73±2.60mm）（P
＜0.05）と，4min 経過後（9.80±2.61mm）（P＜0.1）で筋厚の増加が認められた。対照群の骨盤後傾位やコントロール群の骨盤中
間位と後傾位においてはすべての筋厚に有意差は認められなかった。また，骨盤の傾斜角度に関しても有意差は認められなかっ
た。

【考察】

Draw in では TrA の筋活動や筋厚がもっとも増加すると報告されている。今回，運動開始直後から IO 以外 TrA だけではなく
腹部筋群の筋厚増加は認められなかった。このことから，1 週間前の指導だけでは効果的な Draw in がおこなえない可能性が示
唆された。

本研究により，Draw in�Ex の指導では，初期の指導から触診や口頭指示だけではなく，超音波診断装置など画像で筋収縮を確
認し実施する必要性が高いことが明らかとなった。
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人工膝関節置換術を施行した症例の術後 1か月の歩行解析
両側例，片側例での比較

深江 航也1），河原 常郎1,2），大森 茂樹1,3）

1）医療法人社団鎮誠会，2）千葉大学大学院工学研究科，3）千葉大学大学院医学研究院神経内科学

key words TKA・歩行解析・3次元動作解析

【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（以下，TKA）を施行する件数は年々増えており，年間 8 万人を超えている。近年，両側を同時に施行する例
が増えてきており，片側と比較した報告は増えてきている。その中で両者の歩容に関して比較を行っている報告は少ない。そこ
で本研究は TKA 術後 1 か月での歩行の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当回復期病院に入院した TKA 術後患者 13 名（全例女性）とし，両側片側の 2 群に分けた。その内訳は両側群 6 名 12
肢（72.8±6.2 歳），片側群 7 名 7 肢（78.1±3.0 歳）であった。各種測定，歩行解析は術後 1 か月の時期に実施した。身体機能の
測定項目は等尺性膝伸展筋力，他動での膝関節屈曲/伸展可動域（以下，他動 ROM）とし，動作能力の測定項目は 10m 歩行と
した。等尺性膝伸展筋力は，イージーテックプラス（easytech）を使用し，膝関節屈曲 60 度位で 5 秒間の最大収縮を行い，最
大トルクを体重で正規化した値を採用した。歩行解析は，床反力付トレッドミル GRAIL（motek medical）を使用し，三次元動
作解析装置 VICON（VICON Motion System）と同期して実施した。歩行条件はトレッドミル上での定常歩行とし，手すりの使
用は自由とした。解析項目は，一歩行周期中の矢状面上における股・膝・足関節の角度，モーメント，床反力とした。両群間に
おける各種測定項目，歩行解析における各パラメータの比較は，正規性を確認のうえ，Student’s t�test（p＜0.05）を用いて実施
した。

【結果】

他動 ROM は，膝関節屈曲が両側群 111.8±9.4 度，片側群 115.0±10.0 度，膝関節伸展が両側群�2.5±2.9 度，片側群�6.4±7.3 度
であり，両群間に有意差を認めなかった。その他の身体機能，動作能力の各測定項目に関しても，有意差を認めなかった。歩行
解析において，mid stance での膝関節伸展角度最大値は両側群で�13.4±7.7 度，片側群で�14.1±8.8 度，terminal stance での股
関節伸展角度最大値は両側群で�11.2±4.1 度，片側群で�13.4±9.3 度であり，両群とも下肢屈曲位での歩容を呈した。関節モーメ
ントは，対象者によるばらつきはあるが，立脚期全般にわたって膝関節伸展モーメントを示した。床反力垂直成分は，グラフ波
形がほとんどの症例において 2 峰性でなく 1 峰性であり，膝 OA の歩容の特徴である soft landing を示した。

【結論】

TKA 術後 1 か月では両側/片側群間の身体機能，動作能力に加え，歩容の著明な差は認めなかった。この時期は一般的に炎症症
状が残存し，膝関節周囲の軟部組織の柔軟性は低下しやすいと言われている。術後 1 か月での歩行では，両群とも歩行に必要な
膝関節可動域制限は他動運動では改善されているにも関わらず，共通して運動範囲が狭く，関節負荷の点でも効率の悪い歩容を
示した。

本研究の Limitation として，対象者数少数，術前状態の不統一，トレッドミル歩行への不慣れがあげられる。今後は対象者の拡
大やさらなる縦断的研究が望まれる。
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加速度計を用いた両側人工膝関節全置換術後患者における術前後での歩行解析
の報告

山中 梨央，高橋 龍介

日本大学医学部附属板橋病院

key words 人工膝関節置換術・歩行・加速度計

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，膝 OA）の発症のリスクファクターとして，年齢，女性，肥満，大腿脛骨角（femoro�tibal angle：FTA）
及び歩行時の lateral thrust（以下 LT）を挙げている。我が国において変形が高度に進行した者に対して人工膝関節置換術（以
下 TKA）は治療のひとつとして選択されることが多い。しかし，短縮された入院期間の中でどの程度歩行能力が獲得されてい
るかは明らかではない。そこで今回，両側膝 OA を罹患し，両側同時人工膝関節置換術（以下 Bil�TKA）を施行した患者に対し，
三軸加速度計を用いて術前後での歩行を評価した。これらについて比較・検討したため報告する。

【方法】

対象は，両内側型膝 OA を呈し，Bil�TKA を施行した 15 症例 30 膝とした。三軸加速度計は，両側の腓骨頭に専用ベルトにて装
着した。測定は，手術前日と，術後は退院前日（術後平均約 17 日）に行った。課題は助走路と減速路 2m ずつ設けた 14m 直線
歩行路を快適速度にて独歩で行った。三軸加速度計から得られたデータより膝外側加速度ピーク値（以下ピーク値），連続する
1 歩行周期時間から平均，標準偏差を求め算出した歩行周期変動（以下 CV），Root Mean Square（以下 RMS）と歩行速度を求
めた。RMS は歩行速度の 2 乗で除した。歩行中の加速度データは，加速期と減速期の影響を考慮して，歩き始めの 2 歩と終わ
りの 2 歩を除いた。歩行速度は中間 10m の距離にて測定した。得られた値は術前後で対応のある t 検定にて有意差を求めた。統
計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

術前後において，ピーク値は術前が 0.65±0.25G，術後が 0.38±0.14G であり有意に減少していた（P＜0.01）。左右 RMS は術前
が 0.37±0.19m/s2，術後が 0.29±0.1m/s2であり有意に減少していた（P＜0.05）。前後 RMS は術前が 0.57±0.22m/s2，術後が 0.6
±0.2m/s2であった。上下 RMS は，術前が 0.34±0.11m/s2，術後が 0.26±0.08m/s2であった。CV は術前が 2.69±1.02％，術後が
2.89±1.21％ であった。歩行速度は，術前が 0.83±0.15m/s，術後が 0.71±0.15m/s であり有意に減少していた（P＜0.05）。

【結論】

先行研究により，ピーク値は Initial Contact 後の膝外側動揺性すなわち LT を示し，RMS は歩行周期中の動揺性を示し，CV
は安定性を示しているとされている。術後，LT と左右の動揺性が改善した。ピーク値が減少したことで，左右 RMS も減少した
と考えられ，LT は膝の左右動揺性に影響があることが推察された。前後・上下 RMS，CV は術前後において有意差は認められ
なかった。これらにより，術後早期においても術前と同程度の歩行安定性が獲得されていると示唆された。歩行速度は有意に減
少した。先行研究により術後早期は歩行速度が低下すると報告されており，本研究においても同様の結果となった。当院では術
後 2 週間を退院目標としているため，今後は術後長期での経時的変化，ROM・FTA・筋力・疼痛などとの相関関係や円滑性や
規則性など他の要因を検討する必要があると考える。
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TKA術後患者の退院時の歩行機能について

和中 秀行1,2），佐野 佑樹2），大嶺 俊充1），杣友ひかり2），安田 晴彦2），岩田 晃1）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）大阪府立急性期・総合医療センター

key words 人工膝関節全置換術・歩行・術後

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下 TKA）の目的の一つは歩行機能の改善である。しかし，2002 年の Ouellet らの報告によると TKA
術後患者において術後 2 ヶ月で術前よりも歩行速度が低下することが示されている（歩行速度：術前 0.9±0.3m/s，術後 0.7±0.2
m/s）。また 2010 年の Bade らの報告においても術後 1 ヶ月で術前よりも TUG が低下していると報告しており（術前 9.8±3.2
秒，術後 14.6±12.3 秒），術後の一定期間は歩行機能が低下することが示されている。しかし，近年のインプラントの改良や手
術手技の発展，入院期間の短縮から TKA 術後の歩行機能は，以前より改善している可能性が考えられる。また，近年転倒リス
クとの関連から 1 歩行周期時間の変動係数（以下歩行 CV）や立脚時間の左右差（以下立脚比）の重要性が示されているが，TKA
術後にどの程度改善しているのかは明らかにされていない。

そこで本研究は歩行速度，TUG，歩行 CV，立脚時間比に着目して，TKA 術後患者の退院時の歩行機能がどの程度改善してい
るのかを明らかにすることを目的とした。

【方法】

当センターに入院し，変形性膝関節症と診断され，TKA を施行された症例 23 例を対象とする。対象者の選択条件は 60 歳以上，
運動制限を必要とする合併症や認知症などによる理解力の低下がないこととした。全症例に通常の理学療法が行われた。基本属
性として年齢，BMI を計測した。歩行機能は歩行速度（最速，通常），TUG，歩行 CV，立脚比（術側立脚時間/非術側立脚時間
×100）とした。1 歩行周期時間と立脚時間は，30m 歩行路歩行時に両下腿に装着した角速度計により計測された角速度波形か
ら算出した。計測は手術前日及び退院日前日に行った。統計学的分析として，歩行機能の術前後における平均値の差の検定に対
応のある t 検定を用いた。

【結果】

対象者の平均年齢は 75.3±8.6 歳，BMI は 26.6±5.8kg/m2であった。測定日は術後 17.9±2.9 日であった。歩行機能の平均値は最
速歩行速度（術前 1.16±0.40m/s，退院時 1.15±0.30m/s），通常歩行速度（術前 0.96±0.28m/s，退院時 0.92±0.28m/s），TUG

（術前 13.9±6.2 秒，退院時 13.0±4.3 秒），歩行 CV（術前 2.9±1.2%，退院時 3.1±1.2%），立脚比（術前 97.0±6.4%，退院時 97.7
±3.9%）であった。歩行機能の全ての項目において術前と退院時で有意な差が認められなかった。

【結論】

歩行機能の全ての指標において術前と退院時に有意な差は認められなかった。また，歩行速度に関しては Ouellet や Bade らの
先行研究よりも良好な値を示した。しかし，歩行速度および TUG は運動器症候群の基準値より低い値を示した。さらに，歩行
CV に関しても先行研究の転倒経験のない高齢者の 2.4% を下回り，転倒リスクが高いことが示された。以上のことから近年の
TKA 術後患者の退院時の歩行機能は術前と同程度まで改善しているが，転倒リスクや運動器症候群の観点から見ると，十分と
は言えないため，さらなる改善の必要性が示された。
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人工膝関節全置換術後の歩行速度に影響を与える機能的因子とその運動効果の
検討

角瀬 邦晃1），小林 巧2），神成 透1），堀内 秀人3），伊藤 崇倫4），大川麻衣子5）
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3）NTT東日本札幌病院整形外科リハビリテーションセンター，4）札幌中央病院リハビリテーション科，
5）札幌山の上病院リハビリテーション部

key words 人工膝関節全置換術・歩行能力・膝屈曲筋力

【はじめに，目的】人工膝関節全置換術（TKA）は，著明な除痛，早期荷重可能などにより歩行能力改善が期待できる。これま
で TKA 後患者では，疼痛，関節可動域（ROM），筋力は歩行能力と関連することが報告されている。しかしながら，歩行能力
に関連する機能的因子について多因子を用いて検討した報告は少ない。また，TKA 後の歩行能力向上には術後早期から介入が
必要と考えられるが，術後の歩行能力予測因子の運動効果について検討した報告はない。本研究の目的は TKA 後の歩行速度に
影響を与える機能的因子を明らかにし，抽出された因子の運動効果について検討することである。【方法】方法 1．対象は術後
4 週の TKA 後患者 52 名（平均年齢 68.2 歳）とした。測定項目は，疼痛（安静時および歩行時の膝痛：VAS），ROM（他動膝屈
曲および伸展），筋力（膝屈曲および伸展筋力：MMT），開眼での片脚立位時間および 10m 歩行試験とした。統計学的分析とし
て，歩行速度と身体特性および機能的因子の関連性の検討に Spearman の順位相関係数を，身体特性および機能的因子から歩行
速度を予測するために重回帰分析を行った。方法 2．対象は術後 1 週の TKA 後患者 14 名（平均年齢 70.6 歳）とした。対象をラ
ンダムに Ex 群（7 名），非 Ex 群（7 名）の 2 群に分け，Ex 群は標準的運動（Setting，SLR，股関節外内転・伸展運動）に加え
て，方法 1 で選択された歩行速度予測因子に対する運動を追加し，非 Ex 群は標準的運動のみ行った。運動期間は 3 週間とし，
術後 1 週および 4 週の歩行速度から歩行速度改善率を算出した。統計学的分析として，2 群間の比較に Mann�Whitney U 検定を
使用した。有意水準はいずれも 5％ とした。【結果】結果 1．歩行速度と身長，患側屈曲 ROM，両側膝屈曲筋力および患側片脚
立位時間に有意な相関を示した（p＜0.05）。重回帰分析において，術後 4 週の歩行速度の有意な予測因子として患側膝屈曲筋力
と年齢が選択された。結果 2．Ex 群には膝屈曲筋力運動を追加し運動を行った。歩行速度改善率の比較において，Ex 群（35％）
は非 Ex 群（16％）と比較して有意に高値を示した（p＜0.05）。【結論】本研究結果から，患側膝屈曲筋力が TKA 後 4 週の歩行
速度の有意な予測因子となり，Ex 群は非 Ex 群と比較して歩行速度改善率が有意に高値を示した。Brown らは TKA 前の歩行能
力の有意な予測因子として膝屈曲筋力を挙げており，TKA 後の歩行能力においても，膝屈曲筋力の影響が強い可能性が推察さ
れた。TKA 後患者では歩行時にハムストリングスの活動を高め，関節安定性を図っていることが報告されており，膝屈曲筋力
は歩行速度向上に重要な因子であると推察された。また，TKA 後早期からの膝屈曲筋力に対する介入は，歩行能力向上に影響
する可能性を示唆した。
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人工膝関節置換術患者の機能的移動能回復に影響を与える術前因子は？
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key words 人工膝関節置換術・術前評価・TUG

【はじめに，目的】当科では人工膝関節置換術（以下，TKA）術後患者の機能回復の明確な指標を有していない。そこで私たち
は機能的移動能の指標である Time Up ＆ Go テスト（以下，TUG）に着目し，その回復に関連する術前因子を明確にし，今後の
臨床に活かすことを本研究の目的とした。

【方法】対象は，2016 年 5 月より 8 月までに当院整形外科で施行した人工膝関節置換術患者 35 例のうち，調査可能であった 26
例（74%）を対象とした。男性 5 例女性 21 例，手術時年齢平均 75 歳（58～86），疾患は全例変形性関節症であった。

方法は術前，術後 1，2，3 週に①TUG における所要時間を計測し，また術前因子として②可動域（伸展，屈曲），③膝伸展筋力
（ANIMA 社製 μTAS�F100 使用，端座位にて等尺性筋力測定），④片脚起立時間，⑤左右 1 回転所要時間（立位で左あるいは右
に 1 回転するのに要した時間），⑥Body Mass Index（BMI），⑦反対膝の手術歴の有無を調査した。

①TUG の推移と②～⑥の 5 項目については重回帰分析を用い，⑦については χ2 乗検定を用い関連性を検討した。危険率 5%
未満を統計学的有意ありとした。

【結果】①TUG（秒）は術前，術後 1，2，3 週時では各々平均 10.4±3.4，15.8±5.5，12.0±3.6，10.4±2.8 であった。術前に比し
術後 1 週時には有意に延長しており，その後は各時期で有意に短縮していた（p＜0.001）。調査した術前因子のデータは，②可動
域（̊）（手術側/非手術側）：伸展�10.2±5.4/�5.8±4.6，屈曲 115.6±14.7/117.7±18.3，③膝伸展筋力（kgf/kg）（手術側/非手術側）：
0.25±0.09/0.32±0.12，④片脚起立時間（秒）（手術側/非手術側）：10.5±10.6/21.6±25.3，⑤左右 1 回転所要時間（秒）（手術側/
非手術側）：3.9±1.4/3.7±1.5，⑥BMI（kg/m2）：25±4.2，⑦反対側の手術歴は 12 例（46%）であった。

TUG は術後 3 週（退院）時には術後 1 週時に比し，約 5.4 秒短縮しており，術前因子のうち膝伸展筋力（術側：r2＝0.2019，p
＜0.005，非術側：r2＝0.1623，p＜0.005）と有意に相関していた。

【結論】本研究より TUG の回復には膝伸展筋力が関与していることが判明した。つまり大腿四頭筋を中心とした伸展筋力に術前
よりアプローチしていくことが重要であることが示唆された。今後，症例数を増やし，術前因子を細分化し，さらなる詳細な検
討が必要となる。当科だけで達成できる課題ではなく，紹介元の運動療法にも頼らざるを得ないため，情報を共有できればと考
えている。
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変形性膝関節症患者の遊脚期膝屈曲角度に関連する因子の検討
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【はじめに，目的】

健常高齢者と比較すると変形性膝関節症患者は歩行時の遊脚期における膝屈曲角度が減少すると報告されている。遊脚期膝屈
曲角度の減少はクリアランスが低下し躓きやすく，転倒の危険性が増加するため非常に重要な問題である。また，遊脚期膝屈曲
角度の減少は関節可動域制限，疼痛，変形などの要因で起こりうると考えられるが，臨床ではそれらの要因がなくても，歩行時
の遊脚期で膝屈曲角度が減少する患者を経験する事がある。そこで今回，変形性膝関節症患者の遊脚期膝屈曲角度に関連する因
子を検討することを目的とした。

【方法】

対象は当院で変形性膝関節症と診断しリハビリテーションを実施している 17 名（男性 3 名 女性 14 名 平均年齢 73.4±5.1 歳）
とし，歩行条件を統一するため独歩可能な患者のみとした。また，両側変形性膝関節症と診断されている患者は，現在リハビリ
テーション対象側を患側とし計測した。

歩行時の膝屈曲角度はマイオモーションⓇ（Noraxon 社）を使用し 5m 快適歩行時の遊脚期膝屈曲角度を測定し最大値を代表値
とした。また歩行時の VAS も計測した。膝関節可動域はゴニオメーターを使用し屈曲，伸展を測定した。膝伸展角速度は座位
で膝伸展運動をできるだけ速くさせた際の角速度をジャイロセンサー（MicroStone 社 MVP�RF�HC）を使用して 5 回計測し，
最速値を代表値とした。下肢筋力は膝関節伸展筋力を Hand Held Dynamometer（ANIMA 社 μTas F�1）を使用し 2 回の計測
における最大値を代表値とした。基本情報として年齢，身長，体重，BMI，FTA をカルテから抽出した。統計処理は遊脚期膝
屈曲角度と測定項目，基本情報を Pearson の相関係数を用いて検討し有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

遊脚期膝屈曲角度の平均は 49.7±18.0̊ であった。遊脚期膝屈曲角度との相関係数は膝伸展角速度（r＝0.73，p＜0.01）で有意な
相関を認めた。一方膝伸展筋力，屈曲可動域，伸展可動域，VAS，基本情報とは有意な相関は認められなかった。

【結論】

健常者の遊脚期膝屈曲角度は 60̊ 程度とされているのに対し，本研究では平均 49.7̊ であっため，先行研究と同様に，変形性膝関
節症患者の遊脚期膝屈曲角度が減少しているという結果が得られた。この遊脚期膝屈曲角度は膝伸展角速度とのみ有意な相関
が認められた。遊脚期膝屈曲角度は，歩行中の下肢の角速度や加速度と関連することから，遊脚期に速い角速度で下肢を動かす
ことができれば，遊脚期膝屈曲角度が大きくなると考えられ，この両者に関連が認められたことが推察される。本研究の結果か
ら，変形性膝関節症患者の遊脚期膝屈曲角度にとって，下肢をできるだけ速く動かす能力に着目することの重要性が示された。
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変形性膝関節症患者の歩行における立脚初期での膝関節Stiffness に関連する
因子

久保田 良1），小栢 進也2），中條 雄太1），廣岡 英子3），金 光浩1），長谷 公隆1）
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2）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻，
3）関西医科大学リハビリテーション科

key words 変形性膝関節症・Stiffness・立脚初期

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（膝 OA）患者は患側膝関節の内反やゆるみの代償に Stiffness を高めて活動していると考えられる。

しかし，立脚初期の膝関節 Stiffness が運動機能や疼痛などのいずれと関連しているかを明らかにした研究報告は見当たらない。
本研究の目的は膝 OA 患者の歩行時の膝関節 Stiffness に関連する要素を明らかにすることである。

【方法】

対象は膝 OA 患者 18 名（年齢；73.2±8.0 歳，身長；155.6±9.5cm，体重；64.6±14.7kg）とした。被験者の体表に 18 点のマー
カーを張り付け，三次元動作分析システム（アニマ株式会社製，ローカス 3DMA�3000）を用いて関節角度を計測した。マーカー
の位置情報には 6Hz のローパスフィルターを適応した。三次元動作分析システムと同期されたフォースプレート（アニマ株式会
社製，設置型フォースプレート）を用いて床反力，関節モーメントを測定した。立脚期を 100%SP（Stance phase）として運動
学，運動力学的データを正規化した。荷重応答期に相当する患側立脚期の踵接地から 20%SP の区間において，膝関節の最大伸
展角度（A1）とそのタイミングでのモーメント（M1），最大屈曲角度（A2）とそのタイミグでのモーメント（M2）から（M
1�M2）/（A1�A2）の計算式で Stiffness を算出した。膝関節伸展筋力は筋力計（アニマ株式会社製，ミュータス F�1）を使用して
トルク体重比を算出した。快適歩行速度はシート式下肢荷重計（アニマ株式会社製，ウォーク WayMW�1000）を用いて計測し
た。疼痛は visual analog scale（VAS）で聴取した。

統計解析は Pearson の相関係数および，膝関節 Stiffness を従属変数，年齢，身長，体重，膝関節伸展筋力，膝関節伸展可動域，
快適歩行速度を説明変数としたステップワイズ重回帰分析を行った。

【結果】

膝関節 Stiffness と膝関節伸展筋力に有意な正の相関関係が認められた（p＜0.05，r=0.59）。年齢，身長，体重，膝関節伸展可動
域，快適歩行速度と膝関節 Stiffness に相関関係は認められなかった。重回帰分析の結果では，膝関節 Stiffness を説明する因子
として膝関節伸展筋力のみが挙げられた（p＞0.05，標準化係数 0.56）。

【結論】

本研究の結果より，荷重応答期における膝関節の Stiffness は膝関節伸展筋力と関連していることが明らかとなった。膝 OA 患者
は膝の Stiffness 高める代償パターンを用いると報告されているが，膝関節伸展筋力が荷重応答期の Stiffness を高めるために必
要な要素だと思われる。
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歩行立脚時の膝関節屈曲運動の減少は変形性膝関節症患者にいかなる影響を及
ぼすか

阿南 雅也1），徳田 一貫2），谷本 研二2），澤田 智紀2），木藤 伸宏3），新小田幸一4,5）
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3）広島国際大学総合リハビリテーション学部，4）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，
5）広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター

key words 変形性膝関節症・膝関節屈曲運動・サブグループ化

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，膝 OA）における歩行時の運動学的変化として double knee action の消失が挙げられ，歩行立脚時の膝
関節屈曲運動の減少は，病的な膝関節の状態を反映する指標であるとされている。また，歩行時の膝関節周囲筋の共同収縮が増
大することにより膝関節安定性を高めているが，正常な膝関節運動が阻害されるため，膝関節へのメカニカルストレスが増大
し，関節変性・破壊，疼痛増大，身体機能低下をもたらす可能性がある。そこで本研究は，膝 OA 患者を歩行立脚時の膝関節屈
曲運動の変化量の違いによってサブグループ化し，歩行立脚時の膝関節屈曲運動が減少した膝 OA 患者は，膝関節へのメカニカ
ルストレスが増大しているか，また疼痛，身体機能などに変化が生じているかを明らかにすることを目的として行った。

【方法】

被験者は膝 OA の診断を受けた女性 20 人（72.1±4.6 歳）であった。課題動作には被験者が快適と感じるスピードでの平地歩行
を採用し，10 回試行した。計測には，三次元動作解析装置および床反力計を使用して運動学・運動力学データを取得した。得ら
れたデータから，歩行スピード，初期接地から膝関節最大屈曲角度までの膝関節屈曲角度変化量，歩行立脚期の外部膝関節内転
モーメント（以下，KAM）積分値を算出した。また，膝外傷および変形性膝関節症アウトカムスコア（以下，KOOS）により，
症状，痛み，日常生活，スポーツおよびレクリエーション活動，生活の質の各下位尺度を評価した。膝関節屈曲角度変化量が 10̊
以上を正常群（9 名），10̊ 未満を減少群（11 名）と定義し，2 群に分類した。統計学的解析には統計ソフトウェア SPSS Ver.23.0
を用い，2 群間の比較には 2 標本 t 検定を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

身長，体重，年齢，KAM 積分値に群間の有意差を認めなかった。減少群は，正常群に比して歩行スピード（減少群：1.06±0.18
［m/s］，正常群：1.27±0.23［m/s］；p＜0.05），膝関節屈曲角度変化量（減少群：7.7±2.0［̊］，正常群：12.9±1.3［̊］；p＜0.05），
KOOS の症状（減少群：71.8±15.6［点］，正常群：91.6±8.3［点］；p＜0.05），痛み（減少群：72.5±17.5［点］，正常群：87.4
±14.0［点］；p＜0.05），日常生活（減少群：84.6±9.4［点］，正常群：93.7±8.2［点］；p＜0.05），スポーツおよびレクリエーショ
ン活動（減少群：57.2±26.2［点］，正常群：81.4±14.7［点］；p＜0.05）において有意差を認めた。

【結論】

本研究の結果から，膝関節屈曲角度変化量が減少した歩行は，膝関節へのメカニカルストレスに対応した動作戦略ではなく，症
状や痛み，身体機能に対応した動作戦略であることが明らかになった。膝 OA の理学療法では，歩行立脚期での罹患側下肢の膝
関節屈曲運動の再獲得の際に，症状や痛み，身体機能を考慮する必要があることが示唆された。
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変形性膝関節症患者における歩行時の自己身体認識能力の検討
バイオロジカルモーション課題を用いて
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key words 変形性膝関節症・歩行・運動イメージ

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（膝 OA）患者の歩行能力に関連する要因として，下肢筋力低下などが報告されている。一方で，膝 OA では足
部のメンタルローテーション（MR）課題における正答率の低下があり，自己身体をイメージすること，すなわち，自己身体認
識能力の低下が示唆されている（Stanton，2012）。しかし，MR は局所的な運動イメージを求める課題であり，歩行という複合
的な運動イメージを捉えることができない。そこで，本研究ではバイオロジカルモーション（BM）を用いることで，歩行時の
自己身体認識能力を評価できるのではないかと考えた。ヒトは身体の各関節に装着した光の点が動くことで，その運動の方向性
や意図などを読み取ることができる。この光点運動を BM と呼ぶ。本研究では，BM 判別課題を用いて膝 OA における歩行時の
自己身体認識能力について検討することを目的とした。

【方法】

対象は膝 OA と診断された患者 12 名（男性 5 名，女性 7 名，63.9±8.9 歳）と，年齢をマッチングさせた健常者 20 名（男性 1
名，女性 19 名，66.1±5.8 歳）である。なお，中枢神経疾患や認知機能低下を認める症例は除外した。認知機能の評価には Mini
Mental State Examination（MMSE）を使用した。基本属性として年齢，身長，体重，Body Mass Index（BMI）を聴取した。
自己身体認識能力の評価として BM 判別課題を用いた。自己の歩行映像を BM 映像へと変換し，自己の歩行映像を含む異なる
2 つの歩行映像をパソコンの画面上に同時並列に呈示した。そして，キーボードのボタンを使用して自己の歩行映像か否かを回
答させ，正答率と正反応時間を算出した。また，歩行能力として 10m 歩行時間を，歩行イメージ能力として 10m 歩行における
実際の歩行時間とイメージの歩行時間との差を測定する心的時間測定を評価した。統計解析は，対応のない t 検定，またはマン
ホイットニーの U 検定を使用し各変数の群間比較を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

BM 判別課題の正答率は，膝 OA（50.8±14.4％）が健常者（64.0±19.2％）と比較して有意に低値を示したが（p＜0.05），正反応
時間は膝 OA（5402.8±2632.4msec）と健常者（5552.9±3334.5msec）では有意差は認められなかった。また，10m 歩行時間は膝
OA（9.2±1.4sec）が健常者（7.7±1.1sec）に比べて有意に遅延を認めたが（p＜0.01），心的時間測定では膝 OA（1.4±2.1ec）と
健常者（2.2±1.7sec）に有意差は認められなかった。

【結論】

歩行能力では膝 OA は健常者と比較して低下を認めたが，心的時間測定では 2 群間に有意差は認められなかった。つまり，心的
時間誤差は歩行能力の差を反映していないと考えられる。しかし，BM 判別課題では膝 OA の正答率に健常者と比較して有意な
低下を認めた。これは膝 OA における歩行時の自己身体認識能力の低下を示唆するものと考えられ，膝 OA の歩行能力に関し
て，自己身体認識という認知的側面にも着目していく必要があると考える。
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歩行における膝関節可動範囲を用いた変形性膝関節症患者のサブグループ化と
関連因子の検討
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key words 歩行・膝関節・関節可動域

【はじめに，目的】

変形性膝関節症患者（以下，膝 OA）における歩行分析は臨床推論の過程において重要である。しかし，重症度を Kellgren�Law-
rence 分類（以下，K/L 分類）によって段階付けした研究は多く報告されているが，歩行分析の結果に基づき機能分類をした研
究は散見される程度である。そこで，本研究の目的は膝 OA 患者の歩行時における膝関節可動範囲を用いて，膝 OA 患者をサブ
グループ化し，グループ間での因子を検討することとした。

【方法】

対象は当院に手術目的にて入院した膝 OA 患者 46 名（70.3±8.2 歳，身長 155.1±0.1cm，体重 62.2±11.7kg）を対象とした。歩
行中の膝関節屈曲角度は三次元動作解析装置（Vicon Motion System 社，ViconMX）を用いて測定した。歩行条件は，裸足で自
由歩行速度とし，マーカーは 41 か所に貼付した。なお，立脚時間を 100% とした時間正規化を行い，計測した 5 歩行周期の中か
ら，任意に 3 歩行周期を抽出し，膝関節屈曲角度の平均値を算出した。膝関節の可動範囲は，1．初期接地の膝関節角度と立脚
期 1～30％ での最大屈曲時の差，2．立脚期 1～30％ での最大屈曲時と立脚期中の最大伸展時の差，3．立脚期中での最大伸展時
と最大屈曲時の差の 3 か所の角度変化量を求めた。コントロール群として，健常高齢者 50 名を対象とし，同様に歩行分析を行
い，3 ヵ所の可動範囲を求めた。そして，膝 OA 患者において，3 ヵ所ともコントロール群の可動範囲の平均±標準偏差から逸
脱した群を範囲外群，それ以外を範囲内群に分類した。そして，2 群間で術側下肢の他動的関節可動域，術側の等尺性筋力（膝
関節屈曲・伸展筋群，股間節屈曲・伸展筋群），年齢，身長，体重，疼痛（NRS）を比較した。2 群間の検定には X2検定と Mann�
Whitney の U 検定を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

範囲外群は 20 名（gradeII4 名，III1 名，IV15 名），範囲内群は 26 名（gradeII4 名，III7 名，IV14 名）であり，両群間で各 grade
の占める割合に差を認めなかった。範囲外群は全例コントロール群の可動範囲よりも低値を示し，有意差を認めた。2 群間の比
較では，範囲外群では，術側足関節背屈角度，体重が有意に低値を示し，年齢は有意に高く，運動時 NRS は有意に大きかった。

【結論】

歩行時の膝関節可動範囲によって分類したサブグループは，K/L 分類との関連を認めず，画像所見とは異なる特徴を反映したサ
ブグループである可能性が示された。
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肩こりに対する高電圧電気刺激法の効果
―治療前後の筋硬度変化の検討―

佐藤 圭汰1），小俣 純一1,2），遠藤 達矢1），三浦 拓也1），岩渕 真澄3），白土 修3），伊藤 俊一1,4）

1）福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科，
2）福島県立医科大学新医療系学部設置準備室，
3）福島県立医科大学会津医療センター整形外科・脊椎外科学講座，4）北海道千歳リハビリテーション学院

key words 肩こり・電気療法・超音波エラストグラフィー

【はじめに】

肩こりは平成 22 年および 25 年の厚生労働省国民生活基礎調査において，男女ともに高い有訴率で，改善が急務とされる病態の
一つである。その中でも，肩こり患者の僧帽筋の筋硬度は健常者と比較して有意に高値を示すという報告があり，理学療法介入
による改善が期待できる一つの因子である。

鎮痛効果を目的とした電気刺激療法は，一般的に経皮的神経電気刺激法（TENS）が用いられるが，今回は TENS と比較し皮膚
抵抗が少ない高電圧電気刺激法（HVS）に着目した。HVS は鎮痛効果に加え，筋ポンプ作用による血液循環増大効果を持つこ
とが報告されており，肩こり患者における僧帽筋の筋硬度を改善させる可能性がある。しかし，肩こり患者に対する HVS の効
果は検討されていない。そこで本研究の目的は，肩こり患者に対する HVS の即時的効果と筋硬度に対する介入の意義を検証す
ることである。

【対象と方法】

対象は同意を得た肩こりを有する成人女性 15 名（40.3±8.4 歳，155.4±2.6cm，58.7±10.5kg）。HVS は PHYSIO ACTIVE HV
（酒井医療社製）を用い，設定を周波数 50Hz・パルス持続時間 50μsec として，対象者が不快に感じない電流強度で 10 分間実施
した。筋硬度の測定は超音波画像診断装置 Aixplorer（SuperSonic Imagine 社製）を用いた。測定肢位は両上肢を体側につけた
腹臥位として，僧帽筋上部線維の筋硬度を測定した。筋硬度は HVS 前・直後・5 分後，疼痛（VAS）は HVS 前後に評価を実施
した。統計的解析は治療前後の筋硬度変化に多重比較法，治療前後の VAS に対応のある t 検定を用いた。有意水準は全て 5％
とした。

【結果】

僧帽筋の平均筋硬度は HVS 前 32.9±14.0kPa，直後 30.0±11.2 kPa，5 分後 23.8±6.6 kPa で，HVS 前・直後に比べて 5 分後に有
意な低下を示した（p＜0.05）。平均 VAS は HVS 前 52.6±22.8mm，HVS 後 31.8±21.3mm で，HVS 前に比べ HVS 後に有意な低
下を示した（p＜0.01）。また，筋硬度の改善が疼痛の改善に寄与した者 10 名（66.7％）で，筋硬度の改善が疼痛の改善に寄与し
ない者 2 名（13.3％）であった。

【結論】

結果から HVS は筋硬度を低下させる効果を有し，肩こり患者の疼痛を改善する方法のひとつとなり得ることが示された。疼痛
改善に用いる筋収縮後の弛緩期を利用した動的ストレッチは，血流改善による筋痛の緩和が報告されている。土井らは動的スト
レッチ効果の持続時間を検証し，血液量が増加し筋温が上昇していくことで筋硬度の低下，筋伸張性が向上すると述べ，介入前
に比べ直後，10 分後と有意に効果が向上することを報告した。今回，HVS により筋収縮が繰り返され，動的ストレッチと類似
した効果が得られたため，筋硬度の改善，疼痛改善につながったと考える。しかし，筋硬度の改善が疼痛の改善に寄与しない者
もみられた。肩こりの原因は多岐に渡るため，筋硬度に対するアプローチはあくまで肩こり患者の疼痛を改善させる方法の一つ
と考え，実施することが重要と考える。
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上腕骨近位端骨折術後における斜面台を用いた運動療法の試み

大場 瞬一，竹村 仁

臼杵市医師会立コスモス病院リハビリテーション部

key words 上腕骨近位端骨折術後・運動療法・斜面台

【はじめに】

近年，上腕骨近位端骨折に対する整復固定術後の改善例は報告されているが，理学療法について記載されている報告は少なく，
肩関節の解剖学や運動学に基づく運動療法の報告も見当たらない。そこで今回，上腕骨近位端骨折に対する整復固定術後の関節
可動域制限および筋力低下に対し，斜面台を用いた運動療法により，肩関節の機能が回復し，復職可能となった症例を経験した
ため報告する。

【症例紹介と経過】

68 歳，女性（職業：会社員）。平成 28 年 5 月，ゴルフ場でカートを動かしていた際に転倒し左肩を打撲。A 病院に受診し左上腕
骨近位端骨折（Neer 分類：大結節 2�part）と診断され当院入院。発症後 5 日に整復固定術施行し，翌日より理学療法開始となっ
た。

術後は関節可動域運動を他動運動から開始し，仮骨形成が認められた発症後 25 日に自動運動を開始し，漸増的に行った。発症
後 40 日で何とか日常生活が可能となったが，術前転位が大きい骨折だったため，術後の内反変形による偽関節や，肩峰と大結
節間でのインピンジメントを回避できず，関節可動域制限や疼痛が顕著に残存した。術後 3 ヶ月を抜釘予定とし，週 3 回の外来
リハに移行し，関節拘縮予防と筋力維持を目的に行った。発症後 116 日に抜釘術を施行後，斜面台を用いた運動療法を開始した。

【退院時の理学療法評価】

ROM：屈曲 85̊，外転 55̊，MMT：屈曲・伸展 3，外転 2，NRS：8/10，JOA スコア：49 点。

【斜面台による治療法】

斜面台に背臥位とし，斜面台の角度を徐々に上げていき，上肢を可能な限り挙上させる。健側と同程度に挙上位保持が可能な角
度を設定し，挙上した上肢を肩関節外転・外旋位とし，前腕回外・肘関節を軽度屈曲にて目的とする筋が遠心性収縮するように
10 秒程度かけて下制させる。これを 15 回程度健側と同程度の肩甲上腕リズムで行えるようになった時点で，斜面台の角度を増
していく。80̊ に達したら同様の練習を立位で行う。この方法で，本症例は斜面台 40̊ から開始でき，約 2 週間で 80̊ での上肢の
挙上が可能となり，その後は重錘バンドで漸増的に行った。

【治療終了後の理学療法評価】

ROM：屈曲 130̊，外転 110̊，MMT：屈曲・外転 4（その他 5），NRS：0/10，JOA スコア：87 点。発症後 147 日で終了し，復
職可能となった。

【考察】

今回，上腕骨近位端骨折に対する整復固定術後に顕著な関節可動域制限および筋力低下を伴い運動療法が難渋したが，抜釘によ
る疼痛軽減や，斜面台による段階的な運動療法により改善が図れた。肩関節の機能回復の利用としては，斜面台を使用して肩甲
骨の上方回旋筋や腱板筋群，三角筋に対しての挙上位での保持練習と遠心性収縮を中心に段階的に筋力練習を行ったことによ
るものと考える。

【理学療法学研究としての意義】

斜面台を用いた運動療法は，特別な技術や器具を必要とせず，どの施設においても利用可能なため，上腕骨近位端骨折に限らず
肩関節障害に有効な手段であると考える。
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坐面側方傾斜時の体幹側方傾斜・側方移動と肩甲帯の動きの関係

鈴木加奈子，塩島 直路

たちばな台病院リハビリテーション科

key words 坐面側方傾斜・体幹・肩甲帯

【はじめに，目的】

肩関節は胸郭上を浮遊する関節のため，体幹の機能の影響を受けやすい。また，肩関節は上肢運動に加え，姿勢制御としても機
能する場合がある。したがって，姿勢制御における体幹の動きが，肩甲帯の動きに影響を及ぼすことが考えられる。先行研究に
おいて，坐面側方傾斜時には，体幹側屈と肩甲帯の動きが生じることが示されている。この体幹と肩甲帯の動きには関連がある
ことが予測されるが，明らかではない。そこで本研究では，坐面側方傾斜時における体幹側方傾斜および側方移動と，肩甲帯の
動きの関係について検討した。

【方法】

対象は健常成人 15 名（男性 9 名，女性 6 名，年齢：27.5±5.2 歳）とした。測定肢位は左右に 10̊ ずつ傾斜する傾斜板上での自
然坐位（坐位），自動で最大まで坐面を右側へ傾斜した坐位（右傾斜位），同左側へ傾斜した坐位（左傾斜位）の 3 肢位とした。
測定肢位を後方よりデジタルカメラで撮影し，画像解析ソフト Scion Image を用いて，両側の肩甲帯傾斜角度（肩峰後角と肩甲
棘内側を結ぶ線と，垂線との角度），第 9 胸椎（Th9）高位側方傾斜角度（Th9 高位での任意の 2 点を結ぶ線と，水平線との角
度）を計測した。また，側方移動の指標として，第 7 頚椎（C7）棘突起と Th9 棘突起の x 座標を計測した。さらに，左右傾斜
位各々の値から坐位での値を減じて変化量を算出した。左右傾斜別に，Th9 高位側方傾斜角度および C7・Th9 側方移動量と，
両側肩甲帯傾斜角度の関係について，ピアソンの相関係数を算出し，検討した。なお，統計には JSTAT を用い，危険率 5％ 未
満を有意とした。

【結果】

右傾斜時における Th9 高位側方傾斜角度（0.3̊）と左肩甲帯傾斜角度（0.8̊）の間（r=0.69，p＜0.01），C7 側方移動量（10.4cm）
と左肩甲帯傾斜角度の間（r=0.53，p＜0.05）に有意な相関があり，Th9 高位の右側方傾斜と C7 の右側方移動が大きくなるほど，
左肩甲帯の上方傾斜が大きくなった。左傾斜時における Th9 高位側方傾斜角度（�0.9̊）と右肩甲帯傾斜角度（�0.5̊）の間（r=�
0.68，p＜0.01），C7 側方移動量（�12.0cm）と右肩甲帯傾斜角度の間（r=�0.58，p＜0.05）に有意な相関があり，Th9 高位の左側
方傾斜と C7 の左側方移動が大きくなるほど，右肩甲帯の上方傾斜が大きくなった。坐面傾斜側の肩甲帯傾斜角度と体幹の動き
に相関はなかった。

【結論】

左右ともに，坐面傾斜側への Th9 高位の側方傾斜，C7 の側方移動が大きくなるほど，対側肩甲帯の上方傾斜が大きくなること
が示された。これにより，体幹を大きく動かすことで対応した者では，姿勢制御としての対側肩甲帯の上方傾斜が多く生じるこ
とが考えられる。この対応が機能的に有利か不利かは言及できないが，肩甲帯上方傾斜位から上肢運動が行われる際には，肩甲
帯の動きに影響が生じることが予測される。坐面傾斜側肩甲帯と体幹の動きに相関はなく，肩関節に愁訴のない被験者では，両
者の動きの関係は多様であることが考えられる。
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P-MT-15-4

術後の神経障害性疼痛は不安・抑うつに関連するか

野口 梓1），畠 朋成1），山田真理子1），松野 正幹1），佐々木 学2）

1）医療法人医誠会医誠会病院リハビリテーション部，2）医療法人医誠会医誠会病院脊椎・脊髄センター

key words 神経障害性疼痛・不安・抑うつ・腰椎変性疾患

【はじめに，目的】腰椎変性疾患患者の術後に残存する疼痛は，理学療法の実施において阻害因子となりやすい。先行研究では，
疼痛と不安・抑うつは関連があると多数報告されている。実際の臨床上でも，腰椎変性疾患術後に疼痛が遷延している患者は，
不安・抑うつを呈することが多いと感じられる。疼痛の原因や遷延期間により治療介入が変化する為，それらを評価することは
理学療法の実施にあたり重要である。しかし先行研究で，術後の神経障害性疼痛と不安・抑うつの関連についての報告は見当た
らない。そこで今回，我々は術後の神経障害性疼痛と不安・抑うつの経時的変化の関連について調査を行った。

【方法】当院の脊椎・脊髄外科において，平成 27 年 3 月～平成 28 年 6 月に腰椎変性疾患に対して手術と理学療法を行い，術後
の疼痛が残存している 33 名を対象とした。糖尿病や末梢神経障害等神経障害を有する症例，関節リウマチ・変形性関節症など
疼痛を生じる既往がある症例，脊椎の再手術の症例，また精神疾患の既往がある症例については除外対象とした。術後 1 週間，
1 ヵ月，3 ヵ月に日本語版 The self�complete Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs pain score（以下 S�
LANSS）と Hospital Anxiety and Depression Scale（以下 HADS）で評価を行った。S�LANSS は神経障害性疼痛の尺度として
用い，高値になれば神経障害性疼痛の可能性が高くなる。10 点以上を痛みの原因が神経障害性疼痛であるとして評価した。
HADS は不安・抑うつの尺度として用い，点数が高値になれば不安・抑うつである可能性が高いとされている。また S�LANSS
と HADS，それぞれについて術後 1 週間，1 ヵ月，3 ヵ月に差があるのかを多重比較検定を用いて調査した。加えて，各時期の
不安・抑うつが神経障害性疼痛と関連しているのかを調べるために S�LANSS が 10 点以上を神経障害性疼痛群，9 点以下を非
神経障害性疼痛群とし，各時期の S�LANSS と HADS を t 検定を用いて調査した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】S�LANSS と HADS は共に術後 1 週間，1 ヵ月，3 ヵ月それぞれ有意な差はみられず，神経障害性疼痛と不安・抑うつの
経時的な変化は共に認めなかった。術後 1 週間（p=0.33），1 ヵ月（p=0.47）で S�LANSS と HADS の有意な関連はみられなかっ
た。しかし術後 3 ヵ月で有意な関連がみられ（p=0.002），神経障害性疼痛が遷延した患者に関しては不安・抑うつが高値を認め
た。

【結論】術後 1 週間，1 ヵ月では神経障害性疼痛と不安・抑うつに関連はみられなかったが，術後 3 ヵ月では関連がみられた。術
後の神経障害性疼痛が長期的に持続することにより，不安・抑うつが助長されるのではないかと考えられる。そのため退院後の
外来を継続し，身体機能面や患者の情動面に配慮した理学療法の介入が重要であると考えられる。しかし今回の解析でどちらが
原因となるのか，因果関係は明確にすることはできなかったため，今後調査を行い検討していきたい。
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過去 30年間に雑誌「理学療法学」に発表された運動器理学療法に関する研究論
文の計量書誌学的分析

日高 惠喜1），泉水 朝貴2），村上 雅仁2），小林 英司3），樋室 伸顕4）

1）あらき整形外科，2）つじもと整形外科，3）医療法人札幌山の上病院リハビリテーション部，
4）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座

key words 計量書誌学的研究・運動器理学療法・理学療法学

【はじめに，目的】

運動器理学療法は理学療法全体において知名度が高く，主要な分野である。運動器理学療法は理学療法全体の発展や整形外科手
術の進歩などによって，大幅な変化を遂げていると予想される。我々は理学療法の代表的な雑誌である「理学療法学」に掲載さ
れた運動器理学療法論文の計量書誌学的データが，運動器理学療法の傾向を示していると考える。本研究の目的は，過去 30
年間に雑誌「理学療法学」に発表された運動器理学療法に関する研究論文を計量書誌学的に分析し，その特徴を明らかにするこ
とである。

【方法】

CiNii のウェブサイトを用いて，過去 30 年間（1986 年�2015 年）に発表された運動器理学療法に関する論文を検索した。包含基
準は（1）原著論文，システマティックレビュー，症例報告，調査報告，（2）論文のための一次的データ収集をしていることと
し，除外基準は，（1）学会や研修会の発表をまとめた論文，（2）学会抄録とした。なお，日本理学療法士学会の研究助成成果報
告は，2006 年以前は研究論文の体裁で，それ以降は報告書である。よって 2006 年以前の論文は解析対象，それ以降は除外した。
先行研究を基にコード表を作成し，論文の特徴をコード化した。解析対象は，筆頭筆者の所属，研究デザイン，論文の目的，分
科学会・部門などであった。2 人の研究者が独立してコード化を行った。

【結果】

過去 30 年に発表された 1,111 本の論文中，運動器理学療法に関する論文は 151 本（13.6%）であった。筆者の所属の 78.1% は病
院所属であった。研究対象者のタイプにおいて，症状のある成人（84.1%）が最も多かった。研究デザインにおいて，分析的研
究が 81.5%，記述的研究が 18.5% であった。分析的研究は横断的研究（39%）が多く，続いて被験者内・被験者間研究（18.5%），
前方視的研究（15.9%）が多かった。論文の目的は，治療（29.8%）と解剖・生理学（25.2%）が多かった。治療介入のタイプは
ストレッチング・ROM ex.（15.2%），筋力トレーニング（14.6%）が多かった。分析的研究の年次推移において，1986 年�1995
年は被験者内・被験者間研究（39%）が最も多く，次いで横断的研究（36.5%）が多かったが，2006 年�2015 年では横断的研究

（48.6%）が最も多くなり，被験者内・被験者間研究（13.5%）は減少した。

【結論】

計量書誌学的分析を用いて，雑誌「理学療法学」の 30 年間の運動器理学療法に関する論文の特徴を明らかにした。その結果，
論文は「成人患者を対象」「分析的研究」「治療目的」「ストレッチングや筋力トレーニングによる治療」といった，運動器理学療法
の特徴を強く反映していた。運動器理学療法の主な研究デザインは時代と共に被験者内・被験者間から横断的研究に変化した。
本研究の限界は研究方法や報告の質，エビデンスレベルを検証していないこと，分科学会の分類を研究者の判断で行ったことで
ある。
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P-MT-16-1

徒手牽引が有する鎮痛効果および関連する個人要因の検証
信号検出理論・パス解析モデルを用いて

重藤 隼人1,2），大住 倫弘3），森岡 周1,3）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）ふじた医院リハビリテーション部，3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 徒手牽引・信号検出理論・パス解析

【はじめに】

徒手牽引は鎮痛を目的に臨床で用いられているが，鎮痛効果が牽引に特異的なものか，対象者のバイアスの影響を受けるのかは
明らかにされていない。本研究の目的は，信号検出理論を用いて，徒手牽引の鎮痛効果が徒手刺激に特異的なものかを鑑別する
ことである。また，個人要因と鎮痛効果の関連についても検討した。

【方法】

健常男性 20 名（28.4±6.4 歳）に対して，与えられる痛みが高強度なのか低強度なのかを判別する強度判別課題を徒手刺激前後
で実施し，判別結果から算出される Hit 率（高強度の痛みを高強度と回答する率），False alarm 率（低強度の痛みを高強度と回
答する率），感度（d`），バイアス（C）を算出した。そして，算出された値を徒手牽引前後で比較し，徒手牽引の効果を検証し
た。なお，本実験での痛み刺激にはニューロメーターを使用し，被験者は 2 種類の痛み刺激条件（1．Aδ 線維刺激，2．C 線維
刺激）で測定が実施された。課題は 250Hz（Aδ 線維），5Hz（C 線維）の周波数ごとに実施した。また，実験前には Big five
尺度，the Inclusion of Other in the Self scale を用いて性格特性ならびに他者との関係性を評価した。さらに徒手牽引中には治療
に対する期待，徒手牽引後に快の度合いを Verbal Rating Scale（VRS）を用いて評価した。徒手刺激前後の各パラメータの差を
Wilcoxon Signed�rank Test を用いて比較した。また，算出した各パラメータと個人要因の変数を用いて，測定項目間の関係性
をモデル化した後，それらのモデルの適合性をパス解析にて検証した。すべて有意水準は 5% とした。

【結果】

Aδ 線維刺激条件において，徒手牽引後の Hit 率が徒手牽引前よりも有意に減少した。つまり，徒手牽引は Aδ 線維由来の痛みに
対して鎮痛効果を有しているという結果が得られた。徒手牽引×Aδ 線維刺激の鎮痛効果についてのモデルを作成し，感度，バ
イアスに関連する因子を抽出した。Aδ 線維のモデルでは，感度から Hit 率（0.79），バイアスから Hit 率（�0.60），情緒不安定性
から感度（�0.48）へのパス係数に関して有意な関係を示した。以上の結果から，Hit 率にはバイアスよりも感度の変化が関与す
ることが示唆された。また，情緒不安定性が強いほど徒手牽引にて感度が低下しやすい傾向が示唆された。

【結論】

徒手牽引は Aδ 線維由来の痛みに対してバイアスよりも刺激由来の鎮痛効果の影響を受け，徒手牽引そのものによる影響と性格
特性の影響のどちらも受けることが示唆された。
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P-MT-16-2

良性発作性頭位めまい症を発症し 10日間歩行不可能となったが，徒手的治療に
て即時的に歩行可能となった症例

松村 将司

杏林大学保健学部理学療法学科

key words 良性発作性頭位めまい症・前庭・耳石置換法

【はじめに，目的】

良性発作性頭位めまい症（以下，BPPV）は，内耳の耳石器や半規管の障害で発症する疾患である。今回，めまい発症から 10
日間歩行不可能だったが，徒手的治療によって即時的にめまいが改善し，歩行可能となった症例を担当したので報告する。

【方法】

症例は 60 歳代男性である。現病歴は，10 日前に運転していたところ突然めまいが出現し，運転困難となり当院に救急搬送され
入院となった。その後，MRI，聴力検査など実施したが大きな問題はなく，投薬治療が実施された。しかし，移動は車椅子のみ
で歩行不可能であった。なお，理学療法の処方は入院 10 日後であり，診断名は BPPV であった。既往歴は，約 1 カ月前に追突
事故にあっていたが，現在は症状はなかった。主訴は，目の前が回り起き上がれない，右を向くとめまいがする，であった。動
作を観察すると，起き上がり時には頸椎を動かさないように，非常にゆっくりと真っ直ぐ起き上がっていた。

理学療法を始めるにあたり，BPPV に対する耳石置換法が未実施だったため，担当医と相談の上，実施の許可を得た。本症例は，
既往歴に追突事故があったため，最初に頸椎の Security test を実施したが，問題は認められなかった。次に，右を向くとめまい
がするとの訴えがあったため，水平半規管型 BPPV を疑い，Supine roll test を実施した。しかし，若干の気持ち悪さが誘発され
るのみであった。そのため，後半規管型 BPPV に対する Dix�Hallpike test を実施したところ，左のテスト時に著明な回旋性眼
振を数秒認め，同時にめまいが誘発された。これより左後半規管型 BPPV の可能性が示唆された。

【結果】

治療として後半規管に対する耳石置換法である Epley 法を左に対して実施した。1 セット実施した結果，眼振は消失し，めまい
も軽減された。そのため，引き続き 3 セット実施したところ，めまいはさらに軽減し，起き上がりがスムーズに行えるようにな
り，直後に軽介助から近位監視レベルでの歩行が可能となった。2 日目の再評価では，右を向いた際のめまいが残存していた。
Supine roll test でめまいが誘発されたため，水平半規管に対する Lempert roll 法を実施した結果，めまいは軽減した。3 日目に
は症状改善し独歩可能となっていたため，日常生活での注意事項などを指導し，翌日退院となった。

【結論】

本症例の場合，水平半規管様のめまいの訴えであったが，実際には後半規管に対するテストで陽性となった。これに対し Epley
法で即時的に眼振，めまいが改善し歩行可能となったが，翌日には再び水平半規管様の訴えがあった。BPPV では耳石置換法に
よる治療後，他の半規管に耳石が入り込むことがあり，また，水平・後半規管に耳石が存在する混合型もある。本症例も両者の
どちらかであった可能性があると考える。理学療法士が前庭の理学療法を理解をしていることで，今回のように事前に医師と相
談でき，適切な理学療法実施につながると考える。
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P-MT-16-3

寛骨傾斜介入による寛骨傾斜角の変化と足圧偏位の関係性の検討

手塚 武士1），成田 崇矢2），今井 厚3），小野田圭祐2），北原 悠貴4），宮尾 貴裕5），金岡 恒治3）

1）笹本整形外科，2）健康科学大学，3）早稲田大学スポーツ科学学術院，4）平成横浜病院，
5）柳原リハビリテーション病院

key words 仙腸関節・寛骨傾斜角・重心移動

【はじめに，目的】

腰痛の原因の 1 つに仙腸関節由来の腰痛があるが，その診断方法は確立されておらず，MRI，CT でも特異的な画像所見が得ら
れないため，見逃される例が多い。仙腸関節は，仙骨が両寛骨間を矢状面において回旋する前屈，後屈挙動を有している。先行
研究において寛骨の傾斜が重心動揺面積や重心位置に影響を与える事が報告されている。しかし，寛骨の傾斜と重心偏位の関係
性は明らかにされていない。寛骨傾斜の方向と重心偏位の関係性が明らかとなると，仙腸関節運動評価の一助になりうると考え
る。本研究は，寛骨を傾斜させる介入により寛骨傾斜角と重心（足圧）にどのような影響を与えるのか明らかにすることを目的
とした。

【方法】

対象は，健常男性 5 名（平均年齢 24.0±1.7 歳）とした。

重心は，重心動揺計グラビコーダ GR�31 を 2 つ使用し，各重心動揺計に片脚ずつ乗せた両脚立位にて，左右の足圧を測定した。
（重心動揺計は足圧中心を算出するため，重心を足圧と表記する）

寛骨傾斜誘導方法は，膝関節抵抗運動により生じる寛骨の代償運動を利用した。

寛骨前方傾斜（前傾）は，被検者を腹臥位とし，膝関節最大伸展位から 90 度まで屈曲する運動に対して徒手的抵抗運動を 10
回行わせた。寛骨後方傾斜（後傾）は，床に足底がつかない状態の端座位とし，膝関節 90 度から最大伸展位まで伸展する運動
に対して徒手的抵抗運動を 10 回行わせた。

プロトコールは，足圧測定，右側寛骨後傾誘導介入，足圧測定，左側寛骨前傾誘導介入，足圧測定の順で実施した。足圧測定時
に，上前腸骨棘，上後腸骨棘にマーカーを貼付け，矢状面から静止画撮影をした。静止画をもとに，画像解析ソフト imageJ
を用い，寛骨傾斜角を測定した。なお，寛骨傾斜角は，上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床への垂線がなす角とした。

寛骨誘導介入前後の寛骨傾斜，足圧偏移の変化量の比較を t 検定にて行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

寛骨傾斜角は，開始肢位の寛骨傾斜角を基準とし，正の変化を前傾，負の変化を後傾とした。左寛骨は前傾誘導介入により，92.65̊
から 95.11̊ と 2.46̊ 前傾し，有意差を認めた。右寛骨は後傾誘導介入により，95.09̊ から 93.91̊ と 1.18̊ 後傾したが，有意差を認
めなかった。

足圧は，開始肢位の足圧中心を基準とし，正の変化を前方偏位，負の変化を後方偏位とした。左寛骨前傾誘導介入後は，左足圧
が－2.42cm から－1.06cm と 1.36cm 前方偏移し，有意差を認めた。右寛骨後傾誘導介入後は，右足圧が－1.44cm から－1.6cm
と 0.16cm 後方偏移したが，有意差を認めなかった。

【結論】

今回，介入による寛骨前傾に伴い，同側の足圧は有意な前方偏位を認めた。しかし，介入による寛骨後傾の効果は認めず，この
場合，同側の足圧は偏位を認めなかった。この結果から，寛骨傾斜と足圧偏位には関係性があることが示唆された。そのため，
足圧偏位の方向が仙腸関節運動を捉える一つの指標になり得ると考えた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）【ポスター（運動器）P16】

P-MT-16-4

腰椎椎間関節の治療方法について
殿部と踵の距離で検証する

鳥井 正史

老人保健施設サンライズ

key words 腰椎椎間関節・殿部と踵の距離・見かけ上の下肢の長短

【はじめに，目的】見かけ上の下肢の長短によって，腰椎椎間関節（以下，腰椎）を上方もしくは下方に滑らせると殿部と踵の
距離（膝の屈曲）がどのように変化するのか比較検討した。追加研究として，片側の腰椎を治療後に反対側の腰椎をいずれに滑
らすかによって先行治療の効果を持続させる方法を検証した。

【方法】背臥位にて両側内果の位置を確認し，遠位の方を見かけ上長い下肢（以下，長い下肢）とし，近位にある方を見かけ上
短い下肢（以下，短い下肢）とした。老人保健施設サンライズに入所もしくは通所されていて，右が長い下肢の利用者 34 名と
左が長い下肢の利用者 26 名の計 60 名。平均年齢 84.1±7.5 歳であった。60 名 120 肢に対して，側臥位にて殿部と踵の距離（以
下，BHD）を計測した。120 肢中 9 肢は初めの測定で BHD が 0 であったので比較できないため除外した。長い下肢には腰椎

（L1�5）を下方に滑らせて BHD を計測し，その後に腰椎（L5�1）を上方に滑らせて BHD を計測した。短い下肢に対しても BHD
を計測し，腰椎（L5�1）を上方に滑らせて BHD を計測，その後に腰椎（L1�5）を下方に滑らせて BHD を計測した。追加研究
は治療効果が持続出来ているか検証した。右下肢が長い利用者 20 名，左下肢が長い利用者 20 名の計 40 名。平均年齢 82.5±9.4
歳であった。長い下肢の BHD を計測した後に，腰椎を上方に滑らせて BHD を計測，続いて反対側の短い下肢に対して腰椎を
下方に滑らせて BHD を計測，再度長い下肢を上にして BHD を計測し，効果が持続しているか検証した。右下肢が短い利用者
20 名と左下肢が短い利用者 20 名も，腰椎を下方に滑らせ反対側は上方に滑らせて効果を検証した。

【結果】長い下肢 56 肢中 50 肢は上方滑りの方が BHD の変化が多く，6 肢は変化がなかった。上方滑り 3.2±1.7，下方滑り 1.8
±1.2 であった。短い下肢 55 肢中 52 肢は下方滑りの方が変化が多く，3 肢は変化がなかった。上方滑り 1.4±1.0，下方滑り 3.2
±1.4 であった。なお医師の助言で以前，下肢長を実際に計測して同様の検証を行ったが，見かけ上の下肢の長短と同じ傾向が
見られた。追加研究の結果は，右下肢が長い 20 名の初回 BHD 平均値 11.7±7.0，上方滑り後 9.8±7.1，再測定値 9.4±6.8 であっ
た。左下肢が長い 20 名の初回 BHD 平均値 12.4±8.3，上方滑り後 10.0±8.8，再測定値 9.9±8.7 であった。右下肢が短い 20 名の
初回 BHD 平均値 11.6±2.3，下方滑り後 9.8±10.2，再測定値も下方滑り後と同値であった。左下肢が短い 20 名の初回 BHD 平均
値 12.9±8.0，下方滑り後 10.5±8.5，再測定値も同値であった。

【結論】長い下肢に対しては腰椎を上方に，短い下肢に対しては腰椎を下方に滑らせると BHD がより改善することが分かった。
短い下肢に対して腰椎を下方に滑らせ，反対側は腰椎を上方に滑らせると，先行治療の効果を持続させることが出来た。長い下
肢の腰椎は上方に滑らせ，反対側の腰椎は下方に滑らせると，先行治療の効果を持続させることが出来ると分かった。
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P-MT-16-5

慢性腰痛におけるAKA�博田法の即時効果
特異的腰痛と非特異的腰痛のどちらに有効か?

柴田 信行

介護老人保健施設やかた

key words 慢性腰痛・AKA・仙腸関節

【はじめに】

国民生活基礎調査によると，本邦における国民の有訴率は，男性では腰痛が第 1 位，女性では肩こりに次いで第 2 位と突出して
多く，腰痛人口，通院者率，日常生活への影響のある者率は高齢になるに従い増加傾向にある。しかし，医療機関を受診しても
腰痛が緩和した者は約 20％ と低く，働き盛りの離職者を生んでいる。また，65 歳以上の高齢者の外来受診率は，脊柱障害が高
血圧性疾患に次いで第 2 位と突出して多く ADL の水準を下げないための対策が求められている。

近年，関節運動学的アプローチ�博田法（以下 AKA）は急性腰痛に対して即効性のある技術として活用されているが，慢性腰痛
を分類して AKA の適応・有効率を検証した報告はない。

【方法】

平成 23 年から平成 28 年に当施設に来所した高齢者のうち，①現在から 1 ヶ月以内に症状が存在，②持続期間が 3 ヶ月以上，③
Vidual Analogue Scale（以下 VAS）が「2 以上」の腰痛患者 23 例（男性 9 例，女性 14 例），平均年齢 77.3±7.9 歳を対象とした。

AKA 施行前後の VAS を Wilcoxon の符号付き順位検定と対応のある t 検定を用いて比較した。また，特異的腰痛と非特異的腰
痛での AKA 施行前後の VAS を有意水準を 5％ 未満として，Mann�Whitney の U 検定を用いて比較した。

【結果】

AKA 施行後は，全例で VAS が低下し，82.6％（23 例中 19 例）は VAS が 0 になった。VAS の平均値は，AKA 施行前が 5.6
±1.8（特異的腰痛 5.9±1.5，非特異的腰痛 5.4±1.9 で，各群の値を比較した結果，有意差はなかった），施行後が 0.6±1.4（特異
的腰痛 1.40±1.9，非特異的腰痛 0.0±0.0 で，各群の値を比較した結果，有意差が認められた（p＜0.01））で，AKA 施行前後で
の VAS を比較した結果，有意差が認められた（p＜0.001）。

また，中等度以上（VAS=＞5）の腰痛例 18 例（特異的 9 例，非特異的 9 例）における VAS の平均値は，施行前が 6.3±1.3（特
異的腰痛 6.2±1.2，非特異的腰痛 6.3±1.4 で，有意差はなかった），施行後は，0.8±1.6（特異的腰痛 1.6±1.9，非特異的腰痛 0.0
±0.0 で，有意差が認められた（p＜0.05））で，AKA 施行前後での VAS を比較した結果，有意差が認められた（p＜0.001）。

なお，中等度以上の腰痛例において，AKA 施行後に「5 以上」VAS が低下した者の割合は，特異的腰痛で 55.6％（9 例中 5
例），非特異的腰痛で 100％（9 例中 9 例）と，非特異的腰痛が特異的腰痛の約 2 倍，高値であった。

【結論】

AKA は慢性腰痛においても有意に痛みを軽減させ，8 割の患者で痛みを消失させた。AKA の適応については，特異的腰痛に比
べ非特異的腰痛に有効（有効率 100％）で，中等度以上の腰痛での有効率は特異的腰痛の約 2 倍であった。

本研究では，慢性腰痛でも特に非特異的腰痛において AKA の高い有効性が示されたが，その理由は，非特異的腰痛は主に仙腸
関節の機能障害に由来する可逆性の痛みであるのに対し，特異的腰痛は脊椎の変性を基盤とした不可逆性の変化に起因する痛
みであるためと考えられた。
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P-MT-17-1

多職種による包括的なアプローチにより自宅退院可能となった多発性骨髄腫の
1例

中平 有1），高橋 雅人1），横田 一彦1），澤田 良子2），篠田 裕介3），芳賀 信彦3）

1）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）東京大学医学部附属病院整形外科，
3）東京大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学

key words 多発性骨髄腫・病的骨折・多職種連携

【はじめに，目的】

多発性骨髄腫は溶骨性変化による易骨折性を呈するため，日常生活動作（ADL）の際に病的骨折や麻痺などの発生に注意する必
要がある。また，化学療法・放射線療法など治療期間が長期に及ぶため，廃用症候群予防のために早期から運動療法を開始する
ことが望ましい。今回，多発性骨髄腫に対し化学療法と自家末梢血幹細胞移植を行い，生着後に自宅退院となった症例を約 1
年間に渡り担当した。長期の治療に伴う有害事象を最小限に抑えるために，化学療法開始前より理学療法士（PT）を含む多職
種で連携し，診療を行った症例について報告する。

【方法】

症例は 65 歳女性で，四肢・脊椎の溶骨性変化による骨痛により体動困難となり当院に入院し，入院後精査により多発性骨髄腫
と診断された。初回入院時の理学療法評価では，上下肢 MMT3 レベル，Barthel Index（BI）35 点であり，車椅子移乗困難であっ
た。四肢・脊椎に多発骨病変があり，易骨折性と疼痛のため荷重制限と疼痛コントロールが必要であったため，骨転移キャン
サーボード，緩和ケアチームが介入した。治療経過と理学療法評価から，多職種で包括的な目標設定を行い，理学療法プログラ
ムを立案・実施した。

【結果】

化学療法実施前は，車椅子移乗までという活動度制限の中で筋力トレーニング，有酸素運動，動作練習を中心に行い，身体機能
の改善，車椅子移乗自立を獲得した。化学療法実施中は，治療経過に応じて，骨転移キャンサーボード，緩和ケアチーム，病棟
スタッフの多職種でカンファレンスを行い，理学療法目標を設定し，荷重制限を両上下肢均等荷重→両下肢 2/3 部分荷重→全荷
重へと変更し，活動度を車椅子→両松葉杖歩行→両 T 字杖歩行獲得へと拡大した。化学療法，自家末梢血幹細胞移植に伴い骨髄
抑制，嘔気，食欲不振などの副作用が見られたが，PT の介入だけではなく病棟スタッフの促しで自主トレーニングを継続し，
身体機能の維持をはかった。多職種で連携したことで病的骨折や麻痺を予防しつつ ADL を拡大し，身体機能を維持・向上する
ことができた。治療終了後は，在宅調整のための転院を挟み自宅退院となった。当院退院時の理学療法評価は上下肢 MMT5
レベル，両 T 字杖歩行自立を獲得し BI は 100 点であった。

【結論】

溶骨性変化を呈する多発性骨髄腫の患者に対する理学療法では，病的骨折や麻痺を予防する必要がある。また長期に渡る治療経
過，治療に伴う有害事象の程度を把握し，廃用症候群の予防，QOL や ADL の拡大を目的とした理学療法が重要となる。多職種
での包括的なアプローチにより，より具体的な目標設定が可能となり，充実した理学療法プログラムの実施につながると考えら
れた。
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P-MT-17-2

乳がん多発骨転移の疼痛により活動性低下を生じた患者に運動療法を施行した
一症例

井上 良太1），石田由佳子2），城戸 顕2），田中 秀和1），北村 哲郎1），中村 卓3），小林 豊樹3），
堀川 博誠2）

1）奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係，
2）奈良県立医科大学附属病院リハビリテーション科，3）奈良県立医科大学附属病院乳腺外科

key words 多発骨転移・運動療法・疼痛

【はじめに，目的】

多発骨転移のがんのリハビリテーション（以下がんリハ）は病的骨折を起こすリスクがあるが，寝たきりや多くの合併症リスク
を予防することの方が重要と報告されている。今回，乳がんの多発骨転移患者において，病的骨折のリスクが高い患者に運動療
法を実施し，身体機能が改善した症例について報告する。

【方法】

症例は 60 代男性。当院にて X 年に右乳がんと診断された。精査の結果，骨盤，肋骨，胸椎に転移所見を認めた。抗癌剤治療を
中心に薬物療法を行っていたが，5 年後に腰椎の疼痛が増強し，オキシコンチン 60mg で疼痛コントロールされていたが困難と
なり，当院入院となった。MRI にて C2，C5�C7，T1，T8�T12，L1，L3 に骨転移増大を認め，Th11�L3 に 14 日間放射線治療
が施行された。がんリハ開始前に骨転移キャンサーボードでがんリハの目標を設定した。Spinal Instability Neoplastic Score は
16 点であり，脊柱の不安定性は強いが，Performance Status�3 で廃用が進んでいるため，筋力維持・強化を図ること，またトイ
レ移動の維持と腰部に負担の少ない移動手段の獲得を目標に進めることとなった。Barthel Index（以下 BI）は 80 点，減点項目
は移動と階段であり，移動は 20m 以上の独歩が困難，階段は医師の指示により非実施であった。筋力は徒手筋力測定器にて膝
伸展筋力を評価し，右 16.5kgf，左 15.0kgf であり，体重支持指数（以下 WBI）は右 29%。左 27% であった。TUG は 16.7 秒であっ
た。神経所見としては，感覚は左大腿にしびれを認め，運動麻痺はなく，Frankel 分類は D であった。安静時の疼痛は，放射線
治療後に入院前の投薬量と同量でコントロール可能となったが，独歩のときの腰痛は Visual Analogue Scale（以下 VAS）�90mm
であった。移動時の疼痛が強いことにより，運動することに否定的であった。活動性低下に対するリスクを説明し，また負担の
少ない ADL を指導することにより，行動変容を促した。その他のがんリハ実施内容は，下肢のレジスタンストレーニング，持
久力トレーニングとして自転車エルゴメーターを主に実施した。運動負荷のリスク管理としては，リハビリ前後に疼痛と神経所
見が増悪していないか確認した。

【結果】

放射線治療後にがんリハを開始し，14 日間実施した。膝伸展筋力は右 21.0kgf，左 19.5kgf，WBI では右 38%，左 35% に改善，
TUG は 14.1 秒に改善を認めた。移動による腰痛は両側 T 字杖歩行で VAS�60mm，固定式歩行器歩行では VAS�35mm であり，
独歩にくらべて疼痛は軽減した。BI は両側 T 字杖を使用することにより，45m 以上の移動が獲得されたため，90 点に改善した。
また，がんリハ介入前に比べて，セルフエクササイズを積極的に実施するなど行動の変化を認め，活動性向上を認めた。その後，
リハビリの継続および在宅での見取りに向けた環境整備目的に転院となった。

【結論】

多発骨転移のがんリハは病的骨折のリスクが高いが，骨転移キャンサーボードなどで事前に状態を確認し，運動負荷に注意して
実施することは身体機能改善に重要と思われた。
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P-MT-17-3

皮膚脆弱を伴う下腿切断患者に対し坐骨支持型免荷装具の使用を試みた一例

尾崎 圭一1），橋本 伸吾1），山口 健太1），千原 美紀1），川嶋 彩花2），三上 貴子2），
中川 和也1,3），進藤 篤史1），安田 考志2），村田 博昭1,3）

1）パナソニック健康保険組合松下記念病院リハビリテーション科，
2）パナソニック健康保険組合松下記念病院腎不全科，3）パナソニック健康保険組合松下記念病院整形外科

key words 下腿切断・皮膚脆弱・免荷装具

【はじめに】

坐骨支持型免荷装具は本来下肢骨折等の免荷装具として使用することが多い。今回，皮膚脆弱と低心機能を有する血液透析中の
下腿切断患者に対し，坐骨支持型免荷装具を作成し，屋内歩行が可能となった症例を経験したので報告する。

【方法】

症例は 50 歳代，男性。両下肢末梢動脈疾患により，X 年 4 月に左足部壊死が発生し，同年 5 月に他院で左下腿切断術を施行し
た。術後 1 週で当院に転院し，理学療法開始した。既往歴は X�9 年から血液透析を開始，心臓手術も数回実施し，X�1 年の心臓
超音波検査では LVEF20%，当院入院中には LVEF15% と低心機能を示した。切断前 ADL は屋外を車椅子，屋内を伝い歩きで
短距離のみ移動可能であった。理学療法開始時の評価は可動域制限なし，上下肢粗大筋力は MMT4 レベル，平行棒内での立ち
上がりは近位監視で可能だが上肢支持優位であった。転院直後は断端浮腫と脛腓骨断端の突出が強く，断端管理は soft dressing
を実施した。しかし，弾性包帯を装着した時点で脛骨粗面や断端末部に発赤が生じ，積極的な管理は困難であったため，フィル
ムドレッシング材を貼布し，皮膚障害の発生予防を図った。義足の作成は皮膚脆弱により創傷や断端骨の露出を生じる可能性が
高く，心機能面から実用的な歩行が獲得できるか不明瞭であったが，患者から「歩ける可能性があるなら義足を作りたい」とい
う強い希望があったため，坐骨支持型免荷装具で歩行を試みた。装具作成は断端と坐骨部の皮膚障害予防や歩行の安定性を向上
させるために装具重量と足部形態の検討を繰り返し行った。理学療法内容は上下肢筋力強化，荷重練習，歩行練習を中心とし，
非透析日は機器を用いた持続的全身運動を加えて実施した。

【結果】

粗大筋力に著明な変化は認めなかったが，基本動作や移乗は物的支持で自立，車椅子自走可能となった。断端部に皮膚障害は生
じず，浮腫軽減も認めた。装具作成は坐骨に荷重が集中するため，大腿や膝蓋腱での荷重分散も試みたが，歩行が不安定になり，
坐骨支持のみとした。坐骨荷重部はクッション材を使用したことで疼痛や皮膚障害は認めなかった。作成開始時は筋力や持久性
の低下が著しかったため装具の軽量化を重視したが，歩行練習を重ねた結果，動作効率の向上が図れ，歩行の安定性も向上した。
歩行は 4 点杖を用いて屋内歩行が可能となり，自宅退院となった。

【結論】

透析患者は創傷治癒が得られにくく，断端の状態によっては歩行を断念せざるを得ない可能性もある。しかし，坐骨支持型の装
具を使用すれば断端の接触が起こらないため創傷発生リスクは無くなる。皮膚脆弱というリスクを回避する場合には義足以外
にも坐骨支持型免荷装具を選択肢として使用するのも手段のひとつであると考える。
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P-MT-17-4

複合性局所疼痛症候群 TypeI に対して各神経ブロックと理学療法併用した 2症
例

大友 篤1,2），遠藤 雅之2），小野寺真哉2），坂上 尚穂1），伊達 久3）

1）仙台青葉学院短期大学，2）仙台ペインクリニック，3）仙台ペインクリニック麻酔科

key words 複合性局所疼痛症候群・理学療法・各神経ブロック

【はじめに，目的】

複合性局所疼痛症候群（以下 CRPS）は，アロディニア・痛覚過敏・浮腫・異常発汗・運動障害・萎縮性変化などの症状があり，
理学療法の施行を困難なものとする。今回，CRPS TypeI に対して，各神経ブロックと理学療法を併用により，痛みが軽減し，
身体機能が改善を呈した 2 症例を報告する。

【方法】

症例 1：19 歳女性，平成 X 年 10 月専門学校の体育祭で左膝を捻り受傷。その後痛み継続，他院で精査，治療するも増悪，平成
X+1 年 8 月に当院入院。主訴左下肢（左膝関節内側中心）の痛み。安静時痛あり。動作時増悪。左下肢知覚障害，アロディニア
あり。左下腿浮腫あり。膝関節制限あり，左下肢荷重不可，両松葉使用していた。

症例 2：28 歳女性，平成 X 年 4 月に右前十字靱帯，内側側副靱帯損傷。MRI 所見では靭帯損傷は軽度。他院で筋力強化を目的
とした理学療法を行ったが，痛みで運動が困難であった。症状悪化したため X 年 8 月当院受診。可動域制限なし，右膝関節内側・
膝中央に，安静時・アロディニア・荷重時・膝屈伸時に疼痛出現。大腿四頭筋・ハムストリングス筋力低下あり，独歩可能だが，
仕事の継続が困難であった。

【結果】

症例 1：入院初日持続硬膜外ブロック施行及び理学療法開始。理学療法は週 2 回行い，他の日は自主トレーニングとした。7
日目左膝関節可動域改善，左下肢部分荷重。14 日目左下肢全荷重可能，歩行時両松葉杖使用。17 日目持続硬膜外ブロック終了。
24 日目安静時痛・運動時痛なし，膝内側の圧痛あり階段昇降時痛みあるが，可動域改善・筋力向上・独歩可能にて退院に至っ
た。

症例 2：平成 X 年 8 月 22 日～平成 X+1 年 8 月 5 日の約 12 ヶ月の間に，週に 1～2 回程度，腰部硬膜外ブロックの前後に理学療
法を行った。平成 X 年 8 月 22 日，腰部硬膜外ブロックと理学療法を併用した治療開始。平成 X+1 年 4 月には痛みが軽減し，持
続歩行が可能となる。同年 6 月から介護職ではないが，社会福祉士の資格を生かした相談役として職場復帰に至った。

【結論】

CRPS の運動障害としては，患肢を自分の一部と感じない，患肢を動かす為に視覚的に注意を向けないと運動できないといった
認知機能異常や，心理学的要因などの症状もあり，様々な要因が混合しあい，痛みを複雑なものとしている。そのため，身体機
能の低下を招き，日常生活の制限をきたす。理学療法を施行する際，痛覚過敏・アロディニアまた，心理的要因が関与し，治療
に対して受動的になり，理学療法を困難にしている。各神経ブロック併用により，理学療法を促進するなどの，互いの相乗効果
により，痛みの軽減が図れたと考える。また，理学療法を施行する上では，CRPS 患者は痛みに対する訴えが強く心理的側面の
影響も強いため，理学療法を施行する際は，痛みだけでなくすべての訴えに耳をかたむけていく姿勢が必要になると考える。
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複合性局所疼痛症候群に対し脊髄刺激療法を施行した症例の治療経験
―Neglect�like syndrome に対する理学療法介入―

中野 正規，島原 範芳，赤松 和紀

道後温泉病院

key words 複合性局所疼痛症候群・脊髄刺激療法・無視様症候群

【はじめに】

近年，複合性局所疼痛症候群（complex regional pain syndrome：CRPS）に対する脊髄刺激療法（spinal cord stimulation：SCS）
が報告されている。今回，腰椎椎間板ヘルニアの術後痛により CRPS の診断を受け，SCS を実施した症例を担当した。理学療法
では疼痛に対する心理情動的側面の影響も大きいと推論され，治療介入に際しては，多角的な治療介入を試みた。本症への治療
経験に若干の知見を交えて報告する。

【症例紹介】

2009 年に腰椎椎間板ヘルニアの診断を受け，数回にわたる手術療法を施行。術後リハ目的にて入退院を繰り返す。2015 年，腰
椎固定術後に腰痛の改善を認めるが右足趾に強い疼痛が出現。外来リハビリを継続していたが 2016 年 2 月 CRPS の診断を受
け，SCS の施行が決定する。

外来リハ通院時の評価として疼痛強度は腰部 VAS23（安静時），69（動作時），右足趾 VAS100（安静時），測定不能（荷重時）。
日常生活動作能力ならびに機能障害評価として FIM122，PDAS41，ロコモ 25 57 点。心理情動面の評価として PCS44 点，HADS
31 点，TSK50 点，PSEQ15 点，GESE2 点。その他，EQ�5D 0.473 点であった。右下肢の機能的評価については右足関節自動背
屈可動域�25̊，筋力 MMT2，右下肢荷重率 15％，10m 歩行では両松葉杖歩行にて 73 秒であった。

【治療経過】

SCS 施行後 3 週目に再入院。入院時評価は，腰部 VAS28（安静時），62（動作時），右足趾 VAS72（安静時），61（荷重時），FIM
113，PDAS35，ロコモ 25 57 点，PCS38 点，HADS18 点，TSK37 点，PSEQ26 点，GESE3 点，EQ�5D 0.587 点と改善が見られ
た。右下肢の機能面においても右足関節自動背屈可動域 10̊ 筋力 MMT3，右下肢荷重率 26％ と機能面での改善が見られた。10
m 歩行では右膝装具着用にて両松葉杖歩行が 74 秒と著変なかったが術前には困難であった右足趾の接地が可能となっていた。
SCS 施行と術後介入の効果は限局的であり，また，治療中の患者の発言や行動などのエピソードから，患肢への無視様症候群

（neglect�like syndrome：NLS）を強く疑い評価を追加した。結果，運動無視（moter neglect：MN）225，認知無視（cognitive
neglect：CN）29 と運動無視が強く疑われた為，感覚評価を見直し身体図式などの評価も追加した。

【考察】

NLS は感覚機能の低下や認知の歪みによって生じるとされており，本症例は NLS が痛みに影響していると考えられ，患肢への
感覚入力を意識した介入を試みた。結果，患肢の荷重率と歩容の改善が見られた。現在，治療継続中の為，詳細は本学会にて報
告したい。
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P-MT-18-1

腰椎変性側弯症患者の歩行解析による脊柱運動の特徴と臨床症状との関連性

中村 遼1），浦川 将2），田中 信弘2），中西 一義2），藤田 直人2），桑原 渉1），浅枝 諒1），
出家 正隆3），安達 伸生2）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，
3）愛知医科大学医学部整形外科学講座

key words 腰椎変性側弯症・臨床症状・側屈角度変化量

【はじめに，目的】

腰椎変性側弯症（Degenerative Lumbar Scoliosis：DLS）は，加齢による椎間板変性を基盤に生じた Cobb 角 10̊ 以上の側弯変形
を腰椎部に有し，それに起因して腰痛や馬尾・神経根症状などの臨床症状を伴うものとして定義されている。DLS 患者の臨床症
状は静的アライメント異常が主な原因であり，歩行動作により増悪するとされている。そのため，静的アライメント異常が歩行
時脊柱運動に影響を及ぼし歩行機能の低下を引き起こす可能性がある。しかし，DLS 患者の詳細な歩行時脊柱運動と臨床症状や
静的アライメント異常との関連性について明らかにした研究はない。そこで本研究は，静的アライメントが歩行時脊柱運動に与
える影響および歩行時脊柱運動と臨床症状との関連性について明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当院を受診して DLS と診断され，本研究に同意の得られた 11 名を DLS 群とした。また下肢や脊椎に整形外科的疾患の
現病歴および既往歴のない健常高齢者 10 名を Control 群とした。使用機器は赤外線カメラ 16 台を用いた三次元動作解析装置
Vicon MX（Vicon Motion Systems 社，UK），床反力計（AMTI 社，USA）を使用した。マーカーは Plug�in�Gait モデル（Plug
in gait，ⓇPeak，Oxford，UK）を参考に全身の計 35 箇所に貼付し，胸椎と腰椎の座標系を作成するために追加で 7 箇所に貼付
した。課題動作は 10 m の快適速度歩行とし，計 5 試行測定した。解析区間は踵接地から次の同側の踵接地までの 1 歩行周期と
した。得られたマーカー座標は Vicon Workstation（Vicon Motion Systems 社，UK）と Vicon Bodybuilder（Vicon Motion Sys-
tems 社，UK）を用いて解析し，体幹・胸椎・腰椎の 1 歩行周期中における側屈角度変化量（側屈 ROM）を算出した。臨床症
状の評価には，主観的評価として Visual Analogue Scale（VAS）を用いて腰痛と下肢痛を評価した。また日本整形外科学会腰痛
疾患質問票（Japanese orthopedic association back pain evaluation questionnaire：JOABPEQ）による評価も実施した。静的ア
ライメントの評価には立位全脊柱レントゲン画像から Cobb 角，Sagittal Vertical Axis（SVA），Coronal Imbalance（CI）を計
測した。

【結果】

DLS 群は Control 群と比較して歩行時の体幹・腰椎側屈 ROM が有意に低値を示した。歩行時脊柱運動と臨床症状との関連性
において，腰椎側屈 ROM と腰痛 VAS との間に強い負の相関，体幹・腰椎側屈 ROM と JOABPEQ の疼痛関連障害・歩行機能
障害項目との間にそれぞれ強い正の相関がみられた。歩行時脊柱運動と静的アライメントとの関連性において，体幹側屈 ROM
と CI との間に強い負の相関がみられた。

【結論】

本研究の結果から，DLS 患者において CI や腰痛が増加するほど，歩行中の体幹・腰椎側屈 ROM が減少し，歩行機能が低下す
ることが示唆された。
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後期高齢女性における立位矢状面アライメントとバランス能力の関係

岸本 智也1,2），河村 顕治2），中嶋 正明2），森下 元賀2）

1）医療法人思誠会渡辺病院リハビリテーション料，2）吉備国際大学保健科学研究科

key words 後期高齢者・姿勢・バランス能力

【はじめに，目的】

加齢に伴う高齢者の特徴的な姿勢変化として，円背といわれる脊柱後彎姿勢が多くみられる。脊柱後彎の影響は骨盤を介して下
肢関節にも波及しており，バランス能力へも影響を及ぼすことが予測される。矢状面の下肢関節角度は簡便に評価が可能であ
り，バランス能力との関係を検討することで転倒リスクを考慮する際の一助となる可能性がある。

そこで，本研究では後期高齢女性における立位時の矢状面アライメントとバランス能力との関係について検討することを目的
とした。

【方法】

対象は山間部地域の病院に入院，あるいは通院している後期高齢女性 26 名（平均年齢 82.3±4.9 歳）とした。中枢疾患が既往に
ある者，動作時痛，著明な視力，前庭，感覚障害がある者，研究の趣旨理解が困難な者は除外した。

矢状面アライメント評価は静止立位にて行った。脊柱アライメントは Spinal Mouse（index 社製）を用いて骨盤前傾角度，胸椎
後弯角度，腰椎前弯角度，脊柱前傾角度を測定した。3 回測定を行い，その平均値を解析に採用した。下肢アライメントは利き
足側の上前腸骨棘，上後腸骨棘，大転子，膝関節中心，外果，第 5 中足骨頭にマーカーをつけ，デジタルカメラにて静止画を撮
影し，画像解析ソフト Image J Ver1.48 を用いて股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度，足関節背屈角度を測定し，実測値を解析に
採用した。静的バランス能力の評価にタンデム立位時間，動的バランス能力の評価に Timed Up ＆ Go test（以下 TUG とする）
を測定した。タンデム立位は前方肢を左右入れ替え，それぞれ 2 回ずつ測定を行い，最大保持時間を解析に採用した。TUG
は 2 回測定を行い，早い方を解析に採用した。

統計学的解析には SPSS Ver23 を用いて骨盤前傾角度，胸椎後弯角度，腰椎前弯角度，脊柱前傾角度，股関節屈曲角度，膝関節
屈曲角度，足関節背屈角度とタンデム立位時間，TUG との間の関係を Pearson の相関係数，および Spearman の順位相関係数
を用いて危険率 5% 未満を有意として検定を行った。

【結果】

腰椎前弯角度，脊柱前傾角度，股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度は TUG と有意な正の相関（それぞれ r=0.396，r=0.415，r=0.460，
r=0.370）を認めた。胸椎後弯角度，足関節背屈角度はタンデム立位時間と有意な正の相関（r=0.463，r=0.348）を認め，腰椎前
弯角度，股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度は有意な負の相関（r=�0.362，r=�0.357，r=�0.449）を認めた。

【結論】

腰椎前弯角度が減少，脊柱前傾角度，股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度が増加するほどバランス能力が低下する可能性があるこ
とが示唆された。

これらのことから，筋力増強などの高強度の運動によるバランス能力改善が困難な虚弱高齢者などに対して，立位アライメント
を修正することで転倒リスクの軽減が可能であると考える。また，転倒予防の面からも脊柱の生理的弯曲や下肢関節の伸展角度
を維持することで転倒リスクの軽減が可能であると考える。
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P-MT-18-3

脊椎矯正固定術術後患者における固定範囲が回復期リハビリテーション病院で
のADLの予後に及ぼす影響

川口俊太朗1），伊藤 貴史1,3），遠藤 敦士2）

1）苑田会リハビリテーション病院，2）竹の塚脳神経リハビリテーション病院，3）苑田第三病院

key words 脊椎疾患・固定術・ADL

【はじめに，目的】

近年，高齢化と医療の進歩に伴い，重篤な脊椎疾患に対して外科的治療の選択が増加している。当法人の急性期病院は，脊椎変
性疾患患者に対して腰椎椎体間固定術，椎弓切除術が施行されている。また脊椎の変形が著しい患者に対し，脊椎矯正固定術

（以下：固定術）を施行されることが多く，症例によって 3 椎間以上の多椎間固定術を施行している。しかし，固定術が必要と
される患者に関しては，術前から著明な歩行能力低下，運動機能障害，ADL の低下が見られることがあり，回復期リハビリテー
ション病院（以下：回リハ病院）に転院される患者も少なくない。また多椎間固定術を施行している患者は，過度な脊柱の可動
が禁忌動作となるため，ADL の獲得に時間を要し在宅復帰を困難にしていることがある。しかし固定術患者の固定範囲の違い
が回復期での運動機能や ADL への影響について明らかにされていないことが多い。そこで今回，回リハ病院に転院された固定
術術後患者の固定範囲が退院時 FIM に及ぼす影響について検討し，予後予測や治療方法の検討の一助とすることを目的とし
た。

【方法】

対象は，当法人の回リハ病院に入院された固定術術後患者 44 名（男性 16 名，女性 28 名，平均年齢 73.2 歳）とした。除外基準
は，脊椎以外に著明な合併症を有しているものとした。

調査項目は，固定範囲，退院時 FIM（細項目），FIM 利得，FIM 効率，転帰先，退院時歩行手段とした。

統計処理は，胸腰椎を跨いで固定術を行っているものを long 群，腰椎から下位の固定術を行なっている者を short 群とし，各郡
の差の比較を行った。分析には Mann�Whitney の U 検定で行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

有意差を認めた項目は，FIM 細項目の清拭（平均：short5.7 点，long3.7 点），下位更衣（平均：short5.7 点，long4.3 点），トイ
レ動作（平均：short6.5 点，long5.3 点），排便管理（平均：short6.9 点，long5.7 点），浴槽移乗（平均：short4.8 点，long3.9 点），
在院日数，FIM 効率となった。

【結論】

short 群と比較し long 群では，下位更衣・トイレ・入浴動作で有意差を認め，以下の項目で自立した動作獲得に難渋することが
示唆された。また long 群は有意に在院日数が長い結果となったが歩行では有意差は認められず脊椎の固定範囲が歩行の予後に
影響しないという結果となった。下位更衣・トイレ・入浴動作は，多椎間固定術による脊柱可動性の制限，固定椎体へ過度なス
トレス回避のために動作制限していることが影響していると考えられる。固定椎間数が増加すると隣接椎間関節障害のリスク
が高まると報告されていることから回リハ病院入院時の早期のうちから補助具の使用による代償的な動作指導を長期的に行
い，安全な動作方法の定着を促すことが非常に重要となると考えられる。
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P-MT-18-4

成人脊柱変形患者に対する後方矯正固定術が日常生活動作及び健康関連QOL
に及ぼす影響

近藤 亮1），永房 鉄之1），美津島 隆1），野嶋 治3），戸川 大輔2），大和 雄2），松山 幸弘2）

1）浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）浜松医科大学整形外科，
3）豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科

key words 成人脊柱変形・日常生活動作・健康関連QOL

【はじめに】

成人脊柱変形に対する脊椎固定術にて多くの愁訴は改善し健康関連 QOL は改善する。しかし，多椎間に行われた矯正固定術で
脊柱は柔軟性を失い，術後体幹屈曲を主とする日常生活動作（ADL）については困難を認める。そこで我々は，成人脊柱変形に
対する矯正固定術後の困難となり得る「動作困難感」について調査し，術後の爪切りやかがみ動作など前屈動作は術前より困難
であった。それらの「動作困難感」は，徐々に改善傾向を認めると報告したが，「している ADL」については明らかでない。

【目的】

成人脊柱変形患者に対する後方矯正固定術後の日常生活動作への影響を明らかにし，理学療法介入を探ること。

【方法】

対象は 2013 年 8 月から 2014 年 9 月に当院整形外科にて，手術予定の成人脊柱変形患者 47 名のうち測定が可能であった 30 名
（女性 28 名，男性 2 名，平均年齢 65.9 歳，身長 147.1cm，体重 48.9kg，BMI22.5kg/m2）とした。術後 6 ヶ月までは硬性コルセッ
ト，術後 12 ヶ月までは軟性コルセットを装着し，骨癒合が得られるまで過度な体幹前屈・回旋動作は制限している。評価項目
は ADL は Functional Independence Measure（FIM）の各運動項目の術前，退院時，術後 6 ヶ月，術後 12 ヶ月とし，健康関連
QOL は Oswestry Disability Index（ODI）と Scoliosis Research Society�22（SRS�22）の術前，術後 6 ヶ月，術後 12 ヶ月とした。
統計解析は FIM の各運動項目，ODI，SRS�22 の推移の検討には Wilcoxon の符号付き順位検定を用いて分析した。解析には
SPSS，Statistics21 を使用し，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

健康関連 QOL は術前と比べて術後 6 ヶ月，術後 12 ヶ月に有意な改善を認めた（ODI 40.2→30.1→27.7，SRS�22 は 2.5→3.4→3.3
（p＜0.01））。FIM 運動項目で，術前と比べて退院時，術後 6 ヶ月，術後 12 ヶ月に有意に低下を認めた項目は清拭（7.0→5.5→6.2
→6.6（p＜0.05）），更衣下衣（6.9→4.7→6.0→6.2（p＜0.001）），移乗浴槽（6.8→5.9→6.1→6.4（p＜0.05））であった。一方，術前
と比べて術後 6 ヶ月，術後 12 ヶ月に有意に改善を認めた項目は歩行（6.5→6.2→6.7→6.8（p＜0.05））であった。

【結論】

成人脊柱変形患者に対する矯正固定術にて健康関連 QOL や歩行は改善した。一方，清拭や更衣下衣などの前屈を伴う動作や，
浴槽へ沈み込んだり上がったりする浴槽動作は，術後 12 ヶ月においても低下していることが明らかとなった。術後 12 ヶ月以降
は，軟性コルセットを外した生活動作が可能となる為，今後更なる調査が必要である。骨癒合や体幹前屈動作の可否を医師と確
認しながら，経過時期に合わせた動作指導が必要である。
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P-MT-18-5

LSS の術式の違いが術前後の JOABPEQと運動機能の経時的変化に与える影
響

鈴木 惇也1），神谷 光広2），西浜かすり1），竹中 裕人1），伊藤 敦貴1），鈴木 達也1），横地 恵太1），
森 匡宏1），伴 留亜1），後藤 慎1），橋本 美紀1），宮地 庸祐1），古田 国大1），花村俊太朗1），花村 浩克1）

1）あさひ病院，2）愛知医科大学

key words 腰部脊柱管狭窄症・術式・QOL

【はじめに，目的】

腰部脊柱管狭窄症（Lumbar Spinal Stenosis 以下 LSS）の手術は棘突起縦割式除圧術（以下除圧）と，腰椎後方侵入椎体間固定
術（以下除圧固定）が行われている。LSS の術後評価には運動機能に加え，患者立脚型評価指標として，日本整形外科学会腰痛
評価質問票（JOABPEQ：JOA Back Pain Evaluation Questionnaire）が用いられ始めているが，術式によって術後回復の程度が
異なるか報告は少なく，さらに運動機能まで検討された報告はない。そこで本研究では LSS 術後の JOABPEQ や運動機能の経
時的変化が術式によって異なるか検討した。

【方法】

対象は 2013 年 11 月から 2016 年 3 月までに，LSS 手術を受けた 44 名（除圧固定群 20 名，68.4±8.2 歳，除圧群 24 名，66.3±10.3
歳）とした。測定時期は，術前，術後 6 ヶ月，12 ヶ月とした。主要評価項目である JOABPEQ は疼痛関連（疼痛），腰椎機能

（腰椎），歩行機能（歩行），社会生活（社会），心理的障害（心理）から構成される質問紙評価で，項目毎の点数を算出した。自
覚症状として腰痛・下肢痛・下肢しびれの VAS を聴取した。運動機能は，指床間距離（FFD），下肢伸展挙上角度（SLR），6
分間歩行距離（6MD），体幹屈曲・伸展筋力を計測した。統計解析は，群，測定時期を要因とした分割プロットデザインによる
分散分析を行った。なお，有意水準は 5％ とした。

【結果】

除圧固定群の JOABPEQ 点数は，術前（疼痛 45.6±34.2 点，腰椎 64.4±28.1 点，歩行 34.3±25.1 点，社会 40.8±25.9 点，心理 49.8
±18.9 点），術後 6 カ月（疼痛 43.0±37.1 点，腰椎 78.1±14.1 点，歩行 86.5±20.3 点，社会 76.0±20.4 点，心理 69.3±15.7 点），12
カ月（疼痛 44.4±39.0 点，腰椎 75.3±23.7 点，歩行 84.7±20.7 点，社会 77.6±17.2 点，心理 71.2±17.8 点）であった。除圧群は術
前（疼痛 64.2±31.5 点，腰椎 66.4±27.0 点，歩行 43.7±28.1 点，社会 46.0±25.6 点，心理 54.5±18.0 点），術後 6 カ月（疼痛 26.1
±35.0 点，腰椎 85.7±18.9 点，歩行 86.0±22.9 点，社会 80.9±20.8 点，心理 73.7±14.3 点），12 カ月（疼痛 29.2±33.6 点，腰椎 87.4
±19.2 点，歩行 87.8±19.7 点，社会 78.7±16.9 点，心理 72.0±12.4 点）であった。どの項目でも測定時期による主効果を認め，
術前に比べ 6 ヶ月，12 ヶ月で有意に改善したが，術式による主効果と交互作用は認めなかった。同様に腰痛・下肢痛・下肢しび
れの VAS，体幹伸展筋力，6MD，SLR も測定時期でのみ主効果を認め，術式に関わらず術前に比べ 6 ヶ月，12 ヶ月で有意に改
善した。

【結論】

LSS 患者において術式の違いは，術前後の JOABPEQ と運動機能の回復に影響しなかった。体幹筋力は術後リハビリテーション
非実施の場合，術式によって回復の程度が異なるとの報告がある。当院では術前運動指導に加え，術後理学療法や動作指導を
行っている。これらの介入が体幹筋力だけでなく，JOABPEQ や他の運動項目においても術式に関わらず，同程度の回復を示し
たことに関与した可能性が示唆される。
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P-MT-19-1

運動器不安定症を呈した精神障がい者に対する理学療法の有効性
個別療法と集団療法の効果と課題

関川 拓自，上村 沙希，蟇目 瀨里，田川 暁人，小岩大次郎

社会福祉法人黎明会南台病院

key words 精神障がい・運動器不安定症・理学療法

【はじめに】

精神障がい者においても高齢化が進んでおり，精神疾患を呈した当院の同法人内施設入所者も同様に，加齢や活動性低下によ
り，歩行や移動に支障をきたしている者が多くみられる。そこで今回，理学療法を実施した精神障がい者と DVD 体操を実施し
た精神障がい者，それぞれの結果を比較し，効果と課題を検討していく。

【方法】

対象は同法人内の施設に入所しており，平成 24 年 1 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日の期間（実施期間は平均 91.9 日間）におい
て運動器不安定症を呈し，当院にて週 2 日から 3 日間，40 分間の理学療法を実施した精神障がい者（以下，A 群）と，平成 28
年 6 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日の期間において運動器不安定症の範囲に入り，週 2 日 40 分間の DVD 体操を実施した精神
障がい者（以下，B 群）とした。A 群は 40 代から 70 代の平均年齢 64.6 歳であり，男性 2 名，女性 8 名の計 10 名であった。精
神疾患は統合失調症 9 名，薬物性精神病 1 名であった。B 群は 40 代から 80 代の平均年齢 65.5 歳であり，男性 6 名，女性 4 名の
計 10 名であった。精神疾患は統合失調症 9 名，精神発達遅滞 1 名であった。両群の運動機能の評価としては 10m 歩行，Timed
Up and Go test（以下，TUG），左右片脚起立を実施し，A 群の測定は理学療法開始時と終了時に実施し，B 群は DVD 体操開始
時と終了時に実施した。検定は対応のある t 検定を用いて行った。また，B 群では DVD 体操前と終了後にアンケートを実施し，
体操に対して期待することと体操終了後に変化したことを記入してもらった。

【結果】

A 群の 10m 歩行時間（19.437 秒→14.473 秒），TUG（17.389 秒→14.985 秒）は有意（p＜0.05）に短縮し，左右片脚起立時間（左：
5.851 秒→8.288 秒，右：3.766 秒→8.039 秒）は有意に延長した（p＜0.05）。一方，B 群は 10m 歩行時間（12.773 秒→11.164 秒），
TUG（15.56 秒→12.918 秒），左右片脚立位時間（左：4.012 秒→8.676 秒，右：7.372 秒→9.061 秒）であり，有意差はみられなかっ
た。一方，実施前アンケートでは「歩きやすくなりたい」が 3 名，「階段昇降を楽にしたい」「移動を楽にしたい」「腰や膝の痛み
を減らしたい」「外出の機会を増やしたい」「生活を楽しみたい」「特になし」が各 2 名であった。また，終了後アンケートでは「膝
や腰の痛みが減った」が 4 名，「特になし」が 3 名，「歩きやすくなった」「生活していて楽しくなった」が各 2 名，「階段昇降が
楽になった」が 1 名であった。

【結論】

A 群では評価結果から全ての項目で有意に改善が認められ，精神障がい者に対しても理学療法は効果があることが示唆された
が，B 群では数値上では若干の改善が認められたものの有意差はみられなかった。しかしアンケート上では ADL や QOL に改善
みられ，今後も継続してくことが重要であると考えられる。また，両群ともに依然として運動器不安定症の範囲内であることか
ら，今後理学療法内容の検討と DVD 体操の長期間実施の追跡調査を行う必要がある。
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P-MT-19-2

女性末期変形性股関節症患者の自己効力感に関する調査
―歩行に対する自信の程度と影響する因子―

都留 貴志，菊田 瑞樹，松本 浩希

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科

key words 変形性股関節症・歩行・自己効力感

【はじめに，目的】

歩行能力が高くても歩行に対する自信が低ければ，日常生活における身体活動量（以下，PA）は低いことが推察される。Ham-
mer らは，変形性股関節症（以下，股 OA）患者において，自己効力感が PA に影響することを示唆している。股 OA 患者にお
ける PA は，同年代の健常者より低いことが既に報告されているが，本邦における股 OA 患者の歩行に対する自信の程度や影響
因子について調査したものは，我々が渉猟する限りない。

本研究の目的は，女性末期股 OA 患者の歩行に対する自己効力感（以下，歩行 SE）の程度と影響する因子を明らかにすること
である。

【方法】

本研究は，2015 年 6 月～2016 年 10 月までに当院整形外科から初回手術目的に術前リハビリテーションの依頼にて，当科を受診
した女性末期股 OA 患者 109 例 109 股（平均年齢 68.0±9.3 歳）を対象とした横断的研究である。4 例が調査項目の不備，25
例が対側も含め既に人工股・膝関節全置換術のいずれかを行っており，19 例が対側も含め下肢・脊柱に骨関節疾患ならびに神
経疾患を有していたため対象より除外した。よって，61 例 61 股（平均年齢 67.1±9.8 歳）を本研究の解析対象とした。調査項目
は，年齢，BMI，JHEQ 下位項目（疼痛・動作・メンタル），10m 歩行速度（至適・最大），日本語版�改訂 Gait Efficacy Scale

（以下，mGES）とし，動作に関連する因子の股関節可動域（屈曲・外転・外旋及びその総和），股関節外転筋力（Nm/kg）も合
わせて調査した。そして，mGES を従属変数，各調査項目を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行い，歩行 SE
に影響する因子について検討した。ソフトウェアは StatViewJ 5.0（SAS）を使用し，統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

本研究の対象者における mGES は 45.8±19.7 点であり，重回帰分析の結果，歩行 SE に影響する因子として，JHEQ 下位項目の
動作（β=0.338）とメンタル（β=0.337）が抽出された（R2=0.23，p＜0.01）。

【結論】

本研究の結果から股 OA 患者の歩行 SE は，地域在住高齢者（平均年齢 73.5±5.7 歳）を対象とした先行研究の 80.2±20.7 点より
も低いことが明らかとなった。また，股 OA 患者の歩行 SE には動作面や精神面の低下が影響している可能性が示唆された。動
作面の低下は，家庭内外での活動が制限されている事を反映しており，精神面の低下は生活に対する不安や気分による外出制限
が示唆され，外出頻度の低下や生活空間の狭小化が自己効力感の低下に繋がったのではないかと考える。
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P-MT-19-3

当院における骨粗鬆症リエゾンサービスの現状

齊藤 有里，矢部 信明，宮下 崇，山本 和雅

福井赤十字病院

key words 骨粗鬆症・ロコモティブシンドローム・運動器不安定症

【はじめに，目的】

近年，骨粗鬆症学会を中心に骨粗鬆症リエゾンサービス（以下 OLS）に取り組む施設が増加している。当院では 2015 年 4 月よ
り医師，看護師，理学療法士，作業療法士で OLS を開始した。目的は再転倒・骨折の予防，体幹筋強化などを目的とした運動
療法の指導・習得である。今回は，OLS 開始時より約 1 年間の現状，問題点と対策について報告する。

【方法】

2015 年 4 月から 2016 年 6 月の期間中，当院で骨粗鬆症治療薬を投与されている患者の中で，外来にて OLS に同意の得られた患
者を対象とした。対象は 30 名で年齢 77±6.8 歳，男性 4 名，女性 26 名であった。主病名は椎体骨折 16 名，大腿骨頸部骨折 1
名，上腕骨骨折 3 名，前腕骨骨折 3 名，その他 6 名であった。FOSTA�5.2±1.4，YAM 値 70.7±12.7％ と骨密度が低く，ロコモ
25 は 31.5±26.5 点で要介護のリスクが高かった。

評価項目は形態測定とパフォーマンステストに加え，精神面や ADL 評価も行い，それに基づいてホームプログラムの指導を個
別で行った。頻度は平均月 1 回であり，平均 3 カ月ごとに再評価を行った。

【結果】

開始後自己中断となった患者は 13 名であった。3 名の患者は自宅での運動が可能となったため終了となった。継続できた 14
名中，自宅での運動が実施できたのは 8 名であった。それ以外の 6 名は外来時のみ運動を実施した。

自己中断群は 10m 歩行速度 9.8±3.1 秒，TUG12.2±2.6 秒と歩行能力は比較的良好であったが，バランス能力は片脚立位 9.5±
20.4 秒で運動器不安定症の基準を満たしており，2 ステップ値は 0.9±0.2 と年齢基準値を下回っていた。MMSE は 26.5±3.1 点と
認知症の進行に注意が必要であった。FIM は 119.3±13.4 点で移動項目や，移乗，入浴で介助が必要な患者が 36.3% であった。
自己中断した原因としては骨粗鬆症である自覚が乏しいこと，運動の必要性が理解不十分で無関心であること，公共交通機関の
利用が困難などの理由で通院時の交通手段がなく，家族の送迎が必要なことが挙げられた。対策として当院の OLS パンフレッ
トの作成，自宅での運動を記載するチェックシートの作成，定期的に身体機能や認知機能の評価を行いフィードバックを実行，
骨粗鬆症患者や地域の方に向けた骨粗鬆症に関する教室の計画，受診日と合わせたリハの実施を行った。

【結論】

先行研究より運動指導を繰り返し行い，1 年間の運動を継続したことで転倒は約半数，骨折は 3 分の 1 に軽減したとの報告があ
る。また，他の研究では運動介入により閉経後女性の骨密度維持・増加効果があると提唱している。このように，骨粗鬆症の治
療の中で運動は必要不可欠であり，老化による身体機能や認知機能の低下を減少させるためにも運動に対する意識改革が今後
も必要であると考える。また，身体機能や認知機能の個人差が大きく，運動療法は身体機能によって個別に処方される必要があ
る。その効果を判定し身体機能や認知機能の変化を追うと共に継続率の向上に努めたい。
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P-MT-19-4

意欲低下と心身機能との関係について
整形疾患患者を対象に

大野 博幹

特定医療法人清翠会牧リハビリテーション病院

key words 意欲・回復期・整形外科疾患

【はじめに，目的】

意欲は私たちが日常生活を過ごす中でよく使われる言葉であり，何か行動をする時には意欲を持ちながら取り組む事も多い。そ
の意欲は様々な分野で研究が行われており，医療分野では「現場スタッフの仕事に対する意欲向上」の研究が多々行われている。
しかし，患者の意欲と身体・認知機能を評価し分析した先行研究は多くはなされていない。

そこで今回，意欲と身体・認知機能との関係性を 2 つの評価項目を用いて客観的に評価分析した。

【方法】

対象は平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月までに入退院した整形疾患 8 名，性別は男性 6 名，女性 2 名であり年齢は 74.5 歳（±7.73）
であった。入院期間は 75.12 日（±13.11）であり，1 人当たりの評価回数は 3 回で，評価期間は入院時から退院時までとし，月
に 1 回評価を実施した。対象外は失語症・認知症（長谷川式簡易知能評価で 20 点以下）とした。

評価方法としては意欲の評価には「やる気スコア」を使い，身体・認知機能の評価には Functional Independence Measure（以
後 FIM）を使い評価した。

統計学的手法は Excel 統計の相関関係を示す PEARSON を用いて，各回のやる気スコアと FIM との相関関係を分析し，その相
関関係に有意差があるか確認する為，p 値を分析した。

【結果】

やる気スコアの 1 回目平均点は 8.37 点であり，2 回目平均点は 9 点と，1 回目平均点と 2 回目平均点を比較すると 0.63 点向上し
た。3 回目平均点は 10.25 点であり，2 回目平均点と 3 回目平均点を比較すると 0.75 点向上した。

FIM の 1 回目平均点は 99 点であり，2 回目平均点は 107.87 点であった。1 回目平均点と 2 回目平均点を比較すると 8.75 点向上
した。3 回目平均点は 114.25 点であり，2 回目平均点と 3 回目平均点を比較すると 6.38 点向上した。

各回のやる気スコアと FIM との相関関係を PEARSON を用いて分析した結果，1 回目は 0.561 と正の相関関係を示し，2 回目は
0.209 と弱いながらも正の相関を示した。3 回目も 0.371 と弱いながらも正の相関関係を示した。

次に各回の相関関係の有意差を分析した。1 回目は p＝.14，2 回目は p＝.61，3 回目は p=.72 と各回の相関関係は有意差が得られ
なかった。

【結論】

今回，意欲と FIM との関係を調査，分析したが相関関係に有意差が得られなかった。この様な結果に至った要因として，経過
と共に退院先が明確となり身体機能の事だけでなく，金銭的問題や家族関係等の社会的要因や入院日数等の影響があった可能
性があると考える。また，対象者が 8 名と少ない事も影響していると考える。
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P-MT-19-5

高位脛骨骨切り術後患者における患者教育ツール確立にむけて
～アンケートを用いた現状把握～

臼井 裕太1），平川 善之1），元尾 篤1），中島 真一1），水之江 彩1），煙山 侑璃1），石田 敦己1），
小川 貴恵1），原 道也2），藤原 明2），花田 弘文2）

1）福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）福岡リハビリテーション病院整形外科

key words 高位脛骨骨切り術・不安・患者教育

【はじめに，目的】

近年，全人工膝関節置換術（TKA）や全人工股関節置換術において機能的改善のみならず，術後痛の軽減や心理的安定性の向上
に患者教育の有用性が報告されている。しかしながら，高位脛骨骨切り術（HTO）における患者教育についての有用性を示した
報告は少ない。そこで，今回我々は HTO 術後患者の患者教育ツール確立に向けて心理的要素における現状把握を行うために術
前から 1 年後（抜釘時）までの不安，満足度をアンケートにて実施し，その経時的変化や主観的な意見も合わせて調査し検討す
ることを目的とした。

【方法】

2015 年 1 月～2016 年 8 月に当院にて HTO を施行し，データ収集をできた 32 例（男性 6 例，女性 26 例，平均年齢 63.8 歳）を
対象とした。術前（Pre），退院時（Ent），1 年後（PO1Y）にアンケートを配付し，情報を収集した。アンケートは，HTO 術後
の不安について自由記述と不安及び満足度の程度を Visual Analog Scale（VAS）にて回答を得た。不安の項目は生活，今後の治
療計画（治療），膝の経過（経過）とし，術後の満足度については Ent，PO1Y で調査した。統計学的処理は各項目の不安に関し
ては Pre，Ent，PO1Y を Steel�Dwass 法にて比較し，満足度に関しては退院時，1 年後を Welch の t 検定にて比較した。統計
学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

不安について（Pre，Ent，PO1Y），術後の満足度について（Ent，PO1Y）VAS の経時的変化の平均値を示す。生活：4.1→4.3
→1.8，治療：3.3→4.3→2.2，経過：4.0→4.7→2.6，満足度：7.4→7.7 であった。有意差があった項目は生活の Pre と PO1Y（p
＝0.04），Ent と PO1Y（p＝0.02）の項目であった。その他の項目では有意差はなかった。自由記述での代表的な不安を各項目に
ついて（Pre，Ent，PO1Y）記載する。生活（仕事 44%→痛み 57%→不安なし 75%），治療（痛み，筋力 100%→リハビリ 55%
→予後 40％），経過（仕事 66%→痛み 43％→不安なし 67%）であった。

【結論】

生活の不安において，不安の VAS が PO1Y に有意な減少が認められたが pre と Ent では変化がみられなかった。Ent 時には仕
事復帰や痛みに対する不安が自由記述されている。しかし，PO1Y にはこれらの不安は解消されており，このことは患者教育内
容に反映する必要があると思われた。治療や経過に関して Pre，Ent と比較し，PO1Y での不安の VAS の平均値は軽減したもの
の，各時期での有意差は認められなかった。Ent では「痛みがいつまで続くのか」「仕事はいつから復帰できるのか」といった意
見があり，入院中に多くの不安を解決出来ていない。平川らは TKA 術後患者においての術後リハの流れを示したビデオと担当
理学療法士の説明や質疑応答を行う患者教育を実施し，心理状態の安定性と術後痛の軽減に有用であると報告している。今後は
Pre，Ent に抱いていた治療や経過の不安に対して，ビデオやパンフレットなど具体的なツールを検討し，有用な患者教育を行っ
ていきたい。
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P-MT-20-1

梨状筋症候群における座位時殿部痛の発生要因の検討
―身体的・構造的要因との因果関係―

増田 一太1,2），西野 雄大1），野中 雄太1），山村 拓由1），河田 龍人1），笠野由布子3）

1）いえだ整形外科リハビリクリニック，2）立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構，
3）中部学院大学看護リハビリテーション学部理学療法学科

key words 梨状筋症候群・座位時殿部痛・殿部脂肪組織

【はじめに，目的】

梨状筋症候群（以下，PS）は，運動時や座位時に殿部痛を主体とする圧迫型神経障害である。PS の発症には，不良座位姿勢が
危険因子であることや鑑別試験である Pace テストは座位で実施するなど，PS と座位時痛の関係性は深い。若年者を対象とした
先行研究においても，座位時の梨状筋偏平化要因は殿部脂肪厚と比較的強いの正の相関（r=0.7，p=0.02）を認め，座位に伴う梨
状筋の偏平化の可能性が示された。しかし，脂肪組織のクッション機能が経年的に低下することが報告されているため，PS
の好発年齢である中年者においても先行研究の結果が必ずしも当てはまるとは言い難い。

そこで今回，PS 例を殿部痛の有無により分類し。殿部痛の発生要因を統計学的に検討したので報告する。

【方法】

対象は 2014 年 4 月より 2015 年 3 月までの間に，PS と診断され運動療法を終了した 50 名を対象とした。その内，座位時殿部痛
を有する群（以下，S 群）は 21 名（59.5±14.3 歳）と座位時殿部痛を有さない群（以下，N 群）29 名（67.3±11.9 歳）とした。

検討した項目は身長，体重，BMI，性差，殿部最大周径，殿部最大周径を ASIS 間距離で除し正規化した殿部係数，レントゲン
より計測した腰仙椎アライメント，腰椎前後角度とした。これらの検討項目から判別分析を行うために，性差にはカイ二乗検定，
その他の項目には対応のない t 検定を実施し検討項目を選別した。選別した項目に対しステップワイズ法による判別分析を用い
て疼痛要因を分析した。統計学的処理の有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

検討項目の選別において，年齢，体重，BMI，仙骨傾斜角，殿部最大周径，殿部係数に有意な差（p＜0.05）を認めた。これらの
項目に対し判別分析を実施した結果，BMI，殿部係数，年齢が座位時殿部痛の発生を判別するのに重要な因子であった。

【結論】

深部軟部組織は長時間座位に伴いより圧迫を受けやすいことや長時間の筋の圧迫による筋内圧上昇により脈管系を妨げ組織壊
死を生じさせる可能性を指摘する報告がある。これらより，深層に存在する梨状筋は，長時間座位に伴い圧迫ストレスを持続的
に受けやすく，また脈管系の阻害に伴い攣縮が生じやすい環境が存在するため，座位時殿部痛が継続的に生じる可能性が高い。

判別分析の結果より座位時殿部痛の発生要因は，BMI，殿部係数，年齢の順に座位時殿部痛の発生に強く関与していることが分
かった。S 群において，BMI，殿部係数の低値など殿部脂肪組織厚が薄い可能性を示す所見が得られた。これは先行研究の結果
の殿部脂肪組織厚と梨状筋の偏平化率との関係性を支持する結果であると考えることができる。また N 群に比較し高い年齢帯
であることは，経年的に脂肪組織のクッション機能が低下する報告とも整合性が得られる結果となった。

これらより殿部脂肪組織の薄さは，座位時殿部痛との関係が深く，治癒阻害因子となる可能性が示唆された。
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P-MT-20-2

腰痛の分類における初回暫定分類の見直しの必要性の調査

藤井 瞬，斉藤 潤，中野 元博

中野整形外科運動器リハビリテーションクリニック

key words Directional Preference・腰痛・分類

【はじめに，目的】

近年，腰痛を診断名ではなく運動の反応や対象者特性などで分類化した介入方法が多く見られる。その腰痛分類方法の一つが
Mechanical Diagnosis and Therapy（以下 MDT）であり，腰痛のセルフマネージメントに重きを置いた分類体系である。MDT
では主観的評価と客観的評価に基づいて運動方向を決定する Directional Preference（以下 DP）の発見が重要であり，セルフマ
ネージメントには必要不可欠な指標が存在する。DP の判断において，臨床上初回で発見できる群（以下 DP 群）と発見できな
い群（以下 No�DP 群）が存在する。しかし，No�DP 群において複数回評価を継続すると DP が明確になる場合が存在するとさ
れているが，実際どの程度 DP 群となるかの報告は見られない。そのため，初回評価で No�DP 群と判定された対象者はどの程
度 DP 群に変化するかを調査すること及び最終的な DP の有無及びその対象者特性を調査した。

【方法】

非特異的腰痛を呈する腰痛患者 68 名のうち，初回評価で No�DP と判断された 26 名を対象とした。初回評価は Cred.MDT を持
つ Dr.または PT が MDT 評価を実施し DP を確認した。また身体的要因および心理的要因の調査として初回評価時に Oswes-
try Disability Index（以下 ODI），Pain Self Efficacy Questionaire（以下 PSEQ），Tampa scale for kinesiophobia（TSK）を使用
した。最終判定として，DP 群と No�DP 群の各項目を両群間で比較検討した。統計解析は EZR の Mann�Whiteny の U 検定お
よび t 検定を用い有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

最終判定において DP 群 18 名，No�DP 群 8 名であり，69% が No�DP 群から DP 群に変化した。その変化までに要した評価回
数は平均 3.8 回であった。両群比較において，年齢は DP 群 57.4±11.1 歳，No�DP 群 52.6±15.4 歳，性別（男性）は DP 群 61.1％，
No�DP 群 13.0％，ODI は DP 群 29.1±19.1％，No�DP 群 は 25.9±6.5％，PSEQ は DP 群 30.6±13.2 点，No�DP 群 は 31.6±7.3
点，TSK は DP 群 42.3±4.9 点，No�DP 群は 42.4±5.1 点でありいずれも有意差は認められなかった。

【結論】

初回で No�DP と判定されても最終判定では 69% が DP を有することが今回の調査で明らかになった。これは Werneke M らの
DP 判定率に近いため先行研究に類似すると考えられる。また DP 群に変化するまでの評価回数は平均 3.8 回であった。この評価
回数に関しても，国際マッケンジー協会が発行しているマニュアルでは 3�5 回で判定することを推奨しているため妥当である
と考える。最終判定での DP 群，No�DP 群における初回対象者特性に有意な差が認められなかった。そのため，DP を予測する
因子に関してはさらなる調査が必要になると考えられる。
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P-MT-20-3

腰部筋持久力テストの再考
―脊柱変形のある高齢者への適切な評価法の検討―

神田 賢

新潟医療福祉大学

key words 腰部筋持久力テスト・腰椎前弯角度・脊椎変形

【はじめに，目的】現在，腰部筋持久力テストとして用いられている伊藤テストは，簡便であり，臨床現場等で幅広い対象者に
適用されている。先行研究においても，他の腰部筋持久力テストと比較して高い規準妥当性が示されている。しかし，高齢者の
中でも特に脊柱の変形が著明な方や痛みなどにより身体機能が低下している方にとっては，脊椎変形による弯曲の変化や可動
性の低下，痛みなどによる腰背部筋の機能低下などから，筋持久力評価テストとしての伊藤テストの実施が困難であることが
多々見受けられる。そこで本研究では，独自の腰部筋持久力テスト（以下，新テスト）を考案し，従来の伊藤テストと比較し，
各テストを行う対象者を明確にすることを目的とした。

【方法】対象者は，過去 1 年以内に腰痛症状のない健常な男女 13 名（男 8 名，女 5 名，平均年齢 20±3）とした。全対象者には，
研究内容の説明を行い，書面で研究への参加の同意をしてもらった上で実施した。同一の対象者に対して，新テストと伊藤テス
トをランダムに実施させ，その差を比較・検討した。測定を行う前に，それぞれのテスト肢位の教育及び練習を行い，適切な肢
位でのテストが行えることを確認した。腰背部持久力時間の測定は，疲労を考慮し期日を変えて行い，各テストの持久力時間を
それぞれ測定した。測定時間は，胸骨部位がベッドから離床してからまた再び着床するまでとし，測定中は体幹の角度をベッド
から 15 度の位置に保持させた。脊柱アライメントは，脊柱計測分析器 Spinal Mouse を用いて測定を行った。各テストの実施肢
位にて，それぞれ腰椎前弯角度，胸椎伸展角度，仙骨角度を測定した。腰背部筋は，超音波診断装置を用いて多裂筋及び最長筋
の筋厚の測定を行った。第 5 腰椎棘突起部位にて，各テスト実施前の安静時及び実施の際の筋収縮時の筋厚をそれぞれ測定し，
その差を比較した。

【結果】腰背部持久力時間においては，新テストが伊藤テストと比較して有意に長かった。腰椎前弯角度及び仙骨傾斜角度に関
しては，新テストが伊藤テストと比較して有意に小さく，胸椎後弯角度に関しては新テストが有意に大きかった。さらに，多裂
筋及び最長筋の筋厚の差においても，新テストが伊藤テストと比較して有意に小さかった。

【結論】結果より，新テストは伊藤テストより腰椎の前弯角度や多裂筋・最長筋の収縮の軽減した状態での施行が可能である事
が示唆された。従って，高齢者，中でも特に脊椎変形が著明な方や痛みなどにより身体機能が低下している方においての筋持久
力評価テストとして，より適切に施行可能であると考える。また新テスト施行時の脊椎弯曲角度の変化が，伊藤テスト施行時と
比較して少ない事から，より腰椎への負担を抑えての施行が可能であり，この点においても適切に筋持久力評価テストの施行が
可能と思われる。
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P-MT-20-4

パーキンソン病の固縮により両側尖足拘縮を呈し，手術療法を行った症例

岡本 辰二，曽根 典法，堀口 遥

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

key words パーキンソン病・尖足拘縮・手術療法

【はじめに，目的】

近年，尖足に対しては薬物療法の報告は多い。一方，外科的治療は，薬物療法で変化が得られない患者に対し，最終的に選択さ
れる治療法とされる。しかし，われわれの調べた中では外科的治療の詳細な報告は無く，具体的な経過が不明である。今回，わ
れわれはパーキンソン病により著明な両側尖足拘縮を呈し，手術療法を行い，介助歩行を獲得した症例を経験したので報告す
る。

【方法】

70 代女性，パーキンソン病，意識清明，両上肢は大きな障害がなく，両足部に著明な内反尖足を呈した。ヤール分類 I 度（上肢
の振戦－）。2014 年末までは杖歩行可。この頃より，両側足関節変形が出現し，徐々に進行。2015 年 X－5 ヶ月，外来リハビリ
開始。左側重度の内反尖足，MMT は足関節 2，その他下肢筋力 4～5，動作能力として寝返り・起き上がりは一部介助，立ち上
がり・立位は全介助，B.I は 15 点。補高をした両側金属支柱付き短下肢装具を制作し，平行棒内歩行練習を開始。しかし，左足
関節の荷重時痛が生じため，右下肢支持が中心の起立・移乗練習を進めた。その結果，平行棒内介助歩行レベルとなったが，両
側足部の変形に改善は見られなかったため，同年 X 月左足関節形成術，X+1 ヶ月右アキレス腱延長術を二期的に施行し理学療
法を行った。

【結果】

X+2 週：ギプスヒールを用いて部分荷重開始。X+4 週：平行棒内歩行練習開始。X+1 ヶ月：術翌日より両側ギプスにて全荷重
開始。X+1 ヶ月 2 週：両側金属支柱付き AFO 装着下にてピックアップウォーカー使用し，見守りレベル。X+13 ヶ月：左 ROM
背屈�5̊，MMT：著変なし，動作能力：寝返り・起き上がりは自立，立ち上がり・立位は見守りレベル，歩行は T 字杖見守りに
て約 60m。自宅はピックアップウォーカーを使用。B.I：55 点

【結論】

本症例は両側の著明な内反尖足により，立位をとれず，廃用をきたしていた。それに対して，装具を用いて積極的な理学療法を
進めた。その結果，5 ヶ月後には移乗動作までが可能となった。しかし，左下肢の支持性が問題となった。高橋らの報告による
と，薬物療法や運動療法では効果が得られないようなパーキンソン病の二次的障害に対しては手術療法が効果的な場合もある，
と述べている。本症例においても両側の手術療法を行った結果，両下肢とも支持性が改善し，歩行の獲得につながったと考える。
歩行獲得できた他の要因としては，ヤール分類 I，良好な認知機能，また足関節以外の機能が高く意欲もあった。手術までの 5 ヶ
月間リハビリを行い，廃用の改善と下肢機能の回復を図ったこと，また変形の進行からリハビリ開始までの期間が 3 ヶ月と比較
的短かったことが考えられる。

【理学療法領域における意義】

パーキンソン病による両足部の変形に対する手術療法の症例報告は極めて稀である。今後，同様の症例に対して役立つのではな
いかと考える。
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P-MT-20-5

Pilon 骨折術後に脛骨前面中央部で歩行時痛を訴えた症例に対し後足部アライ
メント修正が効果的であった一例

千田 佑太，小野寺智亮，梅田健太郎，荒木浩二郎，菅原 亮太，谷口 達也

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

key words Pilon骨折・アライメント・足底挿板療法

【はじめに，目的】

Pilon 骨折は高エネルギー外傷で生じる関節内骨折であり，受傷外力や手術侵襲に伴う軟部組織損傷により足関節 ROM 制限が
問題となりやすい。そのため足関節周囲での愁訴を訴える症例を多く経験するが，本症例は独歩開始後に脛骨前面中央部で歩行
時痛が出現した一例である。今回，足底挿板療法により後足部アライメントを修正することで歩行時痛の改善が得られたため報
告する。

【方法】

30 代後半，男性，落馬により左開放性 Pilon 骨折（AO 分類 43�C3.2，Gustilo 分類 typeIIIA）を受傷した。受傷当日に創外固定
術，受傷 26 日後に最終手術が施行され脛骨，腓骨を plate で固定された。最終手術後より足関節自他動 ROM 運動が許可された。
最終術後 4 週より 1/3 部分荷重が開始となりその後は段階的に荷重量を漸増し 7 週より全荷重開始となった。12 週で自宅退院
となり以後外来にて週 2 回の頻度で理学療法が継続された。術後 3 ヵ月評価にて足関節 ROM（自動/他動）：背屈 0̊/5̊ 底屈 40̊/
45̊ 回内 0̊ 回外 20̊，足関節 MMT：下腿三頭筋 2+，腓骨筋 3，歩行時は脛骨前面中央部に骨が捻じれるような痛み（VAS：61
mm）があり，圧痛や運動時痛は認めなかった。アライメントは左立脚時に膝関節外反，下腿外旋，後足部回外，内側縦アーチ
の増大，内側ホイップを認めた。

【結果】

理学療法は踵骨の直立化と下腿の内旋誘導を目的に外側ヒールウェッジ，内側縦アーチパットを挿入し，足底挿板による後足部
アライメントの修正を行なった。また，後方組織の柔軟性改善を目的に足趾，足関節自他動 ROM 運動や腓骨筋を中心とした足
関節周囲筋の筋力トレーニングを実施した。術後 6 カ月評価にて足関節 ROM（自動/他動）：背屈 5̊/10̊ 底屈 45̊/50̊ 回内 0̊ 回外
20̊，足関節 MMT：下腿三頭筋 3，腓骨筋 4，脛骨前面中央部での歩行時痛は消失し，歩行時のアライメントは改善傾向である。

【結論】

本症例は後足部回外，膝関節外反アライメントによって脛骨前面中央部に捻じれのストレスがかかり疼痛が生じていたと考え
る。仲宿らはシンスプリントを歩行時における後足部のアライメントによって回内タイプと回外タイプに分類している。回外タ
イプは回外接地に伴う下腿の外旋と膝を含めた脛骨上部の内旋が生じることで脛骨中央部に捻じれのストレスが集中し骨性の
疼痛が誘発されると推察している。本症例も同様の機序により脛骨前面中央部に疼痛が生じていた可能性がある。Pilon 骨折術
後のように足関節 ROM 制限に伴うアライメント不良によって歩行時痛を認める症例には足底挿板療法によりアライメントを
修正することが重要と考える。
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P-MT-21-1

人工股関節置換術後の股関節外転筋力の回復は脚延長量および術前の股関節周
囲筋の筋萎縮と関連する

南角 学1），細江 拓也1），池口 良輔1,2），後藤 公志2），黒田 隆2），松田 秀一1,2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部整形外科

key words 人工股関節置換術・股関節外転筋力・術前機能

【はじめに，目的】人工股関節置換術（以下，THA）術後における中殿筋を中心とした股関節外転筋の機能は歩行能力と関連す
ることから，術後の股関節外転筋の機能に対する評価や介入は重要である。THA 術後のリハビリテーションにおいて，効率的
に股関節外転筋の機能向上に取り組むためには，術後の股関節外転筋の機能回復に関わる因子を明確にする必要がある。しか
し，THA 術後の股関節外転筋の機能回復に関わる因子を詳細に検討した報告は少なく，不明な点が多い。そこで，本研究の目
的は， THA 術後 6 ヶ月における股関節外転筋力の回復に関わる因子を術前の機能ならびに手術情報から検討することとした。

【方法】片側の変形性股関節症の診断により THA を施行された 73 名を対象とした。当院整形外科医の処方により撮影された股
関節正面の X 線画像から術前の Central�edge angle（以下，CE 角）と術後の脚延長量，CT 画像から術前の股関節周囲筋の筋
断面積を算出した。股関節周囲筋の筋断面積の測定は，仙腸関節最下端での水平断における画像を採用し，画像解析ソフト（Ter-
aRecon 社製）を用いた。対象は梨状筋，中殿筋，大殿筋とし，得られた筋断面積から患健比×100％ を算出した。さらに，術後
6 ヶ月の股関節外転筋を徒手筋力計にて測定し，術側の筋力が健側以上であった群（以下，A 群）と健側未満であった群（以下，
B 群）の 2 群に分けた。統計には対応のない t 検定とロジスティック重回帰分析を用いた。

【結果】両群の割合は A 群 21 名（28.8％），B 群 52 名（71.2％）であり，約 7 割の症例が術後 6 ヶ月の股関節外転筋力は健側の
値まで回復しなかった。年齢，BMI，性別は両群間で有意差を認めなかった。脚延長量は A 群 8.1±4.5mm，B 群 18.2±7.6mm
であり，B 群が A 群よりも有意に高い値を示した。CE 角は A 群 24.0±7.2̊，B 群 16.0±6.7̊ であり，B 群が A 群よりも有意に低
い値を示した。また，股関節周囲筋の筋断面積については，B 群（梨状筋 63.8±12.3％，中殿筋 67.2±10.9％，大殿筋 74.1±12.3％）
が A 群（梨状筋 86.9±7.5％，中殿筋 88.6±5.5％，大殿筋 80.9±9.9％）と比較してすべての筋で有意に低い値を示した。さらに，
ロジスティック重回帰分析の結果，術後 6 ヶ月の股関節外転筋力の回復に関連する因子として，脚延長量と術前の梨状筋，中殿
筋，大殿筋の筋断面積が有意な項目として選択された。

【結論】臨床場面では，THA 術後における股関節外転筋力の回復状況の客観的な評価として，健側の値を指標とすることがある。
本研究の結果より，手術による脚延長量が大きく，術前に梨状筋，中殿筋，大殿筋の筋萎縮が進行している症例では，THA
術後の股関節外転筋が健側まで回復しないことが明らかとなった。THA 術後の股関節外転筋の機能回復を効率的に図っていく
ためには，これらの結果を考慮した上で術後のトレーニング内容を決定していく必要性があると考えられた。
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人工股関節術前後での脊柱アライメント変化と腸腰筋のMRI 筋断面積との関係

住田 尚史

名古屋整形外科人工関節クリニック

key words 人工股関節・脊柱アライメント・腸腰筋

【はじめに，目的】

変形性股関節症（以下，OA）は，Hip�Spine 症候群で提唱されているように，脊柱と密接な関係があり，臼蓋形成不全由来の
OA では骨盤過前彎が原因で腰痛が高い確率で合併していると報告されている。一方で，人工股関節置換術（以下 THA）の術
後は骨盤が後傾する傾向があり，THA 後，股関節痛，股関節屈曲拘縮は改善することで腰椎前彎由来の腰痛が軽減すると報告
されている。当院先行研究にて THA 術後にて腸腰筋の MRI での前額面上での筋断面積が増加することを報告したが，アライメ
ントへの影響は考察されていない。そのため，本研究において THA 術後の矢状面上でのアライメント変化による筋断面積と腰
痛との改善程度の違いについて検討した。

【方法】

対象は，当院において THA を左右別々に両側施行した両側変形性股関節患者で 23 例とした。対象は女性 21 名，男性 2 名，平
均年齢 53.69±5.5 歳，身長は 158.0±7.1cm，体重は 60.8±11.9kg であった。MRI 撮影は初回 THA 術前時と反対側 THA 術前時
に行い，筋断面積の測定位置は第 4 腰椎上縁とした。術前後で Sacral slope angle が減少した骨盤後傾群（以下骨盤後傾群）と
SSA が減少した骨盤前傾群（以下骨盤前傾群）に分類し，2 群間にて統計的比較を行った。検討項目は，年齢，脊柱の矢状面上
アライメント（Lumber lordosis angle（以下 LLA），腰痛（VAS），健側，患側での股関節屈曲可動域，股関節伸展可動域，股関
節屈曲筋力，股関節伸展筋力の術前後での変化量について比較した。股関節筋力測定はハンドヘルドダイナモメーター（アユマ
社）を使用し，側臥位で股関節屈曲 10̊ にて 3 回づつ測定し，最大値を採用した。統計は対応のない t 検定を行ない，いずれも
統計学的な有意差は 5％ 未満とした。

【結果】

THA 術前後において，腸腰筋左右筋断面積合計値は術前 1099.5±445.2，術後 1150.2±489.8 と有意に増加し，SSA は術前 41
±9.9，術後 39.9±7.7 と有意に減少した。腰痛 VAS は術前 29.7±25.8，術後
25.2±26.8 と有意に減少した。一方で，骨盤前傾群と後傾群を群間比較し，各評価項目にて有意差は認められなかった。

【結論】

初回 THA 術前後において先行文献と同様に骨盤は後傾，腸腰筋の筋断面積は増加，腰痛も減少したが SSA，腰痛減少はわずか
であった。一方で THA 術前後の骨盤前後傾の違いと腸腰筋の筋断面積，腰痛，股関節筋力可動域とは関係が認められなかった。
先行文献にて THA 術後にはアライメントは変化し，腰痛は軽減すると報告されているが，アライメントが変化した要因として
腸腰筋の筋力，筋断面積の増加には関係がなく，さらにアライメントの変化量が THA 術後の腰痛にも関連がないことがわかっ
た。本研究では反対側の THA 施行前で股関節の疼痛が残存していることも，アライメント改善，腰痛の改善が少ない要因と考
えられる。今後は両側 THA 施行後に脊柱アライメントと他の要因を調査し，術後腰痛の軽減因子を検討していく必要がある。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）【ポスター（運動器）P21】

P-MT-21-3

人工股関節全置換術前後の下肢アライメントと外転筋力

齋藤真紀子

秋田赤十字病院リハビリテーション科

key words 人工股関節全置換術・下肢アライメント・外転筋力

【はじめに，目的】

前回の報告では，coxitis knee をあげ人工股関節全置換術（THA）術前後における術前後の膝アライメントの変化を調査し，術
前は股関節痛や外転筋力低下が影響し膝に負担がかかっていたが，術後は脚長やオフセットの補正によって膝痛が軽減したと
考えられた。今回は下肢アライメントと外転筋力の術前後の変化を調査した。

【対象】

2015 年 11 月～2016 年 8 月に当院整形外科で初回 THA を施行した 24 例 24 股関節，女性 19 例，男性 5 例，平均年齢 59.8 歳
（48～78 歳）とした。平均身長 157.2±8.1cm，平均体重 59±9.8kg，BMI24±4.2，手術方法は Dall 法 23 例，Hardinge 法 1 例で
あった。

【方法】

術前と術後 4 週の X 線，CT から術側，非術側の大腿脛骨角（FTA）：大腿骨軸と脛骨軸，術側大腿骨頸体角：頸部軸と骨幹部
軸，前捻角：大腿骨頸軸と大腿骨両顆軸，術側オフセット長：大腿骨軸から大腿骨骨頭中心までの距離，脚長差：左右涙痕線下
端を結ぶ垂線と小転子最長部の距離の差を測定した。

股関節外転筋力は，アイソフォース GT�300 を使用し背臥位で等尺性収縮を 3 秒間，2 回測定し最大値を採用し体重比を算出し
た。筋力と術側の膝痛の有無は，術前と術後 4 週で測定した。歩行機能は，10m 歩行時間，TUG を術前と術後 8 週で測定した。
統計解析は術前後の各項目において正規性を確認の上，Wilcoxon 符合付順位検定を用い有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

FTA（̊）は術側術前 176.2±2.9，術後 176±2.4，非術側術前 175.7±2.4，術後 176.2±2.1，頸体角は術前 135.9±9，術後 134.4
±5.8，前捻角（̊）は術前 26.4±12.3，術側オフセット長（mm）は術前 35.9±6.5，術後 39.2±5.4，脚長差は術前 5.9±11.2，術後
3.8±9.4，術後 27.1±13.7，筋力（N/kg）は術側術前 0.76±0.24，術後 0.7±0.19，非術側術前 0.85±0.22，術後 0.85±0.28，10m
歩行時間（s）は術前 12.5±11.9，術後 10.7±2.2，TUG（s）は術前 12.1±6.1，術後 11.1±2 でありオフセット長（P＜0.01）と脚
長差（P＜0.01）に有意差がみられた。膝痛は術側術前 11 例（45.8％），術後 6 例（25.0％），非術側術前 6 例（25％），術後 4
例（16.6％）にみられた。

【結論】

股関節は体幹と下肢を連結させる荷重関節であり，下肢荷重軸は骨頭中心から膝関節中心，足関節中心を通り，股関節周囲筋群，
腸脛靭帯の筋緊張により安定化が図られる。大腿骨は頸体角で外側にオフセットされ股関節内，外転筋を効率よく配置している
とされている。術前の頸体角や前捻角の拡大あるいは縮小，オフセット長の減少が外転筋力低下だけではなく，筋が短縮し張力
を失い筋力を発揮できず股関節の安定性に寄与できず膝に負担がかかっているのではないかと考えられる。脚長やオフセット
長が有意に補正され膝痛が軽減されたが外転筋力に変化がみられなかった。効率的に筋力が発揮されるために筋力だけではな
く下肢のアライメントを意識して理学療法をすすめる必要があると考えられる。
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股関節合力に着目したASLRにおける歩行能力簡易評価

大城 秀訓，石川 兼児，與古田哲史

社会医療法人友愛会南部病院リハビリテーションセンター

key words ASLR・股関節合力・股関節疾患術後

【はじめに，目的】

Active straight leg raising（以下 ASLR）と歩行時の股関節合力は同等と報告が散見されているが，臨床上，ASLR が可能であっ
ても歩行時に一部介助が必要な患者を経験する時が認められている。そこで今回，左右 ASLR の角度差を測定し，股関節合力と
歩行能力との関連性を検討した。

【方法】

平成 28 年 6 月～9 月間に当院へ入院した股関節疾患術後 27 名中，非術側股関節に既往歴のない股関節疾患術後（大腿骨頸部骨
折術後，大腿骨転子部骨折術後）の患者 11 名を対象とし，平均年齢 85.1±6.83 歳（男性 2 名，女性 9 名），入院前に独歩・伝い
歩き・T 字杖歩行自立レベル並びに監視レベル可能な患者とした。除外基準は，非術側 ASLR が不可能な患者，中枢神経系疾患
や整形外科疾患等により神経学的所見がある患者並びに口頭指示理解困難な患者を除外対象とした。測定方法としては，術後 4
週目から 8 週目まで両側 ASLR を週 1 回（曜日の固定なし）測定した。測定の際には，両下肢伸展位で大転子と大腿骨外顆をシー
ルにて貼り付けし，東大式角度計を使用して基本軸を体幹と平行な線とし，移動軸を大転子と大腿骨外顆の中心として片側ずつ
測定した。統計解析はウィルコクソンの符号付き順位検定を行い，術後 4 週目と術後 8 週目を比較検討した。また，術後 4 週目
と術後 8 週目を歩行介助なし群（独歩・伝い歩き・T 字杖歩行が自立並びに監視レベル可能な患者とし），歩行介助あり群に分
け χ2検定を用いて歩行能力（歩行自立度）を検討した。統計ソフトは R2.8.1 を使用し有意水準 p＜0.05 とした。

【結果】

術後 4 週目の左右 ASLR 角度差の四分位範囲が 20（12.5－30），術後 8 週目が 10（7.5－17.5）となった。術後 4 週目と術後 8
週目の左右 ASLR 角度差は P=0.00870（p＜0.05）で有意差を認めた。術後 4 週目と術後 8 週目の歩行能力（歩行自立度）には有
意差は認められなかった。

【結論】

術後 4 週目と比較し術後 8 週目の方が左右 ASLR の角度差は少ないが，歩行能力に関連は認められなかった。今後の展望として
は症例数を増やし，ASLR と歩行能力との関連性を再検討していきたいと考える。
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罹患側別にみた人工股関節全置換術施行例の腰痛の検討

鐘司 朋子1），相澤孝一郎1），板垣 仁1），品田 良之1），飯田 哲2），鈴木 千穂2），江口 和3）

1）国保松戸市立病院リハビリテーション科，2）国保松戸市立病院整形外科，
3）独立行政法人国立病院機構下志津病院整形外科

key words 腰痛・罹患側・人工股関節全置換術

【はじめに，目的】変形性股関節症（OA）に対する人工股関節全置換術（THA）施行と術後の理学療法の腰痛に及ぼす影響が，
OA の罹患側によってどのように違うかを検討した。

【方法】当院整形外科において 2011 年 6 月～12 月にかけて THA を施行した女性の OA 患者 44 名中，OA 片側罹患で THA 施行
した例 25 人（51～77 歳）を A 群，OA 両側罹患で THA 施行した例（非術側の THA 施行後例も含む）19 人（45～78 歳）を B
群とした。なお男性，リウマチ疾患，脊椎疾患にて下肢のしびれ等の神経症状がある者，ブロック注射や脊椎手術の既往がある
者，研究に同意のない例は除外とした。術前，退院時，術後 3 カ月，術後 6 カ月に腰痛 Visual Analog Scale（VAS），関節可動
域（ROM）で股関節屈曲と外転を測定し 2 群で経過を検討した。また術前と術後観察時の X 線画像から，骨盤の矢状面での前
後傾斜角，腰椎前弯角度，水平骨盤傾斜角度，腰椎側弯角度をそれぞれ測定し，両群で術前後での比較を行った。統計学的分析
は，術前，退院時，術後 3 カ月，6 カ月の経過で VAS の検討に 1 元配置分散分析，ROM の経過比較に 2 元配置分散分析，X
線画像上検討の術前後の比較に t 検定と Mann�Whitney 検定を用いた。1 元配置分散分析と 2 元配置分散分析，Mann�Whitney
検定には p＜0.01，t 検定には p＜0.05 を有意水準とした。

【結果】術前/退院時/術後 3 カ月/術後 6 カ月の経過において A 群の腰痛 VAS は 33±28mm/10±13mm/20±22mm/14±19mm
となり，有意な改善が見られたが，B 群に改善は見られなかった。股関節屈曲角度は A 群では 82.4±20.2 度/88.3±8.6 度/92.3
±8.3 度/93.7±7.9 度，B 群では 73.6±18.3 度/85.5±10.0 度/84.4±12.4 度/90.4±12.9 度となり，A 群は B 群に比べて有意な回復
となった。股関節外転角度においては，両群の回復に有意な差は認められなかった。術前/術後において骨盤の前後傾斜角は A
群で 24.1±9.1 度（中央値 21.1）/27.1±8.7 度（中央値 25.9），B 群で 24.2±11.1 度（中央値 22.1）/27.7±10.5 度（中央値 26.2），水
平骨盤傾斜角は A 群 3.4±2.5 度/1.8±1.6 度，B 群 2.9±2.6 度/2.0±1.9 度，腰椎側弯角は A 群 6.9±4.9 度/3.9±3.6 度，B 群 5.1
±3.6 度/3.5±3.2 度となり，骨盤前後傾斜角，骨盤水平傾斜角，腰椎側弯角とも A 群は有意に改善したが B 群に改善は見られな
かった。腰椎前弯角は両群とも術前後で有意な改善は見られなかった。

【結論】今回 THA 後の腰痛の回復は，両側罹患例は片側罹患例に比べて遅延することが確認された。非術側の股関節機能は，動
作上術側の股関節屈曲可動域や腰仙部アライメント回復に影響し，それが腰痛の回復にも関係すると思われる。THA 後の腰痛
には特に骨盤傾斜や脊柱側弯残存の影響があり，術後は積極的な可動域へのアプローチと，特に両側罹患例や早期退院例に対し
ては生活指導や脚長差への補高などの配慮で，腰痛予防も検討されていくべきだということが示唆された。
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若年者の人工股関節全置換術の一例
～術後の歩容・経過からの考察～

眞喜志康雅1），岩浅 徳洋2），長 正則1），大石 健太1），山岸 辰也1），吉川 咲子1），三箇島吉統2）

1）医療法人社団仁成会高木病院リハビリテーション科，2）医療法人社団仁成会高木病院整形外科

key words 変形性股関節症・人工股関節全置換術・若年

【はじめに，目的】

高齢者の変形性股関節症（以下，変股症）に対する人工股関節全置換術（以下，THA）は長期成績が安定している。一方，歩行
障害や痛みが重度である若年者も，存命中の再置換を考慮しながら THA が適応される事が多くなってきた。今回，若年者の末
期変股症患者の THA 後の理学療法（以下，PT）を経験したので，文献的考察を加え報告する。

【方法】

若年末期変股症患者の THA 前後の評価と経過を提示し，検討した。症例は 43 歳男性。生後 3 か月健診で先天性股関節脱臼と診
断された。2015 年より歩行時に左股関節荷重時痛が出現した。2016 年 6 月 15 日当院を受診し，末期変股症と診断され，同年 7
月 7 日，THA を施行した。術後 1 日より ROM 練習，筋力強化練習，ADL 練習，平行棒内歩行練習を，術後 4 日目よりサーク
ル歩行練習を開始した。術後 12 日目より T 字杖歩行練習を開始した。歩行練習は，鏡を用いた視覚的フィードバックを取り入
れて，骨盤傾斜や体幹側屈を抑制し実施した。しかし，PT 時間以外では Trendelenburg 徴候，立脚相短縮の異常歩容，粗大な
起居動作を認めたため，1 日 2 回の PT と看護サイドとの連携にて，異常歩容パターンや危険な起居動作の習慣化を防止した。
術後 16 日目に T 字杖歩行自立レベルで自宅退院。外来 PT は計 2 回行ったが自己判断で終了。T 字杖使用も止め，異常歩容下
での生活に戻っていた。

【結果】

術直前，JOA 53 点。股関節 ROM 屈曲 95̊，伸展 5̊，外転 10̊。下肢 MMT は腸腰筋 2，中殿筋 2，大殿筋 4，大腿四頭筋 5。脚
長差は左�1.5cm。独歩。Trendelenburg 徴候（+），墜落性歩行が顕著。荷重時痛 NRS2。Barthel index（以下，BI）100 点，ADL
自立も階段昇降は手すり必要。WOMAC53 点。

退院時，JOA39 点。股関節 ROM 屈曲 105̊，伸展 0̊，外転 20̊。下肢 MMT は腸腰筋 3，中殿筋 2，その他 4。脚長差は左�0.5cm。
T 字杖歩行自立。Trendelenburg 徴候（�）。荷重時痛 NRS2。BI100 点，ADL 自立。WOMAC70 点。

PT 終了時，JOA84 点。股関節 ROM 伸展 5̊，外転 30̊。下肢 MMT は全て 4。独歩であるが，Trendelenburg 徴候（+）。疼痛
なし。ADL 自立。WOMAC38 点。

【結論】

本症例は，THA と術後の PT により股関節機能および痛みが改善し，QOL が高まった。しかし若年者は活動性が高い為，関節
摺動面の摩耗や人工関節の緩みが問題となる。歩容改善といった質的機能向上を得る為にも PT 時間のみならず，本人の意識の
改善や病棟入院生活での歩行や起居動作にも目を向ける必要がある。

また若年 THA 者は，長期の経過観察や再置換を見据える必要がある。本症例を踏まえ，術前・入院時・退院後と一貫した指導
を行い，定期的に股関節機能やレントゲンによる評価及び，実生活での ADL や歩行の様子をチェックする必要があると考える。
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人工股関節置換術後の大腿神経麻痺に対して早期より神経筋電気刺激を随意運
動と同時に施行した 1症例

赤羽 弘泰，永富 丈博，大羽 明美

北アルプス医療センターあづみ病院リハビリテーション科

key words 人工股関節置換術・大腿神経麻痺・神経筋電気刺激

【はじめに，目的】

人工股関節置換術（以下，THA）に伴って生じる大腿神経麻痺は，比較的まれな合併症である。大腿神経麻痺を呈した場合，腸
腰筋・大腿四頭筋などの大腿前面筋の麻痺が出現する。これにより歩行動作中の膝折れが発生しやすく，転倒および転倒恐怖感
が増加し，結果として ADL・QOL の低下を引き起こす。しかし，大腿神経麻痺に対しての治療が確立されていないのも現状で
ある。今回，左 THA 後に大腿神経麻痺を呈し，早期より随意運動と同時に神経筋電気刺激（以下，NMES）を施行した結果，
短期間で筋力回復が認められた症例を経験したので報告する。

【方法】

［症例］

年齢：70 歳代，性別：女性，BMI：31，入院前 ADL：自立，既往歴：右 THA，左変形性膝関節症，高血圧，高脂血症。

［現病歴］

左股関節痛が徐々に悪化し 2015 年 12 月に当院整形外科を受診。2016 年 5 月に左変形性股関節症に対して THA を施行された。
術式は Bauer 法により前外側侵入にて施行され，脱臼肢位は伸展・外旋・内転であった。術後プログラムとして術後 1 週は接地
程度，術後 1～4 週まで半荷重，術後 4 週から全荷重の指示で実施した。

［経過］

手術翌日より，左大腿四頭筋の筋収縮が認められず膝関節伸展 MMT は 0 であった。主治医より，針筋電図上も電気的信号が認
められず，術後の大腿神経麻痺と診断された。術後 1 週目の評価として，MMT は股関節屈曲 2，膝関節伸展 0，歩行は膝装具
装着して 3 動作揃え型の歩行器歩行であった。理学療法プログラムとして，術後 1 週の半荷重開始より自動運動・荷重練習の
際，随意運動に合わせて NMES（伊藤超短波株式会社 NM�F1）を大腿四頭筋に同時に施行した。NMES の設定は周波数 50Hz，
パルス幅 200μsec，強度は筋収縮が得られ疼痛閾値下での最大値で実施した。介入は術後 8 週間継続して実施し，大腿四頭筋の
筋活動を定期的に表面筋電図にて評価した。

【結果】

8 週間の理学療法介入の結果，MMT は股関節屈曲 5，膝関節伸展 5 まで改善し，表面筋電図上も大腿直筋・内側広筋・外側広
筋すべてに有意な変化を認めた。歩行は膝装具も不要になり，ロッキング・膝折れなく 2 動作前型で杖歩行自立，ADL も自立
となり自宅退院に至った。

【結論】

今回，大腿神経麻痺を呈した症例に対して，随意運動と同時に NMES を使用した結果，短期間で筋力回復が認められ ADL 自立，
自宅退院となった。当院では本症例と同様の患者が他に 3 例いたが，自動運動のみあるいは自動運動と NMES を単独で実施し
ているだけでは，短期間での筋力回復は認められなかった。MMT0 の状態でも術後早期より随意運動に合わせて NMES を施行
することで脱神経萎縮の抑制に加え，運動制御の面から不使用による脳の機能不全の予防にも効果があったと考えられる。これ
らの効果と神経の自然回復が合わさり早期に筋力回復が認められたと考える。今回の結果が同疾患患者や治療に難渋する理学
療法士に対して一助になれば良いと考える。
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P-MT-22-3

大腿神経麻痺に伴う大腿四頭筋の筋出力低下に対しロボットスーツHALⓇ単関
節タイプおよび随意運動介助型電気刺激装置 IVESⓇが有効であった一症例

小谷 尚也1），後藤 恭輔1），鎌田 聡1），山本 卓明2），井上 亨3），塩田 悦仁1）

1）福岡大学病院リハビリテーション部，2）福岡大学病院整形外科，3）福岡大学病院脳神経外科

key words 大腿神経麻痺・ロボットスーツHAL単関節タイプ・随意運動介助型電気刺激装置IVES

【目的】大腿神経麻痺は人工股関節全置換術（THA），特に前方アプローチにおいて稀に起こりうる合併症である。Simmons
らは 440 例の THA 術後患者のうち，10 例（2.3%）に大腿神経麻痺を認めたとし，大腿四頭筋徒手筋力テスト（MMT）が 4+～
5 レベルへ回復するまでに要した期間は最短で 1.5 ヶ月，診断時の MMT が 0 であった患者が最も期間を要し 11 ヶ月であった
としている。THA 術後の大腿神経麻痺は患者にとって重大な問題となるが，これに対するリハビリテーションの報告は極めて
少なく，治療に難渋することも少なくない。今回，THA 術後に大腿神経麻痺を合併した症例に対し，ロボットスーツ HAL 単関
節タイプ（HAL�SJ）および随意運動介助型電気刺激装置 IVES を用いた運動を実施し，大腿神経麻痺の主症状の一つである大
腿四頭筋の筋力低下に対し良好な回復を得たためここに報告する。

【症例】THA（前方アプローチ）を施行した 50 歳代の女性。初期評価にて大腿四頭筋の筋力低下（MMT0）と大腿～下腿にか
けての表在覚鈍麻を呈しており，医師より大腿神経麻痺の診断を受けた。

【方法】大腿神経麻痺発症直後の段階では，IVES を使用し治療的電気刺激（TES）にて強制的に筋収縮を促した。術後 1 週時点
で随意的な筋収縮を認めたため，IVES をパワーアシストモードに変更し，ランプにて筋収縮を確認しながら大腿四頭筋セッ
ティングを行った。この際，腹臥位にて足部を接地した閉鎖性運動連鎖（CKC）での運動を実施した。また，同時期より HAL�
SJ を使用し，モニターにて生体電位波形を確認しながら端座位での膝伸展運動を開始した。MMT が 3 レベルに達した時点で
HAL�SJ を終了し，IVES の運動を端座位でのセラバンドを抵抗として使用した膝伸展運動に変更した。また，膝伸展筋力を定
量化するためハンドヘルドダイナモメーター（HHD）を使用して経時的に計測し，状態に応じてセラバンドの硬さを変更した。

【結果】術後 2 週の時点でわずかな膝伸展運動が可能となり，術後 4 週で MMT2 レベル，術後 6 週で MMT3 レベル，術後 9
週で MMT4 レベル（非術側比 54%），術後 12 週で MMT5 レベル（非術側比 97%）へと改善を認めた。

【結論】今回，HAL�SJ および IVES を使用した膝伸展運動を積極的に実施したところ，過去の報告と比較し良好な回復を認めた。
その要因として，両者に共通する点としては，随意的筋収縮をモニターやランプにて視覚化できたことであると考える。それに
加え，HAL�SJ はロボットが適切なアシストを行うことで，「運動企図」と「実際の動き」という正のフィードバックが起こり，
皮質からの運動指令と介助された随意運動による末梢からの体性感覚入力が促通され，適切な運動学習がなされたと考える。ま
た，IVES に関しては，随意収縮が全く得られない状況でも TES を実施可能であったこと，足底接地腹臥位や立位などの CKC
の姿勢で実施できたこと，抵抗運動にも用いることができたことが有効であったと考える。
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P-MT-22-4

回復期病院の高齢患者における生活自立に関連する因子の検討

伯川 聡志1），阿部 祐樹1,2），河原 常郎1,3），大森 茂樹1,4）

1）医療法人社団鎮誠会，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科，3）千葉大学大学院工学研究科，
4）千葉大学大学院医学研究院神経内科学

key words 要介護・転倒予防・歩行能力

【はじめに，目的】

要介護となる高齢者の 25％ が運動器疾患によるものと言われており，要介護の高齢者は自立している高齢者の 3 倍の転倒リス
クがあると言われている。回復期病院に入院した高齢者が，要介護の状態で退院となる症例は少なくない。従って，その関連因
子について検討することは，介護予防の観点においても重要であると考える。本研究は，介護保険申請の有無が身体機能のどの
ような因子に依存するかを検討した。

【方法】

対象は運動器疾患により回復期病院に入院となった高齢者 59 例（男性 14 例，女性 45 例，年齢 78.2±6.2 歳）とし，疾患部位は
股関節 28 例，膝関節 14 例，脊柱 8 例，足関節 3 例，その他 3 例であった。受傷前から介護保険を利用している症例，中枢神経
疾患の既往のある症例，認知機能低下の症例（MMSE24 点未満）は除外した。調査項目は介護保険の申請の有無，受傷原因，
同居者の有無，歩行補助具の使用状況，疼痛（NRS），FIM とし，身体機能は Berg Balance Scale（BBS），10m 歩行，TUG，6
分間歩行（6MD）を測定した。統計解析は，介護保険申請群と非申請群の 2 群に分け，それぞれの項目を T 検定，Mann�Whit-
ney の U 検定，X2検定を行った。有意水準は 5％ とした。その後，介護保険申請の有無を従属変数とし，単変量解析で有意であっ
た項目を独立変数としたロジスティック回帰分析を用いて検討した。

【結果】

介護保険申請群は 33 例，非申請群 26 例であった。受傷原因，同居者の有無，歩行補助具の使用状況，疼痛，BBS は 2 群間に有
意差を認めなかった。FIM（P=0.001）は 2 群間に有意差を認め，非申請群が高値であった。身体機能は 10m 歩行（P=0.005），
TUG（P=0.001），6MD（P=0.001）に有意差を認め，非申請群が高値であった。ロジスティック回帰分析の結果，6MD（P=0.041，
オッズ比：0.99，95％ 信頼区間：0.98～1.00）のみ調整変数投入後も有意な変数として選択された。

【結論】

介護保険申請の有無に関わる因子として 6MD が挙げられた。Spector（1989）は，買い物などの手段的動作の自立が食事やトイ
レ動作などの基本的日常生活動作に先行すると述べており，手段的動作において歩行の耐久性は重要であると言える。また，植
屋（2015）は体力や歩行の耐久性が ADL や QOL と極めて重要な相互関連があると述べており，本研究は過去の報告と同様の結
果を得た。以上より，歩行の耐久性が介護予防の観点においても重要であると考えられた。本研究結果は，リハビリテーション
の介入内容や方針を設定する一助となり得ると考えられる。
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P-MT-22-5

術後感染によるベッドレストで「不使用の学習」をきたし，動作の運動・所作を
イメージできなくなった症例

山下 選也，中島 誠

国立療養所栗生楽泉園

key words 不使用の学習・超高齢者・廃用症候群

【はじめに，目的】

Taub（1993）は脳損傷による感覚入力の長期遮断で運動野における患肢の局在領域が減少して，患肢の運動をイメージできな
くなる現象を「不使用の学習」と呼んだ。森岡ら（2013）は痛みによる運動制限でも「不使用の学習」が発生すると報告してい
る。しかし，超高齢者の廃用からの「不使用の学習」に関する報告は少ない。今回，術後感染によるベッドレストを転機に廃用
をきたし，「不使用の学習」によって ADL が低下した症例を経験した。症例を通して超高齢者の廃用回復と運動学習の経過を報
告する。

【方法】

症例は療養所で自立生活していた 90 歳女性。合併疾患に慢性肝炎，両側変形性股関節症（右 THA，左変形と可動域制限重度）
と異常歩行，脳梗塞後遺症（構音障害），心室頻拍を伴う突発性不整脈がある。左閉鎖孔ヘルニア術後感染による炎症（CRP：
10.4）と低栄養（Alb1.7）でベッドレストになり，廃用をきたす。術後約 10 か月で炎症低下（CRP：3.5）と栄養状態向上（Alb：
2.4）がみられ，運動療法を開始した。

初期評価時，全身の筋萎縮著明，両側の股関節屈曲筋力と膝関節伸展筋力は MMT2 で同関節に運動時痛あり。上肢による食事
の OKC（四肢の末端が非固定で自由に動く運動）動作は自立。起き上がり・起立などの基本動作は全介助で，動作には下肢・
体幹の運動・所作がイメージできない，引っ張る運動に固執する，上肢・体幹・下肢を連動させた協調運動に乏しい，溺れた人
がもがくように何でも掴もうとする行動，全身緊張と過呼吸が発生，などの特徴がみられた。

リハビリでは姿勢と動作の再学習を目標に①運動時の体性感覚フィードバック，②CKC（四肢の末端を固定した自重による抵抗
運動）動作，③全身の協調運動，を重視した動作の反復を，フェーズで区切って段階的に実施した。起き上がりの学習では下肢
の運動を誘導し，手で床を押す運動と体幹の側屈・回旋運動を協調させてバランスを保ちながら上体を起こす練習を行った。運
動負荷は炎症，栄養，心拍などの状態を考慮して決定した。

【結果】

リハビリ開始から約 6 か月後（術後 16 ヶ月）に CRP は 0.4 に低下，Alb は 2.8 に増加。動作獲得は 24 日目に起き上がり，75
日目に平行棒立位 10 秒，約 7 か月後に車いす移乗が軽介助レベル，8 か月後に平行棒歩行見守りレベル。9 か月後の両側の股関
節屈曲筋力と膝関節伸展筋力は MMT3 に向上。

【結論】

「不使用の学習」に対して脳卒中患者への運動学習を応用したリハビリが有効であることが示唆された。慢性肝炎を持つ超高齢
者でも栄養状態と筋力の回復は可能だが，回復のペースは遅く，プラトーは低くなると考えられる。筋力不足と変形性股関節症
による可動域制限が合併して動作獲得を困難にしたことから，合併疾患の程度や組み合わせは動作獲得の可否を決定する大き
な要因と考える。
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P-MT-23-1

人工膝関節全置換術後早期患者における昇段動作時の膝周囲筋の同時収縮の検
討

堀内 秀人1），小林 巧2），神成 透3），松井 直人3），角瀬 邦晃3），伊藤 崇倫4），野陳 佳織5）

1）NTT東日本札幌病院リハビリセンター，2）北海道千歳リハビリテーション学院，
3）北海道整形外科記念病院リハビリテーション科，4）札幌中央病院リハビリテーション科，
5）時計台記念病院リハビリテーション部通所リハビリテーション科

key words TKA・昇段動作・同時収縮

【はじめに，目的】人工膝関節全置換術（TKA）は，重度の変形性膝関節症（膝 OA）患者に対し疼痛除去と機能改善を目的と
して施行される。Joseph らは，内側膝 OA 患者が健常者に比べ歩行中における外側広筋（VL）と大腿二頭筋（BF）の高い同時
収縮を報告している。また，Thomas らは，TKA 後 1 ヶ月の患者の歩行において，健常者と比較し膝関節周囲筋の高い同時収
縮を報告している。昇段動作は歩行よりも膝関節に大きなストレスのかかる動作であり，昇段動作の筋活動動態の知見を得るこ
とは重要と考えられるが，TKA 患者における昇段動作の同時収縮については不明である。本研究の目的は，昇段動作時におけ
る TKA 後患者の膝関節周囲筋の同時収縮について検討することである。

【方法】対象は全例女性で，TKA 後 4 週が経過した 8 名（TKA 群：年齢 69.5±6.7 歳）と健常高齢者 8 名（高齢群：年齢 66.5
±4.7 歳），健常若年者 10 名（若年群：22.9±1.6 歳）とし，上肢の支持なしで一足一段での階段昇降が可能な者とした。試行動
作は，開始肢位を段差 20cm の階段の一段目に TKA 群は術側，高齢群および若年群は非利き足を上げた肢位とし，音刺激開始
後，手すりを使わず出来るだけ早く一段目に両足を揃える動作とした。音刺激は筋電計と同期されているメトロノーム機能を利
用した。筋活動の測定には筋電計（Noraxon 社製）を使用し，導出筋は，支持側の VL，BF とした。筋活動量の測定は，生波形
を全波整流後，50ms でスムージング処理を行い，移動平均幅 100ms での VL および BF の平均筋活動量を測定し，各筋の最大
随意収縮（MVC）で除し，％MVC を算出した。同時収縮は，Kellis らの方法に準じ，co�contraction index［CI：CI=VL peak
時における BF の筋活動量/（VL の筋活動量+BF の筋活動量）］にて算出した。統計学的分析は，TKA 群，高齢群，若年群の％
MVC および CI の比較に一元配置分散分析および多重比較として Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】TKA 群，高齢群，若年群の％MVC の比較について，VL，BF ともに 3 群間に有意差は認められなかった。CI の比較に
ついて，TKA 群（0.31±0.15）は，高齢群（0.18±0.04）および若年群（0.18±0.07）と比較し，有意に高値を示した（p＜0.05）。
高齢群と若年群には有意差は認められなかった。

【結論】本研究結果から，昇段動作において，TKA 患者の術側は健常高齢者および健常若年者と比較し CI が有意に高値を示し
た。Hall らは，昇段動作において ACL 再建患者が健常者に比べ VL と BF の同時収縮が高く膝関節の安定性を高めていること
を示唆した。TKA 患者においても，昇段動作における膝関節の不安定性の代償として，膝周囲筋の同時収縮を高めることで関
節の安定性を図っている可能性が示唆された。今後は，昇段動作の動作解析と合わせた筋活動の検討が必要と考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）【ポスター（運動器）P23】

P-MT-23-2

人工膝関節全置換術後早期患者の膝関節伸展筋力の強度の違いによる膝の同時
収縮について
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【はじめに，目的】変形性膝関節症（膝 OA）は，膝の痛み，可動域制限，あるいは筋力低下などを引き起こす。治療の一つに，
機能改善を目的とした人工膝関節全置換術（TKA）がある。Jennifer らは，TKA 患者の膝伸展運動における術側の膝屈伸筋の
筋活動は非術側よりも有意に高かったと報告している。ADL 上での活動に注目すると，様々な強度での同時収縮についての検
討が必要と考えられるが，これまで膝伸展最大収縮時の同時収縮に関する報告のみであり，膝伸展筋力の強度の違いによって同
時収縮が変化するかは不明である。本研究の目的は，TKA 後早期患者の術側，非術側，高齢者，および若年者において膝伸展
筋力の強度の違いによる膝同時収縮（Co�activation Index：CI）について調査，検討することである。

【方法】対象は，TKA 後 4 週が経過した 9 名（TKA 群：平均年齢 68.2 歳），健常高齢者 10 名（高齢群：平均年齢 68.0 歳），健
常若年者 10 名（若年群：平均年齢 22.9 歳）とした。運動課題は，筋機能評価運動装置（Biodex medical systems 社製）を使用
し，膝関節 60̊ 屈曲位の座位にて等尺性膝関節伸展運動とした。膝伸展の等尺性最大随意収縮時の筋力を 100% とし，最大随意
収縮の 80%，60%，40%，および 20% をそれぞれモニター上で確認させながら，3 秒間の収縮を行い，この時の筋活動量につい
て測定した。筋活動量の測定には，筋電計（Noraxon 社製）を使用し，導出筋は大腿二頭筋（BF）とした。CI は，次の式から
算出した。CI=各収縮レベルにおける膝伸展運動時の BF の筋活動量/BF の最大随意収縮時の筋活動量。統計学的分析として，
TKA 群の術側，非術側，高齢群および若年群の CI について各収縮レベルにおける群間および群内比較に一元配置分散分析を用
い，多重比較として Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】群間比較において，TKA 群の術側，非術側，高齢群および若年群の各群間に有意な差は認められなかった。群内比較に
おいて，TKA 群の術側および非術側では収縮レベルによる CI に有意な差は認められなかった。高齢群の 20％CI（0.05）は，100%
CI（0.22）および 80%CI（0.20）と比較し有意に低値を示した（p＜0.05）。若年群の 100%CI（0.18）は，他の全ての収縮レベル
での CI（80%=0.10，60%=0.06，40%=0.05，20%=0.03）と比較し有意に高値を示した（p＜0.05）。

【結論】本研究の結果から，高齢群および若年群は膝伸展筋力の強度によって CI が異なるが，TKA 群では膝伸展筋力の強度の
違いによる CI に差が認められなかった。膝の同時収縮は関節安定性に貢献するとされる一方で，関節圧迫力を高めると報告さ
れている。健常者では収縮力に応じた適切な膝同時収縮により関節安定性を得ているが，TKA 患者では収縮力に応じた適切な
同時収縮が行えず，関節に過度な負荷となるような神経筋制御機構の機能不全が存在するかもしれない。今後は，荷重下での運
動強度による CI などにより詳細に検討していきたい。
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人工膝関節全置換術後患者における立ち上がり動作の筋活動パターン
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【目的】立ち上がり動作は多くの日常生活動作に関与する機能的な動作である。人工膝関節全置換術（TKA）後患者の立ち上が
り動作の筋活動に関し，Mizner らは，TKA 患者の術側は非術側と比較して大腿四頭筋の筋活動量が有意に低値であると報告す
るなど筋活動量に関する報告は散見される。しかし，これまで筋活動開始時間など筋活動パターンに関する報告は見当たらな
い。本研究の目的は，立ち上がり動作課題を用いて，TKA 患者の術側および非術側，健常高齢者，健常若年者の筋活動開始時
間について比較し，立ち上がり動作の筋活動パターンについて検討することである。

【方法】対象は TKA 後 4 週が経過した 10 名（TKA 群：平均年齢 68.9 歳）と健常高齢者 10 名（高齢群：平均年齢 68.0 歳），健
常若年者 10 名（若年群：平均年齢 23.0 歳）とした。施行動作は，音刺激開始後すぐに立ち上がりを行う動作とした。Noraxon
社製筋電計を使用し，TKA 群は術側および非術側，高齢群および若年群は非利き足について測定した。導出筋は大殿筋（GM），
中殿筋（GMe），長内転筋（AL），外側広筋（VL），大腿二頭筋（BF），前脛骨筋（TA）および外側腓腹筋（GL）とした。音刺
激開始を time0 とし，time0 から安静時の平均筋活動の 2SD を最初に越えた時間を筋活動開始時間と定義した。統計学的分析と
して，TKA 群の術側，非術側，高齢群および若年群の筋活動開始時間の比較および各群内における筋活動開始時間の比較に二
元配置分散分析を実施し，多重比較の検定に Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】各群間の筋活動開始時間の比較について，BF は術側（0.48±0.19s）と比較し高齢群（0.71±0.19s）で有意に遅延し，GL
は術側（0.40±0.21s）と若年群（0.46±0.19s）と比較し高齢群（0.76±0.19s）で有意に遅延した。各群内の筋活動開始時間の比
較について，術側では AL，VL および BF と比較し TA が有意に早かった。非術側では VL と GL と比較し GMe と TA が有意
に早かった。また，高齢群では GL と比較し TA が有意に早かった。若年群では AL，VL および BF と比較し TA が有意に早かっ
た。

【結論】本研究結果から，TKA 群では術側の BF，GL の筋活動開始時間が高齢群より有意に早くなることが観察された。TKA
患者では BF の活動を増加させることによって膝の安定性を高めていることが報告されており，術側では膝屈筋の活動を早める
ことで，動作開始前の姿勢安定化を図っている可能性が推察される。また，群内比較において，術側の筋活動パターンは非術側
および高齢群と異なることが観察された。これらは重心位置や重心移動の速さ，体幹や下腿傾斜角など運動学的違いが影響して
いると考えられ，今後，TKA 後の立ち上がり動作時の運動学的解析と併せて検討していきたい。
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人工膝関節全置換術症例における術後 3ヶ月までの大腿四頭筋筋力の継時的変化
術前機能獲得日数に着目して
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【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）は重篤な変形性膝関節症患者に対して疼痛除去と運動機能の再建，ADL，QOL などの改善を目的
として施行される。TKA 術後の理学療法（PT）では，術前機能獲得日数を可及的に短縮することが ADL や QOL の改善に重要
である。特に TKA 術後の機能回復において，各種の運動機能との相関が高い大腿四頭筋筋力の回復が重要とされる。本研究の
目的は，PT を施行した TKA 術後症例における大腿四頭筋筋力の回復時期と要因を明らかにし，より効果的な PT プログラム立
案の一助とすることである。

【方法】

対象は，平成 27 年 1 月から平成 28 年 5 月までに当院にて TKA を施行した 25 例のうち，データ欠損のない 13 例 14 膝（男性
3 例，女性 10 例，平均年齢 73±8.1 歳）とした。評価項目は，主項目として大腿四頭筋筋力，副項目として CRP 値，ROM（膝
伸展・屈曲），筋力（股外転・膝屈曲），10m 歩行，KOOS とした。評価時期は，術前，術後 2 週（2W），術後 1 ヶ月（1M），術
後 3 ヶ月（3M）とした。統計解析は，術前から 3M までの継時的変化の比較に Friedman 検定，事後検定に Bonferroni 検定を
用いた。さらに，大腿四頭筋筋力と各項目（KOOS 以外）の改善率の関連性について Spearman の順位相関係数を用いて検討し
た。有意水準は 5% とした。

【結果】

大腿四頭筋筋力と膝屈曲 ROM は，術前と比べ 2W で有意に低下したが 1M で有意差はなく，2W から 1M の間で改善した。CRP
値は術前と比べ 2W および 1M で有意に上昇したが，1M で 2W に比べ有意に低下した。膝伸展 ROM は術前と比べ 2W で有意
差はなく，1M で術前より有意に改善した。股外転筋力および歩行速度は，術前と比べ 2W で有意差はなく，3M で術前より有
意に改善した。KOOS は，症状，こわばり，痛み，ADL において術前と 1M で有意差はなく，3M で術前より有意に改善した。
QOL は 1M で術前より有意に改善し，1M と 3M では有意に 3M が改善した。2W から 1M までの大腿四頭筋筋力改善率と膝屈
曲 ROM 改善率（r=0.55，p＜0.05），膝伸展 ROM 改善率（r=0.61，p＜0.05），股外転筋力改善率（r=0.68，p＜0.05），歩行速度
改善率（r=0.70，p＜0.05）に正の相関が認められた。CRP 値に有意な相関は認められなかった。

【結論】

PT を施行した TKA 術後症例における大腿四頭筋筋力の回復は 2W から 1M の間で生じることが確認された。さらに，大腿四
頭筋筋力の回復には 2W から 1M における膝屈曲・伸展 ROM と股関節外転筋力の改善率が関連していた。すなわち，膝関節の
柔軟性および骨盤の安定性向上が大腿四頭筋筋力の回復に関連し，これらの相乗効果により歩行速度や ADL，QOL の改善に繋
がる可能性が示唆された。
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人工膝関節全置換術術後の良好な関節可動域獲得に求められる運動開始時期は？
―無作為化比較試験による検討―
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【はじめに，目的】

近年，人工膝関節全置換術（以下 TKA）後の理学療法介入の早期化が進んでおり，当院においても，術後の疼痛緩和を目的と
した術中多剤カクテル療法により，術後翌日からスムーズな PT 介入が可能である。TKA 術後の関節可動域（以下 ROM）を獲
得することは，日常生活動作の実用性を向上させるために重要である。変形性膝関節症に対する理学療法診療ガイドラインで
は，TKA 術後の関節自動運動は良好な ROM 獲得に有効であると報告されているが，他動運動が ROM 獲得に有効であるという
報告はなく，術後早期からの関節可動域運動（以下 ROMex）に関するエビデンスについても報告されていない。ROMex の開
始時期に関する報告は存在するが，術後 ROMex 開始時期の比較は術後 1 日目と 2 日目の 1 日のみであり，術後他動 ROM に有
意差はみられなかったと報告されている。本研究の目的は，TKA 術後の ROMex 開始時期を術後 1 日目，4 日目，7 日目に無作
為に分類し，どの ROMex 開始日が良好な ROM を獲得できたのかを歩行満足度を踏まえ検討したので報告する。

【方法】

対象は，2016 年 3 月から 8 月までに変形性膝関節症に対し当院で TKA を施行した患者 32 例（男性 5 名，女性 27 名，平均年齢
77±5.9 歳）とした。除外基準は膝または股関節に手術の既往がある者，再置換術，神経筋疾患，両側 TKA 患者，非術側下肢に
OA がある者とした。群分けは，ROMex 開始時期を術後 1 日目，4 日目，7 日目の 3 群に無作為に分類した。理学療法内容つい
ては，当院クリニカルパスに従い，術後翌日より歩行器歩行を開始し，各群共 ROMex は，患者の痛みに配慮しながら 10 分間
実施した。また，理学療法介入以外でのセルフエクササイズの開始時期および 1 日の歩行距離については全例で統一した。検討
項目は，膝関節屈曲・伸展他動 ROM，大腿周径（膝蓋骨上縁，膝蓋骨上縁 5cm）・下腿最大周径，安静時疼痛 VAS scale（術前，
術後 7 日，2 週，4 週）とした。また，歩行満足度（術前，術後 2 週，4 週）も調査した。統計は，各群間と検討項目を Kruskal�
Wallis 検定を用い比較検討し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

下腿最大周径において，術後 7 日（P=0.01），2 週（P=0.04）に有意差を認めた。その他の比較検討においては，全て有意差はみ
られなかった。また，症状を訴える程の血栓症などの合併症は全例認めなかった。

【結論】

TKA 術後 ROMex 開始時期を 1 日目，4 日目，7 日目に無作為に群分けした結果，ROM，大腿周径，疼痛，歩行満足度におい
て全て有意差はみられなかった。しかし，下腿最大周径においては，術後 7 日，2 週において有意差を認めた。本研究の結果か
ら，TKA 術後の ROMex 開始時期の相違は，術後 1 ヵ月までの良好な ROM 獲得に影響がないことが示唆された。
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椎体骨折患者の退院時歩行能力に影響を及ぼす受傷前後の因子また身体機能に
ついての検討

中村眞須美，篠原 晶子，矢部 嘉浩

重工記念長崎病院

key words 椎体骨折・骨粗鬆症・IADL

【はじめに，目的】骨粗鬆症性椎体骨折（以下，椎体骨折）による歩行能力低下は，ADL の低下を招き要介護の原因となること
は周知の事実であるものの，その保存療法に関する一定の見解やガイドラインは策定されていない。我々は椎体骨折患者に対す
る安静臥床期間が身体機能に及ぼす影響について報告したが，歩行能力については検討できていなかった。そこで今回，当院に
て入院加療を行った椎体骨折患者の退院時歩行能力に影響を及ぼす受傷前後の因子また身体機能について検討し，椎体骨折後
に必要となる系統的な理学療法を見出すことを目的とする。

【方法】2014 年 12 月から 2016 年 7 月に椎体骨折の診断を受け，当院に入院となった 72 例（男性 11 例，女性 61 例，平均年齢
80.8±7.2 歳）を対象とした。受傷前と退院時の歩行能力を比較し，維持あるいは向上した群を維持向上群，低下した群を低下群
に振り分け，検討項目について比較した。検討項目は，受傷前因子として年齢，性別，BMI，介護保険認定の有無，転倒歴，入
院前生活関連動作（以下 IADL），受傷後因子とは MMSE，入院期間，visual analogue scale（以下 VAS），骨密度（以下 YAM），
骨吸収マーカー（以下 NTX），骨形成マーカー（以下 P1NP），椎体圧潰率である。さらに退院時身体機能として握力，10M
歩行，開眼片側立位時間，TUG も比較検討した。なお，入院前 IADL とは受傷前に実際に行っていた 7 項目（ごみ出し，炊事，
洗濯，掃除，買い物，金銭管理，服薬）で，本人あるいは家族に問診した。統計処理は，R2.8.1 を使用し，統計学的手法は Mann�
Whitney の U 検定，ならびに χ2 乗検定を行った。

【結果】維持向上群は 50 例（男性 7 例，女性 43 例，年齢 80.4±7.3 歳），低下群は 22 例（男性 4 例，女性 18 例，年齢 81.9±7.1
歳）であった。入院前 IADL 項目における群間比較では，炊事（維持向上群：72.0％，低下群：40.9％）（p=0.01）ならびに買い
物（維持向上群：60.0％，低下群：31.8％）（p=0.03）の項目に有意な差を認めた。一方，退院時の身体機能の比較では，握力（維
持向上群：17.3±6.2kg，低下群：13.8±3.5kg）（p=0.02），開眼片側立位時間（維持向上群：16.3±22.5s，低下群：8.5±12.7s）（p
=0.03）ならびに TUG（維持向上群：17.1±6.2s，低下群：26.6±19.6s）（p=0.01）おいて有意な差を認めた。MMSE，VAS，YAM，
NTX，P1NP，椎体圧潰率，10M 歩行に有意差は認めなかった。

【結論】日常生活で炊事や買い物動作を行っている高齢者は，椎体骨折受傷後も歩行能力において比較的良好に維持できると推
察され，理学療法開始時における受傷前の生活状況把握は重要である。受傷前の生活レベルが低い患者は歩行能力が低下する可
能性が示唆されるため，筋力やバランス能力への理学療法を早期から立案し，IADL につながる理学療法の推進，さらに退院後
は患者参加型の家事支援を組み込むことが歩行能力の維持につながると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）【ポスター（運動器）P24】

P-MT-24-2

1 年以内に再入院となった脊椎圧迫骨折患者の因子の検討

釼持のぞみ1），伊藤 隆人1），上田 周平1），堀内 建吾1），右高 沙妃1），鈴木 重行2）

1）社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院リハビリテーション科，2）名古屋大学大学院医学系研究科

key words 脊椎圧迫骨折・再発・因子

【はじめに，目的】

高齢者において，脊椎圧迫骨折は頻度の高い骨折であり，80 歳以上の 43％ が受傷しているという報告もある。また，脊椎圧迫
骨折受傷をきっかけに，疼痛や脊椎変形により日常生活動作に制限が生じる高齢者も多く，入退院を繰り返す患者も少なくな
い。一方で，近年，脊椎圧迫骨折患者の歩行能力や在院日数についての報告は散見されるが，再入院となる患者についての報告
は少ない。そこで今回，1 年以内に再入院となった脊椎圧迫骨折患者の因子について検討したので報告する。

【方法】

対象は，2011 年 1 月～2016 年 6 月に脊椎圧迫骨折を受傷した 94 例（男性 5 例，女性 89 例，平均年齢 81.9 歳）とし，1 年以内
に脊椎圧迫骨折が誘因で再入院した群（以下，再入院群）と再入院しなかった群（以下，control 群）に分類し，再入院に影響
する因子について比較検討した。検討項目は全て初回入院時のデータとし，入院時 Body Mass Index（以下，BMI），Geriatric
Nutritional Risk Index（以下，GNRI），受傷機転，受傷部位，骨粗鬆症・認知症の有無，臥床期間，在院日数，Barthel Index

（以下，BI）改善度（最終 BI－初期 BI），退院時歩行能力とした。従属変数を再入院の有無，調査項目を説明変数として多重ロ
ジスティック回帰分析（変数増減法）を行った。尚，統計学的有意水準は危険率 5％ 未満とした。

【結果】

再入院群/control 群の各項目の平均値は，入院時 BMI：20kg/m2/22 kg/m2，GNRI：95.0/99.5，臥床期間：3.9 日/5.5 日，在院日
数：23.9 日/30.9 日，BI 改善度：25.3 点/20.0 点，受傷機転：転倒 15 例，他 27 例/転倒 26 例，他 26 例，受傷部位：胸腰椎 14
例，腰椎 22 例，胸椎 6 例/胸腰椎 24 例，腰椎 21 例，胸椎 7 例，骨粗鬆症：有 14 例，無 28 例/有 18 例，無 34 例，認知症：有
10 例，無 32 例/有 17 例，無 35 例，退院時歩行能力：自立 30 例，見守り 10 例，介助 2 例/自立 35 例，見守り 12 例，介助 5
例であった。多重ロジスティック回帰分析の結果，再入院に影響する因子として，入院時 BMI（オッズ比：0.869，p＜0.05），受
傷機転（オッズ比：2.976，p＜0.05），在院日数（オッズ比：0.956，p＜0.05）があげられた（的中率 71.7％）。

【結論】

今回，退院時の歩行能力が自立であっても，腰痛の再燃や圧潰の進行など様々な要因で再入院となるケースのリスク因子は，入
院時 BMI が低値であり，受傷機転は転倒以外，在院日数は短いという結果に至った。入院早期よりリスク因子を把握すること
は，退院後を見据えたリハビリを行う上で重要な一助になることが考えられる。
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脊椎圧迫骨折患者におけるサルコペニアと低栄養，日常生活動作能力との関係

高橋 浩平1,2），久保 晃3），石村加代子1），櫻澤 朋美1），村田 厚1），石田 美幸1），
福井 隆弘1），増田 智子1），岩田 知子4），田村 哲郎4）

1）田村外科病院リハビリテーション科，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻，
3）国際医療福祉大学，4）田村外科病院

key words 脊椎圧迫骨折・サルコペニア・栄養

【はじめに，目的】

我が国において脊椎圧迫骨折患者は増加傾向を示しており，その発生件数は年間約 200 万件とされている。脊椎圧迫骨折によ
り，疼痛，機能障害をもたらし，生活の質を低下させる。

先行研究では，脊椎圧迫骨折患者は他の整形外科疾患と比べ，サルコペニアの有病率が高いことが報告されている。しかし，サ
ルコペニアと日常生活動作（以下，ADL）能力，栄養状態との関連性などは示されていない。また，縦断的な身体機能や ADL
能力の回復の程度についても不明である。そこで本研究の目的は，脊椎圧迫骨折患者におけるサルコペニアの有無が，栄養状態
や ADL 能力とどの様な関連が存在するかを明らかにすることとした。

【方法】

2016 年 2 月から 9 月末までに脊椎圧迫骨折で当院に入院した 65 歳以上の高齢者 24 例のうち，下肢に神経障害を認めた例，意思
疎通が困難なためサルコペニアの判定が行えなかった例，記録不備の例を除外した 20 例（平均年齢 84.0±4.9 歳，男性 8 名，女
性 12 名）を対象とした。

研究デザインは前向きコホート研究とした。入院時は腰痛により歩行速度の測定が困難であったため，握力と下腿周径を用いて
サルコペニアの有無を判定した。握力低下は Asian working group for sarcopenia の基準である男性 26kg 未満，女性 18kg 未満
とし，下腿周径低下は Kawakami らの報告による男性 34cm 未満，女性 33cm 未満とした。両項目が低下していた場合をサルコ
ペニアと判定し，サルコペニア群と非サルコペニア群に分類した。両群で年齢，性別，体重，BMI，既往歴，入院前の歩行自立
度（Functional Ambulation Category：以下，FAC），骨折の程度，骨折の個数，疼痛，入院時血液データ（TP，CRP），臥床日
数，歩行練習開始までの日数，歩行開始時の FAC，在院日数，入院時および退院時の簡易栄養状態評価表（以下，MNA�SF）・
エネルギー摂取率・Barthel Index（以下，BI）について比較した。2 群間の比較には，χ2検定，対応のない t 検定，Mann�Whit-
ney の U 検定を用いた。BI と他項目との関連性を検討するため Spearman の順位相関係数を用いた。いずれも有意水準は 5%
とした。

【結果】

非サルコペニア群は 4 名（20%），サルコペニア群は 16 名（80%）であった。サルコペニア群は，入院時の MNA�SF，入院およ
び退院時の体重，歩行練習開始時および退院時の FAC，退院時の BI が有意に低値を示した（p＜0.05）。両群とも退院時に体重，
下腿周径が減少した。BI と有意な相関を認めた項目は，入院時および退院時の MNA�SF と握力，歩行練習開始時および退院時
の FAC，退院時の体重であった（p＜0.05）。

【結論】

脊椎圧迫骨折では，サルコペニアの有病率が高く，栄養状態や歩行自立度，ADL 能力の低下と関連することが強く示唆された。
脊椎圧迫骨折患者では，栄養状態，サルコペニアを評価した上で，理学療法と栄養管理を組み合わせたリハ栄養介入が重要であ
る。
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脊椎圧迫骨折患者における当院の取り組み
～圧潰率の経時的変化について～

土井 知哉，田中 久友，大渕 康平

西整形外科医院

key words 体幹コルセット・圧潰・クリニカルパス

【はじめに】

昨年当院では圧潰の経時的変化について研究を行った。結果は受傷から 4 週までは圧潰が進行しやすい傾向となった。特に前壁
での圧潰が著明であったため，前屈動作を更に制限するように軟性コルセットから半硬性コルセットへ全症例変更を行った。そ
れでも圧潰が生じる症例があったためクリニカルパス・圧迫骨折患者へのパンフレットを作成し，経過を追ったのでその結果
と当院の取り組みについて報告する。

【方法】

2011 年から 2016 年までの当院脊椎圧迫骨折入院患者 182 例中，新規の 1 椎体の骨折かつ 10 週の経過を評価できた 84 例 84 椎
体を対象とした。その中で治療の方法①軟性コルセットを装着し痛みに応じて離床を行った 64 症例 64 椎体（男性：14 例・女性
50 例，平均年齢 80.9±10.5 歳）を 1 群。②半硬性コルセットを装着し痛みに応じて離床を行った 15 症例 15 椎体（男性 6 名・女
性 9 名，平均年齢 79.6±7.4 歳）を 2 群。③半硬性コルセットを装着，パンフレットを渡し圧潰の危険性を説明，かつクリニカ
ルパスに沿って離床を行った 7 症例 7 椎体（男性 1 名・女性 6 名，平均年齢 83.4±10.1 歳）を 3 群として振り分け，比較検討を
行った。圧潰の進行は各週の X 線で前・中・後の椎体の高さを測定し進行率の経時的変化を調査した。また 10 週経過後の 3
群間の圧潰率を一元配置分散分析した。

【結果】

10 週経過時点で前壁の圧潰率に関しては 1 群で平均 26.1％，2 群で 6.7%，3 群で 1.2％ であった。統計的有意性においては 1
群 2 群間，1 群 3 群間で認めた（p＜0.0001）。

中壁に関しては 1 群で平均 24.8％，2 群で 9.9%，3 群で 2.4％ であった。統計的有意性においては 1 群 2 群間，1 群 3 群間で認め
た（p＝0.0006）。

後壁に関しては，1 群で平均 9.9％，2 群で 5.4%，3 群で 0％ であった。統計的有意性においては 1 群 3 群間で認めた（p＝0.009）。

【結論】

今回，当院の取り組みにより圧潰率を当初の 5％（1 群 23.9％ から 3 群 1.2％）に抑えることができた。井上らは，ギプス固定群
21.7％，コルセット固定群 24.2％，全症例でも 22.8％ の圧潰進行であったと報告している。

当院では半硬性コルセットへ変更し，硬性コルセットと比較すると固定力は劣るが，パンフレットでの説明，クリニカルパスを
作成し，医師・他職種との連携を図れたことで，圧潰を抑制できたのではないかと考えられる。また，今回の圧潰の抑制が，慢
性痛の軽減，QOL の向上に繋がるよう，対象症例数及び更なる追加調査等を検討していきたい。
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腰椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術後の疼痛を多面的に検証した 2症例の
報告

嘉摩尻 伸，大門 恭平

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター

key words 圧迫骨折・Balloon kyphoplasty・痛み

【はじめに，目的】

近年，圧迫骨折に対する手術的治療において経皮的椎体形成術（Balloon kyphoplasty：BKP）が治療選択のひとつとなっており，
著しい除痛効果や機能予後，日常生活動作を改善させると報告されている（Yuan, 2016）。一方で疼痛緩和機序は明らかではなく

（萩原，2010），術後においても疼痛が残存し，治療が難渋する場面を経験する。このように慢性的に疼痛を訴える患者に対して
は，術後早期から痛みに関連するとされる認知的・情動的側面への介入が必要とされている（平川，2014）。しかし，BKP 後に
残存する疼痛に対して，認知的・情動的側面から多面的に検証した報告はない。そこで本研究では，BKP 後の疼痛に対して，認
知的・情動的側面から理学療法効果の経過を検証した。

【方法】

対象は，腰椎圧迫骨折により BKP の適応で，3 週間以上入院した 2 名の患者であった。

症例 1 は，第 1 腰椎圧迫骨折を呈した 80 歳女性で，術前評価として Functional Independence Measure（FIM）92 点，Visual
Analogue Scale（VAS）100mm，2 点識別覚は 20mm であった。症例 2 は，第 4 腰椎圧迫骨折を呈した 76 歳女性。術前評価と
して FIM107 点，VAS81mm，2 点識別覚は 27mm であった。尚，2 症例ともに認知機能低下や，術後合併症・異常な神経症状
などはみられなかった。また，治療プログラムは筋力増強練習，課題指向型練習，日常生活動作練習による標準的なリハビリテー
ションを実施した。術後評価項目は術前評価項目に加えて，6 分間歩行距離（6MD），不安と抑うつの程度を Hospital Anxiety
And Depression Scale（HADS），痛みに対する破局的思考を Pain Catastrophizing Scale（PCS）とし，術後 1 週目と 3 週目に実
施した。

【結果】

症例 1 では術後 VAS が 1 週目と 3 週目で 0mm となり，FIM は 105 点から 124 点，6MD は 270m から 425m と大きく改善を認
めた。また，HADS・PCS では術後 1 週目から 3 週目ともに 0 点，2 点識別覚は 20mm から 16mm と著明な変化はみられなかっ
た。症例 2 では術後 1 週目の VAS が 84mm から 3 週目 82mm と変化がみられず，術前の疼痛が残存した。FIM は 116 点から
119 点，6MD は 415m から 422m，2 点識別覚は 25mm から 20mm で著明な変化を認めなかった。また，HADS では 15 点から
11 点，PCS では 19 点から 24 点となった。

【結論】

症例 1 の術後経過と比較して症例 2 では，痛み，HADS，PCS に著明な違いを認めた。これらのことから，腰椎圧迫骨折術後患
者に対する標準的なリハビリテーションは，身体機能への改善は認めるものの，痛み，不安・抑うつ，痛みに対する破局的思考
の改善に対しては不十分である可能性がある。よって，術後早期から標準的なリハビリテーションに加え，痛みの認知的・情動
的側面を含む包括的な評価と治療戦略が必要である。
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脛骨高原骨折と足趾骨折後の免荷期間に運動学習を実施した一症例
大腿四頭筋とハムストリングスの協調性に着目して

齊藤真祐子，阪本 耀羽，井伊 佑輔，岩城 隆久

医療法人健幸会むかいじま病院診療部リハビリテーション科

key words 運動学習・脛骨高原骨折・免荷

＜はじめに＞

脛骨高原骨折の保存療法において免荷期間は長期化することが知られている。この間に歩行障害や筋力低下，関節可動域制限な
どの二次的障害が生じやすい。八幡らは体重免荷において heel contact における大腿�下腿の相対位相にて，膝関節周囲の協調性
が低下することを報告している。そこで荷重制限がある期間中に大腿四頭筋とハムストリングスの協調性向上を図る運動学習
を行い，治療効果を検証したので報告する。

＜方法＞

対象者は交通事故により右脛骨高原骨折，右第一中足骨基部骨折，右母趾基節骨骨折を呈した 50 歳代の男性である。右下肢は
荷重制限があり 2/3 荷重での介入となる。研究デザインはシングルケースデザインとし，運動学習の効果について ABAB デザ
インを使用して検証した。介入期間は各 1 週間の計 4 週間とし週 6 日間の介入で行った。基礎水準測定期（A）は関節可動域練
習，筋力練習，荷重練習を実施し，操作導入期（B）は A 期間の理学療法に加えて大腿四頭筋とハムストリングを用いた運動学
習を行った。運動学習課題は長座位の状態で膝窩部に血圧計のマンシェットを設置し最大圧を確認した後に，その最大圧から半
分の圧力（1/2 圧力）を運動学習する課題とした。試行回数は 20 回×5 セットの頻度で行った。運動学習中の knowledge of re-
sult（KR）は正誤値に対して「上，下，正解」とした。最大圧の 1/2±5mmHg を正解として KR を 3 試行に 1 回付与した。

＜結果＞

運動学習における正答率の結果は A および B 期間ともに大きな変化は見られなかった。運動学習中の正答率は初期 B 期間は
83％ に比べ後期 B 期間で 93％ と高値を示した。そして初期 A 期間に生じていた歩行時の右母趾の痛み（NRS：3）は初期 B
期間で消失し（NRS：0），初期 A 期間にあった膝関節の違和感も初期 B 期間で消失した。また，運動学習後から右下肢の二重
振り子運動が出現するようになり，正答率が上昇するに伴い下肢荷重訓練における荷重量のコントロールが過荷重となる場面
がみられた。

＜結論＞

大腿四頭筋とハムストリングを用いた筋の協調性を伴う運動学習は本症例の長期化する免荷期間において有効に作用した。下
肢抗重力筋活動における筋の協調性低下は歩行時の足底感覚や深部感覚のフィードバックに影響し，免荷期間が長くなれば各
動作時の運動イメージも崩れ，過剰な筋活動を伴う動作から正常なフットクリアランスが形成できずに足趾の痛みを助長して
いた可能性がある。今回の運動学習は，正答率が上昇するに伴い痛みの改善をもたらした。つまり，運動学習による大腿四頭筋
とハムストリングスの協調性向上が長期免荷における二次障害予防の効果に繋がったと考えられる。
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P-MT-25-2

荷重スケジュールの延期に伴い痛みの破局的思考が強まった脛骨高原骨折術後患者一症例
反芻・抑うつ・不眠の相互関係について

宮下 創

独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センターリハビリテーション部

key words 脛骨高原骨折・破局的思考・不眠

【はじめに，目的】

近年，痛みに対する破局的思考の評価である精神心理学的評価を用いた報告が散見される。今回，骨癒合が遷延し荷重スケ
ジュールの 2 度の延期に伴い破局的思考が強まった脛骨高原骨折術後患者を担当した。痛みの破局的思考が強まった要因につ
いて考察したため報告する。

症例は 40 歳代男性。職業は大型トラック運転手。バイク事故により右脛骨高原骨折受傷，受傷 7 日目に観血的整復固定術施行，
受傷 29 日目に回復期病棟へ転棟した。症例の特徴として，痛みに対して敏感であり，自己身体へ過剰に注意を向けてしまう傾
向が強かった。また，痛みの情動的及び認知的側面に関する発言が多かったため，精神心理学的評価を実施した。不眠の訴えも
強かったため睡眠評価も実施した。

【方法】

評価期間は受傷 36 日目を初期，1 回目の荷重開始予定直前（受傷 50 日目）を I 期，2 回目の荷重開始予定直前（受傷 64 日目）
を II 期，荷重開始直前（受傷 78 日目）を最終評価とした。評価は，痛み強度評価は VAS，痛み性質評価は SF�MPQ，精神心
理学的評価は PCS，HADS，身体機能評価は WOMAC・膝関節屈曲可動域，行動評価は痛み�行動日誌，睡眠評価は Athens In-
somnia Scale（以下，AIS）とした。理学療法は通常の理学療法と痛みに対するセルフケアを実施した。

【結果】

結果は初期→I 期→II 期→最終の順に記載。VAS（cm）は 5.9→0.9→0.3→0.3，SF�MPQ は 7→2→1→2，PCS は 25→29→34→33
（反芻：15→18→20→20，無力感：4→0→3→5，拡大視：6→11→11→8），HADS は 21→19→23→23（不安：12→9→10→10，抑
うつ：9→10→13→13），WOMAC は 57→54→48→47，右膝屈曲可動域（̊）は 109.1→116.5→121.1→123.3，AIS は 12→12→12
→11 であった。痛み強度や痛み性質評価，身体機能評価は改善を認めた。PCS では破局的思考を強め，下位尺度の反芻で特に
高値を示した。HADS の下位尺度の不安は doubtful，抑うつは definite であった。睡眠評価は初期からの重度不眠が残存した。
問診では復職の不安，復職後の痛みの再発に対する恐怖，夜間の中途覚醒による不眠の訴えを聴取した。

【結論】

反芻は様々なうつ症状と強い関連があり（山本ら。2014），心理的要因が睡眠状況に及ぼす影響として就寝前の認知的活動が重
要であり，ネガティブな反芻はうつ状態を引き起こし睡眠状況にも影響すると報告されている（西迫。2010）。本症例において，
荷重スケジュールの 2 度の延期に伴い，夜間覚醒時に復職に対する不安，復職後に生じうる痛みに対する恐怖を繰り返し考える
ようになっていった。このように反芻・抑うつ・不眠は相互に影響し合い，悪循環が形成され破局的思考が強まったと考える。
今回のような経過をたどる患者は臨床的に少なくないと考えられ，その特徴として自己への過剰な注意が挙げられる。今後の課
題は，初回面談時に症例の自己への注意の向け易さや思考傾向を評価し，その結果を関連職種の共通認識として患者に対応する
必要がある。
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エコー所見をもとに段階的に理学療法を実施した外傷性外側広筋，腸脛靱帯断
裂の 1例

荒木浩二郎，佐藤 草子，菅原 亮太，小野寺智亮，谷口 達也，千田 佑太

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

key words 筋断裂・超音波診断装置・運動療法

【はじめに，目的】

筋・腱断裂後において長期間の固定は拘縮や癒着を生じ，反対に高強度の運動を早期から行なうと再断裂やギャップ形成のリ
スクが高い。再断裂リスクを最小化し最大限の機能を得るためには手術所見や組織修復過程を考慮した上で組織強度に見合っ
た運動を可及的早期から実施する必要がある。本症例では手術所見や組織修復過程に加え，超音波診断装置を使用し筋腱の動態
を動的に観察したエコー所見を踏まえて段階的に理学療法を実施した。エコー所見をもとに理学療法を実施した外傷性外側広
筋，腸脛靱帯断裂症例の経過および機能成績を報告する。

【方法】

20 代男性，草刈り機の刃が左大腿遠位部に接触し受傷した。当院へ救急搬送され，左外側広筋，腸脛靱帯断裂と診断され，受傷
当日にデブリードマン，筋・靱帯縫合が行われた。外側広筋は筋膜，腱成分を Kessler 縫合，腸脛靱帯は単結節縫合が用いられ
た。術後は 3 週間 Knee Brace 固定，touch 歩行許可となった。

手術翌日から理学療法を開始した。症例報告や組織治癒過程をもとに医師と協議し，術後 3 週後から膝関節自動屈曲運動と部分
荷重，4 週から膝関節自他動運動，5 週から Knee Brace 除去し全荷重，6 週から CKC 筋力トレーニングを実施する予定とした。
各運動開始時に超音波診断装置（LOGIQ S8，GE 社製）を用い断裂部を中心とする長軸像を描出し断裂部にギャップを生じない
か確認した。術後 3 週では最大自動屈曲，術後 4 週では疼痛を生じる直前の最大他動屈曲，術後 6 週ではスクワット（膝関節 45
度屈曲位）でエコー所見を評価した。

【結果】

各運動開始時で断裂部のギャップは認めず，予定通り段階的に理学療法を実施した。術後 3 ヶ月，超音波診断装置で確認した断
裂部において外側広筋は膝関節伸展位で瘢痕組織様の低エコーを示していたが，膝関節屈曲位では筋線維の連続性を認め，
ギャップ形成なく治癒していた。また腸脛靱帯の連続性も確認できた。MRI 所見も同様であり外側広筋，腸脛靱帯の連続性を認
めた。術後 3 ヶ月評価において運動時痛，歩行時痛なし。膝関節 ROM は屈曲 155 度，伸展 0 度，extension lag なし。しゃがみ，
正座可能だった。膝関節 90 度屈曲位での等尺性膝関節伸展筋力（患側/健側）は 174.3/212.1Nm であり健側比 82.2% だった。

【結論】

超音波診断装置を使用し，エコー所見を踏まえて段階的に理学療法を実施した結果，創部の癒着や断裂部のギャップ形成なく良
好な膝関節機能を獲得することができた。ヒトにおける外傷性筋断裂の報告は少なく，症例報告や一般的な組織治癒過程を頼り
に運動療法を進めざるを得なかったが，超音波診断装置を使用することで損傷組織を可視化でき安全に運動を行うことが可能
だった。一方で，エコー所見にてギャップ形成がないことを確認できても，連続した負荷により筋・腱組織が断裂する可能性は
否定できない。実施している運動が安全かどうか定期的に損傷組織のエコー所見を評価する必要がある。
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下肢骨折後の就寝様式に与える要因の検討

市丸 勝昭，片渕 宏輔

佐賀県医療センター好生館リハビリテーションセンター

key words 下肢骨折・就寝様式・立ち上がり

【はじめに】

日本人の就寝様式は布団かベッドの二通りに大別できる。下肢骨折後は，自宅退院の際に布団からベッドへ就寝様式を変更され
る場合がある。今回，下肢骨折後の就寝様式に影響を及ぼす要因について，骨折部位，生活環境と生活動作，下肢の問題が日常
生活動作に及ぼす影響，また健康関連 QOL の視点から検討し，評価やプログラムの一助とする。

【方法】

当院で下肢骨折に対して入院加療し自宅退院された外来患者 150 例を対象とし，2015 年 11 月に実施した。調査方法は郵送調査
法の自己記入方式とし，Lower Extremity Functional Scale（LEFS），生活環境と生活動作，SF�8 を評価した。対象者を，下肢
骨折部位により股関節群，膝関節群，足関節群の 3 群と，就寝様式の変更により布団群，ベッドに変更群の 2 群に分け，それぞ
れ各項目を比較検討した。

【結果】

回答が得られた 90 名（回収率 60.0%）のうち 86 名を有効回答とした（有効回答率 95.5%）。布団からベッドへ就寝様式を変更し
た症例は全体の 18.6％ であった。股関節群は 33.0％ で，膝関節群の 10.7％ と足関節群の 12.0％ と比較し高い割合であった。骨
折部位による 3 群間の比較では，LEFS における合計点数において股関節群と膝関節群が，足関節群に比較し有意に障害が大き
く，SF�8 は有意差を認めなかった。就寝様式の変更による 2 群間の比較では，ベッドに変更群が LEFS における合計点数と細
項目の 17 項目において有意に日常生活動作が困難であり，生活環境と生活動作における「室内歩行」，「床からの立ち上がり」，

「椅子からの立ち上がり」，「入浴動作」能力の低下，SF�8 における身体機能の項目が有意に低下していた。就寝様式の変更有無
に独立して影響する因子としての多変量解析の結果は「平らな場所を走る」，「床からの立ち上がり」の 2 項目が抽出された。

【結論】

床からの立ち上がり動作の再獲得と，下肢機能の回復が十分でなければ，ベッドへ就寝様式の変更を行う可能性が高いことが示
唆された。ベッドへ就寝様式を変更する要因として，骨折部位に関しては，股関節群は転倒後症候群として日常生活動作に不安
を感じやすいことが影響していると考える。LEFS に関しては，下肢骨折後の機能障害が大きい場合に日常生活動作の能力障害
を補うためと考える。生活動作に関しては，室内歩行を除いた 3 項目は立ち上がり動作を伴うため，ベッド使用という環境調整
で難易度の高い動作を補ったと考える。SF�8 に関しては，ベッドに変更することにより，身体機能の低下以外の項目で有意な
差を認めなかったと考える。本研究において，下肢骨折後において床からの立ち上がり動作ができるか否かは，就寝様式の変更
の指標になることから，自宅退院の際など，環境調査に併せて評価すべき動作の一つであると考える。また，就寝様式がベッド
へ変更できない場合は，立ち上がり動作の再獲得を目的としたリハビリテーションプログラムが有用であると考える。
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P-MT-25-5

足関節果部骨折（AO分類 B型）の機能成績

片田 昌志1），今城 栄祐1），亀山 祐1），穂高 桂1），松村 福広2），伴 光正2），濱口 隼人2）

1）東京西徳洲会病院リハビリテーションセンター，2）東京西徳洲会病院外傷センター

key words 足関節果部骨折・骨折型・機能成績

【はじめに，目的】

脛腓靭帯結合レベルの足関節果部骨折（AO 分類 B 型；以下 B 型骨折）は，後果骨折，内果骨折合併に至るまでのグループがあ
る。B 型骨折は概ね良好な治療成績が報告されているが，その多くは画像評価や術後合併症の有無，簡易的な臨床評価のみが用
いられており，患者にとって重要な機能成績に焦点を当てた報告は少ない。本研究の目的は，B 型骨折の術後 12 週目における
機能成績を明らかにすることである。

【方法】

平成 27 年 10 月から平成 28 年 9 月までに当院で手術を行った B 型骨折 30 例のうち，多発外傷であった 1 例，術後 12 週目の機
能評価に不備があった 18 例を除外した 11 例を対象とした。平均年齢は 54.8 歳（23～79），男性 8 例，女性 3 例であった。分類
の内約は B2：5 例，B3：6 例であり，術後ストレス撮影で脛腓間が安定していることを全例確認した。術後リハビリテーション
は関節可動域運動を全例翌日から開始，荷重練習を平均 3 週目（0～6）から開始した。機能成績は術後 12 週目に足関節周径

（以下；Figure�Eight），関節可動域（以下；ROM），日本足の外科学会足部・足関節疾患治療成績判定基準の足関節・後足部判
定基準（以下；JSSF），足部足関節評価質問票（以下；SAFE�Q）を用いて評価した。

【結果】

Figure�Eight は健側�患側差 1.3cm，平均 ROM は背屈 15.0 度（健側比 87%），底屈 42.3 度（健側比 96％），JSSF は平均 90.3
点（痛み 33.6 点，機能 46.6 点，アライメント 10 点），SAFE�Q は痛み・痛み関連 87.9，身体機能・日常生活の状態 88.4，社会
生活機能 87.9，靴関連 91.7，全体的健康感 94.1 であった。B2 と B3 のグループ間の比較では，Figure�Eight，背屈 ROM，JSSF
の機能，SAFE�Q の身体機能・日常生活の状態，社会生活機能，靴関連で有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

足関節果部骨折はよく遭遇する疾患であり，手術療法による解剖学的整復・固定性の獲得と理学療法による機能改善が重要と
されている。その中でも脛腓靭帯結合レベルの B 型骨折は，後果骨折や内果骨折の有無により脛腓間の安定性の獲得に難渋する
場合もあるが，治療成績は概ね良好であり，本研究でも諸家の報告を支持する結果であった。しかし，SAFE�Q の痛み・痛み関
連，身体機能・日常生活の状態の下位尺度で減点が目立つ結果から，ROM，JSSF などの客観的評価では明らかにならない階段
昇降やしゃがみ込み，外出や仕事復帰に対する主観的な問題点を見出すことができた。さらに，術後ストレス撮影で脛腓間が安
定しているにも関わらず，B2 から B3 と軟部組織損傷が重度になるに伴い機能成績が有意に低下することから，手術療法による
脛腓間の安定性の獲得に加え，リハビリテーションによる軟部組織の機能改善が機能成績に影響を与えると示唆された。
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P-MT-26-1

大腿骨近位部骨折術後患者における歩行再獲得の予測因子
地域連携パスデータを利用した検討

村上 武史1），久原 聡志1），中元 洋子1），賀好 宏明1），明日 徹2），舌間 秀雄1），加藤 徳明3），
佐伯 覚3）

1）産業医科大学病院，2）産業医科大学若松病院，3）産業医科大学

key words 地域連携パス・大腿骨近位部骨折・歩行再獲得

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折術後患者の歩行再獲得は，ADL や生存率に影響を及ぼすとされる。年齢，骨折型，認知機能，受傷前の ADL
状況が，歩行再獲得に影響を与える因子であることが数多く報告されているが，その具体的なカットオフ値を求めた報告は少な
い。本研究の目的は，大腿骨近位部骨折地域連携パス北九州標準モデルを用いて，受傷前・急性期病院退院時（急性期退院時）
の各因子から回復期病院等退院時（回復期退院時）の歩行再獲得を予測する因子を求め，そのカットオフ値を明らかにすること
である。

【方法】

2011 年 8 月から 2016 年 8 月の間に地域連携パスを利用した 3341 名のうち，急性期病院，回復期病院双方から事務局へ情報が送
信され，かつ受傷前より歩行可能であった 811 名のデータを解析した。本研究での歩行の定義は，伝い歩き，歩行器歩行，杖歩
行，独歩とし，対象者を回復期退院時の歩行獲得の可否で再獲得群と未獲得群の 2 群に分類した。調査項目は地域連携パスデー
タより得られる年齢，性別，手術待機日数，骨折型，受傷前・急性期退院時それぞれの Barthel Index（BI），長谷川式簡易知能
評価スケール（HDS�R）とした。統計解析は，歩行の可否を従属変数，調査項目すべてを独立変数として多重ロジスティック回
帰分析を行い，抽出された項目は，ROC 解析にてカットオフ値を求めた。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

回復期退院時の再獲得群は 615 名（75.8％），未獲得群は 196 名（24.2％）であった。多重ロジスティック回帰分析より，回復期
退院時の歩行再獲得に影響を与える因子として，年齢，受傷前 BI，急性期退院時の BI と HDS�R が抽出された。それぞれのオッ
ズ比は，年齢 0.97（p＜0.01），受傷前 BI 1.01（p＜0.05），急性期退院時 BI 1.03（p＜0.01），急性期退院時 HDS�R 1.04（p＜0.01），
カットオフ値は，年齢 86.5 歳（感度 54.6％，特異度 68.1％，p＜0.01），受傷前 BI 77.5 点（感度 51.5％，特異度 79.8％，p＜0.01），
急性期退院時 BI 42.5 点（感度 61.2％，特異度 77.1％，p＜0.01），急性期退院時 HDS�R 19.5 点（感度 71.9％，特異度 64.9％，p
＜0.01）であった。

【結論】

今回，大腿骨近位部骨折地域連携パス北九州標準モデルを用いて，大腿骨近位部骨折患者における回復期退院時の歩行再獲得の
予測因子を，受傷前・急性期退院時の因子から抽出し，カットオフ値を求めることができた。これらのカットオフ値を満たさな
い項目が多い症例では，急性期・回復期病院双方においてより予後を考慮した理学療法の内容の検討が重要と考える。本研究の
限界は，対象者に選択バイアスが生じている可能性があることと歩行可否の判断に理学療法士の主観的な要素が影響している
ことである。
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大腿骨近位部骨折患者における術後早期での歩行自立を予測する因子の検討

横道 宏昌

松阪市民病院

key words 大腿骨近位部骨折・術後早期・歩行自立

【はじめに，目的】

急性期病院における在院日数の短縮が進む中，自宅退院の可否や回復期病院転院の適応など退院調整に向け，理学療法介入早期
より予測することが求められている。そこで，本研究では，術後早期のデータから急性期病院退院時の歩行自立を予測する因子
について検討した。

【方法】

2015 年 9 月～2016 年 4 月に当院に入院した患者のうち，入院前より歩行が自立しており，脳血管疾患の既往がない例，入院中
に容態の悪化した例を除外した 35 例（男性 11 例，女性 24 例），平均年齢 81.1±11.7 歳とした。データの収集は，後方視的に診
療記録，データベースをもとに行った。退院時に歩行が自立した歩行自立群，歩行が自立しなかった歩行非自立群の 2 群に分類
した。歩行自立の定義は，Functional Independence Measure（以下 FIM）が 6 点以上の場合とした。歩行自立群と非自立群の
2 群間で，性別，年齢，BMI，術式，リハビリ開始時認知機能（HDS�R 点数），リハビリ開始時 FIM 運動項目（以下 M�FIM）
合計点，術後 1 日目および術後 1 週の血清アルブミン（以下 Alb）値，術後 1 日目および術後 1 週の C 反応性蛋白（以下 CRP）
値，術後 1 週の歩行能力（歩行補助具および自立度）を比較検討した。2 群間の比較には Mann�Whitney U 検定またはカイ二乗
検定を用いた。次に歩行自立の可否を従属変数，2 群間で有意差を認めた因子を独立変数としてロジスティック回帰分析を実施
した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

歩行自立群は 13 例（平均年齢 72.0±11.9 歳），歩行非自立群は 22 例（平均年齢 86.5±7.7 歳）であった。2 群間比較では，年齢，
術式，認知機能，M�FIM 合計点，術後 1 日目 Alb 値，術後 1 週の歩行能力について有意差を認めた（P＜0.05）。また，ロジス
ティック回帰分析の結果，退院時歩行能力に影響する因子として，術後 1 週の歩行能力（P=0.029，オッズ比 48.0）が有意に関
連した。術後 1 週の歩行能力について，歩行自立群では T 字杖歩行 3 例（23.0％），歩行器 10 例（76.9％），歩行非自立群では歩
行器 2 例（9.0％），平行棒 9 例（40.9％），平行棒介助・不可 11 例（50.0％）であった。

【結論】

退院時歩行自立群全例で術後 1 週の歩行能力が杖または歩行器で歩行可能なレベルであった。本研究の結果より，退院時の歩行
自立の可否に術後 1 週の歩行能力が影響することが明らかになり，術後早期において，退院時の歩行能力が予測し得る可能性が
示唆された。術後早期より退院時の歩行能力を予測することで，自宅退院か回復期病院への転院などの判断の一助となり，速や
かに退院調整を開始することが可能となると考える。
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P-MT-26-3

大腿骨近位部骨折術後 2週における杖歩行の可否を予測する要因
決定木分析による検討

藤村 宜史1），田中 亮2），西山 健二1），新谷 保貴1），和田 直人1），豊田 章宏2）

1）中国労災病院，2）広島国際大学保健医療学部理学療法学科

key words 大腿骨頚部骨折・杖歩行・決定木

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折（Hip Fracture：以下 HF）において，術前の評価から術後早期の歩行可否を予測できることは，急性期病院
から直接自宅へ退院すべきか，それとも転院しリハビリテーションを継続すべきかを判断する上で有用である。HF 症例におけ
る歩行能力の予測因子については，年齢，受傷前の歩行能力，認知機能などが報告されている。しかし，これら多くの報告で，
統計解析として用いられているロジスティック回帰分析は，予測式が複雑になることや説明変数間の相互関係が分かりにくい。
その点で，複数の説明変数の組み合わせから従属変数を予測する手法である決定木分析は，臨床判断の指針として有用と考え
る。本研究の目的は，決定木分析を用いて，HF 症例における術後 2 週時点での歩行可否を判断するためのモデルを提示するこ
とである。

【方法】

本研究のデザインは，コホート研究とした。研究期間は 2014 年 11 月から 2016 年 9 月とした。対象の選択基準は 1）HF 患者，
2）手術を施行，3）厚生労働省の障害高齢者日常生活自立度判定基準で J・A，4）認知症高齢者の日常生活自立度判定基準で I・
II，5）受傷前の歩行様式が独歩・杖とした。測定項目は，年齢，性別，骨折分類，障害高齢者日常生活自立度判定基準，認知症
高齢者の日常生活自立度判定基準，機能的評価（Barthel Index：以下 BI），杖歩行可否とした。障害高齢者日常生活自立度判定
基準，認知症高齢者の日常生活自立度判定基準，BI は，術前に担当理学療法士が問診により受傷前の状態を評価した。杖歩行可
否は，術後 2 週に担当理学療法士が測定した。杖歩行可否は，理学療法士が対象者の身体に触れることなく連続 40m の杖歩行
できれば可，できなければ不可と判定した。

統計解析は，従属変数を杖歩行可否とし，独立変数を年齢，性別，骨折分類，障害高齢者日常生活自立度判定基準，認知症高齢
者の日常生活自立度判定基準，BI とした決定木分析を行った。

【結果】

78 例のデータを得た（年齢 81.7±8.8 歳，女性 62 例・男性 16 例）。78 例のうち杖歩行可群は 31 例，杖歩行不可群は 47 例であっ
た。決定木分析の結果，対象における正分類率 85.9% であり，交差検証による誤差率は 0.192 であった。術後 2 週で杖歩行が可
能となるための因子として，年齢，障害高齢者日常生活自立度判定基準が選択された。本モデルの第一層では年齢が 82.5 歳を境
に 2 群に分かれた。第二層では障害高齢者日常生活自立度判定基準が J2 を境に 2 群に分かれた。

【結論】

HF 症例では，第一に年齢を評価し，その値によって障害高齢者日常生活自立度判定基準を確認することで術後 2 週の歩行可否
を判断できる可能性がある。
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P-MT-26-4

大腿骨近位部骨折患者における急性期病院退院時の日常生活動作能力予測に適
した栄養スクリーニングの検討

井上 達朗1,2），三栖 翔吾2,3），田中 利明1），筧 哲也1），三坂 恵1），垣内 優芳1），
渡 彩夏1），小野 玲2）

1）西神戸医療センター，2）神戸大学大学院保健学研究科，3）神戸市立医療センター西市民病院

key words 大腿骨近位部骨折・栄養・Mini Nutritional Assessment�Short Form

【はじめに，目的】

本邦では高齢化に伴い大腿骨近位部骨折患者は増加傾向にある。大腿骨近位部骨折患者において，急性期病院退院時 Activity
of Daily Living（以下 ADL）が退院後 1 年の死亡率を予測するとの報告があり，急性期病院での ADL 改善は重要である。また，
近年，栄養状態が術後 ADL を予測すると報告され，早期の栄養スクリー二ングと適切な介入が推奨されている。欧州臨床栄養・
代謝学会は栄養スクリーニング方法として Mini Nutritional Assessment�Short Form（以下 MNA�SF），Malnutrition Universal
Screening Tool（以下 MUST），Nutritional Risk Screening�2002（以下 NRS�2002）を推奨しているが，アルブミン値と体重を
計算式に用いた Geriatric Nutritional Risk Index（以下 GNRI）等の方法もあり，どの方法が ADL の予測に適しているかを比較
検討した報告は未だみられない。本研究の目的は，上記 4 つの栄養スクリーニング方法から急性期病院退院時 ADL の予測に適
した方法を比較検討する事とした。

【方法】

対象は転倒により受傷し急性期病院に入院した大腿骨近位部骨折患者とした。除外基準は保存療法選択，受傷前歩行不可，術後
荷重制限例とした。全対象者に対して入院時の MNA�SF，MUST，NRS�2002，GNRI を評価し，それぞれの方法において栄養
良好群・リスク群・低栄養群の 3 群に対象者を分類した。退院時 ADL は Functional Independence Measure（以下 FIM）運動
項目を用いて評価した。統計解析は退院時 FIM 運動項目を目的変数，各スクリーニング方法によるグループを説明変数とした
重回帰分析を，それぞれの方法ごとに実施した（MNA�SF model，MUST model，NRS�2002 model，GNRI model の 4 つのモデ
ルを作成した）。各モデルにおいて，交絡変数として先行研究より年齢，性別，骨折から手術までの日数，受傷前歩行能力，握
力，下腿周径，併存疾患を強制投入した。

【結果】

解析対象者は 205 名で平均年齢は 83.5±7.0 歳，在院日数中央値は 23 日であった。MNA�SF，MUST，NRS�2002，GNRI の順
に栄養良好群 27.3%，47.3%，43.4%，21.5%，リスク群 50.2%，20.5%，33.7%，36.1%，低栄養群 22.5%，32.2%，22.9%，42.4%
であった。重回帰分析の結果，MNA�SF のみが退院時 FIM 運動項目と有意に関連していた（良好群 vs リスク群 β=�0.09，P
＜0.05，良好群 vs 低栄養群 β=�0.39，P＜0.05，R2=0.53）。

【結論】

本研究において，術後大腿骨近位部骨折患者の急性期病院退院時 ADL の予測には，MNA�SF が適している事が示唆された。
BMI や体重減少，アルブミン値という身体特性のみを用いて評価する他のスクリーニング方法と比較し，MNA�SF は認知機能
や歩行能力が評価内容として含まれており，より包括的なスクリーニング方法であることから，退院時 ADL の予測に有用で
あったと考える。
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回復期リハビリテーション病棟入院時の栄養状態が大腿骨近位部骨折患者の術
後経過に与える影響

長尾 卓1），長岡 正子1），大垣 昌之2）

1）愛仁会リハビリテーション病院リハ技術部理学療法科，2）愛仁会リハビリテーション病院リハ技術部

key words 大腿骨近位部骨折・栄養状態・FIM

【はじめに，目的】

回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ病棟）に入院される患者の約 40% が低栄養状態であると報告されている。大腿骨頚
部/転子部骨折診療ガイドライン改定第 2 版では，栄養介入により大腿骨近位部骨折患者の死亡率の低下，血中蛋白質量の回復，
リハビリテーション期間の短縮が期待できる（GradeB）とされており，近年リハビリテーション栄養の考え方が急速に普及し
ている。しかし大腿骨近位部骨折患者の栄養状態が身体機能や ADL への影響を検討した報告は少ない。本研究の目的は回リハ
病棟入院時の栄養状態が術後経過に与える影響を明らかにすることである。

【方法】

2016 年 1 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までに大腿骨近位部骨折にて当院転院となった 65 歳以上の患者 33 例を対象とした。入
院時の簡易栄養状態評価表（以下 MNA�SF）により，8 点以上を良好群，7 点以下を低栄養群に分類した。良好群は 19 例（男
性 4 例女性 15 例，平均年齢 79.6±6.3 歳），低栄養群は 14 例（男性 3 例女性 11 例，平均年齢 81.9±6.6 歳）であった。方法は当
院入院時，退院時の膝伸展筋力，握力，10m 歩行速度，3mTimed up go test（以下 TUG），Berg Balance Scale（以下 BBS），Func-
tional Independence Mesure（以下 FIM），転帰を調査した。体組成として In Body S10 を使用して入院時の骨格筋指数（以下，
SMI）と体脂肪率を計測した。各項目の退院時から入院時から差し引いた改善値を算出し，FIM の改善値は FIM 効果［（退院時
FIM�入院時 FIM）/（126�入院時 FIM）］とした。統計解析は群間比較には Mann�Whitney U 検定，χ2検定，MNA�SF と各数値
の相関を Spearman の順位相関係数にて検討し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

在院日数は良好群 50.6±15.4 日と低栄養群 57.6±12.2 日であった。転帰は良好群で 1 例のみ施設退院で，その他は自宅退院で
あった。有意差を認めた項目は良好群，低栄養群それぞれ入院時 10m 歩行速度 16.6±9.3 秒と 22.6±12.8 秒（P＜0.05），入院時
FIM65.2±13.1 点と 56.4±8.7 点（P＜0.01），退院時 FIM117.8±9.5 点と 113.6±6.6 点であった（P＜0.05）。その他の項目に有意差
は認めなかった。改善値は 10m 歩行速度は�5.0±7.0 秒と�8.9±4.8（P＜0.01）秒，TUG は�8.1±9.3 秒と�13.3±10.8 秒（P＜0.05），
BBS10.0±8.8 点，15.0±8.2 点（P＜0.05）であった。MNA�SF と有意差な相関を認めた項目は入院時 10m 歩行速度（r=0.34，P
＜0.05），入院時 FIM（r=0.53，P＜0.01），退院時 FIM（r=0.47，P＜0.01）であった。

【結論】

先行研究では低栄養状態の高齢者は機能回復に対して負の効果を与えることが報告されている。低栄養群は 10m 歩行速度，
TUG，BBS が良好群よりも有意な改善を認めたが，退院時 FIM は良好群が有意に高値であった。また，入院時 MNA�SF と入
院時，退院時 FIM が中等度の相関を認めたことから，回リハ病棟入院時の栄養状態は入院時 ADL だけでなく，退院時 ADL
にまで影響を及ぼすことが示唆された。
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P-MT-27-1

異常運動の制動が関節軟骨に与える組織学的影響

三井 直人1），国分 貴徳2），村田 健児3），塚本 栞4），金村 尚彦4）

1）医療法人青木会青木中央クリニックリハビリテーション科，
2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科程，
3）埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科博士後期課程，4）埼玉県立大学保険医療福祉学部理学療法学科

key words 変形性膝関節症・非生理的運動・関節制動

【はじめに，目的】

変形性膝関節症は，肥満や加齢，力学的負荷など多くの誘因によって発症する多因子疾患である。その有症状患者数の多さから，
膝 OA の発症予防や進行防止を目的とした治療の確立は急務である。近年，OARSI を発端に，膝 OA を type 分類し，各 type
に合わせた保存療法の展開が進められている。また力学的観点においても KAM を始めとした，膝 OA の進行因子の特定が進め
られており，膝 OA に対する運動療法は研究的背景においては徐々に進歩している。しかしながら，このような背景にもかかわ
らず臨床場面では，変形の程度や変形に伴う非生理的運動を考慮せず，漫然と理学療法が実施されているのが現状であり，その
治療効果に関しても明確になっていない。そこで本研究では，膝関節内外側の応力不均衡や非生理的な運動軸形成等に伴う，異
常な関節運動で生じた力学的負荷が，関節軟骨の変性や破壊を惹起し，膝 OA の発症，進行に作用する点に着目し，異常運動の
制動の有無が大腿骨内側関節面に与える影響を組織学的に検討し，膝 OA に対する運動療法再考の一助を得ることを目的とし
た。

【方法】

Wister 系雄性ラット 9 匹をランダムに control 群，ACL�T 群，関節制動（controlled abnormal movement：CAM）群に分類し
た。術後よりトレッドミルにて運動負荷を与え，術後 1W にて各群より大腿骨を採取し，パラフィン切片を作成した。Safranin
O による染色後，顕微鏡にて大腿骨内側顆関節面の関節軟骨の変性，破壊の程度を OARSI Grade を元に巨視的に観察・評価し
た。

【結果】

CAM 群における関節軟骨は滑らかな表面を保ち，基質の破壊像や欠損像は見られずに，表面の連続性が保たれていた（Grade
1）。一方で，著明な変化は認められなかったものの ACL�T 群においては，局所的に関節軟骨表層の脱落が見られ関節軟骨表層
の連続性が断たれた（Grade2）変化が見られた。

【結論】

ACL�T におけるラット膝 OA モデルでは，その進行過程が mild であるとされている背景があり，本研究においても，術後 1
W 時点での ACL�T 群における関節軟骨の変化は局所的な関節軟骨の変性であり，OA の初期変化であると推察された。一方
で，関節内異常運動を制動した CAM 群においては関節軟骨は滑らかな形状を保ち，関節軟骨の連続性が確認されたことから
OA における関節軟骨の変性所見は認められなかった。本研究においては各群に同様の運動負荷を与えたことを考慮すると，
CAM 群においては ACL 切除に伴う異常運動が制動されたことが，関節軟骨の変性を抑制に寄与した可能性が考えられた。lat-
eral thrust の様な関節内異常運動による異常な力学的負荷の増大が，膝 OA の発症・進行に寄与する誘因の 1 つであることを
考慮すると，膝 OA における理学療法においては，より生理的な関節運動を考慮した質的観点からの介入が重要である可能性が
示唆された。
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P-MT-27-2

変形性膝関節症における膝伸展筋力の増加と筋内健アーチ率の減少について

高橋 裕介1,2），岡田 恭司2），齋藤 明2），木下 和勇3），瀬戸 新3），若狭 正彦2），木元 稔2），佐藤 大道2,4），
柴田 和幸2,5），大沢真志郎2,6），新出 卓斗2,5），鎌田 哲晃2,4），齊藤 公男1），松永 俊樹1），島田 洋一7）

1）秋田大学医学部付属病院，2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，
3）山王整形外科医院，4）秋田厚生医療センター，5）市立秋田総合病院，6）藤原記念病院，
7）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

key words 変形性膝関節症・超音波・筋内腱

【はじめに，目的】

大腿直筋の筋内腱は超音波短軸像上で comma shaped hyperechoic band と呼ばれる弧形（アーチ）として描出できる。我々はこ
れまでに横断的な調査で，健常成人では筋収縮で筋内腱のアーチが直線に変化し，収縮時のアーチが少ないほど筋力が高いこと
を報告した。しかし，筋内腱の形態変化が筋力の変化に対応するかは明らかになっていない。そこで，本研究は変形性膝関節症
患者を対象に筋力トレーニングで筋内腱の形態が変化するかを検証した。

【方法】

対象は Kellgren�Lawrence 分類 II の変形性膝関節症患者 12 名 16 肢（Mean±SD；72±13 歳，156.3±10.9cm，65.0±11.7kg，以
下 OA 肢）であった。対象者は筋力トレーニングとして straight leg raising 運動（以下，SLR）を 1 日 5 秒×20 回，1 ヵ月間実
施した。SLR 前後で超音波画像診断装置（日立，HI VISION AVIUS）を用いた大腿直筋の撮像をした。観察部位は下前腸骨棘
と膝蓋骨を結ぶ線の中点，観察肢位は股関節・膝関節 90̊ 屈曲位の椅子座位とし，骨盤・大腿遠位部をベルトで固定した。プロー
ブは皮膚面に垂直に当て，短軸像を撮影した。筋内腱の同定ではプローブを上下方向に動かし，連続性を確認して行った。超音
波による観察は筋力測定（Musculator GT30，OG 技研）に同期させ，安静時と等尺性膝伸展最大筋力発揮中の動画を 3 回ずつ
記録した。得られた超音波画像から筋内腱前方端と後方端の距離（A）に対する筋内腱のカーブの頂点から A に降ろした垂線の
距離（B）の比 B/A（アーチ率：%）および筋厚を測定した。統計学的検討では 3 回測定の平均値を用いた。介入前後の膝伸展
筋力，安静時アーチ率，安静時筋厚，収縮時筋厚を比較するために対応のある t 検定，収縮時アーチ率を比較するために Wilcoxon
の符号付き順位検定を行った。解析ソフトは SPSS 22 を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

OA 肢では，膝伸展筋力は SLR 前 19.7±7.5kg と SLR 後 22.5±10.2kg，収縮時アーチ率は SLR 前 7.6±6.0% と SLR 後 3.5±5.1%
であり，いずれも有意差を認めた（p＜0.05）。安静時アーチ率，安静時筋厚，収縮時筋厚は SLR 前後で有意差を認めなかった。

【結論】

SLR により膝伸展筋力の増加と収縮時アーチ率の減少を認め，筋力トレーニングによる筋内腱の形態変化を明らかにした。本研
究では有意な筋厚の増大は認められず，介入期間が 1 ヵ月であったことから筋肥大は生じていないと考えた。したがって筋内腱
の観察は筋肥大とは異なる筋力増強メカニズムを反映する可能性があり，新しい筋機能評価の一助となると考える。
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P-MT-27-3

変形性膝関節症に対する間葉系幹細胞治療におけるリハビリテーション
システマティックレビュー

飯島 弘貴1,2），井所 拓哉3），長井 桃子4），伊藤 明良1），太治野純一1），中畑 晶博1），
喜屋武 弥1），張 ジュエ1），王 天舒1），黒木 裕士1），青山 朋樹1）

1）京都大学大学院医学研究科理学療法学講座，2）日本学術振興会特別研究員，
3）公立藤岡総合病院リハビリテーション室，4）京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター

key words 変形性膝関節症・間葉系幹細胞・リハビリテーション

【はじめに，目的】近年，変形性膝関節症（Knee Osteoarthritis：膝 OA）に対する間葉系幹細胞（Mesenchymal Stem Cell：MSC）
を中心とした多能性幹細胞を用いた臨床試験結果が世界各国から報告され始めている。再生医療の急速な発展に伴い，関連する
リハビリテーションの重要性は認識されつつあるが，現段階では，再生医療における適切なリハビリテーションを展開するため
の基礎的知見に欠けており，その理論構築へ向けた体系的な取り組みはこれまで成されてこなかった。そこで，本研究では，ヒ
ト膝 OA 患者に対する MSC 治療の効果を報告した論文を系統的かつ網羅的に収集し，MSC 治療におけるリハビリテーション
プログラムについて検討することで，今後，我々理学療法士が取り組むべき方向性についての指針を得ることを目的とした。

【方法】研究デザインはシステマティックレビューとした。本レビューは PRISMA 声明に準じて実施された。英語で記載された，
無作為化比較試験，比較臨床試験，クロスオーバー試験，前後比較試験，コホート研究，症例報告を対象として，2016 年 9 月
19 日までの系統的検索を行った。データベースには，PubMed，PEDro，CINAHL，Cochrane library を使用した。これらの論
文検索は，独立した 2 名の評価者によって行われた。

【結果】データベース検索から計 672 編が抽出され，本研究の適格基準に合致する 29 編を最終的に採用した。MSC 治療の方法
としては MSC 関節内注射が 17 編（58.6%）と最も多かったが，他にも関節鏡下での MSC 移植，高位脛骨骨切り術+MSC 移植
等の方法で実施されていた。リハビリテーションプログラムについては，術後荷重プロトコールの記載は 13 編（44.8%），関節
可動域運動の記載は 9 編（31.0%）で報告されていたが，筋力増強運動，物理療法の使用，術前リハビリテーションの有無等に
ついての記載については皆無であった。

【結論】ヒト膝 OA 患者に対する MSC 治療において，リハビリテーションプログラムに関する詳細な報告は存在しなかった。近
年，物理刺激による MSC の軟骨細胞への分化促進や細胞外基質産生増大等の効果が報告されているが，ヒト膝 OA の臨床試験
に反映されておらず，基礎研究で得られた知見と臨床試験の間には乖離が存在することが明らかとなった。今後，我々理学療法
士は，基礎研究で既に明らかになっている知見を臨床研究へ橋渡しすることで MSC の治療効果を最大限に高め，膝 OA 疾患修
飾型治療の実現に向けて取り組む必要性がある。
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P-MT-27-4

温泉療法が変形性膝関節症患者の膝痛改善に与える効果
メタアナリシスによる検証

松本 浩実1），和田 崇1），林 邦彦2），萩野 浩1,3）

1）鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）群馬大学大学院保健学研究科，
3）鳥取大学医学部保健学科

key words 変形性膝関節症・痛み・メタアナリシス

【目的】変形性膝関節症患者（膝 OA）の膝痛に対する温泉療法の有効性をメタアナリシスにて検討すること。

【方法】

日本語及び英語の文献検索データベース（Medline，Embase，Cochrane library，CINAHL，医学中央雑誌）より“温泉療法”
“運動器疾患”のキーワード及び MeSH 用語を用いて検索を実施した。調査対象文献は温泉療法の効果を調査した RCT を含む
すべての臨床研究とし，2 週間以上の治療期間があったものとした。除外基準として 1）研究方法が明確でないもの，2）変形性
膝関節症患者へのデータが他の疾患と混在しているもの，3）総説論文とした。2 名の査読者が論文タイトルと抄録よりこれらを
判別した。対象となった論文からサンプルサイズ，治療群と対照群と治療内容の詳細，治療期間，介入期間，フォローアップ期
間，評価方法を抽出した。膝 OA の痛みの評価として Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index

（WOMAC）を用いた。論文の risk of bias は Cochrane’s risk of bias tool を用い，統計学的異質性は I2値で評価した。出版バイア
スは funnel plots で判断した。統計ソフトは Review Manager 5.1 を用いた。

【結果】

検索できた全 516 論文のうち，一次スクリーニングで膝 OA 以外の運動器疾患への効果を調査された 456 論文が除外された。
残った 60 論文のうち除外規定により 25 論文が論文査読の対象となった。そのうち 2 論文は対照群がなく，7 論文は温泉療法以
外が主の治療，2 論文はメタアナリシスできないデータであった，さらに 6 論文は WOMAC を評価に使っていなかった。最終
的に 8 論文がメタアナリシスの対象となった。WOMAC 痛みスコアが分析できた 7 論文（介入群 279 例，対照群 246 例）では
温泉療法群は有意に痛みを改善し（RR=�0.69；95% CI�0.87��0.51；p＜0.00001），異質性は中程度であった（I2=61%；p=0.02）。
WOMAC こわばりスコアが分析可能であった 6 論文（介入群 254 例，対照群 221 例）でも介入群には有意な改善があり（RR
=�0.23，95% CI�0.42－�0.05，p＜0.01），異質性は中程度であった（I2=71%，p=0.01）。こわばりスコアと同様の 6 論文で検討で
きた WOMAC 機能スコアにおいても有意な改善があったが（RR=�0.27，95% CI�0.45－�0.09，p＜0.004），異質性（I2=78%，p
=0.004）が高かった。パブリケーションバイアスはなかった。

【結論】

膝 OA の痛みのついての薬物治療，運動療法のエビデンスはあるものの，温泉療法は十分ではなかったが，本研究でその効果の
可能性が示唆された。しかし，統計学的異質性が中等度から高度であったことは，コントロール群の内容の違い，研究間の治療
方法，治療期間，さらには温泉の含有成分などの幅を示していると考えられる。統合医療の一つとしてミネラル含有の温泉を用
いた運動療法，物理療法についてその除痛効果の再考が必要である。
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変形性膝関節症（軽度～中等度）患者に対する運動療法の有効性
～機能改善と疼痛改善に着目して～

井上 隆文1），藤田 昌宏1），秋本 剛2），横山 茂樹3）

1）やまぎわ整形外科，2）医療法人杉の下整形外科クリニック，3）京都橘大学健康科学部理学療法学科

key words 変形性膝関節症・運動療法・膝関節内反角度

【はじめに，目的】

軽度から中等度の変形性膝関節症（以下，膝 OA）の保存療法では，NSAIDs 内服やヒアルロン酸製剤の関節注射，理学療法が
一般的に行われている。理学療法の中でも，特に動作に視点をおいて機能改善を目指す運動療法や徒手療法を施行することによ
り，疼痛などの臨床所見のみでなく内側型膝 OA の重症度をしめす膝関節内反角度が改善する症例も多く経験する。そこで今
回，機能改善を目指す運動療法によって膝関節内反角度がどの程度改善するか検証することを目的とした。

【方法】

対象は内側型膝 OA と診断された K�L 分類 Glade3 以下の患者 10 名とした。

運動療法プログラムの内容は①膝関節後内側軟部組織の柔軟性改善，②膝関節伸展可動域改善，③脛骨外方偏位の軽減（脛骨大
腿関節の適合性改善），④膝蓋大腿関節モビリティ改善を目的として，6 つの運動により構成した。介入は 1 日 2 回，3 ヵ月間，
自宅で自主的に行って頂いた。また PT による診療を週 1 回行い，プログラムの実施状況を管理した。

評価指標は，安静立位時およびスクワット最大膝屈曲時における前額面上の①両膝関節間隙距離（関節裂隙の高さ）と②床面に
対する下腿傾斜角とした。測定方法は床に貼った長さ 40cm，幅 2.5cm のテープ上に被験者の両側内果が通るように立たせた。
ビデオカメラは被験者から 2m の距離，床から 60cm の高さで横置きに設置した。正面から安静立位とスクワット動作を 3 回撮
影した。撮影された動画から，画像解析システム ToMoCo�Lite（東総システム）を用いて各指標を計測した。また①変形性膝
関節患者機能評価尺度（JKOM）および②VAS（Visual Analogue Scale）により疼痛の程度を自己記入式により運動介入前と 3
か月後に行った。

分析は，3 回の平均値を代表値として，介入前後の比較を対応のある t 検定を用いて行った。

【結果】

両膝間隙距離は，運動介入前：4.7±2.1cm，3 ヵ月後：3.9±1.8cm と有意に減少した（p＜0.001）。下腿傾斜角は，右下肢側で運
動介入前 82.0±1.8 度，3 ヵ月後 82.6±1.8 度，左下肢側で運動介入前 80.5±3.2 度，3 ヵ月後 82.0±3.1 度といずれも有意に増加し
た（各々 p＜0.05，p＜0.01）。さらに VAS は運動介入前 4.3±3.0，3 ヵ月後 2.3±1.9 と有意に低下し（p＜0.03），JKOM の膝の痛
みやこわばりは，運動介入前 11.6±6.3，3 ヵ月後 5.7±3.2 と有意に低下した（p＜0.03）。

【結論】

近年，大腿四頭筋筋力増強運動が有効であるとの報告が多数報告されてきたが，その運動では膝関節内反は改善しないとされて
いる。しかし本研究の運動療法では両膝間隙距離と下腿傾斜角の改善により膝関節内反が改善する可能性が示唆され，軽度から
中等度の内側型膝 OA に対して膝関節内反角度を軽減できる可能性を示唆した。これにより運動力学的な機械的ストレスを減
少し，疼痛が軽減したと推察された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）【ポスター（運動器）P28】

P-MT-28-1

大腿骨近位部骨折術後における早期転帰先決定因子の検討
自宅退院群とリハビリ目的転院群を比較して

櫻井 進一1），岩田 瞳1），小椋 慶子2），佐藤 俊1），金井 優作2），荻原 裕輔3），小泉みちる2），
中澤 織恵2），宮森 拓真2），神園 索己1），依田 英樹1），市川 彰2）

1）佐久総合病院佐久医療センター，2）佐久総合病院，3）佐久総合病院小海分院

key words 大腿骨近位部骨折・早期自宅退院・予測

【はじめに】

近年，地域完結型医療モデルへの転換の中で急性期病院における在院日数の短縮化が進んでいる。大腿骨近位部骨折術後におい
ても，急性期病院から自宅退院できる症例や転院して理学療法を継続すべき症例の予知因子を早期から明らかにする必要があ
り，当院でも転帰先決定までは術後 10 日程度の猶予しかない。過去にも予後予測に年齢や，病前歩行能力等が報告されている
が，在院日数は 4 週前後のものが多く，より短い在院日数での予測因子の検討が必要である。そこで，術後約 2 週で自宅退院可
能な群（自宅群）とリハビリ目的で転院した群（転院群）の基本的属性，特に歩行能力に注目した術後経過などを比較し，転帰
先を早期に判断する要因を分析することを目的とした。

【方法】

対象：2014 年 3 月から 2015 年 12 月に大腿骨近位部骨折に対する手術後に理学療法を実施した 65 歳以上の症例について後方
視的に調査し，データ欠損例と除外基準①～⑤に該当するものを除いた 47 例を対象とした（①術後他疾患を合併，②中枢神経
疾患の既往有，③住居が自宅以外，④転帰先が福祉施設や療養目的等の転院，⑤受傷前から歩行不可）。自宅群は 11 例（77.6
歳），転院群は 36 例（84.4 歳）であり，2 群間で下記項目の比較を行った。

検討項目：1）基本情報：年齢，性別，在院日数，骨折分類（頚部/転子部），術式（人工骨頭/内固定術），荷重制限有無，2）術
後 PT 状況：手術～離床，～歩行練習開始，～病棟内歩行開始までの各日数，術後 1 週時の歩行練習状況（杖以上/歩行器以下），
病棟内歩行の可不可。尚，人工骨頭置換術は前側方侵入で筋切離を行わない方法である。

統計学的検討には，t�test，Wilcoxson 順位和検定，χ2 検定を使用した。統計処理には JMP12.0 を用い危険率 5% 未満を有意と
した。

【結果】

自宅群と転院群の比較では，1）基本情報：年齢（p＜0.05），骨折分類（p＜0.05），荷重制限有無（p＜0.01）で有意差を認め，自
宅群が若年で頚部骨折，荷重制限有が多かった。2）術後 PT 状況：術後 1 週時の歩行練習状況（p＜0.01），病棟内歩行可不可

（p＜0.01）で有意差を認め，自宅群で杖歩行以上の練習を行い，病棟での歩行可能なものが多かった。

【結論】

近年は，頚部骨折への人工骨頭置換術にて低侵襲な前方侵入法が普及していること，また転子部骨折では中臀筋機能に与える影
響が大きいためなど，頚部骨折の予後が良好という報告もあり，本研究も同様の結果であった。また，医師が免荷指示を行う場
合，予め対象者の身体・認知機能面を考慮し指示を守れるかを判断しているという事実もあり，より医師との情報交換を積極的
に行う必要性も確認された。また，術後 1 週時の歩行能力が予後予測指標となるとの報告は散見されるが，今回の結果からは歩
行の練習状況も予後予測につながると考えられた。しかし，本研究においては各結果の考察に必要な運動機能等の詳細評価が行
えていないため今後の課題である。
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大腿骨頭壊死症に対する細胞治療後のリハビリテーションに関するナラティブ
レビュー

青山 朋樹

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 大腿骨頭壊死・細胞治療・リハビリテーション

【はじめに，目的】細胞移植，組織移植などの再生医療が臨床応用される際に，移植治療後に的確なリハビリテーションプログ
ラムに基づいてリハビリテーションが行われる事は極めて重要である。大腿骨頭壊死症に対する細胞治療は 1990 年代から臨床
研究がはじまり，再生医療の中でも，最も臨床応用が進んでいる治療方法の一つである。そこで本研究は大腿骨頭壊死症に対す
る細胞治療におけるリハビリテーションプログラムを検証することを目的に論文査読を行った。

【方法】PubMed データベースを用いて＜osteonecrosis femoral head＞，＜cell therapy＞をキーワードに，1995 年 1 月 1 日～
2015 年 12 月 31 日に発表された英語論文を対象にした。包含基準をヒトの大腿骨頭壊死症に対する細胞治療に関する臨床研究，
細胞治療，患者対象年齢が 18 歳以上，リハビリテーションプログラムについての記載があるものとして抽出を行い，査読対象
とした。査読は一名の査読者により実施した。

【結果】データベース検索の結果，121 編の論文が抽出され，これらのうち包含基準を満たしていない 104 編を除外し，17 編に
ついて査読を行った。用いている細胞は骨髄単核球が 14 編，間葉系幹細胞が 3 編であった。移植時に併用している手術術式は
骨頭減圧術が 15 編，壊死部掻爬術が 2 編であった。リハビリテーションプログラムについては，荷重時期，筋力強化エクササ
イズ，可動域エクササイズ，スポーツ復帰，職業復帰の観点から査読を行い，まとめを行った。この結果，荷重開始時期に関し
てはすべての論文に記載されていたが，筋力強化エクササイズについては 4 編，可動域エクササイズについては 3 編，スポーツ
復帰，職業復帰については 4 編しか記載されていなかった。またそれらの開始時期や強度についての詳細な記載は少なく，その
根拠について記されているものもなかった。

【結論】本研究の結果から，世界的にも大腿骨頭壊死症に対する細胞治療におけるリハビリテーションについて十分検証されて
いないことが明らかになった。基礎研究領域においては再生治療実施時のリハビリテーションについての研究報告が散見され
るが，探索研究，臨床研究においてはまだ不十分であり，今後の検証が必要であることが示唆された。
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大腿部悪性軟部肉腫により大腿四頭筋全切除術を施行された症例に対する装具
療法の実際

夏目 有貴

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科

key words 大腿部軟部肉腫・膝折れ・装具

【はじめに，目的】

悪性軟部肉腫は皮下組織や筋肉などの軟部組織に発生し，治療は広範切除術を基本とし，骨浸潤を認める場合は切断となる事も
ある。最近では安全な切除縁を確保するため，血管や神経の連続性を保ったまま切除し，組織浸潤を評価したうえで範囲を決定
する In situ preparation（ISP）法が行われている。どの方法であっても術後リハビリ（リハ）は必須となるが大腿部悪性軟部肉
腫術後のリハ報告は少ない。

今回，大腿部軟部腫肉腫に対し ISP 法により大腿四頭筋全切除を施行された症例を担当した。術後膝関節固定制限，膝折れや二
次的障害の予防，応用歩行の獲得を含めたリハ内容，および装具対応について報告する。

【方法】

50 歳女性。2015 年 8 月，右膝関節の運動時痛出現。11 月，当院整形外科で切開生検施行，悪性軟部肉腫と診断。2016 年 1 月，
ISP 法施行。大腿から脛骨結節まで皮切し，大腿骨を骨切り，腫瘍とともに大腿骨を挙上，大腿四頭筋と大腿骨骨膜を切除，大
腿骨はプレート固定された。腫瘍切除部は広背筋を採取，筋皮弁施行され，翌日よりリハ開始。

【結果】

リハ開始時は免荷で，筋皮弁生着，血流確保のため膝関節は伸展位にシーネ固定され ROM 練習も禁止であった。そのため健側
筋力強化や全身調整運動を主に行った。術後 12 日に部分荷重・歩行訓練許可となるが，整形外科医より一度の転倒でもプレー
ト固定部の安定性確保が困難であるため荷重時の膝関節屈伸運動は禁止とされ，固定用膝装具が必要となった。当初はニーブ
レースを考えたが，固定期間が長期に及ぶと言われていたため在宅でも使用可能で，かつ膝折れに強固に対応できる両側金属支
柱付き硬性膝装具を選択した。さらに今後，歩行や立ち仕事が行いやすい角度に調整できるよう膝継手はダイヤルロックを選択
した。その後，膝関節固定位での歩行が可能となり自宅退院となった。

退院 1 ヶ月後，化学療法目的で再入院，荷重位での膝関節屈伸動作が許可されたが。膝をロックしなければ立脚支持が困難で
あった。オフセット継ぎ手への変更を検討したが，在宅時の階段昇降，坂道歩行時に膝関節固定位では不便であったとの訴えが
あった。さらに年齢も若く活動性も高い事から反張膝の危険性も考えられ，オフセットでは不十分と判断した。そのため軽度の
膝関節屈伸を許し，かつ屈伸最終可動域に強固な固定性を有する膝継ぎ手として，ダイヤルロックの最終伸展時，屈曲 25 度ま
での調整ネジホール間を刳り貫き，連結させる事で遊動性と固定性を確保した。

筋力強化を行い，荷重時の膝関節屈曲位からの伸展運動を反復練習し，坂道歩行，階段昇降練習を行った。その後 1 足 1 段での
階段昇降，坂道も違和感なく可能となり，自宅復帰となった。

【結論】

機能障害だけでなく安静度や二次障害の予防およびニーズにあわせ適宜装具を対応させていった事が患者の QOL を最大限向
上させたと考えられる。経過中に装具の目的が変化する可能性がある場合，今回のダイヤルロックを加工する方法は 1 つの選択
肢となり得る。
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P-MT-28-4

膝内側の痛みの特性

小田 翔太1），泉 仁2），室伏 祐介1），近藤 寛1），橋田 璃央1），前田 貴之1），細田 里南1），
永野 靖典1,2），池内 昌彦1,2）

1）高知大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）高知大学医学部整形外科

key words 膝関節・痛み・筋力

【はじめに，目的】

膝痛は国民の愁訴として常に上位にある症状の一つである。膝痛の代表疾患には変形性膝関節症があげられ，臨床的には膝内側
に生じる痛みの頻度が高く，その理由として下肢のアライメント異常に代表される生体力学的異常が重視されてきた。しかし，
高度の関節変形を呈す例においても膝痛がないことは珍しくなく，別の疼痛発生機序の関与が考えられる。本研究では膝内側が
他部位と比べて痛みの感受性が高いとの仮説をたて，一時的に痛みを誘発することのできる高張食塩水を膝周囲組織に注射す
ることでヒト膝痛モデルを作成し，膝内側痛モデルにおける痛みが感覚，筋力に与える特性について膝外側痛モデルを対照に比
較検討した。本研究の目的は，ヒト膝痛モデルを用いて膝内側の痛みの特性を明らかにすることである。

【方法】

健常成人男性 14 名（28±4 歳）を対象に高張食塩水（1mEq，0.5ml）を内側側副靭帯の脛骨付着部へ注射することで膝内側痛モ
デル（MP）を作製し，痛みの局在部位が異なるコントロールとして，腸脛靭帯の脛骨付着部に同じ注射を行う外側痛モデル

（LP）も作製した。また，注射による影響を確認するために対側膝の同部位に痛みを誘発しない等張食塩水（生理食塩水）の注
射も行った。MP および LP の注射は 1 週間以上の間隔を空け実施した。注射後の痛みの強さは Visual Analogue Scale（VAS）を
用いて経時的にモニタリングし，痛みの分布は被験者がマッピングした。膝周囲の圧痛閾値および運動機能として両側の等尺性
膝伸展筋力と握力を注射の前後で測定し，その変化率（注射後/注射後×100）を算出して MP，LP で比較した。

【結果】

MP は LP と比べて限局性の強い痛みを生じた（VAS：MP 86.4±10.8mm，LP 69.5±9.3mm，p＜0.05）。圧痛閾値は，MP がより
広範囲に圧痛閾値の低下を認めた（p＜0.05）。 両モデルともに両側性の膝伸展筋力および握力に有意な低下を認めた（p＜0.05）。
さらに注射側の膝伸展筋力においては MP の方が LP よりも有意に筋力低下を示した（膝伸展筋力変化率：MP 55.5±5.2%，LP
72.7±3.5%，p＜0.05）。

【結論】

膝内側は外側と比べて痛みの感受性が高く，同じ侵害刺激であってもより強い限局性の痛みが発生した。また，膝周囲圧痛閾値
の低下や遠隔部位にまでおよぶ筋力低下など脊髄より中枢の神経系に与える影響もより強く生じることが明らかになった。患
者を対象とした臨床研究では，各患者にみられる病態の不均一性によって，純粋に痛みそのものによる影響を検証することが困
難であるが，本モデルではこの問題を克服可能で純粋な痛みのみによる人体への影響を検証することが可能であり痛み研究に
おいて意義深いものであると考える。
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P-MT-28-5

高齢者挫滅症候群に対する急性期理学療法の有効性

松原 彩香1），藤田 康孝1），久保 美帆1），内田 真樹1），相良亜木子1,2）

1）京都市立病院リハビリテーション科，2）京都府立医大大学院リハビリテーション医学

key words 挫滅症候群・急性期・高齢者

【はじめに，目的】

挫滅症候群は，特殊な外傷であり，生命にかかわる重篤な疾患であるため，急性期理学療法の報告が非常に少ない。今回，高齢
の挫滅症候群に対し，CK 高値の急性期から十分なリスク管理のもと理学療法を実施した症例を経験したため，考察を交えて報
告する。

【方法】

方法は症例研究とする。症例は 73 歳の独居女性。約 6 日間，左を下に倒れていたところを発見され当院へ入院，挫滅症候群の
診断となった。本症例の意識レベル，筋力，CK，血清 Cr，血清 BUN，K を入院時，理学療法開始時，離床開始時で比較し，介
入開始，離床開始の判断やリスク管理について考察する。

【結果】

入院時，医師カルテより意識レベル JCS3，CK1406u/l，Cr3.29mg/dl，BUN241.5mg/dl，K6.4mEq/l であった。長期間の骨格筋
圧迫により筋崩壊を呈し，圧迫解除による筋浮腫から左大腿部のコンパートメント症候群，急性腎不全，電解質異常を生じてい
た。また，左大腿から膝関節にかけて黒色壊死した褥瘡を認め，褥瘡部からの感染による重度敗血症を呈していた。急性腎不全
が改善に向かい生命の危機を脱した第 5 病日，医師の指示のもと理学療法を開始した。開始時，意識レベル JCS2，筋力は右下
肢 MMT2，左下肢 MMT1，CK4066u/l，Cr1.18mg/dl，BUN73.4mg/dl，K5.3mEq/l であった。下肢他動運動時に非常に強い疼
痛が見られた。本症例は高齢であり，臥床状態の長期化による廃用症候群の進行が懸念されたため，拘縮予防目的での可動域練
習や廃用性筋力低下予防目的での四肢他動/自動介助運動を実施した。筋疲労による筋力低下が出現するまで，各筋 5～10 回の
運動を 1 日 2 回実施した。筋崩壊の進行や心不全の発症をリスクとして挙げ，運動中や実施後 24 時間のバイタルサイン変動，
血液データの CK や K 値の異常，尿量の増減がないことを確認しながら介入を継続した。第 16 病日，CK，K ともに基準値に回
復したため医師の許可を得て端座位への離床を開始した。離床開始時，意識レベル JCS2，筋力は右下肢 MMT2，左下肢 MMT
2，CK123u/l，Cr0.45mg/dl，BUN10.7mg/dl，K3.2mEq/l であった。その後，症状の増悪なく第 27 病日車椅子移乗，第 41 病日
起立台立位，第 56 病日歩行練習と離床を進めた。第 85 病日，一般病院へ転院した。転院時，意識清明，筋力は右下肢 MMT
4，左下肢 MMT3，見守りで伝い歩きが 10m 可能であった。その後，介護老人保険施設を経て発症から約 1 年後に自宅へ退院し
た。自宅退院時，屋内伝い歩き，屋外歩行車で歩行可能であった。

【結論】

高齢の挫滅症候群に対して，十分なリスク管理のもと急性期から理学療法を実施し，拘縮や廃用性筋力低下，症状の増悪を起こ
すことなく離床を進めることが出来た。挫滅症候群に対する早期介入は早期離床を進めるうえで有効である可能性がある。
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P-MT-29-1

骨盤傾斜角の差異による側方リーチ動作における運動学的分析
～股関節外転筋活動に着目して～

若林 聡美，佐藤 李奈，大西 杏奈，浜野 拓哉，鈴木 靖之，山﨑 敦，加藤 太郎

文京学院大学保健医療技術学部

key words 側方リーチ動作・筋電図・股関節

【はじめに，目的】

立位側方リーチを行った際の体幹筋の筋活動についての報告は散見するが，下肢筋群の筋活動についての報告はみられない。今
回は，骨盤傾斜角の差異による側方リーチ動作における股関節外転筋活動について，分析・検討した。

【方法】

対象は，整形外科疾患の既往がない若年健常者 29 名とした。開始肢位は立位における肩関節外転 90̊ とし，骨盤前傾・中間・後
傾位における 5cm の側方リーチ動作を課題とした。その際，重心動揺計（ユメニック社製 UM�BARII）を用いて，動作時の前
後方向への重心動揺が少ないことを確認した。筋活動の測定には筋電計（ノラクソン社製テレマイオ DTS）を用い，測定筋は左
右の大殿筋上部・下部線維，大腿筋膜張筋，中殿筋とした。片脚立位時の筋電図積分値（IEMG）をもとに，各筋の％IEMG
を算出した。3 つの骨盤肢位における％IEMG の比較には一元配置分散分析を，非荷重側と荷重側の比較には対応のある t 検定
を用いて検定を行った。

【結果】

3 つの骨盤肢位における 4 筋の％IEMG は，非荷重側，荷重側ともに有意差がみられなかった。次に非荷重側，荷重側を比較し
た結果を記す。大殿筋上部線維の％IEMG は，前傾位（非荷重側：36%，荷重側：48%），中間位（非荷重側：38%，荷重側：43%），
後傾位（非荷重側：60%，荷重側：62%）で有意差はみられなかった。また大殿筋下部線維の％IEM においても，前傾位（非荷
重側：73%，荷重側：84%），中間位（非荷重側：72%，荷重側：79%），後傾位（非荷重側：89%，荷重側：90%）で有意差はみ
られなかった。しかし大腿筋膜張筋の％IEMG は，前傾位（非荷重側：18%，荷重側：34%），中間位（非荷重側：16%，荷重側：
41%），後傾位（非荷重側：25%，荷重側：48%）で有意差がみられた。中殿筋の％IEMG においても前傾位（非荷重側：17%，
荷重側：32%），中間位（非荷重側：18%，荷重側：34%），後傾位（非荷重側：30%，荷重側：42%）で有意差がみられた。

【結論】

3 つの骨盤肢位における％IEMG は 4 筋ともに有意差を認めなかったが，非荷重側と荷重側の比較では大腿筋膜張筋と中殿筋に
有意差がみられた。山田ら（2004）は，前傾位で大殿筋，中間位で中殿筋，後傾位で大腿筋膜張筋が優位に作用すると報告して
いる。しかし本研究では，前傾位・中間位・後傾位における各股関節外転筋の筋活動に差異はみられなかった。片脚立位時に外
転筋は体重の約 2 倍の張力が必要とされる（Oatis,2012）。このことから，側方リーチした際の荷重量が 100％ に近づくにつれて
発揮する張力は大きくなることが伺える。しかし，重心動揺計から得られた荷重量が約 71％ であったことから，大きな筋活動
が必要とされず各肢位において差がみられなかったことが示唆される。

今回の研究結果から，片脚立位が困難な場合であっても側方リーチを行うことによって，股関節外転筋の筋活動を得られること
が示唆された。
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P-MT-29-2

股関節屈曲・外旋・内旋筋力が動的安定性に与える影響
―Multi�Direction Reach Test を用いての検討―

田中 宏樹

延岡リハビリテーション病院

key words 動的安定性・転倒・筋力

【はじめに，目的】

転倒による骨折の主な原因としては，高齢による姿勢アライメントの変化や筋力低下，平衡感覚等の低下が挙げられており，中
でも下肢の筋力低下は転倒の危険性を 4.9 倍も上昇させることが報告されている。股関節屈筋である腸腰筋は姿勢アライメント
の維持や歩行の改善，FRT と相関を認めるなどの報告がある。また外旋筋，内旋筋の一部は大腿骨頭の安定化に寄与すること
が示されており，内外旋筋力の筋張力バランスの低下は股関節安定性の低下を招くと報告されている。さらにこれらの筋は歩行
時の支持脚の安定性や股関節周囲筋の筋力向上に影響するとされている。以上のことから股関節屈曲・外旋・内旋筋力は動的
安定性に影響を与えていると思われる。そこで今回，これらの筋力が動的安定性へ与える影響を COP 偏移能力を簡易的に評価
できる Multi�Direction Reach Test（以下 MDRT）を利用して検討した。

【方法】

対象は健常成人 13 名とした。股関節屈曲筋力，外旋筋力，内旋筋力は最大等尺性筋力を徒手筋力計（アニマ社製，μTas F�1）を
用いて測定した。各筋力は 2 回測定し，平均値を採用した。各平均値にアーム長を乗じ対象者の体重で除したトルク体重比（Nm/
kg）を算出した。測定肢はボールをける際の支持脚となる側とした。動的安定性の評価は MDRT を用い，前方リーチ（以下 AR），
側方リーチ（以下 LR），後方リーチ（以下 BR）の 3 方向のリーチ距離を測定（cm）。測定回数は 2 回実施し，最大値を採用し
た。解析には測定したリーチ距離を身長で除した値を用いた。統計学的解析は，正規分布に従うか確認し，AR と各筋力につい
ては Spearman の順位相関係数，LR，BR と各筋力においては，Pearson の積率相関係数を用いて相関を求めた。なお，有意水
準は 5％ とした。

【結果】

BR と股関節屈曲筋力，内旋筋力の間で r=0.70（P＜0.01），r=0.77（P＜0.01）と相関を認めた。それ以外の項目においては，有
意差を認めなかった。

【結論】

BR においては股関節屈曲筋力，内旋筋力が影響していることが示唆された。Nashner らは，後方に重心が偏位した際に，足関
節戦略では体幹前面筋が活動すると報告しており，福井は大腰筋は身体重心を大きく覆う唯一の筋であり，上半身と下半身の重
心位置の関係を保つために重要であると述べている。そのため BR の際に体幹前面に位置する腸腰筋が重心を制御したことで相
関認めたと考えられる。

また BR と股関節内旋筋力においては，測定肢位である股関節屈曲 90̊ では中殿筋前部線維の活動が高まるとの報告があり，立
位では中殿筋前部線維は股関節屈曲作用を有するため，重心が後方に偏移した際に，活動することで重心移動を制御したものと
考えられる。また股関節内旋は骨盤前傾を促すため，BR の際に股関節が伸展することで，骨盤が後傾することになる。そのた
め内旋筋が活動することで骨盤を前傾方向へ誘導し，重心の後方偏位を制御しているものと考えられる。
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P-MT-29-3

股関節疾患患者における立位姿勢時の健側への荷重偏移を改善させる試み
―重心動揺リアルタイムフィードバック装置を用いた調整的介入―

橋本宏二郎1），菅沼 惇一1），奥埜 博之1），河島 則天2）

1）摂南総合病院リハビリテーション科，2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所

key words 股関節疾患・姿勢制御・重心動揺リアルタイムフィードバック

【はじめに，目的】整形外科疾患では片側性に疼痛や筋力低下などが生じることが多く，患側への荷重不安感や支持性低下の訴
えが多い。荷重の左右非対称性は，両脚の相同的な調節で実現される立位姿勢調節に不調和を生じさせる一因となり，自律的で
冗長性のある本来的な姿勢調整の停滞・阻害をもたらす可能性が高い。本研究では，股関節疾患による左右下肢への荷重配分の
非対称性を呈する患者を対象として，左右方向の重心動揺を調整的に介入する方法を立案・実施し，重心偏移の調整的介入を実
施した前後の立位姿勢調節の変化を検証したので報告する。

【方法】対象は当院でリハビリテーションを実施している，手放しで立位が可能な股関節疾患患者 12 名とした。立位時における
左右下肢への対称的な荷重配分を促すことを目的として，重心動揺リアルタイムフィードバック装置（BASYS，テック技販社
製）を用いた介入を実施した。装置上で足部位置を左右対称の幅に規定した立位姿勢をとらせた。足圧中心（Center of Pressure：
COP）の左右方向の変位に応じて，COP と逆方向に床面を動作させるフィードバック操作（anti�phase 条件）を与えた。条件
設定として段階的に COP 動揺量の約 5％，10％，15% と増加させ，立位時の対称的な荷重配分を企図した調整的介入を行った。
介入効果の評価として，30 秒間の静止立位および随意的な左右動揺時の COP 計測をサンプリング周波数 1000Hz にて実施し
た。評価項目は，COP の 95% 楕円信頼面積，総軌跡長，COP 動揺の前後左右の平均位値，及び最大範囲とした。介入前後の平
均値の差の検定には対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% とした。各評価変数の post/pre 間の変化率を算出し，変数相互の
関係を pearson の積率相関係数を用いて検討した。

【結果】介入前は 12 名中 9 名が健側への COP 平均位置を示していたが，介入後に 7 名が正中方向への変位を示す結果が得られ
た（12 名の平均値では左右平均位置に，介入前後で統計的有意性はなし）。一方，介入前後で静止立位時の 95% 楕円信頼面積に
有意な減少を認め（p＜0.05），COP の平均位置が前方変位する結果が得られた（p＜0.05）。

【結論】本研究で実施した重心動揺リアルタイムフィードバックは，健側方向に荷重が変位した際に，当人の明確な意図を伴う
ことなく患側へ荷重を促進させるように作用するものである。介入により，10 名の COP 位置が正中方向へ変位したことは，こ
の方法を用いることで，疾患由来による左右下肢への荷重配分の不均衡が改善されたことを示す結果であった。加えて，介入後
の静止立位において 95% 楕円信頼面積が減少し，COP 平均位置が前方に移動したことは，上記介入によって両脚での円滑な立
位姿勢調節が促されたことを示唆している。本研究より，股関節疾患に対する重心動揺リアルタイムフィードバックを用いた左
右方向への調整介入が，荷重の不均衡性と立位姿勢調節の改善を図る上で有用となる可能性が示唆された。
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P-MT-29-4

健常成人における階段昇降時の膝関節キネマティクス

大森 啓司1），大越 康充2），浮城 健吾1），井野 拓実1,3），川上 健作4），鈴木 昭二5），
三浦 浩太1），小竹 諭1），大角 侑平1），吉田 俊教1），前田 龍智2），鈴木 航2）

1）悠康会函館整形外科クリニックリハビリテーション部，2）悠康会函館整形外科クリニック整形外科，
3）北海道科学大学保健医療学部理学療法学科，4）函館工業高等専門学校生産システム工学科，
5）公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系知能学科

key words 階段昇降・キネマティクス・膝関節

【目的】

種々の膝関節疾患の愁訴として，階段昇降時痛が多い。それらの病態や治療を考慮するうえで，階段昇降時の正常運動を理解す
ることが重要である。本研究の目的は健常膝における階段昇降時のキネマティクスについて検討することである。

【方法】

健常被検者 11 例 22 膝（男性 5 例，女性 6 例，平均年齢 27.7 歳）を対象とした。光学式モーションキャプチャ技術を用い，自由
速度の階段昇降動作を計測した。計測装置は赤外線カメラ 8 台，床反力計 2 枚を用いた。階段は高さ 20cm，奥行き 30cm の 4
段で，中央の 2 段について各々床反力計に載るように特注した。膝関節 6 自由度運動はポイントクラスター法により算出され
た。昇段，降段ともに計測肢の初期接地から次の初期接地までを 1 周期とした。膝伸展位の静止立位をゼロ点とし，膝キネマティ
クスについて波形パターンや極値などを検討した。

【結果】

昇段時の屈曲角度の平均値は初期接地 68.4̊，立脚期最小値 12.3̊，遊脚期最大値 104.7̊ であり，その最大運動範囲は 1.0̊～123.1̊
であった。前後並進は 1 周期を通して脛骨は前方位で，立脚期では徐々に後方並進していた。回旋は平均値では初期接地から立
脚中期にかけて緩やかに内旋していたが，個別にみると全体の 73% で脛骨が内旋しており，27% で外旋していた。降段時の屈
曲角度の平均値は初期接地 12.3̊，遊脚期最大値 104.1̊ であり，その最大運動範囲は 4.6̊～122.9̊ であった。前後並進は 1 周期を
通して脛骨は前方位で，初期接地後脛骨は後方並進し，立脚終期以降は前方並進していた。回旋は初期接地から荷重応答期にか
けて脛骨は大きく内旋し，その後は緩やかに内旋していた。

【考察と結論】

本研究における階段昇降時の膝屈伸運動の波形パターンは先行研究と概ね同様であり，我々の用いた方法論の妥当性が確認さ
れた。降段時の波形パターンは平地歩行に類似しており，double knee action および初期接地後の荷重連鎖による脛骨内旋が認
められた。昇段時にも荷重連鎖に起因する初期接地後の脛骨内旋が認められたが，3 割の対象では初期接地後に脛骨の外旋が認
められた。これは初期接地後に骨盤が立脚側に偏位することにより，大腿骨が内転・内旋し，相対的に脛骨が外旋したものと考
えられた。昇段は身体を重力に抗して上方に移動させる動作のため，歩行と較べると運動戦略は多様となる可能性が考えられ
た。一方，降段では負荷量が大きいとされるものの初期接地後に回旋パターンに差が認められなかった。降段の初期接地は昇段
に較べ膝関節が伸展位であるため膝関節の回旋や内外反の影響を受けにくいこと，および立脚期前半の膝関節に生じる負荷量
や仕事量が昇段とは異なることが影響しているものと考えられた。
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運動器疾患患者における身体活動量と身体機能の関連要因の検討

辻田 大1,2），玉木 彰1），森沢 知之1），李 家富2）

1）兵庫医療大学大学院医療科学研究科，2）医療法人社団三進会家富整形外科・循環器科

key words 運動器疾患・身体活動量・身体機能

【はじめに，目的】

高齢の運動器疾患患者は身体機能の低下や疼痛により，身体活動量（Physical Activity：PA）が低下しやすい。PA が低下する
疾患としては脊椎疾患や下肢の変形性関節症（OA）罹患患者が多い。PA の低下は，加齢に伴う体力の低下を助長し，筋力や骨
量が低下すると言われている。また下肢筋力が低いと転倒しやすく，転倒恐怖感によって，さらに活動が制限されると身体機能
の低下につながるとの報告がみられる。先行研究では健常高齢者におけるものや質問紙票を用いた評価，海外における研究があ
るが，疾患による影響や信頼性の問題，生活習慣の違いなどが先行研究の限界として挙げられる。運動器疾患患者の PA は健常
高齢者に比べると低いとの報告もあり，現状を把握し要因が分かれば，障害の予防・改善に役立つと思われる。本研究では，地
域高齢者の運動器疾患患者の PA の現状を明らかにし，PA に関わる要因を明らかにすることとする。

【方法】

平成 27 年 10 月～平成 28 年 10 月までの間，整形外科医院に通院した脊椎・下肢変形性関節症のうち，本研究に同意のあった 34
名（年齢：76.7±7.8 歳）。疾患の内訳は脊椎疾患（18 名），股関節・膝関節 OA（16 名）患者であり，対象者に 1 週間活動量計

（テルモ製メディウォーク）を携帯してもらい，配布・回収日を除く 6 日間の平均活動量（歩数/日）を算出した。また，疾患別
に PA の割合を調べた。PA の群分けは先行研究に基づき 3 群（低活動群：＜5000，中等度活動群：5000�7499，高活動群：≧7500
歩/日）とした。PA に関わる要因として，簡便かつ患者への負担を最小限にバランス・歩行速度・下肢筋力の身体機能を評価す
るため，Short Physical Performance Battery（SPPB）の測定を行った。その他にも年齢，BMI，および疼痛の評価に Visual
Analog Scale（VAS）を計測した。統計処理は R2.8.1 を使用し，危険率は 5% 未満とした。

【結果】

PA は脊椎疾患群が 4279 歩/日，OA 群が 4223 歩/日で，両群間で有意な差は認められなかった。PA 別の割合は，低活動群の脊
椎疾患群が 12 名（35%），OA 群が 11 名（32%），中等度活動群の脊椎疾患群が 4 名（11%），OA 群が 4 名（11%），高活動群の
脊椎疾患群が 2 名（5%），OA 群 1 名（2%）であり，両群間で有意な差は認められなかった。脊椎疾患群と OA 群の 2 群間の比
較では各項目（年齢，BMI，SPPB，VAS）で群間差は認められなかった。脊椎疾患の PA と BMI（r=0.46），年齢（r=�0.50），
4m 歩行時間（r=�0.42）の間で相関がみられた。OA 群の PA と各項目の間には相関はみられなかった。

【結論】

運動器疾患患者の PA は，厚生労働省の健康日本 21 で示されている PA の基準値である 4604 歩よりも下回り，全体の 67% に当
たる 23 名が低活動群（3036 歩/日）に該当する結果となった。関連する要因としては，脊椎疾患群では年齢，BMI，4m 歩行時
間が関連し，加齢に伴う身体機能の低下によるものと考えられる。OA 群はどの項目にも関連はなかった。OA の重症度など別
の要因が関連することも考えられる。
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挙上制限を有した腱板断裂患者に対するリハビリテーション介入の可動域変化

蓬 大輔1），大西 邦博1,2），島谷健太郎1），金井 貴敬1）

1）ツカザキ病院リハビリテーション科，2）吉備国際大学保健福祉研究所

key words 腱板断裂・リハビリテーション・可動域変化

【はじめに，目的】

腱板断裂に対する保存療法の治療成績については，Bokor らは成績良好例が 56% で，牧内らは 80％ と報告によって大きく異な
り，一定の見解が得られていない。また，挙上制限を有した患者に限定した場合の可動域改善に関する報告は，舟崎らが初診時
挙上 120̊ 未満の患者に保存療法を行い，手術移行患者を除外した 17 例中 13 例が 120̊ 以上に改善したと報告している。しかし
手術への移行の有無に関わらず可動域変化を調査した報告はなく，検討することは予後予測につながり臨床上重要と考えられ
る。そこで本研究の目的は，挙上制限を有した腱板断裂患者に対するリハビリテーション介入の可動域変化を調査することであ
る。

【方法】

対象は当院で平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日に腱板断裂の診断で外来でのリハビリテーションを処方され，リハビ
リテーション開始時に挙上 120̊ 未満の患者 13 名 13 肩（男性 5 名，女性 8 名，右 7 肩，左 6 肩，平均年齢 68.3±8.9 歳）とした。
リハビリ実施期間は 64±30 日，実施頻度 9.7±4.4 回，断裂サイズは不全断裂 2 肩，完全断裂 11 肩（小断裂 4 肩，中断裂 6 肩，
大断裂 1 肩）であった。リハビリテーション実施時間と頻度は原則 20 分，週 1 回とした。内容は関節可動域運動，筋力増強運
動，自主トレーニング指導を中心に実施した。調査項目はリハビリテーション開始時と終了時の肩関節①挙上，②外旋，③結帯
の可動域の平均値を算出し開始時と終了時で比較した。統計学的分析は Wilcoxon の符号付順位和検定を用い，有意水準は 5％
未満とした。④挙上 120̊ 以上獲得率，⑤120̊ 以上獲得症例の最終時の挙上平均値を算出した。

【結果】

リハビリテーション開始時と終了時で，①挙上は 89.6±15.6̊ から 116.9±25.2̊ となり改善 9 肩，不変 2 肩，低下 2 肩で有意に改
善した（p=0.01）。②外旋は 41.9±15.1̊ から 42.6±17̊ となり改善 6 肩，不変 1 肩，低下 6 肩で有意な改善はみられなかった（p
=0.91）。③結帯は L1±2.9 から TH11±3.4 となり改善 7 肩，不変 2 肩，低下 4 肩で有意な改善はみられなかった（p＝0.37）。④
挙上 120̊ 以上獲得率は 46.1％（6/13 肩），⑤挙上 120̊ 以上獲得症例の終了時挙上の平均は 140±13.8̊ であった。

【結論】

外旋と結帯は有意に改善を示さず終了時はばらつきを認めた。挙上は有意に改善を認め 46.1％ で 120̊ 以上の可動域を獲得し
た。武長らは腱板断裂症例 33 肩で開始時と終了時の平均で挙上は 139̊ から 156̊，外旋は 57̊ から 63̊，結帯は L2 から L1 となり
有意な改善は認めなかったと報告している。挙上制限のある患者に限定した本研究においても外旋と結帯は有意な改善はみら
れなかった。開始時の可動域が比較的良好であり治療対象とならなかった事が予測される。舟崎らは最終時挙上 120̊ 以上の群は
120̊ 未満の群に比べ疼痛点は有意に低値を示したと報告している。今後は疼痛，断裂サイズ，拘縮の有無を含めた検証を行い，
改善に関わる因子について調査する必要があると考える。
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腱板断裂術後 6ヵ月において関節可動域制限が残る症例の特徴は何か？

高橋 友明，畑 幸彦，石垣 範雄，雫田 研輔，田島 泰裕

北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター

key words 腱板断裂・関節可動域・術後成績

【はじめに】腱板断裂術後 6 ヵ月は腱板縫合部が修復される時期であるという報告もあるが，臨床現場では術後 6 ヵ月を過ぎて
も可動域制限が残存する症例を時々経験する。今回，腱板断裂術後 6 ヵ月で可動域制限が残存する症例の特徴を明らかにする目
的で調査したので報告する。

【方法】対象は，広範囲腱板断裂を除く腱板全層断裂に対して mini open repair 法を施行された 79 例 79 肩である。内訳は，手術
時年齢が平均 65.7 歳，男性 41 肩・女性 38 肩，右 50 肩・左 29 肩であった。まず術後 6 ヵ月時の関節可動域を用いて，対象を挙
上角度が 150̊ 以上かつ外転角度が 90̊ 以上の良好群 54 例 54 肩とそれ以外の不良群 25 例 25 肩の 2 群に分けた。次に 2 群間で，
病歴（手術時年齢，性別，手術側，飲酒歴，喫煙歴および罹病期間），断裂サイズ，術前と術後 6 ヵ月における日本整形外科学
会肩関節疾患治療成績判定基準（以下，JOA スコア）と The University of California at Los Angeles Shoulder Score（以下，UCLA
スコア）および術後 6 ヵ月の腱板付着部の MRI 評価の 4 項目について有意差検定を行った。また，術後 6 ヵ月の屈曲，外転の
それぞれの角度と術前可動域（屈曲，外転，下垂位外旋，90̊ 外転位内旋，90̊ 外転位外旋）との相関を調査した。なお，肩関節
可動域は，同一検者が 5 方向（屈曲，外転，下垂位外旋，90̊ 外転位内旋，90̊ 外転位外旋）について他動的に測定した。MRI
評価は斜位矢状断，斜位冠状断および水平断の T2 強調画像を用いて村上の分類に従って 3 群に分類した。統計学的解析は，性
別と手術側については χ2検定を用いて行い，断裂サイズと MRI 評価についてはマン・ホイットニ検定を用いて行い，手術時年
齢，JOA スコアおよび UCLA スコアについてはウィルコクソン符号付き順位和検定を用いて行い，また，術後 6 ヵ月の屈曲，
外転角度と術前可動域との相関は，Spearman の相関係数を使用した。

【結果】2 群間比較に関しては，病歴と断裂サイズについては，良好群と不良群の 2 群間で有意差を認めなかった。術前後の JOA
スコア・UCLA スコアは，不良群の JOA 総合点，UCLA Total score が共に良好群より有意に低かった（P＜0.05，P＜0.05）。術
後 6 ヵ月時の MRI 評価については，2 群間における有意差は認めなかった。次に，相関関係に関しては，術後 6 ヵ月の屈曲と術
前角度との間で，正の相関を認めたのは屈曲（r＝0.50，P＜0.01），外転（r＝0.47，P＜0.01）および 90̊ 外転位外旋であった（r
＝0.43，P＜0.01）。術後 6 ヵ月の外転角度と術前角度との間で，正の相関を認めたのは屈曲（r＝0.52，P＜0.01），外転（r＝0.63，
P＜0.01）および 90̊ 外転位外旋（r＝0.54，P＜0.01）であった。

【結論】術後 6 ヵ月での挙上制限は，腱板の修復を阻害しなかったが肩関節機能を低下させた。それは術前の屈曲，外転および
90̊ 外転位外旋と相関しており，これらの制限を術前理学療法によって改善することが重要であると考えた。
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P-MT-30-3

鏡視下腱板修復術後 3カ月時の拳上可動域に影響する因子の検討

永渕 輝佳1），永冨 孝幸1），永井 宏達2），濱田 浩志1），二宮 晴夫3）

1）JCHO大阪病院リハビリテーション室，2）兵庫医療大学大学院，
3）JCHO大阪病院リハビリテーション科

key words 鏡視下腱板修復術・関節可動域・リハビリテーション

【はじめに，目的】

鏡視下腱板修復術（以下 ARCR）後の後療法において，関節可動域の回復が遅延する症例を経験することがある。戸野塚らは，
ARCR 後 3 カ月時点での挙上が 120̊，下垂位外旋が 10̊ に満たない症例は術後 2 年での最終可動域に著しく影響すると報告して
いる。そこで今回，ARCR の術後 3 カ月時点の挙上可動域に影響する因子について明らかにすることを目的に検討を行った。

【方法】

対象は 2009 年 1 月から 2013 年 12 月までに当院で ARCR を施行した 737 例のうち 3 カ月以上経過を追えなかった症例，転院症
例，広背筋移行術施行症例を除外した 576 例を対象とした。

これらの対象を術後 3 カ月時の挙上が 120̊ 以上であった 441 肩（男性 258 肩，女性 183 肩，平均年齢 63.0±12.8 歳）を H 群，
120̊ 未満であった 135 肩（男性 73 肩，女性 62 肩，平均年齢 66.8±10.0 歳）を L 群の 2 群に分類した。術後 3 カ月の挙上可動域
に対する検討因子は，術前自動可動域（挙上，下垂位外旋，外転），術前筋力（90̊ 外転，30̊ 外転，下垂位外旋），術前運動時痛，
保険種類，罹患期間，性別，年齢，糖尿病の有無，断裂形態（完全断裂，不全断裂），断裂部位（棘上筋断裂，2 腱以上の断裂），
修復状態（一次修復可能，不可能），術中の関節包解離術の有無，上腕二頭筋長頭腱切離術の有無，術後固定期間の有無とした。

統計学的検討には EZR を用いた。上記検討因子を Mann�Whitney の U 検定，カイ 2 乗検定を使用し比較検討を行い，2 群間に
おいて有意差を認めた項目を独立変数とし，3 カ月の挙上可動域が 120̊ 以上と未満の 2 群を従属変数としてロジスティック回
帰分析を行った。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

2 群間の比較では術前自動可動域（挙上，下垂位外旋，外転），術前筋力（90̊ 外転，30̊ 外転，下垂位外旋），年齢，糖尿病の有
無，断裂部位，修復状態，術中の関節包解離術の有無，術後固定期間の有無において有意差を認めた。

ARCR 術後 3 カ月時の挙上可動域に影響する因子は，術前自動屈曲は（オッズ比 1.02，95% 信頼区間 1.01～1.02，p＜0.01）H
群 143.2±67.9̊，L 群 109.2±38.4̊，術前 90̊ 外転筋力は（オッズ比 1.01，95% 信頼区間 1.00～1.02，p＜0.05）H 群 32.3±26.9N，
L 群 17.1±21.3N であった。糖尿病の有無は（オッズ比 2.43，95% 信頼区間 1.49～3.97，p＜0.01）糖尿病有り H 群 74 肩（17％），
L 群 40 肩（30％）であり，修復状態に関しては（オッズ比 0.42，95% 信頼区間 0.24～0.73，p＜0.01）一次修復可能であったの
は H 群 389 肩（88％），L 群 103 肩（76％）であった。

【結論】

今回の結果から術後 3 カ月時の挙上可動域制限因子は，術前自動挙上可動域，術前 90̊ 外転筋力の低下が示唆された。また，そ
の他の要因としては腱板の修復が一次修復を行えなかった症例や術前に糖尿病を併存している症例であることが明らかとなっ
た。
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P-MT-30-4

棘上筋の変性が棘上筋腱断裂症例の術前・術後の上肢肩甲骨面挙上時の肩甲骨
上方回旋角度に与える影響

上田 泰之1），田中 洋2），森岡 重敏3），立花 孝1），林 豊彦4），乾 浩明2），信原 克哉2）

1）信原病院リハビリテーション科，2）信原病院・バイオメカニクス研究所，3）信原病院放射線科，
4）新潟大学工学部福祉人間工学科

key words 肩腱板断裂・上肢挙上動作・棘上筋変性

【はじめに，目的】肩腱板機能低下により，上肢挙上時の肩甲骨上方回旋が大きくなると報告されているが，これらは保存症例
や術後 1 年以上経過した症例のみを対象としている。肩腱板修復術後は腱板機能は低下し，修復腱板が腱様組織に回復するまで
6 ヵ月以上必要と考えられる。そのため，理学療法を行う上で術後 6 ヵ月以内の上肢挙上に伴う肩甲骨運動の推移を明らかにす
べきと考えた。また，腱板の変性が肩甲骨運動に与える影響を検討した報告は見当たらない。そこで本研究は，棘上筋の変性の
程度が棘上筋腱断裂症例の術前，術後の上肢挙上時の肩甲骨上方回旋角度に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は健常群 12 名，棘上筋腱断裂症例 9 名とした。さらに腱板断裂群を術前の MRI から Goutallier stage で評価し 2
群に分けた：A 群（5 症例，Stage 1；5 名），B 群（4 症例，Stage 2；3 名・Stage 3；1 名）。対象の肩関節を CT（ECLOS，日
立メディコ）で撮影し，画像処理ソフトウェア（Mimics 14.12，Materialise Inc.）を用いて上腕骨・肩甲骨モデルを作成した。
次に肩甲骨面での上肢挙上動作を X 線透視装置（Stenoscop 6000，GE Medical Systems）で撮影した。腱板断裂群は術前，術後
2 ヶ月，5 ヶ月で撮影を行った。そして，2D/3D registration 法を用いて上肢挙上 30，60，90，120 度での上肢挙上動作を再現し，
肩甲骨座標系に対する上腕骨座標系の回転をオイラー角で表した。各上肢挙上角度での 3 群間の肩甲骨上方回旋角度の比較と，
A 群内，B 群内の術前，術後 2 ヶ月，5 ヶ月の肩甲骨上方回旋角度の比較を行った。統計学的検定は，二元配置分散分析を行っ
た。

【結果】健常群の肩甲骨上方回旋角度は上肢挙上 30－120 度間において平均 13.2，25.2，37.7，50.4 度であった。A 群では術前，
術後 2 ヵ月，5 ヵ月において，上肢挙上 30－90 度までは健常群と同様の傾向を示したが，上肢挙上 120 度では術後 2 ヵ月で 57.9
度を示し，有意に健常群より大きい値かった（p＜.05）。B 群では術前，術後 2 ヵ月，5 ヵ月において，全ての上肢挙上角度で健
常群より肩甲骨上方回旋角度が大きく，術後 2 ヵ月と 5 ヵ月の上肢挙上 120 度において 63.3，61.3 度と健常群より有意に大きい
値を示した（p＜.05）。A 群内では術前，術後 2 ヵ月，5 ヵ月において同様の傾向を示したが，B 群内では術前に比べ，術後 2 ヵ
月，5 ヵ月において上肢挙上 60－120 度間で大きい傾向を示した。

【結論】変性の少ない棘上筋腱断裂症例では，術後 2 ヵ月での上肢挙上 120 度において大きい肩甲骨上方回旋を示したが，術後
5 ヵ月では改善していた。これより，術前に腱板の変性が少ないと術後の機能的な改善も期待できることが明らかとなった。一
方，変性の大きい棘上筋腱断裂症例では，術後の機能的な改善には 5 ヵ月以上要すると考えられる。この様な症例に対する理学
療法では，上肢挙上時の肩甲骨運動が健常群と近似するまでは過負荷となる運動を行わない点を留意すべきである。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（運動器）P30】

P-MT-30-5

腱板修復術後の肩関節機能は術後 6ヶ月でどこまで回復するのか？

石川 博明1,2），村木 孝行1,2），山本 宣幸3），井樋 栄二3），出江 紳一2）

1）東北大学病院リハビリテーション部，2）東北大学大学院医学系研究科障害科学専攻肢体不自由学分野，
3）東北大学整形外科

key words 腱板修復術後・肩挙上筋活動・肩甲上腕関節運動

【はじめに，目的】腱板修復術後のリハビリテーションは正常な肩関節機能を再獲得するために行われる。一般的なプロトコル
では，術後 6 ヶ月で労働作業やスポーツが許可され，術後リハビリテーションの終了目安となるが，どの程度まで肩関節機能が
回復しているのかは不明である。本研究の目的は，腱板修復術後患者の肩関節機能を経時的に評価し，術後 6 ヶ月時点での回復
の程度を明らかにすることである。

【方法】当院にて腱板修復術を受けた 16 名（年齢：63±9 歳，男：10 名，女：6 名）と健常な中高年者 8 名（年齢：61±7 歳，
男：3 名，女：5 名）を対象とした。他動関節可動域（ROM）は，ゴニオメーターを用いて胸郭に対する上腕骨の挙上角度およ
び下垂位での肩外旋角度を測定した。肩甲上腕関節（GH）の挙上運動の評価は，自動で肩甲骨面挙上 30̊ 位，60̊ 位に保持し，
胸郭に対する上腕骨の挙上角度とデジタル傾斜計を用いて測定した肩甲骨上方回旋角度の差として定義した。また，同様の肢位
にて，超音波エラストグラフィを用いて三角筋中部線維（MD）と棘上筋（SSP）の硬さを測定し，これらを肩挙上筋活動の指
標とした。なお，自動挙上時に筋が硬くなるほど筋活動が高いことを意味する。腱板修復術後症例においては，すべての測定を
術後 6 週，3 ヶ月，6 ヶ月の各時期に行い，各パラメーターの経時的変化について反復測定一元配置分散分析および多重比較法
を用いて検討した。また，術後 6 ヶ月時点での腱板修復術後症例と健常者の違いについて対応のない t 検定を用いて検討した。

【結果】腱板修復術後の経時的変化において，ROM は，挙上，外旋ともに術後 6 週と比べて術後 3 ヶ月，術後 6 ヶ月で有意に拡
大した（p＜0.01）。GH 挙上運動は，挙上 30̊ 位，挙上 60̊ 位ともに術後 6 週と比べて術後 3 ヶ月，術後 6 ヶ月で有意に拡大した

（p＜0.01）。MD の硬さは，挙上 30̊ 位で術後 6 週と比べて術後 6 ヶ月で有意に低下した。（p＜0.05）。SSP の硬さは，挙上 30̊
位，挙上 60̊ 位ともに術後 6 週と比べて術後 3 ヶ月，術後 6 ヶ月で有意に増加した（p＜0.05）。術後 6 ヶ月時点での腱板修復術
後症例と健常者の比較において，健常者の挙上 ROM（164̊±8̊，173̊±6̊），挙上 60̊ 位での GH 挙上運動（54̊±4̊，57̊±1̊）は
有意に高値を示した（p＜0.05）。

【結論】腱板修復術後 6 ヶ月で，ROM や GH 挙上運動，肩挙上筋活動は有意に改善することが明らかになった。しかし，挙上 ROM
や挙上 60̊ 位での GH 挙上運動においては健常者と同程度まで回復しておらず，今後は術後 6 ヶ月以降の回復の程度を明らかに
する必要性が示唆された。
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P-MT-31-1

健常成人の脊柱起立筋の筋硬度分析―左右差の検証―

廣澤 暁1,2），石塚 達也3,4），柿崎 藤泰2,5）

1）IMS（イムス）グループ名芳会高島平中央総合病院，2）文京学院大学大学院保健医療科学研究科，
3）IMS（イムス）グループアイ・タワークリニック，4）東京医科大学大学院医学研究科，
5）文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科

key words 脊柱起立筋・Real�time Tissue Elastography（RTE）・左右差

【はじめに，目的】

臨床での脊柱起立筋の筋緊張評価では，疾患に関わらず高い割合でパターン化した左右配列が確認できる。その筋緊張パターン
は中・下位胸椎レベルでは右側に高く，腰椎レベルでは左側に高い。これは分節的な脊柱の運動が生じ難いこと，偏りのある定
型的な体幹運動が生じやすいことを示唆し，体幹の安定を目的とした理学療法において不利益な事象と言える。この左右差に対
し直接的にアプローチしても一過性であったり，逆に体幹の安定が悪化する例も存在し，体系化したアプローチの必要性を感じ
る。したがって，脊柱起立筋のパターン化した筋緊張の形成メカニズムを解明し，理学療法に還元する必要があると考える。

そこで今回は Real�time Tissue Elastography（RTE）を用いて胸腸肋筋（Iliocostalis Thoracis：IT）と腰最長筋（Longissimus
Muscle：LM）の筋硬度を測定し，その左右差を検証することを目的とした。

【方法】

対象は研究に対して同意を得られた胸郭に著明な変形のない健常成人男性 20 名（平均年齢 23.55±1.7 歳）とした。脊柱起立筋
の筋硬度は超音波画像診断装置（HI VISION Preirus，日立メディコ）に内蔵されている RTE を用いて測定した。測定肢位は腹
臥位とし，中・下位胸椎レベルでは第 9 胸椎横突起と第 9 肋骨を，腰椎レベルでは第 3 腰椎棘突起近傍の多裂筋をそれぞれ画像
上指標とし，IT および LM の短軸像を抽出した。安定した B モード画像が得られた上で，RTE を用いて左右 3 回ずつ撮像した。
筋硬度の測定は音響カプラーアタッチメント（日立メディコ）を基準物質（A）とし，IT および LM（B）の相対値 B/A（Strain
Ratio：SR）を算出し，3 回の平均値を求めた。統計処理には SPSSver13 を使用し，IT を対応のある t�検定，LM を Wilcoxon
符号付順位和検定にて比較した。危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

基準物質に対する IT の SR は右側：3.09±0.86，左側：3.48±0.89 であり右側が有意に低値であった（p=0.013）。LM の SR は右
側：5.77±1.85，左側：5.04±1.66 であり左側が有意に低値であった（p=0.037）。

【結論】

RTE にて脊柱起立筋の筋硬度を左右比較した結果，中・下位胸椎レベルでは右側が，腰椎レベルでは左側が有意に低値であっ
た。SR の低値は筋硬度が高いこと示す。

この原因の一つとして胸郭の左側方偏位の存在（Ishizuka, 2013）が考えられる。胸郭左側方偏位にみられる典型的なアライメン
トでは，右側の上位肋骨前方回旋位および下位肋骨後方回旋位が定着しやすい。このとき右側 IT の起始部と停止部の距離的延
長が生じ，同部の硬度が高まる。同様に左側 LM の筋緊張を高めることは，左寛骨を拳上および後退させ，仙骨の正中位を維持
する活動として考えられる。したがって，右側の中・下位胸椎レベルと左側の腰椎レベルでの脊柱起立筋の筋硬度の高まりは，
体幹の不安定性を最小限にする反応として考えられる。

今後は，同部の筋硬度の左右差が少ない群と大きい群との比較により，体幹の伸展活動に及ぼす影響について検証していく必要
があると考える。
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P-MT-31-2

異なる姿勢における腰部多裂筋・脊柱起立筋の筋厚変化
超音波画像診断装置を使用して

遠藤 佳章1,2），木村 和樹2,3），三浦 寛貴1），久保 晃4）

1）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室，
2）国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保険医療学専攻，
3）新潟リハビリテーション大学リハビリテーション学科，4）国際医療福祉大学保険医療学部理学療法学科

key words 多裂筋・脊柱起立筋・姿勢

【はじめに，目的】

腰部多裂筋は 5 つの筋束から構成され，それぞれの筋束が別々の神経支配を受けることから，腰椎の微細なコントロールを可能
にし，姿勢保持に関わるという報告がある。しかしながら，腰部多裂筋を研究した報告は第 4～5 腰椎棘突起周囲の多裂筋の筋
活動を見たものが多く，その他の腰椎レベルの腰部多裂筋の筋活動を比較・検討したものは少ない。また，体幹深層筋である腰
部多裂筋は脊柱起立筋と共に胸腰筋膜で 1 つのコンパートメントを形成している。これは腰部多裂筋と脊柱起立筋が共同して
働いていることを示唆している。このことから，腰部多裂筋と脊柱起立筋の関係性をはかる必要があるといえる。

よって，本研究では異なる姿勢における，第 2・第 5 腰椎レベルの腰部多裂筋（以下，LM（L2），LM（L5）），脊柱起立筋（以
下，ES）の筋厚について超音波画像診断装置を用いて検証することを目的とした。

【方法】

対象は，若年健常男性 25 名とした。年齢：22.1±1.6 歳，身長：170.4±5.8cm，体重：60.4±8.8kg，BMI：20.8±2.6kg/m2（平均
±標準偏差）であった。各筋厚の測定は超音波診断装置（sonosite180plus：sonosite 社製）を用いた。測定部位は，右側の LM

（L2），LM（L5），ES とした。測定肢位は，腹臥位・座位・立位で腰椎前後弯中間位にて測定した。測定は安静呼気時を 2 回測
定した。得られた画像を画像解析ソフト Image J を用いて各筋厚を算出した。2 回測定した各筋厚の平均を代表値とした。

各筋厚の 1 回目と 2 回目で算出された値で級内相関係数（以下，ICC）を求め，再現性について検討した。各筋厚の各肢位での
変化をみるために，反復測定一元配置分散分析を行い，その後 Bonfferoni の多重比較検定を行った。統計解析には SPSS statis-
tic 19.0 を使用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

ICC は，すべての項目において，0.95 以上の数値を示した。

LM（L2）の筋厚は腹臥位で 27.3±4.6mm，座位で 30.4±4.0mm，立位で 33.3±4.6mm となった。同様の順で LM（L5）では 30.8
±4.0mm，30.1±4.5mm，34.2±4.3mm，ES では 35.8±6.1mm，40.4±6.9mm，42.1±6.6mm となった。

LM（L2），LM（L5），ES の各筋厚は，各姿勢間で主効果が認められた。LM（L2）は腹臥位，座位，立位の順で有意に筋厚が
増大した。LM（L5）は，腹臥位より立位で，座位より立位で有意に筋厚が増大した。腹臥位と座位の間では有意差が認められ
なかった。ES は，腹臥位より座位で，腹臥位より立位で有意に筋厚が増大した。座位と立位の間では有意差が認められなかっ
た。

【結論】

LM（L2）と LM（L5）と ES は姿勢保持の際に作用が異なることが示唆された。LM（L2）は腹臥位，座位，立位の順で筋厚が
増大することが示唆された。LM（L5）は腹臥位と座位に比べ，立位で筋厚が増大するが，腹臥位と座位の間では筋厚の変化が
ないことが示唆された。ES は腹臥位と比べ，座位と立位で筋厚を増大するが，座位と立位では変化がないことが示唆された。
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P-MT-31-3

矢状面脊柱骨盤アライメントを外観上で把握する試み
全脊柱撮像から計測される各種パラメーターの信頼性の検討

山田 翔太1,2），榎原 毅2），上原 徹1），木村 新吾1），庄司 直人2），稲田 充3），上島 通浩2）

1）名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科，
2）名古屋市立大学医学研究科環境労働衛生学分野，3）名古屋市立西部医療センター整形外科脊椎センター

key words 矢状面脊椎骨盤アライメント・信頼性・全脊柱撮像

【はじめに，目的】

全脊柱撮像より計測される矢状面脊柱骨盤アライメント（SSPA）は，腰痛の素因と関係しているとの報告がある。X 線の曝露
がなく，簡便に人の外観上から得られる姿勢パラメーターで SSPA を推定する間接測定法が確立できれば，臨床応用のみなら
ず，腰痛予防対策など公衆衛生上の意義も大きい。そこで，本研究では間接測定法確立の第一段階として，代表的な指標である
胸椎後彎角（TKA），腰椎前彎角（LLA），仙骨傾斜角（SS），Sagittal Vertical Axis（SVA），Pelvic Incidence（PI）の X 線画
像の計測を行い，比較基準値となる計測の信頼性検討を行った。

【対象と方法】

名古屋市立西部医療センターにて頚椎症性脊髄症，腰部脊柱管狭窄症と診断され手術を施行した 20 名（男性 11 名，女性 9 名，
平均年齢 62.0±15.3 歳）とした。診療目的で撮影された全脊柱撮像から Schwab らの計測に基づき TKA，LLA，SS，SVA，Le-
gaye らの提唱した PI を acetabular domes method を用い計測した。画像検査者は理学療法士の男性 3 名（平均年齢 37.3±7.4
歳）である。1 回目の計測から 24 時間以上空けたのちに計測順を変更して再度計測した。統計解析は R2.8.1 を用い，検査者内・
検査者間信頼性を評価するために級内相関 ICC1，ICC3を求めた。また各測定の系統誤差を評価するために Bland�Altman 解析
を行った。信頼性の評価は Landis（1977）の基準に従い，ICC＞0.8 を Excellent とした。

【結果】

各計測値の 1 回計測の検査者内信頼性 ICC（1,1）は 3 名とも TKA，LLA，SS，SVA は全て 0.8 以上であった。PI の ICC（1,1）は最大
0.89（95%CI：0.74�0.95）から最小 0.65（0.31�0.84）となり，検査者毎にばらつきを認めた。PI の 2 回計測の信頼性 ICC（1,2）は 0.94

（0.85�0.98）から 0.79（0.48�0.92）であり，PI の信頼性を担保するには 2 回以上の計測が必要と示唆された。3 名の検査者が 1
回計測した時の検査者間信頼性 ICC（3,1）は，全計測値とも 0.87 以上であった。Bland�Altman 解析は，3 名の検査者とも［1 回目
の測定�2 回目の測定］の差（d）の平均に系統誤差は認められず，また，Bland�Altman Plot の偏回帰係数（β）においても比例
誤差は認められなかった。

【結論】

TKA，LLA，SS，SVA は，任意 1 名の検査者が 1 回計測することで十分な検査者内・検査者間信頼性を担保している。一方，
PI は検査者 1 名でよいが検査者内信頼性を高めるには複数回測定が必要である。また系統誤差や比例誤差も認めず，検査者の習
熟に影響を受けないことが確認できた。
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座面の高さの違いによる靴下着脱動作時の脊椎関節運動の特徴
～健常成人を対象に 3次元動作解析装置を用いた検討～

石井 健史1），佐瀬 隼人1），千葉研一朗1），佐藤 舞華1），澤崎 歩実1），伊藤 貴史1,2）

1）苑田会リハビリテーション病院，2）苑田会第三病院

key words 腰椎固定術後患者・靴下着脱動作・三次元動作解析

【はじめに・目的】

脊椎固定術後の患者は体幹の過度な屈伸・側屈・回旋はインプラントの破損やスクリューが脱転するリスクがある為，禁忌動
作となる。理学療法を行う上では禁忌動作に留意した動作指導が必要である。端座位での靴下着脱動作は，体幹の過剰な動きを
伴う恐れがあり，動作指導する際は，特に注意を払う必要がある。一側股関節挙上時の骨盤後傾角度に関する報告では，端座位
より立位の方が骨盤後傾角度は少ないとされている。つまり，端座位で靴下着脱動作を行う際は，座面を高くしてより立位に近
い状態で行えば，腰椎の屈曲角度は減少すると予測できる。しかし，靴下着脱動作時の座面の高さの違いによる脊椎関節運動を
捉えた報告はない。そこで本研究の目的は，靴下着脱動作において座面の高さの違いにおける脊椎関節運動の特徴を捉え，靴下
着脱動作指導の一助とすることとした。

【方法】

対象は，健常成人 20 名（男性 20 名，平均年齢（標準偏差）：26.7（4.7）歳）とした。除外基準は，脊椎及び股関節に可動域制
限を有する者とした。測定項目は，関節可動域として股関節（屈伸・外転・外旋）・腰椎及び胸椎（屈伸・側屈・回旋）とした。
測定機器は，3 次元動作解析装置（酒井医療株式会社製，マイオモーション）を用い，モーションセンサーを第 7 頸椎棘突起，
第 12 胸椎棘突起，仙骨後面，大腿前面，下腿前面に取り付け実施した。キャリブレーションは膝関節 90̊ 屈曲位の端座位とした。

開始肢位は，昇降台ベッドに浅く腰をかけた端座位とし，下腿が床と垂直になるように調節した。座面の高さは，膝の関節角度
を基準に 90（̊以下：膝 90̊ 群），80（̊以下：膝 80̊ 群），70（̊以下：膝 70̊ 群）と 3 段階に設定した。測定課題は，体幹及び骨盤
の動きを極力制限した状態で右側踵部を両手で触れさせる課題を靴下着脱動作の模擬課題として実施した。その際，右側股関節
の可動域が屈曲 95̊，外転 25̊，外旋 25̊ 以上ならぬよう外的に制限した。算出する角度は両手が踵に触れた時の各関節角度とし
た。

統計解析は，従属変数を各群，独立変数を各関節角度とし，一元配置分散分析及び多重比較を実施した。

【結果】

統計解析の結果，腰椎屈曲角度において，膝 80̊，70̊ 群は，膝 90̊ 群と比較しそれぞれ有意な差を認めた（p＜0.05）。平均値は
腰椎屈曲（膝 90̊ 群：27.1̊，膝 80̊ 群：19.6̊，膝 70̊ 群：15.1̊）であった。他の独立変数は，有意な差を認めなかった。

【結論】

膝 80̊，70̊ 群の端座位は，膝 90̊ 群の端座位よりも有意に腰椎屈曲角度が小さい結果となった。

腰椎固定術後患者の靴下着脱動作を指導する際は，膝の屈曲角度を 80̊ 以上になるように座面の高さを調節することで腰椎の過
剰な屈曲を防げる可能性があると考えられる。
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キック動作の呼吸様式がボールスピードに与える影響

小松 匠，渡邊 昌宏

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科

key words draw in・体幹筋・サッカー

［はじめに，目的］

インステップ・キックによるボールスピードは，サッカーの重要なスキルの 1 つである。近年，ボールスピードは draw in など
呼吸を意識した体幹深部筋収縮トレーニングが効果的であることが明らかになっている。しかし，ボールスピードとインパクト
時の呼吸の関係を研究した報告は見当たらない。そこで本研究ではキック動作時の呼吸様式がボールスピードとスイングス
ピードにどのような影響を及ぼすかを明らかにすることとした。

［方法］

対象は中学・高校でサッカー部に所属していた 11 名（年齢 20.63±1.0 歳）とした。ボールスピード測定はスピードガンを使用
しゴールネット後方からおこない，スイングスピードはマルチテスター II を使用しボール右側方からおこなった。ボール設置場
所はゴールライン中央より 3m 離れた距離とし，インステップ・キックでゴール中央に全力で蹴るように説明した。助走角度は
45 度としできるだけ助走スピードを速くするように指示した。また，インステップ・キックは 4 つの呼吸様式（通常呼吸，draw
in，呼気，吸気）でランダムにおこなった。1 つの呼吸様式につき 3 回計測を行い，それぞれ平均スピードを算出した。次の呼
吸様式で実施する前には 10 分間の休憩をとった。ボールは 5 号球を使用しボール空気圧は 0.7 気圧とした。測定処理とデータ解
析には SPSS Statistics 20 を使用し，各項目におけるボールスピードとスイングスピードを 1 要因分散分析と多重比較検定を用
い比較した。有意水準は 5% とした。

［結果］

ボールスピードは draw in（87.6±9.11km/s）に比べ，呼気（77.0±11.9km/s）と吸気（78.3±10.15km/s）で有意に低下した
（呼気 vs draw in：P=0.33，吸気 vs draw in：P＝0.23）。draw in と通常呼吸（84.1±7.46km/s）には有意差は認められなかった。
スイングスピードに有意差は認められなかった。

［考察］

体幹の表層筋群は主に体幹のコントロールに関与し，深部筋群は脊柱や骨盤の安定性に関与していることが知られている。ま
た，ボールスピードを速くするためにはボール中心を足関節の近位部で蹴ることが重要であると報告されている。

今回，呼気や吸気をしながらインステップ・キックをおこなった場合，draw in に比べてボールスピードに明らかな低下が認め
られた。これはインパクト時に呼気や吸気により表層筋と深部筋のバランスが崩れたことにより，体幹と下肢の安定性が低下し
ボール中心をとらえきれなかったためだと考えられた。一方 draw in でのインステップ・キックでは，通常呼吸と変わらずに体
幹の安定性が確保され，ボール中心を足関節近位部で蹴ることができていたと推察された。

今後は，ボールスピードに影響を及ぼすのは呼吸方法か体幹筋トレーニングの影響かを明らかにする必要がある。
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P-MT-32-1

腰椎除圧固定術後 1症例に対する下肢への経皮的電気刺激の即時効果の検討

瀧口 述弘1,3），江木 翔平1），谷川 佳祐1），添田 恒光2），庄本 康治3）

1）学研都市病院リハビリテーション科，2）学研都市病院整形外科，3）畿央大学大学院健康科学研究科

key words 経皮的電気刺激・腰部術後・疼痛

【はじめに，目的】

主な脊椎手術後の強い術後痛は 3 日間続くことが多いと報告されている。疼痛は離床や運動の妨げとなり，悪影響も多く術後鎮
痛は重要である。十分に鎮痛させるためには薬物療法に加え，非薬物療法も併用すべきであり，理学療法場面で用いる鎮痛手段
として，経皮的電気刺激（Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation：TENS）がある。

TENS は副作用のほとんどない鎮痛手段であり，刺激強度を強く設定し，周波数を変調させると鎮痛効果が高いと報告されてい
る。電極は疼痛部位と同一皮膚分節や末梢神経上に貼付することが多いが，腰部術直後は創傷処置のため術創部付近の皮膚には
貼付しにくい。一方，腰仙椎から下降している下肢の末梢神経上に対しては貼付しやすいが，実施した先行研究は少ない。また，
腰部術後痛，TENS の双方が心理的影響を受けることが示唆されているが，これらについての報告はまだ少ない。そこで，本研
究の目的は腰部術後痛に対する下肢への TENS の即時効果と心理面が TENS の効果に与える影響を評価することとした。

【方法】

症例は腰部脊柱管狭窄症に対して第 4 腰椎から第 5 腰椎まで腰椎後方除圧固定術を受けた 60 歳代の女性である。術前に，Pain
Catastrophizing Scale（PCS）と State�Trait Anxiety Inventory Y�2（STAIY�2）を使用し，破局的思考と不安の程度を測定し
た。また，TENS についてイラストを用いた資料で十分に説明した後に Visual Analogue Scale を使用し鎮痛期待度を測定した。
術後 1�3 日目に日本メディックス社製のデルタゼロと積水化学社製のテクノゲル粘着パッド 9×5cm を使用し TENS を実施し
た。刺激パラメーターは，刺激強度は不快でない最大強度とし，刺激時間は 40 分，周波数は 1�120Hz を変調させ，パルス幅は
100μsec，電極貼付部位は両下肢の腓骨頭下と腓骨頭内側部とした。アウトカムは TENS 実施前後の腰部と下肢の疼痛強度を
Numerical Rating Scale（NRS）で測定した。

【結果】

術前の PCS は 21/52 点，STAIY�2 は 37/80 点だった。鎮痛期待度は 90/100 だった。術後 1�3 日目の TENS 前後の腰部 NRS
は，8→8，3→3，3→3 だった。下肢 NRS は，5→3，6→2，5→4 だった。

【結論】

下肢痛に対しては効果が認められたが，腰痛に対しては効果が認められなかった。本症例は破局的思考や不安も少なく，TENS
に対する鎮痛期待度も高かったため，効果が認められた可能性が考えられた。今後は電極貼付部位の影響やプラセボ条件も交え
て効果を検証する予定である。
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P-MT-32-2

ブリッジ動作の種類の違いにおける腹横筋の筋厚への影響の検証

中村 壮大1），勝平 純司2），松平 浩3），高橋 美帆4），佐久間善子4），崎田真里子4）

1）国際医療福祉大学小田原保健医療学部，2）新潟医療福祉大学医療技術学部義肢装具自立支援学科，
3）東京大学医学部付属病院22世紀医療センター，4）国際医療福祉大学小田原保健医療学部学部学生

key words ブリッジ動作・腹横筋・筋厚

【はじめに，目的】

四つ這い位などの運動課題の違いが腹横筋に与える影響についての研究は認められるが，ブリッジ動作の種類の違いによる影
響の検証は行われていない。そこで我々は，ブリッジ動作の種類の違いがどの様に腹横筋の筋厚へ影響を及ぼすかを明らかにす
べく検証を行った。

【方法】

対象は整形外科的手術歴がなく，神経学的にも問題のない健常成人 26 名（男性 10 名，女性 16 名）とした。超音波診断装置を
用い課題動作である 3 種類のブリッジ動作（両脚ブリッジ，片脚ブリッジ，クロスブリッジ）と安静時の腹横筋の筋厚の測定を
実施した。被験者は両脚ブリッジ（股関節伸展 0̊ となるまで臀部を挙上），片脚ブリッジ（一方の下肢の膝関節を完全伸展させ
たまま臀部を挙上させ股関節伸展 0̊ になるようにし，左右の膝蓋骨の高さが同じかつ足関節底背屈 0̊），クロスブリッジ（一方
の外果を他方の膝蓋骨上縁に接し，他方の股関節伸展 0̊ となるまで臀部を挙上させる）を行う。これに加え，ブリッジをしない
安静時のコントロール群，計 4 種類における腹横筋の筋厚を測定した。測定条件として①ブリッジ動作時上肢は胸の前でクロス
する②両脚ブリッジでは両側の膝関節，片脚ブリッジ・クロスブリッジでは接地側の膝関節を 70̊ 屈曲位とする③足底はベッド
に全面接地させる。分析方法は 2 試行の平均値を代表値とした。統計処理として，ブリッジの種類による腹横筋の筋厚の比較に
は，種類，左右，性差の三元配置分散分析反復測定法を実施し，交互作用を検討した後に，一元配置分散分析反復測定法（種類）
にて検定を行った。有意水準は 5％ とした。また，被験者に対して各ブリッジ動作の難易度についてのアンケートを実施した。

【結果】

三元配置分散分析（種類，左右，性差）を行った結果，性差には有意差を認めたものの，種類と性差，種類と左右，性差と左右
に交互作用は認められなかった。そこで，一元配置分散分析（種類）にて検定した結果，安静時に比べ両脚では有意に筋厚の増
加が認められた（p=0.001）。また，片脚に比べ両脚（p=0.002），クロスに比べ両脚（p=0.001）でも有意に筋厚の増加が認められ
た。

【結論】

ブリッジ動作の種類の違いにおける腹横筋の筋厚への影響を検証した結果，両脚ブリッジにおいて最も筋厚が増加した。諸家に
よって，支持基底面が不安定な時には脊柱起立筋やハムストリングといったグローバル筋群が活動する事が報告されている。本
研究において両脚ブリッジで最も腹横筋の筋厚が増加した要因として，片脚やクロスなどのブリッジ動作と比較して両脚ブ
リッジでは支持基底面が安定しているため，骨盤底筋群や腹部深層の腹筋群の収縮が得られやすく，これが，腹横筋の筋厚の増
加につながったと考えた。本研究により両脚ブリッジが最も腹横筋の筋厚が増加することが明らかとなった。これらは，リハビ
リテーション分野におけるトレーニング方法の重要な知見となると考える。
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P-MT-32-3

スイングストレッチが姿勢に及ぼす影響について
―腹横筋に着目して―

渕上 和成1），中玉利一輝1），加治 卓人1），木村 倖晴1），野津原慎太郎1），松本 涼太1），矢野 悟士1），
古山 貴裕1），坂田 拓哉1），中富 裕貴1），福重 千春1），増永 純1），吉岡 弘夢1），松山 裕2），二宮 省悟1）

1）九州看護福祉大学，2）川崎病院

key words スイングストレッチ・腹横筋・姿勢

【はじめに，目的】コアトレーニングなど様々な体幹運動が注目されている中，2015 年に体幹トレーニングツールとしてスイン
グストレッチ（株式会社 LPN 製）が開発された。現在，ゴルフなど各スポーツ分野で使用されている。その効果としてインナー
ユニットの活性化が謳われているが，客観的な効果検証はされていない。そこで我々は，インナーユニットの 1 つである腹横筋
の活性化に着目し，スイングストレッチを使用したトレーニングを行うことで腹横筋厚の増大が起こり，その結果，姿勢に変化
が起こるのかを検証することを目的とした。

【方法】対象は健常な男性大学生 38 名（平均年齢 21.7±0.9 歳）とした。このうちコントロール群を A 群（20 名），トレーニン
グ群を B 群（18 名）として無作為に設定した。トレーニングは日本コアコンディショニング協会が提唱している腹臥位にて四
肢の運動を行うエクササイズを参考に週 3 回 4 週間継続し，研究者の管理下で実施した。森井ら（2014）の先行研究をもとに，
超音波診断装置（Nemio�XG SSA�580A：東芝社製）を用いて実施初日と最終日に 2 群を測定した。腸骨稜と下部肋骨の中点と，
前腋窩線上の交点にプローブを当て，安静時の呼気終末時の静止画像を記録し，画像分析ソフト ImageJ を用いて筋膜間距離を
筋厚として腹横筋厚を測定した。姿勢の評価として脊柱アライメント（胸椎後弯角，腰椎前弯角，仙骨傾斜角）を測定するため
にスパイナルマウス（Index 有限会社製）を使用した。宝亀（2010）の先行研究をもとに楽な立位姿勢を取らせ，静止状態を維
持させてスパイナルマウスを棘突起上に当て，頭側から尾側へ移動させ測定する。トレーニング終了後，各群の最終の測定値と
初期の測定値の差を算出した。筋厚の信頼性は，級内相関係数（以下，ICC）を用いて検討した。統計処理は，Student’s t�test
を用いて行った。統計解析ソフトは IBM SPSS statics23 を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】腹横筋厚測定において，ICC（1,2）は 0.873 から 0.918 であり，高い信頼性を得た。実験前後において B 群内では，腹横
筋厚に有意な増加が認められた（p＜0.05）。また，立位脊柱アライメントにおいて腰椎前弯角は減少し（前弯増強），仙骨傾斜角
は有意な増加（仙骨前傾）を認めた（p＜0.05）。胸椎後弯角の有意差は認めなかった。

【結論】スイングストレッチの形状と腹臥位によるトレーニングの特徴から，骨盤をニュートラルゾーンに保持することが可能
となり，体幹の回旋を引き出すことができると考えられる。スイングストレッチ上で四肢の運動を行うことで腹横筋の活動が惹
起され，腹横筋厚の増大，腰椎前弯の増強，仙骨の有意な前傾の増加を認め，姿勢に影響を及ぼすことが明らかとなった。今後
の課題として，トレーニング回数による効果の違いやスイングストレッチを固定した場合でのトレーニング群との比較など，多
角的な分析を行っていく必要がある。
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P-MT-32-4

腰椎術後理学療法で行うポールウォーキングの意義と有効性

櫻井 理嵩，重綱 玲南

片山整形外科記念病院

key words 腰椎術後理学療法・ポールウォーキング・ロコモティブシンドローム

【はじめに，目的】

2008 年 7 月より当院では腰部脊柱管狭窄症（LSS）患者に腰椎後方除圧固定術（PLF）を施行し，2014 年より術後の身体活動性
の向上を目的としてポールウォーキング（PW）を術後理学療法に導入している。

本研究は，術前より身体機能と活動量が低下した LSS 患者の術後身体機能改善と活動量低下対策としての PW の有効性と意義
を 2 ステップ値とロコモ 25 値で検証し報告する。

【方法】

対象：2015 年 1 月から 2016 年 3 月までに PLF を施行した LSS 患者 30 名。全例術後翌日から退院時まで PW を行い，退院後も
PW の継続を指導。術後 1 ヶ月と術後 3 ヶ月で退院時からの NW 継続状況を確認し，PW 中断（D）群 17 名，PW 継続（C）群
13 名の 2 群で比較検討。

方法：2 ステップ測定を術前，術後 2 日目，術後 9 日目（退院時），術後 1 ヶ月と術後 3 ヶ月で施行。ロコモ 25 の調査は術前及
び術後 1 ヶ月と術後 3 ヶ月で実施。結果解析は Wilcoxon の順位和検定で実施し，有意水準 5％ 以下とした。

【結果】

2 ステップでは術前，術後，退院時，術後 1 ヶ月，術後 3 ヶ月で D 群は平均値で 1.2，1.0，1.24，1.28，1.3 となり，各期間での
改善率は�15％，18％，7％，2％ であった。

C 群では平均値で 1.07，0.92，1.06，1.18，1.24 となり，各期間での改善率は�7％，22％，12％，8％ であった。C 群は退院時か
ら術後 3 ヶ月の改善率において有意な差を認めた（p＜0.05）。

ロコモ 25 では術前，術後 1 ヶ月，術後 3 ヶ月で D 群が平均値 25.5，13.8，9.7 であり，各期間の差は 11.7，4.17 であった。C
群で 44.8，19.6，14.9 であり，各期間の差は 27.6，5.15 であった。C 群は術後 3 ヶ月での有意な改善を認めた（p＜0.05）。

【結論】

PW の特徴は多点支持による下肢関節の負担軽減，歩行時不安解消と上下肢・体幹筋の使用による運動効果の増加，バランス能
力向上が挙げられる。

C 群の 2 ステップ値における退院時から術後 3 ヶ月における改善率の有意な差より，PW の実施及び継続は体幹・下肢筋群の筋
パワー向上が期待できる。加えてロコモ 25 値での C 群の術前から術後 3 ヶ月での差から身体的活動性の向上が示唆された。

PW は，ポールを意識して持つことで体幹上下肢を使用する歩行となる為，全身の神経筋協調運動となり，PW 継続により筋パ
ワー能力の向上が見込まれる。退院後も患者自身で実施可能な点からロコモ高値 LSS 患者の術後の身体機能改善と活動量低下
対策に理想的なアイテムだと考える。さらに D 群及び C 群の 2 群に加えて PW 未実施群との比較も検討していく。
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P-MT-32-5

慢性腰痛を有する重度脊柱変形者に対する腰痛手帳を活用した運動療法効果

北村 拓也1,2,3），佐藤成登志2,3），渡辺 慶3,4），神田 賢2），多田 葉月5），山本 智章3）

1）新潟リハビリテーション大学，2）新潟医療福祉大学ロコモ予防研究センター，
3）新潟リハビリテーション病院，4）新潟大学医歯学総合病院，5）新潟医療福祉大学大学院

key words 慢性腰痛・腰痛手帳・運動療法

【はじめに，目的】

慢性腰痛に対する運動療法は，国内外から質の高い研究報告が数多くされており，高い有用性が示されている。運動療法の目的
としては，疼痛の軽減や身体機能および，QOL の向上などであるが，慢性腰痛には心理・社会的要因の影響もあり，身体機能
面だけでなく認知行動面も含めたアプローチが重要とされている。認知行動面に対する一つのアプローチとして，冊子等の使用
が有用とされており，教育・運動・自己理解が重要と考えられている。しかし，これまでの介入研究では診療報酬の枠組みを越
える 3 ヵ月以上の長期介入であり，重度の脊柱変形者に対する運動療法の研究報告は極めて少ない。

そこで，本研究は慢性腰痛を有する重度脊柱変形者に対して腰痛手帳を活用した運動療法を 3 ヵ月間実施し，疼痛や身体機能，
QOL などに与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，当院腰痛外来に来院し，脊柱変形疾患と診断された 16 名（男性 3 名，女性 13 名；平均年齢 69.8±4.02 歳，平均体重 51.4
±7.2kg，平均 BMI22.0±3.1）とした。疾患の内訳は，変性後弯症 5 例，変性後側弯症 5 例，変性後側弯症と THA 術後例 2 例，
変性側弯症と脊柱管狭窄症の合併例 2 例，腰椎すべり症と脊柱管狭窄症の合併例 1 例，変性後側弯症と脊柱管狭窄症の合併例 1
例であった。

介入内容は，腰痛手帳を活用した外来理学療法と自主運動の併用プログラムとした。腰痛手帳は，教育・エクササイズ・疼痛管
理の 3 部構成の内容となっており，個人にあったエクササイズを指導・提供し，自主運動に反映させた。介入頻度は週 1 度とし，
3 ヵ月間実施した。

アウトカムは腰痛強度（腰痛 VAS），QOL（日本整形外科学会腰痛疾患質問票；JOABPEQ），アライメント（X 線脊柱骨盤パラ
メーター），6 分間歩行テストとした。

統計解析では，解析ソフト R.2.8.1 を使用し，介入前後の各種データを対応のある t 検定またはウィルコクソンの符号付順位和検
定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

結果を中央値（下位 25%�上位 75%）で示す。腰痛 VAS は介入前 55（45�70）mm から介入後 30（30�50）mm と有意に軽減
（p=0.007）し，JOABPEQ では疼痛関連障害（介入前 43（29�50），介入後 43（43�93），p=0.039），腰椎機能障害（介入前 75
（50�83），83（71�91.5），p=0.014），社会生活障害（介入前 51（35�54），介入後 46（43�63.5），p=0.022）のドメインで有意な改
善が認められた。

その他の JOABPEQ ドメイン，および脊柱骨盤パラメーター，6 分間歩行テストでは有意な改善は認められなかった。

【結論】

本研究の結果，慢性腰痛を有する重度脊柱変形者に対する 3 ヵ月間の腰痛手帳を活用した運動療法では，アライメントの変化や
連続歩行能力の向上は得られなかったが，疼痛の軽減や QOL の向上が得られ，介入の有用性が示唆された。
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P-MT-33-1

股関節外転筋の等速性筋力及び収縮速度が着地時のKnee�in に与える影響

新出 卓斗1,2），齊藤 明3），半田 翔伍4），山内 夕佳5），高橋 仁美1），若林 育子1）

1）市立秋田総合病院リハビリテーション科，2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻，
3）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，4）羽後町立羽後病院リハビリテーション科，
5）医療法人秀友会札幌秀友会病院診療部リハビリテーション科

key words Knee�in・股関節外転筋力・収縮速度

【はじめに，目的】

前十字靭帯（Anterior Cruciate Ligament：ACL）損傷の受傷には Knee�in などの不良アライメントが関与するとされ，近年等
尺性股関節外転筋力低下との関係が注目されている。しかし ACL 損傷の受傷機転の 1 つであるとされるジャンプ着地動作に近
いと考えられる等速性股関節外転筋力や筋の収縮速度との関係性は明らかにされていない。そこで本研究は等速性股関節外転
筋力や筋の収縮速度がジャンプ着地動作時の Knee�in に与える影響を明らかにし，ACL 損傷予防の一助とすることを目的とし
た。

【方法】

対象は健常女子大学生 25 名（平均年齢 20.6 歳）とした。Knee�in の測定には Drop�Jump Screening Test を採用した。前額面上
から撮影した動画を基に 2 次元動作解析ソフト Dart Fish（Dart Fish 社製）を用いて両大転子間距離（Hip Separation：以下 HS）
に対する両膝蓋骨間距離（Knee Separation：以下 KS）の割合の百分率を求めた（KS/HS×100）。この値は小さいほど強い Knee�
in を示す。股関節外転筋の等速性筋力及び収縮速度の測定には筋機能解析運動装置 CYBEX NORM（CYBEX 社製）を用い，等
尺性と等速性 60・150deg/sec の 3 条件で測定を行った。等速性トルク値の測定は求心性収縮と遠心性収縮のいずれも行い，得
られた最大トルク値は体重で除し正規化した後に 100 を乗じた最大トルク体重比（PT）とした。また等尺性の測定値から発揮
トルク体重比が 100 および 50 に達するまでに要した時間を計測し，それぞれ TT100，TT50 とした。測定は両側で行い左右の
平均値を代表値とした。統計学的解析は Knee�in と股関節外転筋機能各項目との関連性を Peason の相関係数を求めて検討し
た。なお有意水準はいずれも 5％ とした。

【結果】

Knee�in と，60deg/sec 求心性 PT（r=0.518 p=0.008），60deg/sec 遠心性 PT（r=0.623 p=0.001），150deg/sec 遠心性 PT（r=0.636
p=0.001），との間に有意な正の相関が認められ，TT50 との間に有意な負の相関（r=�0.437 p=0.029）が認められた。

【結論】

着地時の Knee�in の制御には股関節外転筋の遠心性筋力やトルク発揮時間なども関与していることが示唆された。着地時に股
関節は内転するとされており，閉鎖性運動連鎖の結果として Knee�in を生じる可能性が考えられる。そのため，股関節内転を制
御する股関節外転筋と Knee�in において相関がみられたと考えられる。以上の事から ACL 損傷予防における評価やトレーニン
グにおいては股関節外転筋の遠心性筋力や収縮速度といった要素についても考慮する必要があることが示唆された。
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片側変形性股関節症患者の脚長差に対する補高効果

中條 雄太1），久保田 良1），森 公彦1），脇田 正徳1），廣岡 英子2），金 光浩1），長谷 公隆1），
飯田 寛和3）

1）関西医科大学附属病院リハビリテーション科，2）関西医科大学リハビリテーション科，
3）関西医科大学整形外科

key words 変形性股関節症・脚長差・補高

【はじめに，目的】

変形性股関節症（股 OA）患者では，関節裂隙の狭小化により，脚長差がしばしば生じる。一般的に行われる足底板による脚長
差の補正（補高）の効果について詳細に検証した報告は少ない。我々は，股 OA 患者に対する補高によって，歩行時に患側への
荷重負荷を増大させることなく，健側の支持性を高められることを明らかにした。しかし，下肢の関節角度，関節モーメントお
よび床反力前後成分との関係は明らかではない。本研究の目的は，股 OA 患者の補高による即時的な運動学的・運動力学的変化
を明らかにすることである。

【方法】

対象は 10m 以上独歩可能かつ 1cm 以上の脚長差を有する末期片側性股 OA 患者 8 例（63.8±3.8 歳）とした。補高は，脚長差が
1cm 以内になるように患側へ足底板を適用して実施した。補高の有無による 2 条件の快適速度の歩行を 3 次元動作解析装置，床
反力計を使用して計測した。得られたデータから，時間的・空間的指標として歩行速度，歩行率，歩幅，立脚時間，運動学的指
標として矢状面下肢関節角度，運動力学的指標として床反力垂直・前後成分，矢状面下肢関節モーメントを算出した。床反力垂
直成分の極値として，立脚期前半と後半に生じる 2 つの峰の第 1 最大値（Fz1），第 2 最大値（Fz3）とその間の最小値（Fz2）を
求めた。床反力前後成分の極値として，制動成分の最大値（Fx1）と推進成分の最大値（Fx2）を求めた。また，床反力垂直成
分と制動成分，推進成分それぞれの積分値を算出した。歩行時の疼痛は Visual Analog Scale（VAS）で算出した。統計解析は，
補高前後での各歩行パラメータの比較を Wilcoxon の符号付き順位検定を用いて行った。 統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

平均脚長差は 1.99±0.47cm であった。補高の有無では，歩行速度（p=0.068），歩行率，患側歩幅，健側歩幅（p=0.063），立脚時
間，歩行時疼痛，関節モーメントともに差を認めなかった。補高によって，患側股関節最大屈曲角度，立脚後期における患側足
関節最大背屈角度，健側足関節最大底屈角度，健側 Fz1，患側の床反力推進成分積分値が有意に増大し，立脚後期における健側
足関節背屈角度は有意に減少した。

【結論】

脚長差を有する股 OA 患者は墜落性跛行を呈し，代償的適応には，患側立脚後期の伸び上がりや健側立脚後期での重心降下が挙
げられる。今回，補高によって脚長差に起因する患側足関節での伸び上がりが減少し，推進力が増加することで健側立脚初期に
おける衝撃を強く受けることが可能になったと推察される。また，健側立脚後期で足関節背屈角度が減少し，健側遊脚初期での
足関節底屈角度が増加したことから，足関節の重心移動の代償的制御が軽減したと推察される。よって補高適用は，患側荷重負
荷や疼痛を増加させることなく，脚長差を有する股 OA 患者の代償的戦略を軽減でき，患側下肢機能を高められることが示唆さ
れた。
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片脚立位時の骨盤・体幹の姿勢変化が股関節屈筋群の筋活動に与える影響
姿勢変化に伴う腸腰筋の筋活動特性

水上 優，建内 宏重，八木 優英，本村 芳樹，中尾 彩佳，市橋 則明

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 腸腰筋・片脚立位・筋活動

【はじめに，目的】

高齢者や股関節疾患をもつ患者では腸腰筋の筋力や断面積の低下が認められることが報告されている。また，腸腰筋の発揮する
筋張力が低下すると，他の股関節屈筋の発揮する筋張力が代償的に増加し，股関節に過剰な負荷がかかる可能性が報告されてい
る。静止立位の保持において，姿勢アライメントの変化は股関節と身体重心の位置関係に影響を与え，股関節屈筋群の筋活動の
変化を引き起こすと考えられ，その変化の仕方は各筋によって異なる可能性がある。しかしこれまで，荷重位での股関節屈筋群
の筋活動に関する報告はみられない。従って本研究の目的は，片脚立位時の骨盤・体幹の姿勢変化が股関節屈筋群の筋活動に与
える影響について検討し，腸腰筋の筋活動の特徴を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常男性 15 名とし，測定筋は利き脚の腸腰筋（IL），大腿直筋（RF），大腿筋膜張筋（TFL），縫工筋（SA），長内転筋
（AL）の 5 筋とした。IL・SA は超音波画像診断装置（フクダ電子製）で筋腹の位置を確認し，筋活動は筋電図計測装置（Noraxon
社製）で測定した。課題は利き脚での片脚立位姿勢とし，骨盤・体幹を正中位とした基本肢位（中間位）に加え，骨盤と体幹を
10̊ 前後傾した肢位（骨盤体幹前傾・後傾），骨盤と体幹を前額面で 10̊ 支持側・下肢挙上側に傾斜した肢位（骨盤体幹支持側傾
斜・挙上側傾斜），骨盤と体幹を水平面で 10̊ 支持側・下肢挙上側に回旋した肢位（骨盤体幹支持側回旋・挙上側回旋），骨盤は
中間位を保持したまま体幹のみ 10̊ 前後傾した肢位（体幹前傾・後傾），そして骨盤中間位で体幹のみ左右に 10̊ 傾斜した肢位

（体幹支持側傾斜・体幹挙上側傾斜）の計 11 課題とした。各課題での肢位はゴニオメータを用いて規定し，足圧中心位置は中間
位を基準とし，足圧分布・重心動揺計測器 Winpod（Medicapteurs 社製）を用いて一定とした。各筋の最大筋活動を測定した後，
各課題での測定を無作為な順序で行い，3 秒間の筋活動を 3 回測定した。各筋の 3 回の平均筋活動を最大筋活動で正規化した値

（%MVC）を算出し，解析に用いた。統計分析は Wilcoxon の符号順位検定及び Holm 法による補正を行い，中間位とその他 10
課題間での 5 筋の筋活動を比較した（有意水準：p＜0.05）。

【結果】

筋活動量は，IL では中間位に比べ，骨盤体幹支持側回旋，体幹後傾，体幹挙上側傾斜で有意に増加した。SA，AL では中間位に
比べ，骨盤体幹後傾で有意に増加した。RF では中間位に比べ，骨盤体幹後傾，体幹後傾で有意に増加した。TFL では課題間に
有意差がなかった。

【結論】

本研究の結果，姿勢変化が各筋の筋活動に影響を与えることが示唆された。特徴的な筋活動への影響として，骨盤体幹後傾では，
IL の筋活動は変化せず，RF，SA，AL の筋活動が増加した。一方体幹後傾では，IL，RF の筋活動が増加し，SA，AL の筋活
動は変化しなかった。この結果は姿勢変化による筋活動への影響が各筋で異なることを示唆するものである。
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大腿骨顆部骨壊死患者における歩行立脚初期の特性

清水 亮介1），山田 英司1），近石 宣宏2），五味 徳之2）

1）総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部，2）総合病院回生病院関節外科センター

key words 大腿骨顆部骨壊死・三次元動作解析・立脚初期の膝関節屈曲運動

【はじめに，目的】

膝関節内側コンパートメント障害の代表的疾患の一つに大腿骨顆部骨壊死（膝 ON）がある。膝 ON の原因は明らかではないが，
歩行や日常生活動作の繰り返しによるメカニカルストレスが関与していると考えられ，歩行時の解析は発症要因を検討する有
効な手段の一つと言える。正常歩行の立脚初期に起こる膝関節屈曲運動は，衝撃吸収や体重心の振幅減少に重要とされ，メカニ
カルストレスとの関連は大きい。歩行立脚初期に関する先行研究の多くは，変形性膝関節症（膝 OA）を対象とした報告であり，
膝 ON を対象とした報告は少ない。そこで本研究は，三次元動作解析にて膝 ON 患者の歩行立脚初期の特性を明らかにし，健常
者，膝 OA 患者との相違を検討した。

【方法】

対象は内側型膝 ON と診断された 15 例 15 膝（年齢 69.5±7.5 歳，BMI24.9±3.1kg/m2，以下 ON 群）と Kellgren�Lawrence 分類
gradeIV と診断された膝 OA 患者 20 例 20 膝（年齢 68.9±6.1 歳，BMI24.8±6.9kg/m2，以下 OA 群），健常高齢者 7 例 14 膝（年
齢 73.1±2.8 歳，BMI23.8±2.0kg/m2，以下健常群）とした。測定機器は 10 台の赤外線カメラと床反力計（AMTI 社製）4 枚で
構成された三次元動作解析装置 VICON MX（vicon Motion System 社製）を用いた。運動課題は通常歩行とし，快適歩行速度で
歩行を行った。標点マーカーは，合計 41 点を貼付した。解析には歩行演算ソフト VISUAL3D（C�motion 社製）を用いて，計
測データから立脚期を 100% に正規化し，立脚初期の膝関節屈伸運動にあたる 1%，10%，20%，30% の矢状面における股関節，
膝関節，足関節角度を算出し，3 歩行周期の平均値を 3 群間で比較した。なお，統計処理には，R�2.8.1 を使用し，多重比較検定
を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

1）股関節屈曲角度について ON 群は，1%，10% では OA 群と比較して有意に伸展位であったが，健常群とは有意差を認めなかっ
た。20%，30% においては，ON 群は OA 群，健常群の両群ともに有意差を認めなかった。

2）膝関節屈曲角度について ON 群は，OA 群と比較して 1% から 30% の全てで有意差を認めなかったが，健常群と比較すると，
OA 群と同様に 20%，30% では有意に伸展位であったが，1%，10% では有意差を認めなかった。

3）足関節背屈角度について ON 群は，OA 群と比較して 1% から 30% の全てで有意差を認めなかった。健常群との比較におい
ては，1%，30% で有意に底屈位であったが，10%，20% では有意差を認めなかった。

【結論】

ON 群で OA 群と差を認めたのは股関節屈曲角度のみであり，立脚初期の歩行特性は OA 群と類似していた。しかし，ON 群，
OA 群ともに健常群との比較において，膝関節屈曲角度は少なかったが，股関節と足関節の変化は異なる傾向を示した。このこ
とから，ON 群と OA 群ともに，立脚初期の膝関節屈曲運動が減少しているが，他関節との関連性は異なっている可能性が考え
られた。
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変形性股関節症術後患者における年齢層別にみた歩行異常性と歩容満足度

冨岡 真光1,2），原田 和宏3），山科 俊輔4,5），山崎 倫1）

1）松山リハビリテーション病院，2）吉備国際大学大学院保健科学研究科，3）吉備国際大学大学院，
4）平病院，5）吉備国際大学保健福祉研究所

key words 変形性股関節症・歩容・術後

【はじめに，目的】

変形性股関節症患者は，活動中の心理面の苦悩から活動回避や活動制限への影響があることが指摘されている。加えて，変形性
股関節症術後患者において，不良姿勢の構築による悪循環は跛行の残存，難治化へ陥りやすいことが報告されている。

従って，歩行の容姿（歩容）に着目した行動心理学的側面も理学療法介入のアウトカムとして重要であると考える。特に，変形
性股関節症患者の疫学的背景からは，若年で女性に多い疾患であることが知られているが，年齢層別に歩容や心理面との関連性
を検証した報告はみられない。

そこで，変形性股関節症術後患者において年齢層別に歩行異常性と歩容満足度を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，変形性股関節症術後患者 15 名（男性 1 名，女性 14 名，年齢 46.9±15.6 歳）とした。

方法は，歩行異常性評価として，歩行分析データフォーム 33 項目，股関節疾患由来の歩行異常性レビュー 10 項目，股関節疾患
歩容評価の文献 6 項目から関節角及び傾斜角のすり合わせを行い，必要と判断された項目 I：足関節角（踵接地），項目 II：体幹
傾斜角（立脚中期），項目 III：骨盤傾斜角（立脚中期），項目 IV：股関節内転角（立脚中期），項目 V：股関節伸展角（踵離地）
を選出した。対象者には 10m 歩行の歩行動画撮影を行い，選出した各項目をもとに動画より静止画を切り出し，Image�J を用
いて角度を抽出した。

次に，歩容満足度評価としては，Visual Analog Scale（VAS）にて 0 を「全く満足していない」，10 を「とても満足している」の
自己記入式のアンケートとした。なお，患者自身の心境による影響を配慮し，配布と回収をリハビリに関わりのない事務職員に
て実施し，アンケートには「環境，状況，担当スタッフ等のことは考えないでください。」「結果は，担当スタッフへ知らされる
ことはありません。」といった注意書きを行った。

統計学的解析は，SPSS Statistics 23 を使用し，平均年齢 47 歳を基準に年齢低値群・高値群に群分けをし，各項目の Image�J
の結果と歩容満足度の結果に対し独立サンプルの T 検定を行った。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

Image�J の結果は，年齢低値・高値群の間にて項目 I（p＝0.41），項目 II（p＝0.13），項目 III（p＝0.7），項目 IV（p＝0.91），項
目 V（p＝0.25）と，いずれも有意差が認められなかった。歩容満足度の結果は，（年齢低値群：4.7±2.1，年齢高値群：7.2±1.9）
と年齢低値群にて有意に低値であった（p＝0.03）。

【結論】

歩容満足度は，歩行異常性の有無に関わらず若年層にて低い満足度を示すことが示唆された。今後，若年層の変形性股関節症を
対象に心理面の縦断的研究，治療介入による可変性の検証が必要であると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）【ポスター（運動器）P34】

P-MT-34-1

トーマステスト変法時の股関節運動に関連する筋の特定

八木 優英1），建内 宏重1），栗生 瑞己2），水上 優1），本村 芳樹1），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）京都大学医学部人間健康科学科

key words 超音波エラストグラフィー・トーマステスト・筋張力

【はじめに，目的】

トーマステスト変法（MTT）は片側股関節屈曲により対側股関節を伸展位にし，その際に生じる股関節内外転運動や可動域制
限を捉えることで，筋張力が優位に高い股関節屈筋を推定する評価方法である。この推定は各股関節屈筋が有する，解剖学的肢
位での股関節屈曲以外の運動作用を基に行われる。しかし股関節伸展位では股関節内外転運動などで，どの股関節屈筋の筋張力
が優位に増加するかは明確でないため，MTT の評価結果に科学的な裏付けがあるとは言い難い。そこで股関節伸展位での股関
節運動時に筋張力が増加する股関節屈筋を明示し，MTT の解釈についてのエビデンスを得ることを目的として本研究を行っ
た。

【方法】

対象は健常成人男性 12 名（23.8±2.7 歳）であった。測定肢位は膝関節より遠位をベッドから垂らした背臥位で，骨盤を非弾性
ベルトでベッドに固定した。腰椎の前弯が消失するまで非利き足の股関節を屈曲させ，その位置で被験者に両手で大腿部を保持
させた。利き足を股関節伸展 10̊，外転 0̊，外旋 0̊，膝屈曲 90̊ の肢位（基準条件）で検者が保持した。利き足股関節角度を基準
条件から他動的に動かした外転条件（外転 20̊），内転条件（内転 15̊），外旋条件（外旋 15̊），内旋条件（内旋 15̊），伸展条件

（伸展 25̊）の 5 条件と基準条件の計 6 条件で筋張力を測定した。測定筋は腸骨筋（IL），大腿直筋（RF），縫工筋（SA），大腿筋
膜張筋（TFL），長内転筋（AL），中殿筋前部線維（GM）とした。筋へのストレッチ効果を除外するために，条件間に 1 時間以
上休憩し，筋の測定順と測定条件順は無作為に決定した。硬さの指標である筋弾性率により筋張力を推定可能なせん断波エラス
トグラフィー機能（Super Sonic Imagine 社製）を用いて各筋の筋張力を評価した。本研究では伸張による筋張力増加を評価し
た。そのため各条件で筋張力の増加した筋は MTT 時に，測定条件と逆の運動方向に影響することを示す。統計解析は反復測定
分散分析後，計画的検定として基準条件と他条件間で Wilcoxon の符号付順位検定を用いて筋弾性率を比較した。有意水準は 5%
とし，計画的検定では筋毎に Holm 法で補正した有意水準を用いた。

【結果】

一元配置分散分析の結果，全筋で条件間に有意差を認めた。IL では基準条件（23.9：kPa）に比べ外転条件（41.6），外旋条件
（35.8），伸展条件（43.0）で，TFL では基準条件（18.7）に比べ内転条件（43.2）で，RF では基準条件（30.1）に比べ内転条件
（36.7），伸展条件（37.3）で，AL では基準条件（12.7）に比べ外転条件（20.2）で筋弾性率が有意に高かった。

【結論】

本研究結果から，MTT での伸展制限は IL，RF の，外転運動・内転制限は RF，TFL の，内転運動・外転制限は IL，AL の，
内旋運動・外旋制限は IL の筋緊張亢進または短縮を示す所見であることが示された。本結果は健常成人を対象とした研究では
あるが，MTT の解釈に有用な知見である。
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P-MT-34-2

変形性股関節症患者と健常人における腹部筋の筋輝度の比較

堀 弘明，由利 真，千葉 健，佐橋 健人

北海道大学病院リハビリテーション部

key words 変形性股関節症・腹部筋・筋輝度

【はじめに，目的】

我々は，変形性股関節症患者において健常人より腹横筋の筋活動は低下し，前額面の骨盤レントゲン画像から得られた骨盤傾斜
角と大腿骨頭被覆率では腹横筋厚変化率と関連がある研究結果を得た。腹横筋の筋活動低下の原因として，姿勢や形態学的な変
化のみならず筋自体の質的な変化も考えられた。近年，超音波画像を用いた筋輝度と筋力は負の相関を示すことが報告されてい
る。そこで，本研究は筋輝度を用いて変形性股関節症患者と健常人の体幹筋の質的変化について明らかにすることを目的とし
た。

【方法】

対象者は，北海道大学病院に片側変形性股関節症の診断を受け手術目的に入院し，術前理学療法を実施した患者を変形性股関節
症群（19 名。男 2 名・女 19 名：60.6±6.5 歳）とした。また，変形性股関節症群の年齢に合わせ身体に整形疾患等の既往歴のな
い者を健常者群（20 名。女 20 名：62.9±3.2 歳）とした。測定項目は腹横筋，内腹斜筋，外腹斜筋，骨盤傾斜角とし実施日は術
前理学療法開始 1 日目とした。

腹部筋の測定肢位は膝を立てた背臥位とし，超音波診断装置は Venue 40 Musculoskeletal（GE ヘルスケア・ジャパン）を使用
し画像表示モードは B モード，8MHz のプローブで撮影した。Urquhart らの測定部位を参考にして腹横筋，内腹斜筋，外腹斜
筋の境界を描出した。測定時の運動課題は，安静呼気終末として腹横筋，内腹斜筋，外腹斜筋を測定した。

筋輝度は，Adobe Photoshop CC 2014（Adobe Systems Inc. San Jose, CA, USA）を使用し，超音波診断装置で得られた画像から
各筋の関連領域を設定し，8�bit gray�scale analuysis の histogram function において値を求めた。

また，当院整形外科の処方により入院時に撮影した背臥位における前額面の骨盤レントゲン画像を用い，骨盤傾斜角を土井口ら
の方法で算出した。この方法で得られた値は，算出値が小さいほど前傾が増強していることを示す。

変形性股関節症群と健常者群の各筋の筋輝度測定については Mann�Whitney U 検定を用い，変形性股関節症群の骨盤傾斜角と
各筋の筋輝度との相関ついては Spearman の順位相関係数を用い統計学的処理は 5％ 未満を有意水準とした。

【結果】

筋輝度の比較では，腹横筋は変形性股関節症群 111.8±12.0pixel，健常者群 89.2±7.0 pixel，内腹斜筋は変形性股関節症群 91.4
±14.7 pixel，健常者群 107.2±14.0 pixel となりそれぞれ 2 群間で有意差（p＜0.05）が認められた。

変形性股関節症群の骨盤傾斜角は 17.6±3.6 度であり，骨盤傾斜角と腹横筋の筋輝度は中等度の負の相関（r＝�0.57。p＜0.01）が
認められ，骨盤傾斜角と内腹斜筋の筋輝度は中等度の正の相関（r＝0.48。p＜0.05）が認められた。

【結論】

本研究の結果から，変形性股関節症患者の腹横筋の筋輝度高値と内腹斜筋の筋輝度低値は変形性股関節症患者の骨盤傾斜角に
関連し，特に腹横筋では骨盤前傾の増強により筋収縮力が低下する可能性が示唆された。
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P-MT-34-3

変形性股関節患者の慢性疼痛に対する運動学習における長期的な効果

井伊 佑輔，阪本 耀羽，齊藤真祐子，岩城 隆久

医療法人健幸会むかいじま病院診療部リハビリテーション科

key words 変形性股関節症・運動学習・痛み

【はじめに，目的】

変形性股関節症の患者教育において，股関節の力学的負荷を軽減する日常生活動作や杖の指導を行うことが推奨されている。
我々は抗重力位ではなく，関節への負荷を除去しながら大腿四頭筋とハムストリングスの筋収縮の協調性向上を目的に運動学
習を行った結果，大腿部の痛みが軽減し ADL の改善がみられた症例を経験した。そこで大腿部の痛みについて 1 年後の状態を
検証したので報告する。

【方法】

対象は Kellgren�Lawrence 分類グレード 2 の進行期である左変形性股関節症と診断された 60 歳代後半の女性である。ABAB
デザインを採用し，基礎水準測定期（A）は日本整形外科学会治療ガイドラインに基づき関節可動域練習と筋力練習を実施。操
作導入期（B）は関節可動域練習と筋力練習に加えて大腿四頭筋とハムストリングスの筋収縮における運動学習を行った。運動
学習は長座位で膝窩部に加圧測定器を設置し，測定器を押す最大圧の 50% を学習課題とした。試行回数は 20 回を 5 セットとし，
Knowledge of Result は 3 回に 1 度付与した。介入期間は 4 週間であり各期（1 週間）において 2 回の介入を行った。その後 Fol-
low�up とし，基礎水準測定期（A）と同様のプログラムを継続して 1 週間に 2 回行った。左股関節は狭小化が進んでいるが，ADL
は自立しており，移動は T 字杖を使用している。主訴として介入当初は「大腿前面が痛く，しゃがみ込めない。」と訴えがあっ
たが，運動学習後より訴えはなくなっていた。評価として 1 週目から 4 週目，6 週目，7 週目，22 週目，37 週目，74 週目にしゃ
がみ込み動作時の大腿前面の痛み（Visual Analogue Scale：VAS を使用），股関節と膝関節の筋力（ハンドヘルドダイナモメー
タを使用），片脚立位時間，Timed up and Go Test（TUG），30 秒間立ち上がりテスト，1 日の歩数を測定し運動学習後の効果検
証を行った。

【結果】

しゃがみ込み動作時の大腿前面の痛みは運動学習実施後より軽減し，22 週目から 74 週目で消失した。一日の歩数は運動学習実
施後から増加を示した。74 週目において左股関節痛が出現し，しゃがみ込み動作が困難となった。片脚立位，TUG，30 秒間立
ち上がりテストは 37 週目まで大きな変化はみられなかったが，74 週目で低下を示した。筋力は大きな変化はなかった。

【結論】

運動学習終了後よりしゃがみ込み動作における大腿前面の痛みは減少し，その後消失した。運動制御過程における痛みの予期を
コントロールし，大腿四頭筋とハムストリングスの協調的な筋収縮を生じさせたためと考える。74 週目はしゃがみ込み動作時に
大腿前面の痛みはなかったが，変形性股関節症の進行に伴い股関節痛が出現し，動作が困難となった。つまり変形性股関節症の
進行を予防することはできなかったが，運動学習における筋の協調性効果は維持できていたと考える。
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P-MT-34-4

変形性股関節症患者の身体活動量および活動強度に影響する因子
3軸加速度計を用いた検討

鈴木謙太郎1），加古 誠人1），寺井 千晶1），安田尚太郎1），松山美乃里1），佐藤 幸治1），門野 泉2），
竹上 靖彦3），天野 貴文3），関 泰輔3）

1）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科，3）名古屋大学医学系研究科整形外科学

key words 変形性股関節症・身体活動量・活動強度

【はじめに，目的】

我々はこれまでに，人工股関節全置換術（THA）前の身体活動量は術後早期の歩行能力や在院日数に関連するという結果を得て
おり，術前の変形性股関節症（股 OA）患者にとって身体活動量低下の予防は重要であると考えられる。3 軸加速度計は，患者
の実際の日常生活において，歩数などで示される身体活動量に加え，活動強度の測定を行うことが可能である。股 OA 患者の身
体活動量や活動強度は，痛みや身体機能，精神機能など様々な因子の影響を受けることが予測されるが，これらを包括的に検討
した報告はない。本研究の目的は，3 軸加速度計を用いて股 OA 患者の身体活動量および活動強度に影響する因子を検討するこ
とである。

【方法】

対象は 2015 年 12 月～2016 年 9 月に当院にて片側 THA を施行された患者のうち，術前に身体活動量および活動強度，下肢関節
可動域，下肢筋力，10m 歩行の測定，痛みおよび精神機能に関するアンケート評価を行い，歩行非自立であった 2 例を除いた
40 例（男性 7 例，女性 33 例，年齢 66.9±10.5 歳）とした。3 軸加速度計（ActiGraph GT3X�BT）を用いて入院前 1 週間分の 1
日平均歩数，1 日のうちの低強度の身体活動時間（light physical activity；LPA），中～高強度の身体活動時間（moderate�to�vig-
orous physical activity；MVPA）を測定した。ハンドヘルドダイナモメーター（μTas F�100）を用い，術側，非術側の股関節外
転および膝関節伸展トルクを算出した。Visual Analogue Scale（VAS），Pain Catastrophizing Scale（PCS），Hospital Anxiety
and Depression Scale（HADS）を用い，痛みおよび精神機能を評価した。Pearson の相関係数を用い歩数および活動強度と各評
価項目にて相関関係を検討した。次に，歩数および活動強度を従属変数とし，これらと有意な相関関係を認めた各評価項目を独
立変数に投入したステップワイズ重回帰分析を行った。いずれの検定も有意水準を 5% とした。

【結果】

歩数は，術側および非術側股関節伸展可動域，非術側股関節外転可動域，非術側股関節外転トルク，HADS 抑うつと有意に相関
し，重回帰分析の結果，非術側股関節伸展可動域（p＜0.01，β=0.41），HADS 抑うつ（p＜0.01，β=�0.36），非術側股関節外転可
動域（p=0.02，β=0.35）が有意な関連因子として抽出された。LPA と有意に相関する因子は無かった。MVPA は，非術側股関
節伸展可動域，非術側股関節外転可動域，年齢と有意に相関し，重回帰分析の結果，非術側股関節伸展可動域（p＜0.05，β=0.34），
年齢（p＜0.05，β=�0.30）が有意な関連因子として抽出された。

【結論】

歩数，MVPA は，ともに非術側股関節伸展可動域と関連しており，非術側股関節伸展可動域の低下は身体活動量，活動強度を
低下させる因子であった。また，股 OA 患者の精神的健康の低下は，身体活動量を低下させる因子であった。さらに，股 OA
患者では年齢とともに活動強度が低下することが示された。
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P-MT-34-5

大腿骨転子部骨折術後の在院日数に影響を与える要因

三木 裕介

徳島県立三好病院

key words 大腿骨転子部骨折・在院日数・歩行器歩行開始日数

【はじめに，目的】

本邦において大腿骨転子部骨折は高齢者に発生することが多く今後，増加することが考えられる疾患の 1 つである。当院は第 3
次救急病院であり，術後早期から日常生活動作獲得のためにリハビリテーション（以下，リハ）が開始される。近年，急性期病
院では在院日数の短縮が図られており術後早期から在院日数に影響を与える要因を把握して介入することでより効率の良いリ
ハが提供できると考える。今回，当院での現状を把握し在院日数に影響を与える要因を検討した。

【方法】

対象は平成 27 年 3 月から平成 28 年 9 月の期間に大腿骨転子部骨折で当院に入院し，観血的骨接合術を施行した 49 名のうち除
外基準を除いた 29 名（男性 5 名，女性 24 名，平均年齢 86.9±4.1）である。除外基準は，荷重制限がある者，既往歴に整形外科
の手術を施行した者，調査項目の記載漏れがある者とした。調査項目はカルテより後方視的に調査し，年齢，性別，骨折型，既
往歴の有無（認知症，脳血管疾患，呼吸器疾患，循環器疾患，代謝疾患），同居家族の有無，介護認定の有無，受傷から手術ま
での日数，手術から動作練習開始までの日数（以下，端座位開始日数，離床開始日数，平行棒内起立開始日数，平行棒内歩行開
始日数，歩行器歩行開始日数，ロフストランド杖歩行開始日数，T�cane 歩行開始日数），退院時歩行レベル，在院日数である。
在院日数に関連する項目を検討するためスピアマンの順位相関係数を用いて在院日数と各調査項目との相関係数の検定を行っ
た。そして，在院日数を従属変数とし在院日数と相関を認めた項目を独立変数としてステップワイズ法にて重回帰分析を行っ
た。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

在院日数は 16.3±4.3，端座位開始日数は 1.0±0.2，離床開始日数は 3.0±0.3，平行棒内起立開始日数は 4.0±0.3，平行棒内歩行開
始日数は 4.0±0.4，歩行器歩行開始日数は 5.0±0.7 である。ロフストランド杖歩行を実施したのは 1 名であり開始日数は 11 であ
る。T�cane 歩行を実施したのは 2 名であり開始日数は 12 と 13 である。在院日数と関連を認めたのは脳血管疾患の有無（r=�
0.50），歩行器歩行開始日数（r=0.49），端座位開始日数（r=�0.47），受傷から手術までの日数（r=0.42），介護認定の有無（r=�0.41），
骨折型（r=0.40）である。重回帰分析の結果，在院日数に影響を与える要因は歩行器歩行開始日数（β=0.44），介護認定の有無

（β=�0.25），端座位開始日数（β=�0.31），脳血管疾患の有無（β=�0.35）である。（R2=0.62，R2́=0.55，P＜0.01）

【結論】

大腿骨転子部骨折術後の在院日数に影響を与える要因は歩行器歩行開始日数，介護認定の有無，端座位開始日数，脳血管疾患の
有無であり，歩行器歩行開始日数の影響が最も大きかった。急性期では早期から端座位を開始し，特に歩行器歩行を開始する時
期が重要であることが示唆された。また，脳血管疾患の有無と介護認定の有無は日常生活動作や転帰先に影響することが推察さ
れるので患者背景も十分に考慮して介入する必要がある。
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P-MT-35-1

人工股関節全置換術における退院時のQOLに影響を及ぼす因子の検討～第二
報～

田中 暢一1），許 太如2）

1）ベルランド総合病院理学療法室，2）ベルランド総合病院整形外科

key words 日本整形外科学会股関節疾患評価質問表（JHEQ）・人工股関節全置換術・生活の質（QOL）

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（以下，THA）後において，患者が抱く退院時の不安を解決することは重要である。そこで，我々は過去に
日本整形外科学会股関節疾患評価質問票（以下，JHEQ）を用いて退院時の QOL 評価を行い，その影響因子を検討した。しかし，
この検討は退院時の因子のみを用いたものであり，より早期に退院時の QOL を予測して改善するためには術前因子を含めた検
討が必要であると考えた。そこで，今回は術前因子を加え再度検討を行った。

【方法】

当院に THA 目的で入院となった変形性股関節症患者 70 例のうち，術前と退院時に調査が可能で，術後合併症がなく自宅退院と
なった 56 例（女性 44 例，男性 12 例，平均年齢 69.7±9.2 歳）を対象とした。方法は，JHEQ を術前と退院時にそれぞれ調査し，
下位尺度（痛み，動作，メンタル）ごとに合計点を算出した。次に術前と退院時に両側股関節の可動域（屈曲，外転，外旋），
Timed Up and Go test，Harris Hip Score（疼痛，機能）を測定した。統計学的解析は，測定した項目に年齢，性別を加えたもの
を独立変数，退院時の JHEQ の各下位尺度を従属変数とした重回帰分析を行った（有意水準 5％ 未満，SPSS Ver.20 を使用）。

【結果】

術後在院日数の中央値（四分位範囲）は 20.0（16.0～24.0）日であった。重回帰分析の結果，影響を与える因子は，JHEQ 痛みは
性別と退院時の術側外転可動域，JHEQ 動作は退院時の術側屈曲可動域と術前 JHEQ 動作，JHEQ メンタルは退院時の術側屈曲
可動域と術前 JHEQ メンタルであった。自由度調整済み決定係数 R2は，痛み，動作，メンタルの順に 0.236，0.252，0.375 であ
り，算出された回帰モデルはすべて統計学的に有意であった（すべて p＜0.001）。

【結論】

JHEQ 痛みには，女性であること，退院時の術側外転可動域が大きいことが関係し，外転可動域については脚延長による筋緊張
の増大による痛みなどが関係している可能性がある。JHEQ 動作には，退院時の術側屈曲可動域が大きいこと，術前 JHEQ 動作
が高いことが関係し，JHEQ 動作の質問に屈曲可動域が必要な内容が多いことや術前機能が THA 後の機能予後に影響すること
が JHEQ による主観的評価でも重要であることがわかった。JHEQ メンタルには，退院時の術側屈曲可動域が大きいこと，術前
JHEQ メンタルが高いことが関係し，屈曲可動域の改善を感じたことが JHEQ メンタルを改善し，また JHEQ メンタルの質問が
近所づきあいなど入院中には回答が困難で術前のイメージがそのまま退院時の結果に繋がった可能性がある。
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P-MT-35-2

加齢が人工股関節全置換術後の下肢機能に及ぼす影響について

二宮 一成1），池田 崇2），鈴木 浩次1），佐藤 良治1），平川 和男1）

1）湘南鎌倉人工関節センター，2）昭和大学保健医療学部

key words 人工股関節全置換術（THA）・加齢・筋力

【はじめに，目的】

人工股関節全置換術（THA）を受ける患者の年齢は，主に 60 歳代以降であるが，この 60 歳代以降という年齢は，加齢に伴う身
体機能の低下が大きく生じると報告されている。しかし，これまでに THA 後の下肢機能と加齢の関連性については報告が少な
い。そこで，本研究では，THA 後の下肢機能と加齢の関連性について検討することとした。

【方法】

対象は，手術から術後 3 年まで 65 歳未満であった片側変形性股関節症（股 OA）女性患者 30 名（中年群）（年齢=57.0±2.7 歳，
BMI=23.1±2.7kg/m2）と手術時に 65 歳以上であった片側股 OA 女性患者 25 名（高齢群）（年齢=70.0±3.9 歳，BMI=23.0±2.9kg/
m2）とした。

主評価項目は，術前，術後 6 ヵ月，術後 1 年，術後 3 年の Harris Hip Score（HHS），等尺性股関節外転筋力（外転筋力），骨盤
傾斜角（PIA）とした。外転筋力の測定は，ハンドヘルドダイナモメーターを用いてトルク体重比（Nm/kg）を算出した。PIA
は，土井口らの方法に基づき，臥位骨盤正面 X 線画像で，骨盤腔の最大横径（T）と最大縦径（L）を計測し，回帰式（PIA
＝�69×L/T+61.6）より算出した。統計学的解析は，反復測定による一元配置分散分析後に Tukey�Kramer 法を用いて両群間を
比較した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

HHS と外転筋力は，術前から術後 3 年間の全ての期間において両群間に有意な差を認めなかった（術前 HHS：中年群 59.9±11.6
点，高齢群 62.3±12.7 点；術後 3 年 HHS：中年群 97.4±4.2 点，高齢群 97.0±4.3 点）（術前外転筋力：中年群 0.61±0.16Nm/kg，
高齢群 0.62±0.26Nm/kg；術後 3 年外転筋力：中年群 0.87±0.15Nm/kg，高齢群 0.81±0.16Nm/kg）。一方，術前から術後 3 年間
の全ての期間において，高齢群の PIA は，中年群よりも有意に高値であった（術前 PIA：中年群 17.6±5.6̊，高齢群 23.6±5.9̊，
p＜0.05；術後 3 年 PIA：中年群 22.4±7.1̊，高齢群 27.3±5.7̊，p＜0.05）。

【結論】

THA 後の外転筋力は，健康高齢者の加齢変化に関する先行研究と相違が認められた。これまでに Fiatarone らは，90 歳代の虚
弱高齢者を対象に筋力増強トレーニングを行った結果，筋肥大を伴う筋力増強効果が認められたと報告している。当院では，術
後 6 ヵ月以降経過した患者に対しても定期的な診察と理学療法介入を行い，個々の運動機能に合わせた運動を指導している。こ
の適切な運動指導が THA 後の外転筋力に効果を発揮したと考えた。また，山田らは，骨盤後傾角度の増大に伴い外転筋力は有
意に低下すると報告しているが，本研究では相違した結果となった。これまでに池田らは，THA 後の外転筋力には術前の外転
筋力が強く関連していると報告している。先行研究の対象は健康者であるが，本研究の対象は股 OA 患者であり骨盤傾斜角度と
外転筋力は関連していなかったと推察した。以上のことから，THA 後の外転筋力には，加齢変化よりも術前の外転筋力や定期
的な運動が関連する要因と考えた。
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P-MT-35-3

人工股関節全置換術後早期における効果的な運動療法についての検討

松本 浩希，加納 一則

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科

key words 人工股関節全置換術・術後・早期理学療法

【はじめに，目的】

近年，在院日数の短縮化は加速しており，効率的なリハビリテーションを提供することが望まれている。人工股関節全置換術
（以下，THA）後の効果的な運動療法を調査したシステマティックレビューでは，術後早期においてエルゴメーターエクササイ
ズが効果的であることが紹介されているが，施設の所持数や使用時間帯などの問題がありいつも自由に行えるものとは言い難
い。本研究は，簡便で自主練習にも応用できるであろう運動を選択し，その効果について 2 症例で比較検討したパイロットスタ
ディである。

【方法】

症例は，症例 1 が 50 代後半，症例 2 は 60 代中盤の女性 THA 患者であり，術式は 2 例とも前外側アプローチであった。研究デ
ザインは症例 1 が AB，症例 2 は BA デザインとし，松葉杖歩行が自立した術後 7 日から経過を追った。追加介入内容は，①端
座位で股関節外転位からの起立，②手すり把持を許可したランジ，③サイドステップとし，股関節を広範囲に使用するよう徒手
矯正や口頭指示も併せて指導した。介入は，各運動 5 分間とし適宜休憩を挟みながら合計 20 分/日実施した。標準的介入期間を
A 期，追加介入期間を B 期とし調査期間は各 5 日間とした。

評価項目は術側股関節外転筋力（以下，股外転），術側膝伸展筋力（以下，膝伸展），術側荷重率（以下，荷重率），10m 歩行最
大速度（以下，歩行速度），歩幅とし，調査期間中の活動量を比較するため，歩数，介入単位数も調査した。筋力は筋力計を使
用し，歩数はライフコーダーを用いて測定した。効果判定は，調査項目に対し中央分割法を用いて加減速線を引き，各期の勾配，
水準を算出し，活動量は平均値を目視で比較した。

【結果】

評価結果を症例 1 は（A 勾配，水準/B 勾配，水準）の順に記載する。股外転は（－0.17，13.3/0.48，16.1），膝伸展は（0.09，20.6/
0.03，20.4），荷重率は（－0.92，91.9/0，98.3），歩幅は（1.26，67.6/0.79，65.9），歩行速度は（－0.26，6.67/－0.18，6.36），活動
量は A 期歩数平均が 5844 歩，B 期が 6077 歩，A 期介入単位数は 2.5，B 期は 2.8 であった。

症例 2 は（B 勾配，水準/A 勾配，水準）の順に記載する。股外転は（0.95，13.5/0.68，13.1），膝伸展は（0.21，15.2/0.43，14.5），
荷重率は（0，100/0，100），歩幅は（1.7，68.5/－0.79，70.2），歩行速度は（－0.12，6.26/－0.13，6.28），活動量は B 期歩数平均
が 1496 歩，A 期が 1884 歩，B 期介入単位数は 2.8，A 期は 2.3 であった。2 名とも期間中に疼痛の訴えはなかった。

【結論】

活動量は 2 名とも各期に大きく差を認めておらず，活動量の差が今回の結果に与える影響は少ないと思われる。今回，2 症例に
おいて介入期にのみ効果が示唆された評価項目は，股外転であった。今回選択した運動は術後早期であっても効率的に股関節外
転筋の賦活を行うことができる運動である可能性が示唆された。
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P-MT-35-4

人工股関節置換術後患者における外出時の不安調査

山本 真士

中国電力（株）中電病院

key words 人工股関節置換術・外出・不安

【はじめに】

人工股関節置換術（total hip arthroplasty：以下，THA）後の患者は，変形性股関節症による疼痛からは解放され，日常生活の
制限は大幅に改善される。しかし，臨床現場において，THA 術後にも関わらず，退院後の生活で「なかなか外出ができない」，

「怖くて外出ができない」などといった声を聴取する。THA 術後の『外出』における不安は，自宅周囲の環境や同居家族などの
要因が影響してくることが予想される。そこで，本調査では退院後 1 ヶ月の患者を対象に，退院後の外出における不安について
アンケート調査を行い，患者が不安と感じた要因について検討を行ったので報告する。

【対象および方法】

対象は当院で THA 術後患者 43 名に，退院後約 1 ヶ月の定期受診の際に，アンケートを手渡して回答を得た。性別は，男性 6
名，女性 37 名であり，平均年齢は 71.2±7.8 歳であった。

アンケート内容は年齢などの基本情報，外出機会，外出する際の不安の有無，外出頻度，外出時間，股関節周囲の機能，外出手
段，退院先や自宅の環境，同居家族や車の運転の有無，外出する際の不安要因，満足度について，アンケート用紙にて回答を得
た。

統計学的処理はアンケートで「外出」する際に，不安を感じたことがある群（以下，不安群）と不安を感じなかった群（以下，
非不安群）の 2 群に分け，年齢の比較に対応のない T 検定を行い，その他の項目に関してはマンホイットニーの U 検定を行っ
た。危険率は 5％ 未満を有意とした。

【結果】

年齢の平均は不安群 67.8±10.2 歳，非不安群 71.8±7.4 歳であり，統計学的有意差は認めなかった。各項目においては，外出頻度
p=0.035，外出時間 p=0.049，本人による車の運転 p=0.002，股関節の関節可動域 p=0.048，満足度 p=0.006 と有意水準以下であ
り，有意差を認めた。その他の項目については有意差を認めなかった。

【考察】

対象者 43 名にアンケートを実施した結果，約半数の患者が退院後 1 ヶ月の時点でも外出が不安という回答であった。

「外出」に対する不安は，身体的要因のみならず，退院後の自宅環境や同居家族などの影響が大きいと考えたが，今回の調査で
は不安の有無にこれらは影響を与えないという結果であった。一方で，外出の頻度や時間については不安の有無で有意差を認め
た。

当院では，退院後の不安軽減を目的に退院前指導を実施しているが，病院の特性上，病院内での指導がメインであり，実場面で
の指導は十分に実施できていない現状である。平成 28 年の診療報酬改定において，生活機能に関するリハビリテーションの実
施場所の拡充が図られた。退院後の「外出」に対する不安を軽減するには，実場面での指導をさらに充実させることや退院前の
試験外出・外泊を積極的に促すなどの対応が必要と考えた。また，家族からの情報収集や家屋状況の写真などを用いて，不安の
軽減に努めることが重要と考えた。今後はこれらの対策を実施したうえで，再調査を行う予定である。
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P-MT-35-5

人工股関節全置換術後におけるWOMACの ADL 下位尺度と TUGの関係―カ
テゴリーB，Cの特徴―

青沼 健二1），丸山 正昭2），天野 之雄1），佐藤 元信1），平野 茉里1），山田 一貴1），宮沢 京子1），
龜井志帆子1）

1）JA長野厚生連篠ノ井総合病院リハビリテーション科，2）JA長野厚生連篠ノ井総合病院整形外科

key words 人工股関節全置換術・WOMAC・TUG

【はじめに，目的】

前回大会にて我々は，人工股関節全置換術（以後，THA）前後の患者立脚式評価 Western Ontario McMaster Osteoarthritis In-
dex（以下，WOMAC）と Timed Up and Go test（以下，TUG の関係性をカテゴリー別に検討した。その結果，THA 術後はカ
テゴリーに関係なく WOMAC の ADL スコア（スコアリング後の点数）と TUG が負の相関があると報告した。しかし，ADL
全体としての相関は認められたが，下位尺度各項目における関係性は明確になっていない。そこで，今回は WOMAC の ADL
17 項目のうち，どの項目が TUG と相関しているかカテゴリー B（両側股関節罹患），C（多関節罹患）で検証する。

【方法】

対象は，当院にて 2011 年 1 月から 2016 年 3 月までに初回片側 THA を施行された患者 149 名（男性 19 名，女性 130 名）とした。
全例において術者は同一者で，術式は後側方侵入であった。日本整形外科学会股関節機能判定基準に準じ，カテゴリー B（B
群），カテゴリー C（C 群）に分けた。内訳は，B 群 106 名（63.2±9.5 歳，男性 13 名，女性 93 名），C 群 43 名（69.2±8.8 歳，
男性 3 名，女性 40 名）であった。評価時期は，退院後 1 ヶ月の再診時（以下，術後）とした。評価項目は，WOMAC（ADL
項目）と TUG とした。評価方法は，WOMAC の ADL 項目の得点（以下，ADL 得点）とした。TUG は 3 回測定し，平均値を
測定値（秒）とした。統計方法は，各群内術後の TUG と ADL 得点の関係をそれぞれ Spearman 順位相関係数で求めた。統計
処理には IBM SPSS Version 22 を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

今回は ADL 得点と TUG の関係であり，正の相関が認められた。B，C 群で正の相関が認められた共通項目は，椅子から立ち上
がる，立位保持，平地歩行，買い物に行く，浴槽の出入り，布団の片付けなどの重作業の家事，6 項目であった。B 群のみは，
前かがみになって床に手をつく，1 項目であった。また C 群のみは，階段を降りる，階段を昇る，ベッドから起き上がる，ベッ
ドに寝る，座位保持，トイレ動作，布団をたたむなどの軽作業の家事，7 項目であった。

【結論】

本研究では，THA 術後の WOMAC の ADL 下位尺度と TUG の関係性をカテゴリー B，C に分け検討した。

B，C 群で相関が共通している項目は，TUG 動作に含まれる項目が多かった。また，浴槽出入りや重作業の家事などの，片脚支
持や物を持つという難易度の高い応用動作が歩行能力と関係していると示唆された。B 群では前かがみになって床に手をつく
動作が容易になるほど，歩行能力の改善があるということがわかった。これは，非術側股関節過屈曲動作や腰部柔軟性，膝関節
機能が良好である為と考えられた。

また，C 群ほど相関項目が増え，階段昇降やベッド上動作，トイレ動作，軽作業の家事，と ADL でも広範囲にわたるというこ
とが示唆された。これは膝や腰部機能の影響を受けている為だと考えられた。
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両側一期的人工膝関節全置換術を施行した症例の理学療法経過と歩行解析の一考察
片側人工膝関節全置換術の症例と比較して

原田 太樹1,2），坪内 優太1,2），原田 拓也1），松本 裕美1），井上 仁1），兒玉 慶司1,2），
兒玉 吏弘1），木許かんな1），須藤 晴香1），池田 真一1），津村 弘1,2）

1）大分大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）大分大学大学院医学系研究科

key words 両側一期的人工膝関節全置換術・理学療法経過・歩行解析

【はじめに】

両変形性膝関節症（以下両膝 OA）に対する両側一期的 TKA（以下両側 TKA）の報告は近年増加しており，身体機能や深部静
脈血栓症などの合併症について報告が散見される。しかし歩行のバイオメカニクスに着目した報告については我々が検索した
範囲では見当たらない。

今回，年齢が若く患者の強い希望により両側 TKA を施行した症例を経験した。その症例に対する理学療法経過及び歩行解析を
中心に，片側 TKA との違いについて比較検討したため報告する。

【方法】

対象は 50 代女性（身長 150cm，体重 81.8kg，BMI36.4kg/m2）で両膝 OA の診断にて両側 TKA を施行した一例と，比較対象に
両膝 OA で片側 TKA（右 1・左 4 例）を施行した症例 5 名（平均年齢 74.3±5.5 歳，全例女性，身長 150±0.1cm，体重 67.4±3.8
kg，BMI29.9±2.1kg/m2）とした。全 6 名は，他の整形外科疾患を有さず，術前退院共に独歩での計測が可能であった。片側 TKA
はクリニカルパス通りに経過し，特記する合併症はなかった。

歩行解析については 3 軸加速度計（MicroStone 社製）を使用し，加速度センサは第 3 腰椎棘突起レベルに装着した。サンプリ
ング周波数は 200Hz とし，得られたデータから実効値の前後・左右・鉛直（以下 RMSap・ml・v）成分を算出した。RMS は速
度の影響を受けるため歩行速度の 2 乗値で除すことで調整した。また左右非対称性の評価として前額面リサージュ図形から得
られるリサージュ指数（以下 LI）を算出した。

【結果】

術前の歩行解析では，両側 TKA で RMSap：3.95・ml：2.91・v：2.95m/sec2，LI：34.2%，片側 TKA で RMSap：1.74±0.5・
ml：1.56±0.3・v：2.25±0.2m/sec2，LI：24.9±15.3% と両側 TKA で体幹動揺が大きい結果となった。

両側 TKA の経過について，術後早期は屈曲可動域制限から起立着座が困難となり，歩行器歩行自立時期が遅れる結果となり，
術後 10 日目に歩行器歩行自立，術後 14 日目に T 字杖歩行自立となった。術後約 3 週に独歩可能な状態で自宅退院となった。

退院時の歩行解析では，両側 TKA で RMSap：1.70・ml：1.35・v：1.73m/sec2，LI：20.6％，片側 TKA で RMSap：1.54±0.3・
ml：1.52±0.5・v：2.16±0.3m/sec2，LI：13.8±10.4% と，体幹動揺に差はなく，両側 TKA においても左右非対称性が残存する
結果となった。

【結論】

両側 TKA を対象とした過去の報告では，離床・T�cane 自立時期に有意差はない（宮井ら，2010），術前後の TUG に差はない
（藤井ら，2011）と両側 TKA と片側 TKA の臨床成績に差はないことを報告しており，先行研究同様の結果となった。

しかし体幹の左右非対称性は両側 TKA においても残存しており，これは術前の歩行能力や起立着座能力低下による歩行器歩行
自立時期の遅延が影響していると考えられ，視覚的観察では判別しにくい歩容異常が明らかとなった。

今回両側 TKA の症例を経験し，早期屈曲可動域獲得による歩行頻度の増加や非対称性に対する質的なアプローチの重要性が歩
行解析を通じて明らかとなった。
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P-MT-36-2

糖尿病と低栄養状態を有する人工膝関節全置換術後患者の身体的特徴

中川 泰慈，加納 一則，都留 貴志，石河 毅

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科

key words 人工膝関節全置換術・糖尿病・低栄養

【はじめに，目的】

糖尿病者や低栄養状態の者は周術期において創傷治癒の遅延や合併症の出現率を高めるとされている。また，糖尿病や低栄養状
態の高齢者は一般的な高齢者と比べて健康状態の低下を認める。近年，人工膝関節全置換術（以下，TKA）患者の高齢化が進ん
でおり，運動療法を行う上でこれら疾患，状態は身体機能の回復を遅延させることが予想される。本研究の目的は糖尿病と低栄
養状態にある TKA 後患者の身体的特徴を調査することである。

【方法】

対象は平成 26 年 4 月から平成 28 年 8 月までに当院で変形性膝関節症と診断され片側 TKA を施行した 126 名（平均年齢 74.7
±7.4 歳）とした。手術前と退院時（平均在院日数 26.7±5.6 日）を調査時期として年齢，BMI，退院時疼痛（以下，疼痛），術側
膝伸展筋力（以下，膝伸展筋力），10m 最大歩行速度（以下，歩行速度）について調査した。

疼痛は退院時の歩行時痛を Visual analog scale を用いて数値化した。膝伸展筋力は徒手筋力測定器（アニマ社製 μTas MT�1）に
て測定し，トルク体重比（Nm/kg）として算出した。膝伸展筋力，歩行時間は退院時の値を手術前の値から除して変化率を算出
した。

対象者を糖尿病者（以下，糖尿病群），低栄養状態である者（以下，低栄養群），糖尿病を有し且つ低栄養状態である者（以下，
合併群），どちらにも該当しない者（以下，通常群）に分類した。選定基準は医師より糖尿病と診断されている者を糖尿病群，
もしくは合併群とした。栄養状態は Geriatric Nutritional Risk Index（以下，GNRI）を用いて，手術前の GNRI が低栄養リスク
とされている GNRI＜98 の者を低栄養群，もしくは合併群とした。

4 群間の比較には一元配置分散分析および多重比較検定（Tukey�kramer 法）を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

対象者の内訳は通常群 74 名（男性 10 名，女性 64 名），糖尿病群 27 名（男性 6 名，女性 21 名），低栄養群 17 名（男性 4 名，女
性 13 名），合併群 8 名（男性 1 名，女性 7 名）であった。群間での年齢による有意な差は認めなかった。BMI は合併群 22.1±3.9
kg/m2で通常群 24.7±7.1kg/m2，糖尿病群 26.5±4.1kg/m2と比較して有意に低かった。疼痛は通常群 39.2±13.2mm と比較して
糖尿病群 50.7±10.1mm，合併群 55.1±8.4mm で有意に高かった。また糖尿病群，低栄養群 44.5±14.1mm と比較しても合併群は
有意に高かった。膝伸展筋力の変化率は通常群 91.7±12.1% と比較して糖尿病群 82.5±13.1%，合併群 79.7±10.9% で有意に低
かった。歩行速度の変化率は通常群 94.1±10.1% と比べて合併群 120.4±18.3% で有意に高かった。

【結論】

今回の結果から，糖尿病を有する TKA 後患者は通常と比べ身体機能が低く，低栄養状態も加わるとさらにその程度は強まる可
能性が示唆された。糖尿病の存在で TKA 後の疼痛が長引くことは報告されているが，低栄養状態が創傷治癒の遅延や浮腫の増
強をさらに増長させていることが考えられる。
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P-MT-36-3

人工膝関節全置換術後の内側広筋深部温度と術後膝機能の関連について

髙村 大祐1），岩田健太郎1），植山 美咲1），前川 利雄1），安田 義2）

1）神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，
2）神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

key words TKA・炎症・深部温度

【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（TKA）術後は，手術侵襲により腫脹や熱感などの炎症症状が出現し，理学療法の阻害因子となることが多い。
炎症症状の所見として CRP 値，腫脹，皮膚表面温度などを用いた報告は散見されるが，膝深部温度と機能回復との関連性を報
告したものは少ない。そこで今回は炎症と関連する深部温度を評価し術後膝機能に与える影響を明らかにすることを目的とし
た。

【方法】

当院で 2015 年 5 月から 2015 年 12 月の間に変形性膝関節症に対し TKA を行った患者のうち，2 週間で自宅退院または転院す
る当院のクリティカルパスから外れた者を除く 44 名 44 膝（平均年齢 76.6±6.9 歳，男性 9 名，女性 35 名）を対象とした。手術
法は medial parapatellar アプローチ 34 例，mid�vastus アプローチ 10 例であった。評価時期は術前日および退院日前日とし，
評価項目は術側の膝関節角度（ROM），疼痛，歩行速度，FIM とした。また，介助なしで 50m 歩行可能となった日を歩行自立
とし，2 週間の評価期間のうち杖歩行または独歩で歩行自立していた日数を求めた。ROM は臥位で同一の検査者によって測定
した。疼痛は安静時痛を visual analogue scale（VAS）を用いて評価した。歩行速度は患者の通常歩行速度とし，10m 歩行テス
トに要した時間を計測した。また深部温度は TERUMO 社製コアテンプ CM�210 を用いて，内側広筋深部温をリハビリ開始前に
測定した。術前日と術翌日の深部温度の温度差について，低い順から昇順に再配列して四分位値を求め，中央値未満の者を低値
群，中央値以上の者を高値群にそれぞれ群分けして各評価項目を比較検討した。統計には SPSS statistics23 を用いて，群内での
評価項目を Wilcoxon の検定，群間での測定項目を Mann�Whitney の検定を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

術前日と術翌日の深部温度の温度差の中央値は 2.51℃ であり，低値群は 21 名 21 膝（77.3±5.8 歳，男性 4 名，女性 17 名），高値
群は 23 名 23 膝（76.0±7.8 歳，男性 4 名，女性 19 名）であった。年齢，性別，体重，術前 FTA，鎮痛薬使用の有無で両群間に
有意差は認められなかった。低値群において，VAS は入院時 5.0（3.5�7.0）が，退院時 2.7（0.5�4.0）となり有意に改善が見られ
た（p=0.012）。高値群の VAS は入院時 5.2（2.1�7.7），退院時 3.7（1.0�6.0）であり有意差は認められなかった（p=0.304）。屈曲
ROM において，低値群は入院時 125̊（120�130）が退院時 110̊（100�120）に，高値群は入院時 120̊（110�130）が退院時 105̊

（95�120）になり，両群ともに有意に減少が見られた（p＜0.05）。歩行速度において，低値群は入院時 9.1 秒（7.5�10.2）が退院時
12.0 秒（9.1�14.0）に，高値群は入院時 9.5 秒（8.0�12.7）が退院時 11.6 秒（9.7�15.8）になり，両群ともに有意に遅延していた

（p＜0.05）。膝 ROM，歩行速度，VAS，FIM では各時期において両群間に有意差は認められず，歩行自立日数においても両群間
に有意差は認められなかった。

【結論】

本研究の結果より，術後の膝深部温度の上昇が，術後の疼痛の改善に影響することが示唆された。
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P-MT-36-4

マッチング分析による初回人工膝関節置換術と人工膝関節再置換術後患者の疼
痛および身体機能の回復過程の比較

古谷 英孝1），廣幡 健二2），山口 英典1），大島 理絵1），田澤 智央1），藤澤 俊介1），美崎 定也1），
杉本 和隆1）

1）苑田会人工関節センター病院，2）東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センター

key words 人工膝関節再置換術・回復過程・マッチング分析

【はじめに，目的】

近年，人工膝関節置換術の手術件数が増加するに従い，再置換術を受ける患者（Revision）も増加している。我々は横断的な調
査で，Revision は疼痛，疾患特異的 ADL 能力が初回人工膝関節置換術患者（Primary）と比較して劣ることを報告した。今回，
Primary と Revision の回復過程を 1 年間縦断的に調査し，比較検討することとした。

【方法】

Primary の選択基準は，人工膝関節全置換術（TKA），単顆置換術（UKA），片側，両側例とした。Revision の選択基準は，イ
ンプラントの沈み込み・摩耗によるゆるみ，ポリエチレンの脱転，術後拘縮により片側を再置換（ポリエチレン交換も含む）し
た患者とし，術後感染による再置換術者，再々置換術者は除外した。評価項目は，1）日本語版 Western Ontario and McMaster
Universities Osteoarthritis Index 疼痛項目（WOMAC�P），2）身体項目（WOMAC�F），3）最大等尺性膝伸展筋トルク（筋ト
ルク），4）膝関節屈曲，伸展可動域とした。評価時期は術前（pre），術後 3 ヶ月（3M），6 ヶ月（6M），1 年（1Y）とした。サ
ンプルサイズは，Primary と Revision の割合を 3 対 1 とし，年齢，性別，BMI，インプラントの種類（TKA or UKA），術側

（両側 or 片側）の交絡因子でマッチングを行った。Revision の両側例は，片側 Primary，反対側 Revision のことを示す。統計解
析は，反復測定による二元配置分散分析および事後検定を行った（有意水準 5％）。

【結果】

マッチングの結果，Primary96 名，Revision32 名が対象となった。基本属性は，男性 12 名，女性 116 名，TKA108 名，UKA
20 名，片側 52 名，両側 76 名，年齢（平均値±標準偏差）71.4±6.6 歳，再置換の理由は，ゆるみ 27 名，脱転 5 名，術後拘縮 0
名であり，再置換までの期間は（中央値）29.5 ヶ月であった。統計解析の結果，WOMAC�P および F，屈曲可動域で交互作用
を認めた。単純主効果の結果，WOMAC�P は Primary で pre と 3M，3M と 6M，Revision では pre と 3M の間で有意な増加を
示し，群間差は 6M と 1Y で Revision が有意に低値であった。WOMAC�F は，Primary で pre と 3M，3M と 1Y，Revision
では pre と 3M の間で有意な増加を示し，群間差は 1Y で Revision が低値であった。屈曲可動域は Primary で pre から 3M の間
で有意に減少していた。屈曲可動域は全ての時期で Primary と比較して Revision が低値であった。主効果検定の結果，伸展可
動域は pre から 3M の間で有意な増加を示し，群間差は認めなかった。筋トルクは pre と比較して 6M で有意に高値を示し，群
間差は Primary より Revision で低値な傾向を示した（p=0.054）。

【結論】

Revision の疼痛および疾患特異的 ADL 能力は 3M まで改善するが，それ以降には改善を認めず，Primary と比較すると 1Y
で劣っていた。屈曲可動域に関しては全時期で Revision が劣る結果を示した。今回の結果は Revision の回復過程を示す一指標
と成り得るとともに，Revision に対する治療展開を再考する必要があると考える。
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P-MT-36-5

人工膝関節全置換術後早期における体幹の荷重支持機能の改善が身体能力の改
善に与える影響

大八木博貴1），木下 和昭2），中 雄太1），米田 勇貴1），北西 秀行1），石田 一成3），柴沼 均3）

1）神戸海星病院リハビリテーションセンター，2）四條畷学園大学リハビリテーション学部，
3）神戸海星病院整形外科

key words 人工膝関節全置換術・体幹の荷重支持機能・TUG

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下，TKA）後の身体能力は，術前の身体能力の影響を受けると報告されている。先行研究では，術前の
体幹の荷重支持機能（以下，TRT）が術後の Timed up and Go Test（以下，TUG）と関連することを報告した。TRT は，ハン
ドヘルドダイナモメーターを使用して測定し，片側での体幹に対して鉛直方向の負荷が加わる際の支持力を表している。しか
し，この報告は術前・術後の横断的な研究であり，TRT の向上により身体能力が向上するのかは明らかになっていない。その
ため本研究は，TRT の改善が身体能力の改善に与える影響について検討した。

【方法】

対象は当院で TKA を施行された 40 膝（女性 32 膝，男性 8 膝，年齢：74.1±7.5 歳，BMI：25.2±3.1）とした。評価項目は，TRT，
膝関節屈曲可動域（以下，膝屈曲 ROM），膝関節伸展可動域（以下，膝伸展 ROM），膝関節伸展筋力，TUG，台ステップテス
ト（以下，ST），5 回椅子立ち上がりテスト（以下，SS�5）を用いた。各評価項目は，術前と退院時（術後 4 週目）に測定し，
術前から退院時の改善率を算出した。検討方法は術側 TRT の改善率と各測定項目の改善率の関係を Spearman の順位相関係数
を用いて検討した。さらに術側 TRT の改善率を従属変数とし，年齢，BMI とその他の評価項目の改善率を独立変数とした重回
帰分析 Stepwise 法にて検討した。統計処理は SPSS Ver.21 を使用し，危険率を 5% とした。

【結果】

TRT の改善率は，TUG の改善率との間に有意な負の相関が認められた（r＝－0.33，p＝0.04）。術側 ST（r＝0.30，p＝0.057）や
SS�5（r＝－0.27，p=0.094）との間には有意な相関は認められなかった。

また，重回帰分析の結果より，TRT の改善率に影響を与える因子として，TUG の改善率が選択された。

【結論】

TRT の改善は TUG の改善と関係することが示唆された。これは先行研究にもあるように，TRT は抗重力位での体幹の協調的
な安定性が要求されるため，歩行等の動作時の四肢運動の力源となることが考えられる。また，術後は膝関節伸展筋力の回復が
不十分なため，TRT は下肢の支持機能において，さらに重要となる可能性があることを報告しており，今回も同様の結果になっ
たと考えられる。以上より，TKA 後における TRT の改善は，術後の方向転換を含む歩行能力の早期改善に関与することが示唆
された。このため，術後に体幹の荷重支持機能を向上させるアプローチは有効であると考えられる。
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P-MT-37-1

第 5腰椎および第 1仙椎神経根障害の臨床像と歩行能力について

野嶋 素子1），中山 裕子1），小川 幸恵1），保地真紀子1），和泉 智博2）

1）新潟中央病院リハビリテーション部，2）新潟中央病院整形外科

key words 腰椎椎間板ヘルニア・筋力低下・歩行

【はじめに，目的】

腰椎疾患において L4/5 と L5/S 椎間は障害が多い部位である。L5 神経根は前脛骨筋，中殿筋を優位に支配し，これまでに下垂
足に伴い股関節外転筋力は低下し，歩行に影響することが報告されている。一方で S1 神経根は下腿三頭筋，大殿筋を優位に支
配しているが，S1 神経根障害における臨床像と歩行能力の報告は少ない。本研究の目的は L5，S1 神経根障害における筋力低
下・感覚障害および歩行について調査することである。

【方法】

対象は 2011.4～16.9 に，L4/5 または L5/S の単椎間ヘルニアで，内視鏡を含むヘルニア摘出術を施行した L4/5 椎間板ヘルニア
59 名（以下 L4/5 群），男性 43 名，女性 16 名，平均 46.9±14.4 歳と，L5/S 椎間板ヘルニア 49 名（L5/S 群），男性 31 名，女性
18 名，平均 40.0±11.7 歳である。検討項目は，術前の前脛骨筋（以下 TA），中殿筋（GME），ハムストリングス（HA），腓骨筋

（PE），下腿三頭筋（TS），大殿筋（GMA）の MMT，感覚障害の有無とその部位，歩行速度，Timed Up and Go Test（以下 TUG）
であり，カルテより後ろ向きに調査した。また MMT3 以下を筋力低下とし，L4/5 群の筋力低下がある 26 名（以下 L4/5�P 群），
男性 19 名，女性 7 名と，低下がない 33 名（L4/5�N 群），男性 24 名，女性 9 名，L5/S 群の筋力低下がある 29 名（L5/S�P 群），
男性 18 名，女性 11 名と低下がない 20 名（L5/S�N 群），男性 13 名，女性 7 名に分類し，歩行に関する項目について比較した。
統計解析は t 検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

L4/5 群の筋力低下の割合は重複を含め，TA12 名（20%），GME10 名（17%），HA2 名（3%），PE5 名（8%），TS15 名（25%），
GMA5 名（8%）であった。TA に筋力低下を認めた 12 名中 5 名（42%）に GME の低下が見られ，4 名は同時に TS が低下し，
更に 2 名は GMA も低下していた。感覚障害は L5 領域 29 名（49%），S1 領域 14 名（24%）に，両領域 12 名（20%）に認めた。
L5/S 群の筋力低下は，TA6 名（12%），GME9 名（18%），HA7 名（14%），PE3 名（6%），TS22 名（45%），GMA12 名（24%）
であり，TS に低下を認めた 22 名中 12 名（55%）に GMA の低下が見られ，そのうち 3 名は GME に，更に 2 名は TA も低下し
ていた。感覚障害は L5 領域 23 名（47%），S1 領域 27 名（55%），両領域 17 名（35%）に認めた。歩行速度は L4/5�P 群 1.4±0.4
m/s，L4/5�N 群 1.5±0.4m/s，TUG は 10.6±2.9 秒，9.7±2.6 秒であり両群に差を認めず，L5/S�P 群と L5/S�N 群は，歩行速度
が 1.3±0.4m/s，1.5±0.4m/s，TUG は 12.4±4.9 秒，9.7±2.0 秒であり，両群間に有意差を認めた。

【結論】

L4/5 群では TA の筋力低下に伴い GME が低下，L5/S 群も TS と同時に GMA が低下している症例が見られ，L4/5 群では更に
TS，L5/S 群では GME の低下も一部認めた。感覚障害についても混在例が存在していた。これらは神経支配のオーバーラップ
による障害の影響等が考えられるが明らかではない。L5/S�P 群は，L5/S�N 群に比べ歩行能力の低下を認めた。S1 神経根障害
による筋力低下は歩行障害を生じやすいため詳細な理学療法評価が重要である。
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P-MT-37-2

腰椎椎間板ヘルニア摘出術後における下肢症状残存症例の術前股関節可動域の
特徴

松本 慶吾1），大谷 洋紅1），桜井 千景1），中野 由紀1），宮井 優1），佐々木 友1），片浦 聡司1），
佐藤 伸明1），真鍋 道彦2）

1）神戸百年記念病院リハビリテーション科，2）県立柏原病院整形外科

key words 腰椎椎間板ヘルニア・下肢症状・股関節可動域

【はじめに，目的】

腰椎椎間板ヘルニア（以下，LDH）摘出術実施後，多くの症例は良好な経過をたどる。しかし，術後，画像上明らかな再発所見
がないにもかかわらず，術前の痛みやしびれといった下肢症状が残存あるいは再発する症例を経験する。この下肢症状に対し，
術後の生活習慣や物理療法の有効性について調査した報告はあるが，術前の股関節可動域について調査した報告はない。よって
本研究の目的は，LDH 摘出術後の下肢症状残存症例における術前の股関節可動域の特徴を明らかにし，そこから術後残存した
下肢症状の発症機序を考察することである。

【方法】

2011 年 4 月から 2016 年 7 月までに当院で L4/5，L5/6，L5/S1 レベルの LDH と診断され手術を行った症例に対し，手術前に理
学療法評価にて，患側下肢の股関節可動域［Straight Leg Raising（以下 SLR），屈曲，伸展，内外旋（90̊ 屈曲位，伸展位）］を
ゴニオメーターを用いて計測，術後翌日～6 ヶ月の間で術前に見られた下肢症状の有無を聞き取り調査した。LDH 以外の腰椎疾
患および股関節疾患を合併ならびに既往のある者，また疼痛により可動域測定が困難であった者を除外した，67 例（男性 46
例，女性 21 例，手術時平均年齢 45.8 歳）を対象とした。術後に術前の下肢症状を訴えたものを残存群，訴えなかったものを非
残存群に分類し，検討した。統計処理は 2 群間比較に Mann�Whitney 検定を実施し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

残存群が 23 例（男性 15 例，女性 8 例，平均年齢 45.8 歳），非残存群は 44 例（男性 31 例，女性 13 例，平均年齢 45.7 歳）であっ
た。残存群は，術前股関節可動域において，SLR（残存群 46.1̊，非残存群 54.7̊：p=0.03）ならびに 90̊ 屈曲位内旋（残存群 27.6̊，
非残存群 37.2̊：p=0.01）が有意に小さく，伸展（残存群 10.0̊，非残存群 6.0̊：p=0.03）が有意に大きかった。

【結論】

本研究の結果から，LDH 摘出術後に症状が残存している症例では，術前から股関節外旋筋群，ハムストリングスの筋緊張が高
いことが示唆された。LDH は，脱出した髄核や押し出された後方線維輪が硬膜や神経根を圧迫することで発症する。その要因
として腰椎後彎と骨盤後傾の姿勢アライメントが深く関与し，このアライメントは，股関節外旋筋群やハムストリングスの短縮
により促される。さらに，これらの筋群の緊張が仙腸関節痛や坐骨神経，ならびに腓骨神経への絞扼性神経症状を惹起すること
は過去に報告されている。よって，LDH 摘出後の残存する下肢症状は，股関節外旋筋群やハムストリングスの筋緊張が術前か
ら高いことで上記の様な障害が潜在しており，LDH 摘出術後，LDH による神経症状軽減に伴い，顕在化されるのではないかと
考えられた。
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P-MT-37-3

座位での骨盤傾斜運動と 10メートル歩行テストの関係性

高井 聡志1），谷 要吏子1），篠原 博2）

1）エルダーヴィラ氷見，2）宝塚医療大学

key words 座位バランス・後期高齢者・骨盤

【はじめに，目的】近年，座位の評価に関する研究は多く報告されているが，そのほとんどが支持基底面を越えた肢位で行って
いるものや骨盤の前後傾で行う評価である（木下ら，春山ら 2015 年）。筆者らは，後期高齢者において，可動域を有しているに
も関わらず自動的にも他動的にも骨盤が側方に傾斜させることが困難な症例を数多く経験している。骨盤の側方傾斜運動が検
者の視覚的に改善すると，歩行スピードにも改善がみられる時がある。この骨盤側方傾斜を主観的ではなく客観的に評価する方
法の必要性を感じているがあまり見当たらない。筆者らは傾斜台を使用することにより強制的に骨盤傾斜でき，この作用を利用
して評価に応用できないかと考えた。

【方法】対象は，老人保健施設に入所中の女性後期高齢者 7 名とし，身体に麻痺の無い利用者とした。基本情報は，平均年齢 87.2
±3.5 歳，体重 44.0±5.1Kg であった。測定項目は，骨盤傾斜運動回数，骨盤傾斜角度，10 メートル歩行テストとした。骨盤傾
斜運動の測定には，最大傾斜角度が 10 度の傾斜台を使用した。前方にティルテーブルを設置し手をついてもらった。また，股
関節，膝関節が 90̊ になるように座面の高さを調節した。対象に，30 秒で傾斜運動を行うよう指示した。骨盤の傾斜角度の測定
には，傾斜角度計を用い両手を離した状態で測定した。骨盤傾斜角度は左右の角度総和を測定値とした。10 メートル歩行テスト
では，普段使用している歩行器で歩行スピードを測定した。対象には普段使用している歩行器を使用してもらった。

【結果】骨盤側方傾斜運動は，平均回数 19.2±6.5 回となった。骨盤傾斜角度は平均角度 11.8±3.7̊ となった。10 メートル歩行速
度は，平均秒数 19.6±1.3 秒となった。骨盤側方傾斜運動と 10 メートル歩行スピードとの間には，強い相関関係が認められた

（r=0.72，p＜0.05）。骨盤側方傾斜角度と 10 メートル歩行スピードの間には相関関係が認められなかった（r=�0.52，p=0.24）。

【結論】骨盤を側方に傾斜する際には，移動側に腰椎が側屈しなければ左右の重心移動は行いにくくなる。測定動作中の対象の
様子を観察すると，腰椎の側屈がスムーズに行えず，屈曲方向に運動している者も観察された。よって骨盤傾斜運動回数の測定
では，上肢機能も連動した骨盤の傾斜運動が反映された結果となったと考えられる。また対象は，全員歩行器歩行を行っており，
上肢と体幹の機能が反映されたため相関関係が認められたと考えた。一方で，骨盤傾斜角度は 10 メートル歩行スピードとは相
関関係を認めなかった。今回の対象は後期高齢者であり，円背を呈しているものがほとんどで，測定中様々な脊柱の代替方法に
よって角度が増減した可能性も考えられる。今後，脊柱の 3 軸方向の運動にも着目し，測定方法の妥当性，再現性を検討してい
きたい。
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P-MT-37-4

腰痛症患者における理学療法の転帰と年齢に関する因子の調査
～腰部多裂筋断面積に着目して～

神谷 尚紀1），野田 敏生1），光山 孝1），古川 公宣2）

1）豊橋整形外科鷹丘クリニック，2）星城大学リハビリテーション学部

key words 腰部多裂筋断面積・理学療法の転帰・腰痛症

【はじめに，目的】

慢性腰痛症は，医療費の高騰を招くのみならず，患者の社会参加を妨げることによる経済損失も莫大であり，社会経済に与える
損失が大きいとされている。その中で，慢性腰痛患者の腰部多裂筋に着目した研究報告は多くされている。しかし，腰痛症を呈
した外来通院患者の腰部多裂筋断面積と理学療法の転帰との関係性を報告したものはない。

そこで我々は，当院で MRI を撮影した腰痛症を呈した外来通院患者に対し，腰部多裂筋断面積と理学療法の転帰との関係性を
調査した。

【方法】

平成 27 年 6 月 10 日から平成 28 年 7 月 16 日までの期間に当院にて，理学療法が対象となった腰部疾患患者の中で，医師の指示
により MRI を撮影した 282 名（平均年齢 54.7±19.4 歳）に対し，L4/5 間の腰部多裂筋の筋断面積を計測した。その中で，終了
群（理学療法が終了となった患者）72 名（平均年齢 57.1±16.7 歳）と慢性群（理学療法が 3 ヶ月以上続いている患者）210 名

（平均年齢 53.9±20.2 歳）に分け比較をした。また，各年齢（10 歳～49 歳，50 歳～69 歳，70 歳～）に群分けし，腰部多裂筋断
面積を比較した。測定には，POP�Net Viewer（イメージワン社製）を用いた。

比較項目は，慢性群と終了群の腰部多裂筋断面積の差に加えて，腰部多裂筋断面積と年齢の関係性を調査した。

統計学的解析には StatView Ver.5.0 for windows（SAS Institute 社製，USA）を使用し，対応のない T 検定，ピアソンの相関係
数を用い，有意水準は 5％ に設定した。

【結果】

・慢性群と終了群の腰部多裂筋断面積の比較

各群間に有意な差は認めなかった。

・慢性群と終了群における各年齢の腰部多裂筋断面積の差

10 歳～49 歳：終了群より慢性群の方が，腰部多裂筋断面積が有意に大きい。

50 歳～69 歳：各群間に有意な差は認めなかった。

70 歳～：各群間に有意な差は認めなかった。

・腰部多裂筋断面積と年齢の相関

腰部多裂筋断面積と年齢に負の相関を認めた。

【結論】

本研究では，慢性群と終了群の腰部多裂筋断面積に差は認められず，10 歳～49 歳で慢性群の方が，腰部多裂筋断面積が有意に
大きい結果となった。このことから，腰部多裂筋断面積と理学療法の転帰の関係性は低いことが示唆された。また，腰部多裂筋
断面積と年齢に負の相関を認めたことから腰部多裂筋断面積は年齢に依存する部分が大きいと思われる。研究の限界として，医
師の指示により MRI を撮影したのは理学療法開始前であるため，理学療法が腰部多裂筋断面積に与える影響を考慮する事がで
きなかった点が挙げられる。
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P-MT-37-5

腰痛患者における腰部多裂筋断面積と治療期間の関係性について

野田 敏生1），神谷 尚紀1），光山 孝1），古川 公宣2）

1）豊橋整形外科鷹丘クリニック，2）星城大学リハビリテーション学部

key words 腰部多裂筋断面積・治療期間・腰痛患者

【はじめに，目的】

Evidence�based medicine（EBM：根拠に基づく医療）が唱えられる中，腰痛患者に腰部多裂筋の機能異常がみられるという研
究が報告がされている。特に慢性腰痛患者が腰部多裂筋に萎縮を生じていると報告した研究は多々みられる。しかし，腰痛症を
呈した外来通院患者で腰部多裂筋断面積と治療期間の関係性を調査した報告はない。

そこで我々は，腰痛症を呈した外来通院患者に対し，腰部多裂筋横断面積と治療期間との関係性を調査した。

【方法】

対象は，当院にて平成 27 年 6 月 10 日から平成 28 年 7 月 16 日までの期間に受診し，腰痛症と診断され理学療法が開始となった
患者の中で，医師の指示により MRI を撮影した 282 名（平均年齢 54.7±19.4 歳）から，理学療法が終了となった患者（終了群）
72 名（平均年齢 57.1±16.7 歳）と理学療法が 3 カ月以上続いている患者（慢性群）210 名（平均年齢 53.9±20.2 歳）である。

方法は，L4/5 間の腰部多裂筋断面積を計測し，終了群と慢性群の腰部多裂筋断面積を比較するのに加え，終了群の腰部多裂筋
断面積と治療期間の関係性を調査した。また，終了群を各年齢（20 歳～49 歳，50 歳～69 歳，70 歳～）に群分けし，腰部多裂筋
断面積と治療期間の関係性を各群で調査した。測定には POP�Net Viewer（イメージワン社製）を用いた。

統計学的解析には StatView Ver.5.0 for windows（SAS Institute 社製，USA）を使用し，ピアソンの相関係数を用い，有意水準
は 5％ に設定した。

【結果】

・終了群と慢性群の腰部多裂筋断面積を比較

各群間に有意な差は認めなかった。

・終了群の腰部多裂筋断面積と治療期間の相関

腰部多裂筋断面積と治療期間に相関は認めなかった（r=�0.1）。

・各年齢群における腰部多裂筋断面積と治療期間の相関

各年齢群において，腰部多裂筋断面積と治療期間の相関は認めなかった（20 歳～49 歳：r=�0.2，50 歳～69 歳：r=0.1，70 歳～：
r＝�0.08）。

【結論】

本研究では，各群間の腰部多裂筋断面積に差はなく，終了群の腰部多裂筋断面積と治療期間の相関が認められなかった。また，
各年齢群においても相関が認められなかった事から，腰痛症を呈した外来通院患者の腰部多裂筋断面積と治療期間の関係性は
低いと考えられた。研究の限界として，医師の指示により MRI を撮影したのは理学療法開始前であるため，理学療法が腰部多
裂筋断面積に与える影響を考慮する事ができなかった点が挙げられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）【ポスター（運動器）P38】

P-MT-38-1

産後の腰痛骨盤痛と胸椎・ハムストリングスの柔軟性の関連

近藤 有希1），海老名 葵1），重本 千尋2），澤 龍一3），斎藤 貴1），村田 峻輔1），伊佐 常紀1），
坪井 大和1），鳥澤幸太郎1），奥村 真帆2），松田 直佳2），小野 玲1）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）神戸大学医学部保健学科，
3）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

key words 腰痛骨盤痛・産後・柔軟性

【はじめに，目的】

妊娠中には多くの女性が妊娠関連の腰痛骨盤痛（Lumbopelvic Pain；LPP）を発症するといわれており，約 8 割の女性が症状に
悩まされている。LPP は妊娠中のホルモン変化や体重増加による腰部への負荷の増大が原因とされているが，産後も多くの女性
が LPP を持続して有しており，成人女性の慢性腰痛の 20% は妊娠中に発症したものであるとの報告もある。産後の LPP は
ADL 障害や QOL 低下，産後うつにも悪影響を及ぼし，産後休職の原因になるともいわれており，予防・解決すべき重要な問題
である。産後持続する LPP の原因として，関節弛緩や腹部筋力低下など体幹の不安定性についての研究はあるが，一般的な慢
性腰痛への影響が報告されている胸椎・ハムストリングスの柔軟性との関連を検討した研究はない。育児をする母親が頻繁に
行う動作と考えられる前方屈み動作において，胸椎・ハムストリングスの柔軟性低下は腰部への負荷を増大させることが報告
されていることからも，産後 LPP に影響を与える可能性が考えられる。本研究の目的は胸椎・ハムストリングスの柔軟性と産
後 LPP の関連を明らかにすることである。

【方法】

対象者は，兵庫県内の 4 ヶ月児健診に参加し，研究への同意が得られた産後女性のうち，妊娠中に LPP を発症した女性 66 名と
した。対象者には質問紙により，一般情報に加えて，妊娠中と産後 4 ヶ月時の LPP の有無・強度を聴取した。痛みの強度は Nu-
merical Rating Scale（NRS）を用いた。胸椎の関節可動域は傾斜計を用いて屈曲・伸展の角度を検査し，中央値で可動域制限群
と非制限群に群分けした。ハムストリングスの柔軟性は Seated Knee Extension（SKE）を行い，中央値により可動域制限群と
非制限群に群分けした。なお，各身体検査は理学療法士有資格者が行った。各群間での産後 4 ヶ月時の LPP の有病率の比較は
カイ二乗検定を用いた。多変量解析では，目的変数を産後 4 ヶ月時の LPP，説明変数を各可動域制限群/非制限群とし，交絡因
子を先行研究から年齢，BMI，出産歴，妊娠中の NRS として強制投入法による多重ロジスティック回帰分析を行った。統計学
的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

胸椎の可動域制限群は非制限群と比較して産後 LPP 有病率は有意に高く，SKE においても非制限群と比較して可動域制限群は
産後 LPP 有病率が有意に高かった。交絡因子の調整後も胸椎・SKE ともに可動域制限群が産後 LPP を有しやすいという結果
であった（胸椎：OR 3.11，95%CI 1.08�8.94；SKE：OR 3.21，95%CI 1.08�9.60）。

【結論】

本研究により，胸椎とハムストリングスの柔軟性は，産後の LPP に関連する要因である事が示唆された。
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P-MT-38-2

腰椎疾患患者における術前と退院時での疼痛の変化に関連する因子の検討

髙浪 夏波1），今村 寿宏2），和田 伸1），加藤 剛平3），右田 寛1），中川 宗祐1），濱邊 新1），
髙見 純也1），狩野 秀考1），山口 智洋1），松尾 沙季1），安仲 正夫1），白石 司1）

1）独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院中央リハビリテーション部，
2）独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院勤労者骨・関節疾患治療研究センター整形外科，
3）独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院治療就労両立支援センター

key words 日本整形外科学会腰椎疾患質問票（JOABPEQ）・腰椎疾患・疼痛

【はじめに，目的】

腰椎疾患術後患者においては，疼痛やしびれが術後早期に改善し，退院できる場合もあれば，疼痛が遷延してしまうこともある。
今回我々は，腰椎疾患質問票（JOABPEQ）の疼痛関連障害の項目に着目し，術前と退院時での疼痛の変化に関連する因子を検
討したので報告する。

【方法】

当院にて平成 25 年 1 月から平成 28 年 4 月までに腰椎手術を受け，リハビリテーションが施行された腰椎変性疾患ならびに椎
体骨折の患者で，生検や感染患者を除く 560 名を対象とし，JOABPEQ の項目をすべて満たしている n=180 名を対象とした。評
価項目は，基本属性（年齢，性別），JOABPEQ の各項目（疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行機能障害，社会生活障害，心理
的障害）とし，術前，退院時の 2 時点で評価した。解析は，疼痛関連障害得点の変化と各因子との Spearman の順位相関係数を
算出した。なお各疼痛関連障害得点の変化値は退院時の値から術前の値を引いた値とし，上昇幅を示す指標とした。次に従属変
数は疼痛関連障害得点の変化，独立変数は，年齢，性別，術前の各 JOABPEQ 値として重回帰分析（強制投入法）を実施した。
得られた回帰モデルの有意性，適合性，多重共線性は F 検定，自由度調整済決定係数，Variance Inflation Factor（VIF）を算出
し，確認した。統計ソフトは R version 3.2.4 Revised を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者は 68.0±14.0 歳で，女性 52 名（29%），男性 128 名（71%）であった。疼痛関連障害得点の変化の平均±標準偏差は 24.1
±41.0，術前の疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行機能障害，社会生活障害，心理的障害の中央値（四分位数範囲）は順に 29

（0�46），42（17�75），44（33�57），21（7�43），32（16�51）であった。疼痛関連障害の変化値と術前の疼痛関連障害（rs=�0.51，
p＜0.01），腰椎機能障害（rs=�0.22，p＜0.01），社会生活障害（rs=�0.23，p＜0.01），心理的障害（rs=�0.22，p＜0.01）とで有意
な相関関係が示された。重回帰分析の結果，疼痛関連障害得点の上昇幅には，術前の疼痛関連得点が低い（編回帰係数＝�0.56，
p＜0.01），年齢が低い（編回帰係数＝�0.21，p＜0.01）が関連した。重回帰モデルの有意性は確認され（p＜0.01），自由度調整済
決定係数は 0.35，VIF は全ての独立変数で 2 未満を示した。

【結論】

今回我々の調査では，疼痛関連障害得点の上昇幅には，術前の疼痛関連得点が低い，年齢が低いが関連することが示唆された。
平成 25 年度の国民生活基礎調査では，日本人の腰痛の有訴者は人口 1000 人あたり 105.7 人であるが，65 歳以上では腰痛は男女
とも有訴率の第 1 位となり，加齢とともに増加する。腰椎疾患により手術を施行する患者は高齢者であることが多く，入院中の
疼痛の改善度が低い可能性が示唆され，周術期の疼痛コントロールが重要であると考えた。
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P-MT-38-3

腰椎一椎間固定術前後における身体機能の変化について

谷本 海渡

高松赤十字病院

key words 腰椎一椎間固定術・SVA・FFD

【はじめに，目的】社会の高齢化が進み，腰痛を訴える患者は増加している。当院でも脊椎手術は年々増加しており，平成 27
年には 400 件の脊椎手術が行われた。今回，腰椎一椎間固定術を受けられた症例の，手術前と退院時の全脊柱矢状面アライメン
トと体幹柔軟性を比較検討した。

【方法】

対象は平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日に当院で脊椎一椎間固定術を受け，評価可能であった，腰椎変性疾患 30 例
（男性：18 名，女性：12 例，平均年齢 70.1±10.48 歳，平均術後在院日数 19.7±6.21 日）とした。固定椎間関節レベルは，L1�2：
1 例，L3�4：2 例，L4�5：16 例，L5�S：11 例であった。検討項目は，立位脊柱レントゲンによる脊椎矢状面アライメント（以
下，SVA）と体幹柔軟性（以下，FFD），日本整形外科学会腰痛治療成績判定基準合計点（以下，JOA 合計点），腰痛（以下，
腰 VAS）・下肢痛（以下，下肢 VAS）の手術前と術後早期を比較した。また SVA，FFD，JOA 合計点，腰 VAS，下肢 VAS
の関連性を求めるため，それぞれの相関関係を求めた。統計学的解析は R2.8.1 を使用し，術前術後の SVA，FFD，JOA 合計点，
腰及び下肢 VAS をウィルコクソンの符号付順位和検定で比較し，SVA，FFD，JOA 合計点，腰 VAS，下肢 VAS の関係をそれ
ぞれ spearman の順位相関係数検定を用いて検討した。各有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】結果を中央値（第 1 四分位数［1］第 3 四分位数）で示す。SVA の中央値は術前 64.81（29.69/100.89）cm 術後 43.7（27.13/
88.03）cm であり，統計学的に有意な差は認められなかった。FFD の中央値は術前 6.75（3.18/14.43）cm 術後 12.55（5.6/30.23）
cm，JOA 合計点の中央値は術前 12（6.25/16）点術後 18（15.25/20.75）点，腰 VAS の中央値は術前 55（20.75/73.75）mm 術後
27.5（0/47.5）mm であり，下肢 VAS の中央値は術前 70（30/80）mm，術後 0（0/40）mm であり，統計学的に有意差があった

（p＜0.01）。また下肢 VAS と JOA 合計点において相関を認めた（r=�0.43。p＜0.01）。

【結論】

腰椎一椎間固定術前後で脊柱矢状面アライメントの有意な改善は見られなかった。腰痛，下肢痛，治療成績，体幹柔軟性に有意
な変化が見られた。

入院中より，腰痛の悪化や慢性化予防，再発予防を目的とし体幹筋の筋力強化，ストレッチング，持久力強化また，動作練習や
自主練習指導，退院後のリハビリの継続と長期的なフォローすることで再発，二次障害の予防に有効と考える。
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P-MT-38-4

慢性腰痛女性における呼吸機能と脊柱可動性の検討

和田 朋子1,2），金子 秀雄2），鈴木あかり2），内田 大1），平田 靖典1,2），中村 駿佑1），
谷 和1），中村 将都1）

1）高木病院リハビリテーション部，2）国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

key words 慢性腰痛・呼吸機能・脊柱可動性

【はじめに，目的】

慢性腰痛の身体的要因として呼吸筋である横隔膜や腹横筋の機能不全が挙げられる。特に慢性腰痛女性では胸椎可動性低下も
指摘されており，胸椎可動性低下に伴う胸腹部可動性低下や呼吸筋機能低下は肺機能を低下させる可能性がある。しかし慢性腰
痛と呼吸機能の関連を示した研究は少ない。そこで今回女性を対象に肺活量，呼吸筋力，胸腹部可動性，脊柱可動性を測定し慢
性腰痛の有無によって違いがあるか，また呼吸機能と各項目の関連性を検討した。

【方法】

対象者は病院に勤務している看護師，看護助手，リハビリテーション部の女性にアンケートを行い，健常な女性 10 名（健常群：
年齢 23.2 歳，BMI：19.42kg/m2）と，慢性腰痛のある女性 10 名（腰痛群：年齢 22.7 歳，BMI：19.83kg/m2）を対象とした。腰
痛群は 3 ヵ月以上の慢性（反復性）腰痛がある者で，Oswestry Disability Index のスコアが 10 点以上の者を選択した。整形外
科的疾患，呼吸循環器疾患，神経疾患，妊娠の経験がある者は除外した。

肺機能，呼吸筋力，胸腹部可動性，脊柱可動性を測定した。肺機能はスパイロメーターを使用し，努力性肺活量（FVC，％FVC）
を座位にて 3 回測定し最大値を採用した。呼吸筋力は口腔内圧計を使用し，最大吸気圧（PImax）と最大呼気圧（PEmax）を測
定した。3 回測定し最大値を採用した。胸腹部可動性は呼吸運動測定器を使用し，深呼吸時の呼吸運動を 9 段階のスケール値

（0～8）で表した。測定肢位は背臥位で，利き手の上部胸郭（第 3 肋骨），下部胸郭（第 8 肋骨），腹部の 3 か所で 3 回ずつ測定
し最大値を採用した。脊柱可動性はスパイナルマウスを使用し直立位，前屈位，後屈位の 3 条件で第 7 頸椎から第 3 仙骨までの
脊柱傍線上を移動させた。胸椎の角度と腰椎の角度を算出し，前屈位と後屈位の角度の差を求め，これを胸椎，腰椎可動性と定
義した。各肢位で 2 回測定し平均値を採用した。

肺機能，呼吸筋力，胸腹部可動性，脊柱可動性における健常群と腰痛群の比較に Mann�Whitney の U 検定を用いた。各群の FCV
と呼吸筋力，胸腹部可動性，脊柱可動性との相関を検討するため Spearman の積率相関係数を算出した。

【結果】

腰痛群の％FVC は，健常群より有意な低値が認められた（p＜0.05）。FVC，PImax，PEmax，呼吸運動測定スケール値（上部
胸郭，下部胸郭，腹部），胸椎および腰椎可動角度は 2 群間に有意差は認められなかった。

健常群は FVC と各項目の相関は認められなかった（rs－=0.04～�0.29）。腰痛群は FVC と上部胸郭（r－s=0.90），下部胸郭（rs

－=0.71），腹部（rs－=0.64），胸腹部合計（rs－=0.83）に相関を認めた。

【結論】

慢性腰痛女性は，健常女性より％FVC が低下している可能性が示された。慢性腰痛女性では FVC と上部胸郭スケール値に強い
正の相関が認められたことから FVC 低下の一因として胸郭可動性が関連している可能性が考えられる。
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P-MT-38-5

腰痛症の体幹筋力
～骨盤傾斜の違いによる検討～

山崎 裕起，浪本 慎也，中林 幹治

医療法人社団中林整形外科クリニック

key words 骨盤傾斜・腰痛症・体幹筋力

【はじめに，目的】

腰痛症の原因を調べるために，健常者との体幹筋力の比較や体幹筋力測定の方法について，多くの研究がなされているが，姿勢
異常で見られる骨盤傾斜の違いによる体幹筋力の比較については，我々が渉猟した限り見当たらなかった。本研究の目的は当院
を来院した腰痛症患者の体幹筋力を測定し，骨盤傾斜での違いについて比較検討を行った。

【方法】

腰痛を訴え受診した患者 89 例（男性 34 例，女性 55 例），年齢 58.4±18.7 歳を対象とした。立位単純 X 線撮影は下位胸椎，腰椎，
骨盤を含む前後像撮影，側面での機能撮影（中間位，前屈位，後屈位）を施行した。圧迫骨折，移行椎のあるものは除いた。骨
盤傾斜角は土井口らの方法に基づき 21̊ 未満を骨盤前傾（前傾群），21̊ 以上を骨盤後傾（後傾群）と定義した。筋力測定はアニ
マ社製ハンドヘルドダイナモメーターを用い測定し，腹筋力，背筋力，E/F 比を算出した。測定肢位は足部が接地しない座位と
した。筋力測定は疼痛による影響を少なくする為，初診時は当院で指導している腰痛体操を 1 週間施行し，再診時に測定を行っ
た。体操を指導する際，骨盤傾斜角と下肢筋伸張性との相関を見る為，臀踵間距離測定と SLR テストを行った。

【結果】

前傾群の年齢は 53±17.7 歳，身長は 163.8±8.8cm，腰椎前弯角は 44.9±11.5 度，骨盤傾斜角は 13.1±4.8 度であり，後傾群の年
齢は 67.6±14.6 歳，身長は 156±9.5cm，腰椎前弯角は 28.4±13.8 度，骨盤傾斜角は 30±6.2 度であり，後傾群は高年齢，低身長，
腰椎前弯角は減少し，前傾群と比べ高齢者の特徴を呈していた。SLR は前傾群 71.3±12.9̊，後傾群 75.8±13.4̊，臀踵間距離は前
傾群 3.4±5.3cm，後傾群 5.6±7.1cm と有意差はみられなかった。腹筋力は前傾群 141.3±39.3N，後傾群 111.2±36.7N，と前傾群
が有意に高く，背筋力は前傾群 167.5±40.6N，後傾群 129.4±36N，と前傾群が有意に高い結果になった。しかし E/F 比におい
ては前傾群 1.22±0.28，後傾群 1.21±0.30 と有意差はみられなかった。骨盤傾斜角と体幹筋力及び下肢伸張性において，両群と
も相関を認めなかった。

【結論】

腰痛を訴える患者を骨盤傾斜角度により，前傾群，後傾群に分類した。骨盤後傾群は低伸長となり，腰椎の生理的前弯の減少
（後弯変形）を認め，高齢者の腰痛症の特徴を示していた。腰椎の生理的前弯が消失し，脊柱の後弯変形をきたすことで椎体へ
のストレスが増加し圧迫骨折のリスクが高まる。その為当院では，背筋力低下を認める高齢者に対し，トレーニングと姿勢指導
を行い，腰痛治療並びに圧迫骨折の予防を行っている。臨床において，筋力測定は信頼性，安全性が高い方法が推奨されている。
本研究の方法は，臥位で痛みがある者，後弯変形により肢位がとれない者にも関係なく測定でき，短時間での評価可能である。
足底が接地しないことで下肢筋力の影響を受けず，純粋な体幹筋力として評価可能である為，有効であると考えた。
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P-MT-39-1

大腿骨近位部骨折患者における立ち上がり動作時の足圧分析と立位時患側下肢
最大荷重率の関係

吉田 啓晃1），三小田健洋1），大沼 雄海1），中山 恭秀1），安保 雅博2）

1）東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科，
2）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words 大腿骨近位部骨折・立ち上がり・荷重率

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折術後患者において，立位での患側下肢最大荷重率を患肢の機能回復の目安とする報告は多い。一方で Kneiss
ら（2015）は，床反力計を用いて大腿骨近位部骨折患者の立ち上がり動作を分析し，Berg Balance Scale（BBS）や歩行速度な
どの動作能力指標と相関が強いことから立ち上がり動作評価を提唱している。しかし，患側下肢荷重率と立ち上がり動作におけ
る床反力垂直成分から得られる値の関係は明らかではない。そこで，床反力垂直成分に近い足圧分析装置を用いて，立ち上がり
動作時の足圧から得られる値と立位患側荷重率との関連を示すとともに，バランス能力指標との関連を検討した。

【方法】

大腿骨近位部骨折術後患者 15 名（平均 79.6±9.0 歳，術後 24.5 日）を対象に，足圧分析装置を用いて椅子からの立ち上がり動作
と患側荷重率を計測した。使用機器は WinFDM�T（Zebris 社製）とし，高さ 45cm の椅子から左右の下肢に均等に荷重して立
ち上がることを課題とした。Kneiss らの方法を参考に，第 1 相の RFD（rate of force development）［N/s/kg］，第 2 相の Peak
vGRF（vertical ground reaction force）［N/kg］を左右下肢で算出し，立位保持 3 秒間の平均 GRF［N/kg］を求めた。最大荷重
率は，立位で最大荷重した場合の荷重量を体重で除した値［％］とした。また，バランス能力指標として BBS と Timed“Up
and Go”test（TUG）を測定した。統計は，RFD，Peak vGRF，立位保持 GRF の患側/健側比を求め，一元配置分散分析にて比
較し，最大荷重率との関連について pearson 相関係数を求めた。また，立ち上がり，患肢荷重率の各指標とバランス能力指標と
の関連について spearman 順位相関係数を求めた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

立ち上がり動作における患側の RFD は 11.5±6.4N/s/kg，Peak vGRF は 4.1±0.9N/kg で，立位保持の GRF は 4.4±1.5N/kg
であった。各指標の患側/健側比は RFD0.60，Peak vGRF0.65 であり，立位保持 GRF0.84 に比べて，有意に低値を示した。

立位での最大荷重率は 77.4±16.8％ で，RFD や Peak vGRF と有意な相関は認められなかった。バランス能力指標との相関は，
患側 RFD は BBS，TUG ともに rs=0.6 と有意な相関を示したが，Peak vGRF，最大荷重率は rs=0.1～0.4 と相関は認められな
かった。

【結論】

左右均等に荷重して立ち上がるような課題において，立位保持では比較的左右均等に荷重できていたとしても，立ち上がり動作
においては差が生じていた。立位での患肢最大荷重率は簡便に計測でき，機能回復の指標として用いることが多いが，立ち上が
り動作時の足圧から得られる RFD や Peak vGRF との関連は低かった。つまり，立位で患側下肢に荷重できたとしても立ち上が
り動作においては患側下肢の機能を十分に発揮できていないと考えられる。さらに，力発揮速度の評価とされる RFD はバラン
ス能力指標と中程度の相関を示したことから，臨床的に有用である。
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P-MT-39-2

大腿骨近位部骨折患者における術後 1週座位での下肢荷重率と歩行再獲得の関
連

林 洋暁1），山部 拓也1），美崎 定也1,2）

1）医療法人社団苑田会苑田第一病院，2）医療法人社団苑田会苑田会人工関節センター病院

key words 大腿骨近位部骨折・座位下肢荷重率・歩行再獲得

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折の歩行能力に関して，荷重開始後 1 週の運動能力，術後 1 週の歩行能力などが予後や家庭復帰の目安になると
して報告されている。特に近年，在院日数の短縮にあわせ，術後早期に歩行能力に関する予後を予測する必要性がある。予後予
測はより簡便な方法で明確な因子を用いることで，臨床で効率的に実施可能な指標になりえる。そのため，本研究では村田らの
下肢荷重率測定法を使用し，歩行再獲得との関連を調査することを目的とした。

【方法】

対象の取り込み基準は，平成 28 年 1 月から平成 28 年 10 月までに大腿骨頚部骨折もしくは転子部骨折の診断で，人工骨頭置換
術か観血的整復固定術を施行した患者とした。除外基準は，a）他部位に整形外科的既往歴のある者，b）重篤な併存疾患（心疾
患，神経疾患等）を有する者，c）認知障害が有り評価困難である者，d）術後一週時点で移乗不可能な者，e）荷重制限がある
者とした。測定項目は，ア）基本的患者属性（年齢，性別，術前待機日数，身長，体重，BMI，術式），イ）術後 1 週の等尺性
股関節外転筋力体重比（以下，外転筋力）と等尺性膝関節伸展筋力体重比（以下，膝伸展筋力），ウ）術後 1 週座位での下肢荷
重率（以下，荷重率），エ）当院退院時歩行能力とした。荷重率は 45cm 台に腰掛けて体重計に足を乗せ，殿部が浮かないように
最大努力下で押すよう指示して測定した。安定して得られた数値を体重で除した値の百分率を荷重率とした。統計解析は，統計
解析ソフト R コマンダーにて行い，記述統計で対象者の基本属性を確認した。術後 2 週時点で歩行が 50m 以上可能か否かで可
能群・不可群の 2 群に分け，筋力と荷重率の群間の差をみるために分布に応じて t 検定・Mann�Whitney の U 検定を適用した。
また，Spearman の順位相関分析を用いて，荷重率と他項目との関連を調査した。その際，有意水準は 5％ とした。

【結果】

取り込み基準と除外基準を満たしたものは，19 名（男性 9 名・女性 10 名）であった。調査項目の平均値（標準偏差）は年齢 74.9
（10.7）歳，術前待機日数 9.2（4.3）日，身長 157.7（11.4）cm，体重 52.0（8.8）kg，BMI20.9（2.2）kg/m2 であった。術式は，
人工骨頭置換術が 17 名・観血的整復固定術（γ ネイル）が 2 名であった。2 群の差の検定の結果有意差があったものは，患側外
転筋力（P 値＝0.0005）と患側膝伸展筋力（P 値＝0.001），健側膝伸展筋力（P 値＝0.0004），健側の荷重率（P 値＝0.01）であっ
た。患側の荷重率は P 値＝0.15 で有意差を認めなかった。また，患側の荷重率と筋力値は，患側股外転筋（r＝0.49），患側膝伸
展筋（r＝0.43）で中等度の正の相関があった。

【結論】

今回の結果より，患側の股外転筋力と膝伸展筋力，座位での下肢荷重率は歩行能力と関連しており，歩行自立の危険因子である
可能性が示唆された。今後，前向き研究を行うことで予測因子となり得るか，さらなる研究の継続が必要と考えられる。
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P-MT-39-3

大腿骨近位部骨折患者の歩行開始時における特性について
―逆応答反応と第一歩におけるCOPの前方移動距離および速度との関連―

尾上 望実1），中村 潤二1,2），生野 公貴1,2），塩崎 智之1），久我 宜正1），庄本 康治2）

1）西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）畿央大学大学院健康科学研究科

key words 大腿骨近位部骨折・歩行開始・COP

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折患者（骨折者）は，歩行開始時に跛行を生じることが多く，歩行の実用性を低下させる。歩行開始時は，足圧
中心（COP）の安静立位から一歩目の遊脚側後方への移動である逆応答反応が引き金となり，身体重心の前方移動に繋がる。し
かし，骨折者の歩行開始時の逆応答反応と第一歩の関連性は明らかでない。そこで本研究の目的は，骨折者の逆応答反応と第一
歩における COP の前方移動距離，速度との関連を調査し，歩行開始時の力学的特性を検討することとした。

【方法】

対象は初回大腿骨近位部骨折術後患者 6 名（83.2±4.3 歳，女性 6 名）とし，比較対照群として健常者 9 名（24.7±2.1 歳，女性
3 名）を測定した。歩行分析には圧力計式歩行解析装置（床反力計）を用い，独歩にて計測した。計測は，床反力計上で 5 秒間
の静止立位をとった後に，歩行を開始した。骨折者の第一歩は患側，健常者は右下肢からとし，5 試行実施した内の 3 から 5
試行目のデータを平均した。逆応答反応は，開始 5 秒後から一側下肢が離れるまでの COP の最大後方移動距離を算出した。第
一歩における重心移動は，最初に足部が接地した位置から第一の床反力の最大値まで，第一から第二の床反力の最大値まで，第
二の床反力の最大値までの 3 区間に分類し，それぞれの区間の COP の前方移動距離と平均速度を求めた。統計学的解析は，両
群の逆応答反応と第一歩における COP の前方移動距離，平均速度の差を Mann�Whitney の U 検定を用いて検討した。また，骨
折者の逆応答反応と COP の平均速度の関係を Spearman 順位相関係数にて求めた。有意水準は 5% とした。

【結果】

健常者と比べ骨折者では，逆応答反応の有意な低下を認めた（骨折者：18.1±7.2mm，健常者：30.7±10.5mm；p=.03）。COP
の前方移動距離は，第一の床反力の最大値まででは有意に長く（骨折者：84.3±8.9mm，健常者：65.0±15.8mm；p=.03），第一
から第二の床反力の最大値まででは有意に短縮していた（骨折者：75.3±60.8mm，健常者：123.9±14.7mm；p=.03）。第二の床
反力の最大値までの距離に有意差は認めなかった（p＞.05）。COP の平均速度は，第二の床反力の最大値まで（骨折者：213.2
±99.9 mm/秒，健常者：288.6±27.8 mm/秒；p=.03）および，第一から第二の床反力の最大値までに有意な低下を認めた（骨折
者：213.7±161.2 mm/秒，健常者：337.9±47.2 mm/秒；p=.03）。第一の床反力の最大値までに有意差は認めなかった（p＞.05）。
また，骨折者においては，逆応答反応と第二の床反力の最大値までの COP の平均速度，および第一から第二の床反力の最大値
までの COP の平均速度に強い正の相関関係を認めた（いずれも ρ=.83，p=.04）。

【結論】

本研究の結果から，骨折者は健常者と比較して逆応答反応が低下し，第一歩の円滑な前方への重心移動が停滞しており，骨折者
においては逆応答反応と第一歩における COP の平均速度と関連していることが歩行特性として抽出された。
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P-MT-39-4

大腿骨近位部骨折者における歩行周期変動の信頼性

吉元 勇輝1），土井 剛彦2），平井 達也3），齋藤 雄太4），若月 勇輝5），石川 康伸5），藁科 弘晃3），
金尾 和浩4），西村 隼4）

1）老人保健施設清風苑，2）国立長寿医療研究センター，3）いしい外科三好クリニック，4）川島病院，
5）西尾病院

key words 大腿骨近位部骨折・歩行周期変動・信頼性

【はじめに，目的】

転倒リスクを評価する指標として，歩行の安定性を評価する歩行変動が注目されており，近年は小型加速度センサを用いて，歩
行周期時間の変動を簡便に計測できる方法が確立され研究が進んでいる。一方，高齢者において，転倒に伴う大腿骨近位部骨折
が多くみられ，受傷後の再転倒についても問題となっている。そのため，高齢の大腿骨近位部骨折者に対しては，転倒リスクを
的確に評価する必要があるが，評価の前提となる歩行周期変動の信頼性に関する検討は十分なされていない。そのため，本研究
の目的は大腿骨近位部骨折者の歩行周期変動の信頼性を検討することとした。

【方法】

対象は，老人保健施設に通所もしくは入所している大腿骨近位部骨折者 7 名（年齢：82.3±2.5 歳）で，リハビリテーション内で
独歩練習を行っている者とした。両側踵に加速度計（Microstone 社製，測定周期 200Hz）を装着，快適歩行速度で 10m 歩行を
8 回計測し，得られた加速度から歩行周期平均時間と歩行周期時間変動を算出した。その後，1 週間程度の間隔をあけ再測定を
実施した。解析は，各試行における中央 10 ストライドを抽出し，健側，患側の計 1120 ストライドを計測データとして用いた。
統計解析は，健側，患側に分けて実施し，20 から 80 ストライドまで 20 ストライド毎に級内相関係数 ICC（1，1），最小可変検
知量（MDC）を用い，それぞれ再テスト信頼性として検討した。統計解析はすべて R コマンダー Ver1.48 を使用した。

【結果】

全実測値の平均において，10m 歩行速度は 0.79±0.2m/sec，歩数は 25.2±3.4 歩，歩行周期時間は健側 1.01±0.1sec，患側 1.01
±0.1sec，歩行周期時間の変動係数は健側 4.15±1.21%，患側 4.21±1.33% であった。歩行周期平均時間 ICC は，健側で 0.97～0.99，
患側で 0.97～0.99 であった。歩行周期時間変動における ICC は，健側と患側両側ともに高値で以下の値であった（20 ストライ
ド［健側：0.86，患側：0.95］，40 ストライド［健側：0.90，患側：0.95］，60 ストライド［健側：0.94，患側：0.96］，80 ストラ
イド［健側：0.96，患側：0.96］）。MDC（%）は，20 ストライド［健側：2.14，患側：3.27］，40 ストライド［健側：3.24，患側：
3.27］，60 ストライド［健側：3.30，患側：3.64］，80 ストライド［健側：3.54，患側：3.63］で各値をとった。

【結論】

大腿骨近位部骨折後の高齢者における歩行周期変動の再テスト信頼性は高く，測定は 20 ストライドの計測を行うことで，信頼
性の高いデータを入手できることが示された。本研究をふまえ，歩行変動の臨床的意義を明らかにするために，大腿骨近位部骨
折患者における歩行変動の変化を縦断的に調査するなど，今後さらなる研究が必要である。
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P-MT-39-5

大腿骨転子部骨折の荷重時痛とCT・超音波画像の経時的変化について～
Evans 分類 Type1 group4 症例に関して～

森 孝之

市立伊勢総合病院リハビリテーション室

key words 荷重時痛・CT所見・超音波画像所見

【目的】

大腿骨転子部骨折のうち不安定型骨折である 4Part 骨折や後外側粉砕骨折に対する Compression Hip Screw（以下，CHS）の場
合，術後の骨性支持が不十分な時期に荷重を行うと，過度な Sliding により骨頭の短縮や内反股となる。今回，Evans 分類 Type
1group4 に対し，CHS を施行した症例の荷重時痛と CT，超音波画像所見（以下，エコー）の関連について報告する。

【症例提示】

89 歳女性。自宅にて転倒し受傷。骨折分類は Evans 分類 Type1group4。CHS 手術翌日から理学療法開始。術後 6 週時に憩室炎
と診断され加療目的にて外科転科となった。外科加療中も理学療法は継続した。経過中の荷重時痛と CT，エコー所見ついて検
討した。

【経過】

Tip�apex distance（以下，TAD）は 17.2mm。術後 2 日目で（Visual Analog Scale（以下，VAS）で荷重時痛 80mm。荷重は 1/
3 荷重とした。術後 24 日目で荷重時痛 VAS60mm，CT 所見で後外側部に一部仮骨形成が確認でき 1/2 荷重に変更。術後 35
日目より 2/3 荷重とし TAD11.3mm であった。術後 42 日目には荷重時痛 VAS30mm となり術後 56 日目に荷重時痛 VAS20mm
と軽減し術後 8 週時に全荷重とした。その後，荷重時痛は術後 111 日目まで VAS20mm と残存していた。CT で確認すると大腿
骨後外側部や大転子部，小転子部に仮骨形成を認めていたが，エコードプラでは骨折部の血流反応を認めた。そして術後 126
日目に荷重時痛は消失し，術後 139 日目のエコーでは後外側部のエコードプラ反応は消退した。

【考察】

本症例は，大腿骨の大転子や小転子骨折を含む 4Part 骨折であり，後外側粉砕骨折を呈した Evans 分類の Type1 group4 であ
る。治療は CHS 術が行われた。一般的に CHS は，骨頭に力が加わると sliding 機構により頸部は短縮し安定するといわれてい
る。しかし，不安定型骨折である 4Part 骨折や後外側粉砕骨折では過度な骨片間の圧着から荷重時痛を伴い，歩行獲得の阻害と
なる。本症例は術後 111 日目まで荷重時痛 VAS20mm と残存し，CT にて仮骨形成が確認できたが，エコードプラでは粉砕骨折
である後外側部に血流反応が確認できた。術後 126 日を経て荷重痛が消退し，荷重痛消退後にエコードプラによる血流反応が消
失したことから，エコードプラの所見は骨折治癒過程の血流変化を反映していたものであると考えられる。荷重痛と CT および
エコー所見の経時的変化を報告したが，理学療法への有用性について検証する必要がある。

【結語】

不安定型 4Part 骨折や後外側粉砕骨折を認めた症例の荷重時痛の消失には術後約 18 週，エコードプラ反応の消失は術後約 20
週を要した。
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P-MT-40-1

大腿骨近位部骨折患者における術後の肺炎発症に影響する因子の検討

白石 明継，熊代 功児

倉敷中央病院リハビリテーション部

key words 大腿骨近位部骨折・術後・肺炎

【はじめに，目的】

わが国の「大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイドライン」によると，大腿骨近位部骨折患者の入院中の死亡原因となる合併症は肺
炎が最多で，30～44％ を占めるとされる。また，金丸らは大腿骨近位部骨折患者における術後 1 年以内の死因のうち，術後に発
症した合併症の死亡率が術前に比べて有意に高く，その原因として肺炎が最も多いと報告している。そのため，術後の肺炎予防
は生命予後において非常に重要である。先行研究では大腿骨近位部骨折の手術待期日数が合併症と関連があるとされる一方，早
期手術と術後合併症は関連がないとする報告も散見され，術後の肺炎発症の要因について一定の見解が得られていない。そこで
本研究の目的は大腿骨近位部骨折患者における術後の肺炎発症に影響する因子を検討することとした。

【方法】

対象は 2013 年 1 月～2016 年 6 月に大腿骨近位部骨折にて当院整形外科に入院した 65 歳以上の患者 459 例のうち，術前に肺炎
を発症した 23 例を除いた 436 例とした。対象者を肺炎非発症群（非発症群）422 例，術後肺炎発症群（術後発症群）14 例に分
類し，患者要因として年齢，性別，神経学的疾患既往の有無，認知症の有無，呼吸器疾患既往の有無，医学的要因として受傷か
ら手術までの日数（手術待期日数），血中ヘモグロビン濃度（Hb 値），血清タンパク質値（TP 値），血清アルブミン値（Alb
値），理学療法要因として入院から理学療法開始までの日数（PT 開始日数），手術から端座位開始までの日数（術後座位開始日
数）を後方視的に調査した。統計解析は，非発症群と術後発症群間の比較を性別，神経学的疾患既往の有無，認知症の有無，呼
吸器疾患既往の有無は χ2検定，年齢，手術待期日数，Hb 値，TP 値，Alb 値，PT 開始日数，術後座位開始日数は対応のない t
検定または Mann�Whitney 検定を用いて実施した。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

非発症群と術後発症群の比較の結果，術後発症群で有意に男性が多く（p＜0.05），Alb 値が低かった（p＜0.05）。

【結論】

本研究における Alb 値は入院時に調査した値であり，骨折受傷前の状態を反映していると考えられる。金原らは栄養状態と生体
防御機構は密接に関わり合い，低栄養状態下では免疫能が低下すると報告している。そのため，本研究においても低栄養状態で
入院した患者は感染に対する抵抗力が弱く，肺炎発症のリスクが高くなったと考える。

本研究では理学療法で介入可能な要因は抽出されなかった。しかし，術後座位開始日数の平均値は非発症群 2.2 日，術後発症群
3.6 日であった。肺炎発症の要因として，長時間の仰臥位が報告されており，男性で入院時より低栄養状態を呈している症例は
術後の肺炎発症のリスクが高くなるため，より早期から離床を図り，術後肺炎発症の予防を行うことが重要であると考える。
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P-MT-40-2

大腿骨近位部骨折後の誤嚥性肺炎の発症が急性期病院における生命予後および
機能予後に及ぼす影響

半田 和也，熊代 功児，小根田夏子

倉敷中央病院リハビリテーション部

key words 大腿骨近位部骨折・誤嚥性肺炎・予後

【はじめに，目的】

大腿骨近位部骨折は高齢化社会の急速な進行に伴って年々増加し，高齢者の ADL 低下，生命予後の悪化を招くとされている。
これらの予後を悪化させる要因に関して合併症の発症が予後に影響し，死因は肺炎が最多と報告されている。本研究の目的は，
大腿骨近位部骨折後の誤嚥性肺炎の発症が急性期病院における生命予後及び機能予後に及ぼす影響を明らかにすることであ
る。

【方法】

対象は 2013 年 1 月から 2016 年 6 月に大腿骨近位部骨折にて当院整形外科に入院した 65 歳以上の患者 430 例（男性 97 例，女性
333 例，平均年齢 82.1±7.8 歳）とした。保存療法，病的骨折，院内発症例は除外した。まず，誤嚥性肺炎の発症が生命予後に及
ぼす影響を調査するために，誤嚥性肺炎の有無，当院退院時の転帰（自宅退院・転院・死亡）を調査した。統計解析は，対象者
を誤嚥性肺炎発症群と非発症群に分類し，χ2検定を用いて転帰を比較した。次に，誤嚥性肺炎の発症が機能予後に及ぼす影響を
調査するために，誤嚥性肺炎の有無，年齢，認知症の有無，受傷前および退院時歩行能力，術後在院日数を調査した。統計解析
は，退院時歩行能力を従属変数，肺炎の有無，年齢，認知症の有無，受傷前歩行能力，術後在院日数を独立変数として強制投入
したロジスティック回帰分析を行い，退院時歩行能力と独立して関連する要因を検討した。受傷前および退院時歩行能力は，歩
行可否を判断基準とし，歩行補助具は問わなかった。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

誤嚥性肺炎発症群は 33 例（発生率 7.6%），当院退院時の転帰は，自宅退院 21 例，転院 404 例，死亡 5 例であった。χ2検定の結
果，誤嚥性肺炎発症群で有意に死亡が多く，誤嚥性肺炎発症群の死亡率は 15% であった（p＜0.001）。ロジスティック回帰分析
の結果，退院時歩行能力に影響する要因として，受傷前歩行能力（OR：6.074，95%CI：1.884�19.577），誤嚥性肺炎の有無（OR：
4.441，95%CI：1.890�10.436），認知症の有無（OR：2.545，95%CI：1.556�4.164），年齢（OR：1.054，95%CI：1.023�1.087）が有
意な項目として抽出され，術後在院日数は抽出されなかった（モデル χ2検定 p＜0.001）。

【結論】

先行研究と同様に誤嚥性肺炎発症群は非発症群に比べて死亡率は有意に高値であり，誤嚥性肺炎の発症は生命予後に影響する
ことが示された。さらに急性期病院における退院時歩行能力に影響する要因として，術後在院日数に関わらず，誤嚥性肺炎の発
症が大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドラインで報告されている認知症や年齢よりも影響が大きかった。急性期病院における生
命予後，機能予後を改善させるためには大腿骨近位部骨折後の誤嚥性肺炎の発症を予防することが重要である。
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P-MT-40-3

大腿骨近位部骨折術後患者の早期転帰先決定に関連する要因
急性期病院における検討

西川 真世，上田 哲也，辻田 聡司，服部 玄徳

八尾徳洲会総合病院

key words 急性期・大腿骨近位部骨折・転帰

【はじめに，目的】

急速に高齢化が進む本邦において，大腿骨近位部骨折受傷者数は増加の一途を辿っている。術後の転帰先に影響を及ぼす因子と
して，年齢，認知症の有無，脳卒中の既往，受傷前の ADL 自立度，術後歩行能力など様々な報告がある。また，近年，地域在
住高齢者における種々の先行研究において生活の広がりが注目されてきているが，大腿骨近位部骨折患者の術後の転帰先に術
前の生活の広がりが与える影響を検討した報告は見当たらない。

そこで本研究では，先行研究からの転帰先予測因子に加え，大腿骨近位部骨折受傷前の生活の広がりにも着目し，転帰先に影響
する要因を検討することを目的とした。

【方法】

研究デザインは，前向きコホート研究とした。対象は，平成 27 年 6 月から 10 月までに大腿骨近位部骨折により入院し，観血的
治療を実施した患者 22 名とした。著明な認知機能低下がある者，重篤な神経症状を有する者は除外した。基本情報として年齢，
性別，BMI，術式（骨接合術，人工骨頭置換術），術後入院期間，入院時の血液データ（Alb，Hb）を電子カルテより収集した。
受傷前情報として独歩の可否，栄養状態（MNA�SF），生活の広がり（LSA）を聴取した。また，術後 3 日目の ADL 能力（FIM
運動項目），認知機能（MMSE），握力を評価した。転帰先が自宅の者を自宅群，転院の者を転院群とし，各項目について t 検定
および χ2検定を用いて 2 群間で比較検討を行った。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

自宅群 12 名（男性 5 名，女性 7 名，73.1±11.7 歳），転院群 10 名（男性 1 名，女性 9 名，81.1±7.8 歳）であり，2 群間で年齢，
性別に有意差は認められなかった。Alb 値は自宅群 3.5±0.4g/dl，転院群 2.7±0.6g/dl であり，自宅群が優位に高値であった（p
＜0.01）。受傷前に独歩が可能であった者は自宅群 10 名（83%），転院群 4 名（40%）であり，自宅群では優位に多かった（p
＜0.05）。MNA�SF は自宅群 11.6±1.5 点，転院群 7.3±4.0 点であり，自宅群が優位に高値であった（p＜0.01）。LSA は自宅群 75.6
±30.8 点，転院群 44.1±33.4 点であり，自宅群が優位に高値であった（p＜0.05）。術後 3 日目の FIM 運動項目の得点は自宅群 42.8
±14.6 点，転院群 29.2±14.3 点であり，自宅群が優位に高値であった（p＜0.05）。MMSE の点数は自宅群 28.1±2.9 点，転院群
24.2±4.0 点であり，自宅群が優位に高値であった（p＜0.05）。握力は自宅群 19.0±7.4kg，転院群 12.5±2.7kg であり，自宅群が
優位に高値であった（p＜0.05）。術式，術後入院期間，Hb 値に有意差は認められなかった。

【結論】

大腿骨近位部骨折の転帰先には，栄養状態，受傷前の独歩の可否，生活の広がり，術後 3 日目の ADL 能力，認知機能，握力が
関連していた。先行研究において報告されている項目に加え，受傷前の生活の広がりを評価することで早期の方向性決定につな
がると考えられる。
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P-MT-40-4

大腿骨近位部骨折患者における自宅復帰に影響する因子の検討

井手 宗樹1），梅野 裕昭1），黒田 厚1），中川 慎也1），大西 直斗1），七森 和久2）

1）社会医療法人恵愛会大分中村病院リハビリテーション部，
2）社会医療法人恵愛会大分中村病院整形外科，リハビリテーション科

key words 大腿骨近位部骨折・自宅復帰・ADL

【目的】

高齢者の大腿骨近位部骨折は，地域包括ケアシステム構築において重要な対象疾患の一つであり，早期から在宅を見据えた歩
行・ADL などの動作介入は，術後合併症予防ならびに在院日数の短縮も期待される。自宅復帰に関わる因子として，年齢，受
傷前の歩行能力，認知機能の程度，介護者の有無などの報告がされており，術後早期から活用できる指標が求められる。今後，
当院における大腿骨近位部骨折の予後予測チャート作成に向け，今回，自宅復帰に影響する因子を後方視的に調査・検討するこ
とを目的とした。

【対象と方法】

対象は，平成 26 年 1 月から平成 27 年 12 月までに自宅で転倒受傷し当院で大腿骨近位部骨折に対して手術（人工骨頭挿入術ま
たは観血的骨接合術）を施行した 75 歳以上の女性 72 名（平均年齢 85.1±5.78 歳）とし，自宅に退院した群（自宅群）45 名，自
宅以外へ退院した群（非自宅群）27 名の 2 群に分類した。検討項目は，カルテより年齢，BMI，手術後離床開始日数，手術後歩
行開始日数，入院前の歩行・トイレ・入浴・更衣と退院時の歩行・トイレ・入浴・更衣，認知症の有無を抽出し 2 群間で比較し
た。ADL の項目に関しては Barthel Index の点数を用いた。統計学的検討は，Mann�Whitney の U 検定と X2検定を行った。有
意差がみられた項目に関して，ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は危険値 5％ 未満とした。

【結果】

自宅群/非自宅群の平均値と標準偏差値は，年齢 82.7±5.5/89.0±3.8 歳，BMI 21.7±4.0/20.0±3.4，手術後離床開始日数 2.5±1.6
日/3.3±2.1 日，手術後歩行開始日数 5.5±3.2/5.9±3.1 日，入院前の歩行 14.2±1.8 点/13.0±2.5 点，トイレ 9.8±1.0/8.3±2.4 点，
入浴 3.9±2.1/1.7±2.4 点，更衣 9.8±1.0/8.1±2.5 点，退院時の歩行 12.9±3.1 点/7.0±4.7 点，トイレ 9.0±2.0/6.5±2.7 点，入浴 1.9
±2.5/0.0±0.0 点，更衣 9.2±1.8/5.4±2.7 点であった。認知症の有無は，有り 14/21 名，無し 31/6 名であった。2 群間で有意差が
みられたのが，年齢，入院前の歩行・トイレ・入浴・更衣，退院時の歩行・トイレ・入浴・更衣と認知症の有無であった。ロジ
スティック回帰解析での自宅退院の因子は，退院時更衣動作が影響していた。

【考察】

今回の結果から年齢，入院前の ADL，退院時の ADL，認知症の有無が自宅復帰に影響する因子として挙げられた。これは，岡
田らによる ADL（着替え・入浴・排泄）が自立していることが，自宅で生活していることと有意な関連があるとした報告と同
様の結果であった。これらの結果からも，早期から立位・歩行に併せトイレ動作・更衣動作の自立度を高めることは，自宅復帰
の一要因になりうると考える。今後，術式による自宅復帰率の違いなども調査を行い，大腿骨近位部骨折の予後予測チャートを
作成し，他職種間で共有できるよう努めたい。
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P-MT-40-5

年齢別にみた超高齢女性の大腿骨近位部骨折後の身体機能と退院先の関係

大岡 恒雄1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2），島 俊也1），白川 泰山1）

1）マッターホルンリハビリテーション病院，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words 超高齢者・大腿骨近位部骨折・退院先

【はじめに，目的】

我が国は超高齢社会の進行に伴い，85 歳あるいは 90 歳以上のいわゆる超高齢者（oldest old）が大腿骨近位部骨折を受傷するこ
とが多くなっている。当院では，超高齢者における大腿骨近位部骨折術後の運動療法の機会が増加している。超高齢者の大腿骨
近位部骨折患者に関する先行研究では，術後の歩行再獲得率や自宅退院の関連因子などについて報告があるが，超高齢者を年齢
別に分け身体機能や退院先を比較した報告は渉猟した限りでは見当たらない。

本研究は，90 歳以上の対象で他の年齢層と比較し身体機能や退院先に違いがあるかを明らかにし，効果的な理学療法の一助にな
ることを目的とした。

【方法】

対象は，平成 24 年 6 月 1 日～平成 28 年 10 月 1 日の 4 年 4 カ月の期間，当院にて手術後に入院治療した 80 歳以上の大腿骨近位
部骨折患者女性 133 名とした。対象を 80 歳から 5 歳ごとに 3 群に分けた（80～84 歳群 45 名，85～89 歳群 48 名，90 歳以上群
40 名）。各群で退院先，年齢，身長，体重，改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS�R），入院時と退院時の 10m 歩行時間お
よび術側の等尺性膝伸展筋力，機能的自立度評価表（FIM）などを調査した。統計学的分析は，3 群の調査項目の比較は一元配
置分散分析を行い，90 歳以上群の自宅群と非自宅群の比較は対応のない t 検定を行った。危険率は 5% 未満を有意とした。

【結果】

80～84 歳群の退院先は自宅 37 名（87%），施設 6 名（10%），転院 2 名（3%），死亡 0 名であった。85～89 歳群では同様に，自
宅 34 名（65%），施設 12 名（32%），転院 3 名（3%），死亡 0 名であった。90 歳以上群では自宅 17 名（42%），施設 14 名（34%），
転院 5 名（12%），死亡 5 名（12%）であった。

80～84 歳群の 10m 歩行時間は，入院時 14.2±7.5 秒，退院時 10.8±3.2 秒となった（p＜0.05）。85～89 歳群では，入院時 21.0±13.3
秒，退院時 14.2±6.1 秒となった（p＜0.05）。90 歳以上群では，入院時 28.7±15.1 秒，退院時 18.9±8.9 秒となった（p＜0.05）。
80～84 歳群の入院時の FIM は，入院時の 85～89 歳群と 90 歳以上群の値より有意に高かった（p＜0.05）。80～84 歳群と 90 歳以
上群では体重，入院時と退院時の術側の等尺性膝伸展筋力，FIM で 90 歳以上群の方が有意に低値であった（p＜0.05）。

90 歳以上の自宅群は非自宅群に比べ，体重，HDS�R，入院時と退院時の 10m 歩行時間，入院時と退院時の術側等尺性膝伸展筋
力，入院時と退院時の FIM で有意な差がみられた（p＜0.05）。

【結論】

80～84 歳群の自宅復帰率（87％）に対し，明らかに 90 歳以上群は低かった（42％）。90 歳以上群で自宅群と非自宅群を比較し
た結果，90 歳以上群の自宅復帰率を高めるための関連項目が多く示された。認知機能の改善に対する理学療法のコンセンサスは
不十分な反面，超高齢者に理学療法を実施するうえでポイントになると考えた。
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P-MT-41-1

人工膝関節全置換術後患者の術創部癒着を評価する測定器具の信頼性と妥当性

藤澤 俊介1），古谷 英孝1），山口 英典1），田澤 智央1），美崎 定也1），杉本 和隆2）

1）苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科，2）苑田会人工関節センター病院整形外科

key words 人工膝関節全置換・術創部・柔軟性

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）を含む外科的手術による術創部の癒着は，疼痛，機能面に影響を及ぼすことが報告されている。TKA
の術後成績を評価する上において術創部の柔軟性についても着目するべき点であると考える。Ferriero らは，術創部の柔軟性の
測定する器具として Adheremeter を開発し，信頼性があることを報告した。今回，TKA 後における Adheremeter の信頼性と
妥当性を検証することとした。

【方法】

Adheremeter は，術創部を対象者が痛みに耐えうる範囲において上下内外方向へ最大伸張し，その最大位を結んだ 4 角形の可動
面積｛（内側+外側）×（上方+下方）÷2｝を算出することによって術創部の柔軟性を評価する測定器具である。今回，術創部の
柔軟性を示す変数として膝蓋上嚢部，膝蓋骨上部，膝蓋腱部の 3 点の合計面積を算出した。測定肢位は膝関節屈曲 30̊，90̊，最
終域とした。対象は，初回 TKA を施行し，術後 2 ヵ月以上経過した者とした。除外基準は再置換術，骨関節の手術既往歴，皮
膚疾患，火傷，リンパ浮腫を有する者とした。検者内信頼性は，2 週間以内に同一患者に再測定を行い，検者間信頼性は，ラン
ダムに選択された 3 名の理学療法士が同時期に同一患者に測定を行った。統計解析は検者内・間信頼性には級内相関係数，系統
誤差の有無には Bland�Altman plot を用いた。外的基準として膝関節屈曲可動域，瘢痕に対する評価尺度である Vancouver Scar
Scale（VSS），瘢痕を客観的因子及び主観的因子から評価する Kyoto Scar Scale（KSS），手術した人工関節を意識しないで生活
できている程度を評価する日本語版 Forgotten Joint Score（JFJS�12），Western Ontario and McMaster Universities Osteoar-
thritis Index（WOMAC）疼痛項目，身体項目（WOMAC�P，�F），11 段階の Numerical Rating Scale による最終屈曲位伸張感，
階段昇降時伸張感とした。統計解析は単相関分析を用いた（有意水準 5％）。

【結果】

対象は 35 名，男性 7 脚，女性 42 脚，平均年齢 73±13 歳であった。級内相関係数の結果，ICC（1，1）：0.74（95％CI：0.54�0.87），
ICC（2，1）：0.84（95％CI：0.68�0.92）であり，Bland�Altman plot からも系統誤差は確認されなかった。単相関分析の結果，
30̊ 面積は最終屈曲位伸張感（r＝�0.29），WOMAC�F（r＝0.29），90̊ 面積は階段昇降時伸張感（r＝�0.41），屈曲可動域（r＝0.39），
WOMAC�F（r＝0.33），最終屈曲位伸張感（r＝�0.31），最終域面積は最終屈曲位伸張感（r＝�0.37），階段昇降時伸張感（r＝�0.35），
VSS（r＝�0.31），WOMAC�F（r＝0.30），JFJS�12（r＝0.28）にそれぞれ有意な相関を認めた。

【結論】

Adheremeter は TKA 後の術創部の柔軟性を測定する上で信頼性，妥当性を兼ね備えた器具であることが示された。また，術創
部の柔軟性が良いと屈曲可動域が良好であり身体機能が高く，膝を気にせず，階段昇降の伸張感も少ないことが確認された。
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P-MT-41-2

人工膝関節置換術患者における簡易的に下肢筋力を評価できるパフォーマンステストの信頼性と妥当性
階段昇降困難感との関連性・2施設間研究

田澤 智央1），古谷 英孝1），山口 英典1），藤澤 俊介1），美崎 定也1），中村 睦美2），杉本 和隆3）

1）苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科，2）赤羽中央総合病院リハビリテーション科，
3）苑田会人工関節センター病院整形外科

key words 人工膝関節置換術・片脚スクワットテスト・階段降段困難感

【目的】

人工膝関節置換術（Knee Joint Replacement：KJR）の治療成績は良好であるが，階段昇降動作時に困難感が残存する者が多い
と報告されている。階段昇降能力を評価する上で下肢筋力や動作の質を評価することは重要であり，臨床上簡便に評価できる方
法が望まれる。簡便に下肢筋力を評価できるパフォーマンステストとして片脚スクワットテスト（Single Leg Squat Test：
SLST）があり，主に前十字靭帯損傷術後患者に用いられている。SLST は片脚立位から支持側の膝関節を約 50̊ まで屈曲させて
開始肢位に戻る動作を連続 5 回行わせるものであり，KJR 患者にも適応可能であると考える。そこで，本研究の目的は KJR
患者を対象に SLST が下肢筋力および階段昇降動作困難感と関連するものか信頼性を含めて検討することとした。

【方法】

対象は，2 施設のいずれかで片側または両側の初回 KJR を施行された者とした。除外基準は，階段昇降が一足一段で行えない者，
レントゲン画像上大腿脛骨角が 180̊ 以上，170̊ 以下の者，重篤な術後合併症がある者，心疾患・神経疾患・下肢関節疾患の手術
既往がある者，認知障害がある者とした。片脚スクワット 5 回中 3 回以上膝関節が第 2 趾よりも内側に位置した場合を Poor，そ
れ以外の場合を Good と評価し，片側例 Good，両側例のうち両側 Good の者を良好群，それ以外の者を不良群に分類した。対象
者 20 名の SLST を撮影し，動画をもとに評価を行い，信頼性の検討を行った。妥当性の検討における外的基準は，5 段階の階段
昇降動作困難感（1：困難なし，2：少し困難，3：中等度困難，4：困難，5：かなり困難），手術した人工関節を意識しないで生
活できている程度の評価に用いる日本語版 Forgotten Joint Score（JFJS�12），活動性の高い術後患者の評価に用いる日本語版
High�Activity Arthroplasty Score（JHAAS）とし，群間比較を行った。また，等尺性膝関節伸展筋トルク（筋力），5 段階の階
段昇降動作時の疼痛において，Good と Poor の比較を行った（有意水準 5％）。

【結果】

SLST の信頼性は，検者内 0.73，検者間 0.83 であった。妥当性の対象者は，良好群 39 名（平均年齢 72.7 歳，BMI25.3kg/m2，女
性 79％，Good61 脚），不良群 46 名（71.7 歳，26.7 kg/m2，女性 91％，Good21 脚，Poor63 脚）であった。昇段動作困難感（良
好群：1.5，不良群：1.8），JHAAS（8.8，7.8）に有意差は認められなかったが，降段動作困難感（1.7，2.2），JFJS�12（63.2 点，
49.5 点）において良好群よりも不良群の方が有意に劣っていた。また，階段昇降動作時の疼痛（Good：1.6，Poor：1.8）に有意
差は認められなかったが，筋力（1.1Nm/kg，0.8Nm/kg）において Good よりも Poor の方が有意に劣っていた。

【結論】

SLST は信頼性が高い上，筋力，降段動作困難感，膝を気にする程度に関連するパフォーマンステストであることを示した。SLST
は治療の効果判定として臨床的意義があると考える。
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P-MT-41-3

術後 1年を経過した人工膝関節全置換術症例の満足度に影響する身体活動量と
膝関節伸展筋力との関係

原 真希1），岩見 憲司1），林崎 拓也1），和田 直人1），豊田 章宏1），藤本 英作2），藤村 宜史1）

1）中国労災病院中央リハビリテーション部，2）中国労災病院整形外科

key words 人工膝関節全置換術・満足度・身体活動量

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（total knee arthroplasty：以下 TKA）は，主に膝痛改善とそれに伴う活動性の拡大を目的に施行され，活
動量の増加と QOL の向上に一定の効果を得ている。しかしながら，術後に満足度が低い患者を度々経験する。満足度および疼
痛や活動量は主観的要素により評価が難しい。先行研究によると術後の身体活動量では，残存痛と自己効力感が強く関与すると
報告されているが，満足度と身体活動量との関連を検討した報告は見当たらない。満足度に影響する要因を明らかにすること
は，理学療法プログラムを立案するうえで有用と考える。そこで，本研究は，TKA 術後患者の満足度に対する身体活動量と筋
力の関係性を明らかにすることとした。

【方法】

研究のデザインは横断研究である。対象は平成 27 年 4 月～9 月までの間に当院にて同一術者による TKA を施行した 24 例 24
膝関節とした。（平均年齢 76.1±7.6 歳，男性 8 例，女性 16 例）。測定項目は，The Knee Society Score（以下 KSS），Physical
Activity Scale for the Elderly（以下 PASE），術側膝関節伸展筋力（以下伸展筋力）とした。測定時期は術後 1 年とし，測定者
は担当理学療法士とした。KSS と PASE は面接式記述で実施し，伸展筋力測定には徒手筋力測定器（OG 技研社製 ISOFORCE
GT�360）を使用し，膝関節 60 度屈曲位での最大等尺性筋力を 1 回のみ測定した。実測値を体重で除し，トルク体重比に変換し
た。KSS は，膝の症状，満足度，期待度，活動性の下位項目から構成される。これらの下位項目のうち満足度の質問 5 項目（座
位，臥床時，起床時，家事動作，娯楽活動）の 5 段階の点数を抽出した。PASE は過去 1 週間の身体活動の実践状況を問うもの
であり，余暇活動，家庭内活動，仕事関連活動の下位項目から構成される。これらの下位項目の点数を算出した。

統計解析は KSS 満足度の質問 5 項目に対する PASE 下位項目点数と伸展筋力の関連性を検証するために Spearman 相関係数
を求めた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

KSS 満足度の質問 5 項目のうち，起床時（r=0.41，P＜0.05），家事動作（r=0.45，P＜0.05）が PASE 余暇活動と相関を認めた。
KSS 満足度の質問 5 項目全てと伸展筋力に相関を認めた。（座位：r=0.69，P＜0.05，臥床時：r=0.72，P＜0.05，起床時：r=0.86，
P＜0.05，家事動作：r=0.86，P＜0.05，娯楽活動：r=0.88，P＜0.05）

【結論】KSS 満足度の質問 5 項目のうち，起床時と家事動作の 2 項目が PASE 余暇活動と相関を認めた。KSS 満足度の質問 5
項目全てと伸展筋力に相関を認めた。つまり，満足度の向上には伸展筋力の回復と実生活における活動量の増加が必要である。
そのためには，日常生活の役割や趣味活動，外出の機会など積極的な活動を促す必要があると考える。
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P-MT-41-4

人工膝関節全置換術症例における術前の生活空間の違いが術後の身体機能・
QOLに及ぼす影響

上林 和磨1），田村 暁大1），三宮 将一1），坂本 篤則1），戸塚 裕亮1），山賀 恭介1），刀根 章浩1），
赤坂 清和2），山本 邦彦3）

1）社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院リハビリテーション科，
2）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，3）社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院整形外科

key words 変形性膝関節症・TKA・Life Space Assessment

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（膝 OA）患者は，身体活動量の低下により生活空間の範囲が狭小化することが報告されており，身体機能や QOL
の低下を引き起こす可能性が高いことが示唆されている。また，重度の膝 OA 患者は人工膝関節全置換術（TKA）が適応とな
り，術後の身体機能や QOL が有意に改善することが報告されている。しかし，術前に生活空間が狭小化されていた TKA 症例
の術前後での身体機能や QOL の変化は明らかにされていない。そこで，本研究の目的は術前の生活空間の違いが術後の身体機
能や QOL に及ぼす影響を明らかにすることとした。

【方法】

対象は 2015 年 1 月～2016 年 5 月に片側または両側膝 OA の診断にて手術目的で入院した 43 名から，併存疾患のため評価困難
となった 18 名を除外した 25 名とした。術前の生活空間評価には Life Space Assessment（LSA）を用いた。術前と退院時に身
体機能と QOL を評価した。身体機能評価は，NRS にて術側膝関節の運動時・荷重時痛，術側膝関節屈曲・伸展 ROM，術側膝
関節伸展等尺性筋力（トルク体重比），術側片脚立位時間，TUG，6m 歩行テスト，JOA スコアを測定した。QOL 評価には
WOMAC 機能・疼痛スコアを用いた。なお，入院期間中は全ての対象者に通常の理学療法プログラムが実施された。LSA の得
点が 56 点以上を広範囲活動群（L 群，n=14），56 点未満を狭範囲活動群（S 群，n=11）とし，各身体機能・QOL 評価に対して，
群と時期の 2 要因で分割プロットデザインの二元配置分散分析を実施した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

LSA の得点は L 群が 95.5±20.0 点，S 群が 32.2±18.6 点であった。WOMAC 機能スコアは交互作用と時期において主効果を認
めた（L 群：術前 68.0±12.7 点，退院時 79.3±15.0 点，S 群：術前 54.3±16.7 点，退院時 69.1±20.7 点）。疼痛スコアは時期にお
いて主効果を認めた（L 群：術前 50.4±21.3 点，退院時 72.9±13.1 点，S 群：術前 46.0±13.9 点，退院時 65.5±14.6 点）。身体機
能評価では，膝関節伸展 ROM（L 群：術前�14.3±5.5̊，退院時�0.7±1.8̊，S 群：術前�14.3±7.6̊，退院時�1.5±2.4̊），荷重時痛

（L 群：術前 3.9±2.9，退院時 1.8±1.4，S 群：術前 6.2±2.8，退院時 1.8±1.6）は時期において主効果を認め，その他の評価項目
では交互作用と主効果を認めなかった。

【結論】

本研究の結果から，術前の生活空間の範囲が狭い TKA 術後症例において，術前での荷重時痛が QOL を低下させている可能性
があるため，TKA 術後に荷重時痛が軽減したことで退院時の QOL が改善したと考えられる。そのため，生活空間の範囲が狭い
膝 OA 症例に対して，術前から疼痛軽減を図ることにより QOL を改善させることは，術後の身体機能や QOL に前向きな影響を
及ぼすことが推測される。
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P-MT-41-5

人工膝関節全置換術患者の健康関連QOLの回復過程と影響を及ぼす因子

飛永 敬志1,2），岡 浩一朗3），谷澤 真1），斉藤 孝道1），東村 隆1），大関 覚4）

1）獨協医科大学越谷病院リハビリテーションセンター，
2）早稲田大学総合研究機構エルダリー・ヘルス研究所，3）早稲田大学スポーツ科学学術院，
4）獨協医科大学越谷病院整形外科

key words 人工膝関節全置換術・健康関連QOL・セルフ・エフィカシー

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）は健康関連 QOL（HRQOL）を向上し，術後 3 ケ月または術後 6 ケ月時点で著明に改善することが
報告されているが，本邦での報告は少ない。運動や身体活動に関するセルフ・エフィカシー（SE）は HRQOL に関係するとされ
ている。しかしながら TKA 患者の身体活動 SE 及び HRQOL の回復過程や HRQOL に影響を及ぼす因子について明らかにされ
ていない。本研究の目的は TKA 患者の理学療法介入終了後の身体活動 SE 及び HRQOL の回復過程を把握し，HRQOL に影響
を及ぼす因子について検討した。

【方法】

対象は 2009 年 8 月から 2016 年 4 月までに当院で理学療法を実施した初回片側 TKA 患者 84 例 84 膝，手術時年齢は 73.1±7.7
歳，BMI26.3±4.2 kg/m2，術後在院日数 25.4±6.7 日でした。評価は術前，術後 3 ヶ月と 6 ヶ月とした。

膝の痛みと機能は準 WOMAC，身体活動 SE は虚弱高齢者の身体活動 SE 尺度（歩行，階段，重量物）を用いた。HRQOL の評
価は SF�36v2 の下位 8 尺度である身体機能，日常役割機能－身体，体の痛み，全体的健康感，活力，社会生活機能，日常役割機
能－精神，心の健康を国民標準値に基づいたスコアリングで算出した。また身体的サマリースコア（PCS）と精神的サマリース
コア（MCS）と役割/社会的サマリースコア（RCS）を用いた。

統計解析は回復過程を一元配置分散分析と Bonferroni 多重比較，HRQOL に影響を及ぼす因子をステップワイズ法による重回
帰分析を行った。統計解析は SPSSver.19.0 を用いて，有意水準は 5% とした。

【結果】

各項目は術前（T1）→術後 3 ヶ月（T2）→術後 6 ヶ月（T3）の順に平均値±標準偏差で示した。

準 WOMAC の機能は 59.5±20.2→78.4±15.0→79.8±15.2 点で，T1 と比較して T2 と T3 で，T2 と比較して T3 で有意に改善し
た。歩行 SE は 12.4±5.0→14.9±6.4→15.9±5.3 点，階段 SE は 9.2±4.6→12.6±5.2→12.9±5.3 点，重量物 SE は 15.8±6.3→18.5
±5.7→18.7±5.4 点となり，T1 と比較して T2 と T3 で有意に向上した。

SF�36v2 における下位 8 尺度は全尺度において，T1 と比較して T2 と T3 で有意に改善した。PCS は 19.6±11.9→30.3±12.1→
30.8±11.9 点で T1 と比較して T2 と T3 で有意に改善した。MCS は 55.1±10.8→57.0±9.2→56.0±9.0 点で有意差はなかった。
RCS は 34.2±15.1→36.4±14.4→39.9±11.9 点で T1 と比較して T3 で有意に改善した。

重回帰分析の結果，術後 6 ケ月時点の HRQOL において PCS は準 WOMAC の機能（β＝0.625），MCS は重量物 SE（β＝0.370），
RCS は歩行 SE（β＝0.424）が影響を及ぼす因子として抽出された。

【結論】

TKA 患者の身体活動 SE と HRQOL は術後 3 ケ月で有意に改善し，術後 6 ケ月まで維持されていた。HRQOL に影響を及ぼす因
子として機能と身体活動 SE が重要であることが示唆された。しかしながら PCS と RCS が術前と比較して有意に改善している
ものの国民標準値と比較して低値であることから，HRQOL に関する理学療法介入の余地があるのではないかと考えられる。
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P-MT-42-1

年代別 TKA患者の機能面における術後経過

渡辺 裕介1），池田 真琴1），湯朝 友基2），張 敬範2），江本 玄2）

1）江本ニーアンドスポーツクリニックリハビリテーション部，
2）江本ニーアンドスポーツクリニック整形外科

key words TKA・年代別・機能評価

【はじめに】

全人工膝関節形成術（以下 TKA）は安定した除痛効果が期待でき，術前よりも歩行能力の向上や ADL 動作獲得が可能である。
今回，年代別に運動機能面の調査を行った。

【対 象】

当院にて 2012 年 4 月～2015 年 7 月までに初回 TKA を施行し，1 年以上当院にて術後フォローが可能であった 429 例（男性 120
例，女性 309 例，平均年齢 74.0 歳）を対象とし，手術時年齢において，50 代 19 例，60 代 84 例，70 代 214 例，80 代以上 112
例に分けた。

【方 法】

手術前，3 ヵ月，1 年時における膝関節屈曲 60̊ での等尺性膝伸展筋力，10m 歩行時間，Time up and Go Test（以下 TUG），術
側片脚立位時間の調査を行った。

【結 果】

1 年時，筋力は 50 代 34.9kgf（術前 27kgf，3 ヵ月 27.2kgf），60 代 37.2kgf（術前 24.8kgf，3 ヵ月 24.9kgf），70 代 30.3kgf（術前
21.1kgf，3 ヵ月 22.7kgf），80 代 27.3kgf（術前 19.8kgf，3 ヵ月 21.4kgf）であった。

10m 歩行時間は 50 代 7.6 秒（術前 9.7 秒，3 ヵ月 8.3 秒），60 代 8.4 秒（術前 10.0 秒，3 ヵ月 9.3 秒），70 代 10.2 秒（術前 11.7
秒，3 ヵ月 10.6 秒），80 代 11 秒（術前 13.6 秒，3 ヵ月 11.3 秒）であった。

TUG は，50 代 7.8 秒（術前 8.9 秒，3 ヵ月 7.8 秒），60 代 8.3 秒（術前 9.2 秒，3 ヵ月 8.5 秒），70 代 10.2 秒（術前 11.7 秒，3 ヵ月
10.3 秒），80 代 11.1 秒（術前 14.6 秒，3 ヵ月 10.2 秒）であった。

片脚立位時間は 50 代 50.5 秒（術前 34.0 秒，3 ヵ月 51.3 秒），60 代 53.5 秒（術前 9.3 秒，41.2 秒），70 代 24.2 秒（術前 11.7 秒，
3 ヵ月 24.9 秒），80 代は 13.5 秒（術前 8.5 秒，3 ヵ月 12.8 秒）であった。

【結 論】

今回の結果から，術後 1 年時において，各年代とも筋力，歩行，バランスの改善を認めた。術後 3 ヵ月時での改善は，片脚立位
時間が 50 代，60 代が 70 代，80 代の高齢世代よりも著明であった。そのため，70 代，80 代の高齢世代に対して早期からのバラ
ンス機能への治療の立案や工夫が必要だと考える。
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変形性膝関節症の重症度と転帰の関係
―手術回避に関わる因子の検討―

皆川 陽美1），弦巻 徹1），藤澤 汐里1），富田 樹1），齋藤 昭彦2），天本 藤緒3）

1）自由が丘整形外科リハビリテーション科，2）杏林大学保健学部，3）自由が丘整形外科

key words 膝関節・変形性膝関節症・手術

【はじめに，目的】

自由が丘整形外科はセカンドオピニオン目的で来院される変形性膝関節症（以下，膝 OA）の患者が多い。前医にて手術を勧め
られたが保存療法を希望し来院される方である。

OARSI のガイドラインでは，非薬物療法と薬物療法の併用によって十分な疼痛緩和と機能改善が得られない膝 OA の場合手術
を考慮するとされている。このように手術適応には明確な定義がある訳ではなく，当院においては膝 OA の重症度が高い例，保
存療法（ステロイド注射，理学療法，生活指導）無効例，年齢に対し機能障害が高度な例を手術適応としている。

そこで当院を受診し，手術を回避できた例と手術適応にて他院紹介となった例における割合と，保存療法が有効な膝 OA の画像
診断学的特徴の検討を行うことで膝 OA の保存療法が有効である因子を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は 2014 年 1 月から 2016 年 8 月までの間に当院にて，膝 OA または骨壊死の診断がついた例のうち，自己免疫疾患を合併し
ている例を除き，医師より手術（人工関節置換術，高位脛骨骨切り術）目的で他院へ紹介した 88 人 122 膝（男：女＝17：61，
年齢 67.51±9.83 歳，身長 1.58±0.08m，体重 61.51±12.24kg，BMI24.21±4.43）（手術適応群）と当院にて保存療法を実施し手術
を回避できている人のうち，無作為に 148 人 202 膝（男：女＝23：125，年齢 63.97±10.24 歳，身長 1.58±0.08m，体重 56.84±9.59
kg，BMI22.83±3.05）（手術回避群）を対象とした。

画像所見にて，レントゲン上より重症度として，kellgren�lawrence の分類（以下 KL 分類），大腿脛骨角，MRI 上より骨髄浮腫・
骨壊死・ACL 損傷・リハ実施の有無を抽出し，手術適応群と手術回避群で比較することで保存療法が有効である因子の検討を
した。統計学的解析はそれぞれ対応のない t 検定，χ2検定にて処理し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

膝 OA または骨壊死の診断がついた全例（関節リウマチなどの自己免疫疾患を合併している例除外）のうち，手術を回避した例
の割合は 62.7％ であった。

骨壊死の有無では有意差がなかったが，KL 分類，大腿脛骨角，骨髄浮腫・ACL 損傷・リハ実施の有無では有意差が見られた
（P＜0.01）。上記の結果より手術回避群では KL 分類が低く，大腿脛骨角が小さく，骨髄浮腫・ACL 損傷・リハ実施の有無に関
係あることが示唆された。

【結論】

当院にて，膝 OA または骨壊死と診断され，関節リウマチなどの自己免疫疾患を合併している例を除外した患者のうち 6 割程度
の割合で人工関節置換術，高位脛骨骨切り術を回避できている。手術を回避した例は，手術適応となった例に比べ，骨壊死の有
無には関係が見られなかったが，KL 分類が低く，大腿脛骨角が小さく，骨髄浮腫・ACL 損傷が無い場合，そしてリハを実施し
ていた例が多いことが分かった。本検証より，膝 OA または骨壊死と診断された例について，レントゲンより KL 分類・大腿脛
骨角，MRI より骨髄浮腫・ACL 損傷の有無を確認することで，保存療法が有効であるか予測することが可能であると示唆され
た。
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P-MT-42-3

人工膝関節全置換術後の出血量が関節可動域に及ぼす影響について

藤井 隆文1），速水 翔平1），竹村 享子1），吉川 雅夫1），中島 幹雄2），常徳 剛2），速水 英之2）

1）医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部，2）医療法人大植会葛城病院人工関節センター

key words 人工膝関節・術後出血量・関節可動域

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下 TKA）術後の理学療法において関節可動域（以下 ROM）の獲得は非常に重要な課題の一つである。
TKA 術後の ROM 制限因子の 1 つに膝関節周囲の腫脹がある。TKA 術後の腫脹が ROM に影響するとの報告もあり，この腫脹
の要因として，術後の出血量の影響が考えられる。当院では，人工膝関節全置換術（以下 TKA）術後の出血対策として，H28.2
月よりステロイドとトラネキサム酸関節内投与を併用したドレーンクランプ法（以下 DC 法）を行っている。我々が独自で行っ
た先行研究により DC 法と，これ以前に行っていた術中皮下浸潤麻酔に通常のドレーンを使用した方法（以下 SC 法）との比較
において，DC 法がより出血量が少ないことが分かった（P＜0.05）。本研究では，術後出血量の差から生じる腫脹が ROM に及
ぼす影響について検討することを目的とした。

【方法】

H27.9 から H28.7 までに当院で FINE OMC CR 型 TKA を行った 53 例 53 膝のうち DC 群 29 例（男性 3 例，女性 26 例，75.5
歳±5.1）29 膝。SC 群 24 例（男性 2 例，女性 22 例，72.4 歳±8.5）24 膝を対象とした。当院の TKA データベースを用い，デー
タに不備があるものは除外した。検討項目は，自動および他動の膝関節屈曲・伸展 ROM，疼痛（Visual Analogue Scale（以下
VAS），Face Scale（以下 FS）で評価）とし，術前，手術翌朝（DC 群はドレーン解放直後），術後 1 日，3 日，7 日，14 日の値
を DC 群と SC 群で比較した。また，ADL 評価として術後 14 日の機能的自立度評価法（以下 FIM）各運動項目および運動項目
合計を採点し比較した。2 群を Mann�Whitney 検定を用いて統計解析を行い比較した。危険率は 5％ 未満とした。

【結果】

手術翌朝他動膝関節屈曲 ROM では，DC 群 92.2̊±13.8，SC 群 81.0̊±16.4 と有意差を認めた。術前，術後 1 日，3 日，7 日，14
日の自動及び他動 ROM，VAS，FS，各項目 FIM では，両群間で有意差を認めなかった。

【結論】

手術翌朝の ROM に有意差を認めたことは，DC 群において，術後出血量が少量であることで腫脹が軽減された結果，良好な
ROM を獲得できたと考える。入院期間の短縮が求められている近年，早期在宅復帰には術後早期から積極的な理学療法が必要
となる。術後早期に ROM を獲得することで術直後の離床に求められる基本動作（寝返り，起き上がり，起立）や移乗動作を容
易にし，また早期から腫脹の影響を受けることなく積極的に ROM や歩行を含めた各動作練習が可能となると考察される。術後
1 日目以降の ROM や疼痛に有意差を認めなかったことから，術後出血量は，術後早期からの理学療法導入には有用であるが，
機能回復や動作獲得を含めた長期的な経過においては，影響は少ないと考えられる。
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P-MT-42-4

変形性膝関節症および関節リウマチ患者における人工膝関節全置換術後の膝屈
曲可動域の改善率の比較

眞田祐太朗1），椎木 孝幸1），今高 康詞1），森岡 銀平1），大澤 傑2,3），行岡 正雄2,3）

1）行岡病院リハビリテーション科，2）行岡病院整形外科，3）大阪行岡医療大学医療学部

key words TKA・ROM・予後予測

【はじめに，目的】

関節可動域（ROM）は，人工膝関節全置換術（TKA）の術後成績を左右する重要な指標の一つである。ROM の改善を図ってい
く上では，術前 ROM に基づいた予後予測を行い個別性に配慮していくことが重要である。一方，変形性膝関節症（膝 OA）と
関節リウマチ（RA）における TKA 後の膝屈曲 ROM の相違については，先行研究において統一した見解は得られていない。本
研究では，膝 OA および RA 患者における TKA 後の膝屈曲 ROM を 1 年間縦断的に調査し，両疾患における術後 ROM の改善
率の相違について検討することを目的とした。

【方法】

対象は 2012 年～2014 年に膝 OA および RA を原疾患とし，当院にて TKA を施行した 37 名 45 関節とした。内訳は膝 OA 群が
22 名 28 関節（女性 28 関節，年齢 72.5±5.8 歳），RA 群が 15 名 17 関節（女性 13 関節，男性 4 関節，年齢 70.8±7.1 歳）であっ
た。膝 OA 群における罹患関節の内訳は，両側が 18 名，片側が 2 名，対側施行後が 2 名であった。使用機種は日本ストライカー
社製で，膝 OA 群が TriathlonⓇCS，RA 群は TriathlonⓇPS が 8 関節，ScorpioⓇNRG PS が 9 関節であった。取り込み基準は 60
歳以上，同一の術者，術前 ROM が 110̊ 以上，術前 TUG が 30 秒未満の者とした。研究デザインは前向きコホート研究で，ベー
スライン調査として術前に年齢，BMI，疾患名，罹患期間，膝屈曲・伸展 ROM，FTA を調査した。追跡調査として入院期間な
らびに術後 1・2・3・4 週および 3・6・12 ヵ月における膝屈曲 ROM を測定し，術前に対する術後 12 ヵ月の改善率（%）を算出
した。統計学的処理は，まず膝 OA 群と RA 群のそれぞれで，術後 12 ヵ月の ROM および改善率とベースライン調査項目なら
びに入院期間との相関係数を確認した。次に，術前 ROM に基づいてすべての対象関節を 130̊ 以上の良好群と 130̊ 未満の中間
群に分類し，その上で膝 OA 群と RA 群の 2 群に分類した。そして，分類した 2 群間における術前 ROM および術後改善率の相
違を独立した 2 群の差の検定を用いて検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

術後 12 ヵ月の ROM は術前 ROM（膝 OA 群：r=0.73，p＜0.01。RA 群：r=0.64，p＜0.01）と，術後改善率も術前 ROM（膝 OA
群：r=－0.52，p＜0.01。RA 群：r=－0.86，p＜0.01）との間にのみ有意な相関を認めた。術前 ROM は，良好群と中間群のそれ
ぞれで両疾患群間に有意差は認めなかった。術後改善率は，良好群では膝 OA 群（－3.6±4.8%）と RA 群（－2.6±4.7%）に有
意差は認めなかったものの，中間群では膝 OA 群（－0.6±4.6%）に比べ RA 群（6.2±5.4%）の方が有意に高値を示した（p＜0.01）。

【結論】

中間群の術後 ROM は，膝 OA 群は術前 ROM と同程度であったのに対して，RA 群は術前 ROM を平均 6% 上回っていた。関節
破壊の要因が退行変性に起因する膝 OA と炎症に起因する RA では，術後も温存される軟部組織の状態が異なることが推察さ
れる。そのため，関節破壊に至る両疾患の病態の相違が，術後 ROM の改善率に影響した可能性が考えられる。
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P-MT-42-5

人工膝関節全置換術に起因する大腿四頭筋の筋力低下を誘引する術部腫脹に関連する因子の検討
―多価不飽和脂肪酸に着目して―

高仲 理江，久保 裕介，杉浦 武，杉山 秀平，中嶋 仁美，鈴木 友美，小堀かおり，
小堀 眞

こぼり整形外科クリニック

key words 人工膝関節全置換術・筋力低下・多価不飽和脂肪酸

【目的】

近年，人工膝関節全置換術（total knee arthroplasty：以下，TKA）に起因する大腿四頭筋の筋力低下（Quadriceps Weakness：
以下，QW）に関連する因子として術部腫脹が挙げられた。また，腫脹の増大には駆血帯の利用による急性炎症（虚血再灌流障
害）が関与することが示唆されている。そこで我々は，急性炎症の発生と収束に関わる多価不飽和脂肪酸の n6 系不飽和脂肪酸

（以下，n6）と n3 系不飽和脂肪酸（以下，n3）に着目した。急性炎症の発生には n6，収束には n3 が関与することから，術前の
食事における n6 の摂取量が多く，n3 の摂取量が少ない対象者ほど腫脹が増大すると考えられる。本研究の目的は，食事摂取状
況と腫脹，腫脹と QW との関連を検討し，多価不飽和脂肪酸が腫脹を介して QW に関与することを明らかにすることである。

【方法】

対象は，2015 年 9 月から 12 月に TKA を施行した患者で同意が得られた 14 名｛男性 2 名，女性 12 名，年齢：74±6 歳，BMI：
25±3｝とした。主な評価項目は，食事評価による n6 と n3 の摂取量と大腿周径，大腿四頭筋筋力とした。食事評価は，術前 3
日間の食事内容を記録用紙に患者自身が記載し，それを検者がエクセル栄養君を用いて 3 日間の n6 と n3 の平均摂取量を算出
した。大腿周径と大腿四頭筋筋力は，手術 1 週間前と術後 4 日目に測定した。大腿周径は，膝蓋骨上縁 10cm の周径とし，術前
後の周径差を術部腫脹とした。大腿四頭筋筋力は，Hand�Held Dynamometer を用いて，膝関節伸展時の最大等尺性随意収縮力
を測定し，術前からの低下率（QW）を求めた。各評価項目の関連性は，ピアソンの積率相関係数を用いて検討した。なお，有
意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

各評価項目の平均値は，n6：10.8±3.4g，n3：2.9±1.2g，腫脹：3.0±1.8cm，QW：60±15％ であった。各評価項目の関連性に関
しては，n6 と腫脹（r＝0.56），腫脹と QW（r＝0.58）に有意な正の相関関係が認められた（p＜0.05）が，n3 と腫脹との間には
有意な相関関係は認められなかった（p＞0.05）。

【考察】

n6 と腫脹との間に有意な相関関係が認められたが，n3 と腫脹との間に有意な相関関係が認められなかったことから，TKA 後に
おける術部腫脹の制御には急性炎症を収束に誘導する n3 よりも急性炎症の発生に関与する n6 が重要な役割を果たすことが示
唆された。また，腫脹と QW との間にも有意な相関関係が認められたことは，先行研究を支持するものであり，腫脹の抑制は重
要課題であることが再認識された。本研究の成果により，術前指導の 1 つとして n6 の摂取量を減らす食事指導を実施する重要
性が示唆された。
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P-MT-43-1

関節リウマチ患者における人工関節術後の退院時歩行速度に影響を及ぼす術前
因子の検討

加古 誠人1），鈴木謙太郎1），寺井 千晶1），安田尚太郎1），松山美乃里1），佐藤 幸治1），門野 泉2），
小嶋 俊久3）

1）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科，3）名古屋大学医学系研究科整形外科学

key words 関節リウマチ・人工関節・歩行速度

【はじめに，目的】

関節リウマチ（RA）は，自己免疫学的機序を背景に慢性増殖滑膜炎により関節の軟骨・骨破壊が生じる炎症性疾患である。RA
治療は，生物学的製剤の導入により寛解が治療目標となっている一方で，長期罹患に伴い関節破壊が進行し，疼痛や歩行障害に
対し，人工関節置換術が必要になるとされている。特に歩行能力は退院の可否の因子であるため，術前より退院時の歩行能力を
予測し，適切なリハビリテーションを行うことが重要となる。そこで本研究は，人工関節術を施行した RA 患者の退院時歩行速
度に影響を及ぼす因子を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，2015 年 5 月から 2016 年 5 月までの期間に人工股関節置換術（THA）および人工膝関節置換術（TKA）を目的に当院
へ入院した RA 患者 21 例とした。歩行速度は，術前，退院時に 10m 最大歩行速度をそれぞれ 2 度測定し，速い値を採用した。
年齢，罹患年数，身長，体重を診療録より抜粋し，体組成は体組成計（Inbody720）を用いて骨格筋量，体脂肪量，BMI を測定
し，四肢筋肉量から骨格筋指数である Skeletal Mass Index（SMI）を算出した。運動機能は，ハンドヘルドダイナモメータ（μtasF�
100）を用い，術側，非術則の股関節外転および膝関節伸展筋トルクを算出した。術側，非術側の膝蓋骨近位 10cm における大腿
周径，下腿最大周径を測定した。痛みの評価は，痛みの程度を Visual analogue scale（VAS），痛みに対する破局的思考を Pain
catastrophizing scale（PCS）を用いて測定した。また，不安，抑うつを Hospital anxiety and depression scale（HADS）を用い
て測定した。統計処理は，退院時歩行速度に対する各指標間の関連を Peason の相関係数を用いた。結果は，平均値±標準偏差
で示し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者の内訳は，男性 6 例，女性 15 例，年齢 66.8±11.6 歳，身長 152.6±8.8cm，体重 51.0±9.0kg であり，THA は 5 例，TKA
は 16 例であった。術前歩行速度は 1.11±0.47m/s であり，退院時歩行速度は 0.91±0.33m/s であった。術前骨格筋量（r=.640，
p＜0.01），術前 SMI（r=.568，p=0.01）と有意な正の相関を示した。術前両側股関節外転筋力（術側：r=.814，p＜0.01/非術側：
r=.758，p＜0.01），術前術側膝関節伸展筋力（r=.617，p＜0.01）と有意な正の相関を示した。術前両側下腿最大周径（術側：r
=.541，p=0.02/非術側：r=.482，p=0.04）と有意な正の相関を示した。

【結論】

RA 患者の人工関節術後の退院時歩行速度に，術前の骨格筋量，SMI，股関節外転，膝関節伸展筋力，下腿最大周径など，筋力
に関わる因子が関連することが明らかになった。一方，VAS，PCS など術前の痛みや，術前の不安抑うつと有意な相関が認めら
れなかったことより，術前の痛みや精神機能は退院時の歩行速度へ影響が少なく，筋力の影響が大きいことが示唆された。本研
究の結果は，術前リハビリテーション介入方策の一助となる。
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P-MT-43-2

人工膝関節置換術前後における歩行機能の推移と傾向

東 直人，福迫 剛，上野 友愛，神囿 純一，砂原 伸彦

鹿児島赤十字病院

key words 人工膝関節置換術・急性期・歩行障害

【はじめに，目的】

人工膝関節置換術（以下，TKA）の件数は年々増加している中，急性期をはじめとした術後リハビリテーションを行う中で，術
後約 3 週間時点の歩行機能はクリニカルパス上，退院後の転帰に直結しやすく，歩行機能の改善に要する期間も症例により多様
である。そこで，TKA 前後における歩行機能とそれに関わる因子について検討した。

【方法】

対象は平成 28 年 6 月から 9 月までの間に当院において片側 TKA を施行された 13 名（男性 3 名，女性 10 名，年齢 74.9±8.2
歳，BMI25.6±2.4，原疾患：変形性膝関節症 10 例，関節リウマチ 3 例）とした。術前と術後約 3 週間の退院前に理学療法評価
を行った。評価項目は術側，非術側の最大膝関節伸展筋力と最大股関節外転筋力，Functional Reach Test（以下，FRT）と片脚
立位時間，術部 Visual Analogue Scale（以下，VAS），10m 歩行時間，Timed up and go test（以下，TUG），とした。筋力は Hand�
Held Dynamometer（アニマ社製 μTas F�100）を使用し，トルク長と体重をもとに単位を kgm/kg とした。

対象者を術前，術後約 3 週間とも独歩可能であった群（以下，独歩群），術前，術後いずれかに歩行補助具を要した群（以下，
補助具群）の 2 群に群分けした。分析は評価項目ごとに術前，術後で対応のある t 検定を行い，有意水準を 5% とした。また，
各群で術前，術後の項目間で Pearson の相関係数を算出し，関連性について検討した。

【結果】

独歩群は 5 名，補助具群は 8 名であり，年齢，BMI において群間での有意差は認めなかった。術前と術後約 3 週間において，独
歩群では術側最大膝関節伸展筋力が有意に低下した（p＜0.01）。補助具群では術部 VAS が有意に低下した（p＜0.05）。その他の
項目では有意差を認めなかった。

独歩群では術後約 3 週間において術部 VAS の差（術前－術後約 3 週間）と術側最大膝関節伸展筋力に中等度の相関を認めた
（r=0.62）。また，術側最大膝関節伸展筋力と術側 FRT（r=0.59），術側片脚立位時間（r=0.69）に中等度の相関を認めた。補助具
群では，術後約 3 週間において術部 VAS と 10m 歩行時間に中等度の相関（r=0.68），術部 VAS と TUG に強い相関を認めた

（r=0.84）。

これらより，独歩群では術部疼痛の軽減がバランス機能の改善など ADL 向上に関連しやすい傾向があるのに対し，補助具群で
は ADL 拡大にあたり術部疼痛の軽減が歩行機能改善へと結びつきにくい傾向がある。

【結論】

人工膝関節置換術後，約 3 週間で独歩獲得が困難な症例においては，①術前より術部疼痛のため最大筋力の発揮が困難である傾
向，または②疼痛の軽減が歩行機能の改善に結びつきにくい傾向があり，急性期リハビリテーションにおいては術前の時点から
下肢機能へのアプローチを行うことが術後の歩行機能改善を図る上で重要であることが考えられる。
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P-MT-43-3

人工膝関節全置換術前後における自由歩行と最大歩行速度の違いは外部膝関節
内反モーメント・歩行パラメーターに影響するのか？

土居 誠治1），楠 大吾1），白石 恵資2），石川 拓実2），上田 透2）

1）愛媛十全医療学院，2）愛媛十全医療学院附属病院

key words 人工膝関節全置換術・外部膝関節内反モーメント・歩行速度

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（TKA）前後において，理学療法により身体機能が改善し歩行速度が向上することを経験するが，TKA
前後における歩行速度増加が外部膝関節内反モーメント（KAM）に与える影響は解明されていない。本研究の目的は，歩行パ
ラメーターから歩行速度増加のメカニズムを検討し，KAM への影響を明らかにすることである。

【方法】

両変形性膝関節症（膝 OA）30 名（平均年齢 73.8±6.7 歳）で 10m 以上独歩可能な者を対象とし，三次元動作解析装置 VICON
MX（Vicon Motion Systems 社）と床反力計（AMTI 社）を用いて，自由歩行 5 施行と最大歩行速度 5 施行を TKA 前後で測定
した。X 線画像より大腿脛骨角（FTA）・K/L grade を測定した。解析は Polygon を使用し，各 5 施行の立脚初期，中期，終期
の KAM，歩行パラメーター（歩行速度，ケイデンス，歩幅，片脚・両脚支持時間）の平均値を算出した。KAM は体重で除し
た値とした。統計学的解析は正規分布を確認後，自由歩行と最大歩行速度の比較，術前後の比較に対応のある t 検定，Wilcoxon
の符号付順位和検定を用い，左右の比較は対応のない t 検定，Mann�whitneyU 検定を用いた。有意水準は 5% 未満とし，解析
は SPSS21（IBM 社）を使用した。

【結果】

TKA 前の FTA は術側 186.8±4.7̊，非術側 183.5±4.0̊ で，TKA 後は術側で 174.9±1.8̊，非術側は 183.5±4.0̊ であった。術前後
の比較では自由歩行と最大歩行速度の両方で歩行速度に有意差は認めなかった。自由歩行と最大歩行速度（自由歩行：最大歩行
速度）における歩行速度（m/sec）は，術前の増加率は 1.26 倍（0.81±0.17：1.02±0.22）で，術後の増加率は 1.23 倍（0.84±0.16：
1.03±0.19）で有意に増加（p＜0.01）していた。ケイデンス（steps/min）は術前（99.0±15.6：121.5±17.1），術後（103.8±12.6：
121.8±13.0）で最大歩行速度にて有意に増加（p＜0.01）していた。歩幅（m）は術前では自由歩行，最大歩行速度間で有意差が
なく，術後は非術側にて最大歩行時（0.48±0.05：0.51±0.06）に有意に増加（p＜0.01）していた。片脚・両脚支持時間は TKA
前後で最大歩行時に有意に減少（p＜0.01～0.05）していた。自由歩行と最大歩行速度における KAM（Nm/kg）に術前では有意
差がなく，術後は非術側立脚中期（0.43±0.21）・終期（0.46±0.22）で有意に減少（p＜0.05）していた。

【結論】

膝 OA である術前の歩行速度の増加は，歩幅の延長ではなくステップスピードを増加させ，片脚・両脚支持時間の減少によりケ
イデンスが増加し，歩行速度を増加させる戦略を展開したことが示唆された。TKA 後は術側の下肢機能の改善に伴い，非術側
の歩幅が増加し骨盤帯や体幹の代償により非術側の立脚中期と終期において KAM を減少させる歩行戦略が働いたと考えら
れ，今後更なる検証が必要である。研究意義として，TKA 前後における身体機能の改善に伴う歩行速度増加は，ケイデンスの
増加が主体であり，KAM の増加に影響しない可能性を提示したことである。
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P-MT-43-4

人工膝関節全置換術前後における歩行時の体幹・骨盤の前額面運動と外部膝関
節内転モーメントへの影響

石川 拓実1），土居 誠治2），佐藤 久友3），楠 大吾2），白石 恵資1），上田 透1），石田 裕也1），
渡邊 敦1），尾坂 良太1）

1）愛媛十全医療学院附属病院，2）愛媛十全医療学院，3）大阪医科大学附属病院

key words 変形性膝関節症・人工膝関節全置換術・歩行

【はじめに，目的】

外部膝関節内転モーメント（KAM）は変形性膝関節症（膝 OA）の発症や進行，人工膝関節全置換術（TKA）のインプラント
生存率に影響する。前額面の体幹・骨盤運動は膝関節のモーメントアームを変え KAM を変化させるが，TKA 前後での体幹・
骨盤運動は一貫した結果が得られていない。本研究の目的は TKA 前後での歩行時の体幹・骨盤運動を明らかにし，KAM との
関係を調査することである。

【方法】

対象は膝 OA と診断され，TKA を目的に当院へ入院した 23 人（年齢：72.8±7.1 歳）とした。三次元動作解析装置 VICON MX
（Plug in Gait 全身モデル 35 点マーカー）と床反力計を使用し，TKA 前（術前）と TKA 後 6 週（術後）で歩行解析を実施した。
歩行解析は定常歩行を 5 回測定し，その平均値を算出した。測定項目は 1st・2nd peak KAM と立脚期前半と後半（前半：1 歩行
周期の 0～30%，後半：31～60%）における胸郭・脊柱・骨盤の側方傾斜角度と股関節・膝関節内外転角度，外部股関節内転モー
メント（HAM）の peak 値とした。Wilcoxon の符号付順位和検定で術前と術後を比較し，Spearman の順位相関係数により各項
目と HAM，KAM 間の相関関係を解析した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

術後に FTA は減少し，歩行解析では KAM と股外転角度，膝内転角度は有意に減少した。前半の術側への脊柱傾斜は有意に減
少し，後半では術側への骨盤傾斜は有意に増加したが，その他の胸郭，脊柱，骨盤角度に有意差は認められなかった。

術前の KAM は股内転角度と有意な負の相関，膝内転角度と有意な正の相関を示したが，術後は相関を認めなかった。術前は
KAM と HAM 間の相関は認めず，術後では前半，後半の両方で有意な正の相関を認めた。また，術前は前半の脊柱と後半の胸
郭，術後は前半の胸郭における術側への傾斜角度と HAM 間で有意な負の相関を示し，後半の股内転角度は HAM と有意な正の
相関を認めたが，KAM との相関は認めなかった。

【結論】

術後は FTA の減少により KAM，股外転角度，膝内転角度が有意に減少した。術前は股，膝関節角度が KAM との相関を示し
たが，術後では KAM との相関を認めず，HAM は胸郭の術側への傾斜と負の相関，股内転角度と正の相関を認め，KAM と正
の相関を認めた。術後は下肢アライメントの改善により，膝関節のモーメントアームが減少した為，胸郭・脊柱・骨盤運動が膝
関節に与える影響が減少し，KAM との相関を認めなかった可能性がある。さらに胸郭・脊柱・骨盤の傾斜方向にばらつきが
あったことも KAM との相関の有無に影響を与えたと考える。本研究の意義として，KAM の減少には膝 OA は股関節・膝関節
内外転角度，TKA 後では HAM が影響することが明らかとなり，TKA 後は体幹，股関節機能を改善する必要性が示唆された。
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P-MT-43-5

術後に動作困難に陥った人工膝関節全置換術患者における歩行再獲得までの推移
～免荷式リフトPOPOの役割に関する一考察～

竹中 裕

社団医療法人かなめ会山内ホスピタルリハビリテーション部

key words 人工膝関節全置換術・免荷式リフトPOPO・運動学習

【はじめに・目的】人工膝関節全置換術（以下：TKA）は，脳血管障害の既往に関わらず麻痺が軽度かつ術前検査で合併症のリ
スクが低いと判断された場合に実施されるが，非麻痺側 TKA 術後の経過を記録した報告は我々の渉猟し得る限り見当たらな
い。今回，術後に動作困難に陥った左片麻痺後右 TKA 患者に対し，歩行支援機器を用いて実用的な歩行の獲得を目指したので
報告する。

【方法】症例は 70 代後半女性。TKA 施行 14 か月前に右被核出血（被核外側）発症，保存療法が選択され 3 か月でステッキ歩行
可能となり自宅で生活されていた。術前評価として，膝関節可動域：左右共に屈曲 130̊，伸展�10̊。筋力：右膝伸展 0.5Nm/kg，
左膝伸展 0.55Nm/kg。SIAS�motor：4－4－4－4－4。疼痛：Numerical Rating Scale（以下：NRS）動作時 7。Timed Up and
Go Test（以下 TUG�T）：右手ステッキ使用 85 秒。長谷川式簡易知能評価スケール 23 点（記憶で減点）。FIM 運動項目：69
点。術中トラブルなかったが術後 5 日を経過しても端座位保持困難，立位保持最大介助であった。また，歩行は両下肢ならびに
体幹の伸展位保持に最大介助が必要であり，右立脚期の運動制御課程において 1 人の療法士の徒手介助のみでは右膝折れを防
止できず創部伸張痛を誘発していた。患者自身が能動的に誤差を修正するための負荷量調整ならびに反復回数の獲得を目的と
して免荷式リフト POPO（以下：POPO）を使用した歩行練習を開始した。アシスト量について，右立脚期に膝折れする直前で
自己にて膝伸展動作可能な負荷量を目視ならびに徒手感覚で判断して設定した。

【結果】術後 25 日目に POPO を前方へ軽く押す程度の介助で 50m の連続歩行が可能になった。術後 30 日目に歩行器歩行とトイ
レ動作が監視で可能に，術後 55 日目に病棟内シルバーカー歩行自立となり，術後 89 日で自宅退院となった。退院時評価：疼
痛：NRS 動作時 0～2。右膝関節可動域：屈曲 115̊，伸展－5̊。筋力：右膝伸展 0.39Nm/kg，左膝伸展 0.6Nm/kg。TUG�T：71
秒。6 分間歩行距離：164m。FIM 運動項目：74 点。

【結論】POPO が第 3 の手として療法士のハンドリングをアシストした結果，右立脚期の運動制御課題について膝折れせず重心
を前方移動する運動の誘導を行い，且つ創部痛の発生を来すことなく反復して動作を遂行できた。方向転換時の足の踏みかえや
着座前の後方移動時，荷重量を調整しながら視覚からの情報入力による自身と空間との位置関係を調整でき，同時に運動学習が
可能なことは POPO 独自の機能である。前進のみの歩行練習に加え，ADL 動作に近い環境で実施した正しい運動出力・感覚入
力のループの再構築は，運動学習の定着ならびに実用的な移動への転移に繋がったと考える。
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P-MT-44-1

円背指数における体幹アライメントの変化が足趾把持力に及ぼす影響

小原 裕次，黒川 貴志，萩原 隆史，粂原 由梨，阿久津優佳

医療法人親仁会佐藤病院

key words 足趾把持力・円背指数・体幹アライメント

【はじめに，目的】足趾把持力の強化は転倒予防の観点のみならず，全身動作のパフォーマンス向上においても効果があるとさ
れており，足趾機能に関する報告は多い。測定肢位の違いによる足趾把持力の先行研究において，端座位では足関節中間位，股・
膝関節 90 度屈曲位で有意に足趾把持力が発揮できるとされ，立位と座位では測定結果に有意差が認められないと報告されてい
る。しかし体幹アライメントの違いによる報告は少ない。そこで今回は，体幹アライメントを円背指数で表し，足趾把持力への
影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象者は健常成人 18 名（男性 6 名，女性 12 名，平均年齢 28.0±5.0 歳，平均身長 162.2±9.4cm，平均体重 56.7±10.5kg）
である。測定肢位は，股関節内外転・内外旋中間位，膝関節 90̊ 屈曲位，足関節底背屈中間位で調整した椅子座位を基本姿勢と
して，骨盤前後傾中間位で体幹垂直位（以下，中間位），骨盤前傾位で脊柱前弯位（以下，前弯位），骨盤後傾位で脊柱後弯位

（以下，後弯位）の 3 条件とした。なお，前弯位は昇降可能なベッドに前腕部で，後弯位は椅子の背もたれに背部で上体を支持
した。足趾把持力の測定は，足趾筋力測定器（竹井工業機器，T.K.K.3364）を使用した。休息を設けながら 3 条件で各 2 回ラン
ダムに右足で測定し，その平均値を体重で正規化してデータとした。また自在曲線定規を使用して円背指数を各条件で求めた。
統計処理は，条件間の足趾把持力と円背指数をそれぞれ Friedman 検定の後，Tukey の方法で多重比較を実施した。さらに各条
件の円背指数と足趾把持力の関連を Spearman の順位相関係数を用いて検討した。それぞれ有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】足趾把持力は中間位 17.6±10.6%（10.1±6.8kg），前弯位 19.5±9.9%（11.1±6.4kg），後弯位 15.8±8.8%（9.0±5.6kg）であ
り，前弯位と中間位の間，前弯位と後弯位の間に有意差を認めた（p＜0.01）。円背指数は中間位 5.0±2.4，前弯位 2.9±1.9，後弯
位 12.8±3.3 であり，前弯位と中間位との間（p＜0.05），前弯位と後弯位，中間位と後弯位との間（p＜0.01）に有意差を認めた。
足趾把持力と円背指数との間に相関は認められなかった。

【結論】円背指数が有意に差のあった各条件で，足趾把持力は前弯位が中間位，後弯位と比較し有意に強いという結果が得られ
た。足趾把持練習により全身動作遂行能が向上すると言われており，今回の結果は体幹機能と足趾機能の関連を示唆するものと
考える。しかし，足趾把持力と円背指数との間に相関はみられないことから，個体間での比較よりも，個体内での円背指数の変
化が足趾把持力に影響する可能性があると考えられた。また今回の検討は，骨盤と円背指数の関係は考慮していない。今後は骨
盤前後傾と脊柱アライメントの条件分けによる足趾把持力への影響を検討し，足趾把持力の発揮にどう関連するのか明らかに
する必要があると考えられた。
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P-MT-44-2

ヒールパッドが矢状面での立位骨盤前方移動に及ぼす影響

岩永 竜也，岡田 匡史，亀山顕太郎

松戸整形外科病院リハビリテーションセンター

key words ヒールパッド・骨盤前方移動距離・足圧中心

【はじめに，目的】後足部を高くするヒールパッドは，立位矢状面での足部荷重や骨盤の動きに影響を及ぼす。臨床上，骨盤の
前方移動に変化がみられるが，その変化の理由とヒールパッドの高さの影響は明らかになっていない。本研究の目的は，骨盤の
前方移動する距離と足圧中心との関係，ヒールパッドの高さによって骨盤前方移動距離に及ぼす影響を明らかにすることであ
る。

【方法】対象は，下肢と体幹に障害のない健常成人 20 名（男性 14 名，女性 6 名，年齢 27.6±4.2 歳）とした。運動課題は開眼で
安静立位姿勢から踵を床面から離さず，骨盤が最大限に前方移動する動作とし，骨盤の移動距離（以下：骨盤前方移動距離）を
全例右側で計測した。基準線はレーザーレベル GLL 1P（BOSCH 社）を使用して，レーザーラインを垂直に設定，被験者の外果
部上の垂線とし，マーキングした大転子部とレーザーラインの骨盤前方移動距離をメジャーにて測定した。1）踵からの足圧中
心距離（以下：COP 距離）と，骨盤前方移動距離に相関について検討した。圧力分布測定装置（アニマ社製 MD�1000）上で，
骨盤最大前方移動時の安定した 5 秒間を測定した。2）ヒールパッドなし，高さ 1mm，2mm，3mm の 4 条件として，各条件で
の骨盤前方移動距離の変化について調査した。ヒールパッドは縦 10cm×横 10cm（素材：ポロン），両側の踵骨隆起最後部より
外果前縁下端までとした。4 条件の測定順序は循環法を用いた。骨盤前方移動距離を身長で，COP 距離を足長でそれぞれ正規化
した。3）骨盤前方移動距離が最大となった各条件の人数を求めた。統計的手法は SPSS Ver17.0 を使用し，1）骨盤前方移動距
離と COP 距離の関係を Pearson の相関係数にて求めた。2）ヒールパッドの高さ 4 条件と骨盤最大移動距離を対応のある一元配
置分散分析と多重比較検定を用いて比較した。有意水準は 5％ とした。

【結果】骨盤前方移動時の COP 距離と骨盤前方移動距離に高い相関が認められた（r＝0.81，p＜0.01）。正規化した骨盤前方移動
距離は，ヒールパッドなしで 0.121±0.021，高さ 1mm で 0.120±0.021，高さ 2mm で 0.121±0.021，高さ 3mm で 0.120±0.021
となり，4 群間に有意差はみられなかった。最大骨盤前方移動距離の各群の人数は，ヒールパッドなしが 5 名，ヒールパッドの
高さ 1mm で 4 名，2mm で 7 名，3mm で 4 名であった。

【結論】骨盤前方移動距離と COP 距離には高い相関が認められたことから，骨盤前方移動距離を長くするには，COP の前方移
動を必要とすることが示唆された。ヒールパッドの高さによって，骨盤前方移動距離に有意差がみられないこと，また最大骨盤
前方移動距離の各群の人数にもばらつきがみられたことから，ヒールパッドが高いほど骨盤の動きを促進や制御できるわけで
ないと考えられる。足部からのアプローチは，個々の足部形態や身体状況に応じて適合する高さを導き出すことで，必要とする
骨盤移動を操作できるのではないだろうか。
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P-MT-44-3

高齢者における踵部皮下組織の荷重時形態応答について
―自立高齢者と介護保険認定高齢者の比較―

壇 順司1），竹下 真大2）

1）帝京大学福岡医療技術学部理学療法学科，2）デイサービスセンターすばる

key words 高齢者・超音波診断装置・踵部皮下組織

【はじめに，目的】踵部皮下組織は，線維脂肪組織が集合して構成され，一定の厚さを保ち荷重に対して形態を変化させて衝撃
の吸収を行なっている。本研究では活動性に違いがある高齢者の踵部皮下組織の厚さに関与する要因について調査することを
目的とした。

【方法】

対象：自立高齢者（自高群）60 名（年齢 72.4±6.2 歳），介護保険認定高齢者（介高群）90 名を介助が不要な介自立群 50 名（年
齢 78.8±8.8 歳）介助が必要な介介助群 40 名（年齢 76.2±8.6 歳）とした。また介高群を下肢の麻痺・股・膝関節の手術の既往が
ある

麻手有群（36 名）麻手無群（54 名）麻手有群を患側群（右麻痺・手術 20 名，左麻痺・手術 16 名）と健側群に分けた。

計測：高さ 17cm の台の天板にプローブヘッドと同サイズの穴を短軸方向に空け，ヘッド先端を天板上面と一致させ，固定した
装置を作成した。平行棒内で座位から立位をとらせ超音波診断装置 Viamo（東芝メディカルシステムズ社）にてプローブ（床）
から踵骨隆起内側突起（内）・外側突起（外）下端までの距離を撮影した。立位時の左右の基準は，装置と同じ高さに体重計を
置き 1/2 の荷重に調整し，前後の基準は，足圧中心位置を変化させ床内距離が最短な床内・床外の距離を計測した。その値を①
a）自高群と b）介自立群と c）介介助群で，②介高群を d）麻手有群と e）麻手無群で，③麻手有群を f）患側群と g）健側群で
比較した。統計は①kuskal�Wallis test②③Mann�Whitney test を用い有意水準を 5% 未満とした。

【結果】①右床内 a）10.2±1.9 b）9.8±2.2 c）11.7±2.9，左床内 a）10.1±1.9 b）9.5±1.9 c）11.6±2.6，右床外 a）14.4±3.1 b）14
±2.9 c）15.5±2.9 左床外 a）13.9±3.3 b）14.3±2.5 c）15.1±3.5 であり，c）介介助群の床内が他群に比べて有意に厚かった

（p＜0.01）。②右床内 d）12.1±3.0 e）9.95±2.2 左床内 d）11.8±3.3 e）9.73±2.3 右床外 d）15.9±3.7 e）14.1±2.8，左床外 d）
15.1±3.9 e）14.4±1.5 であり，d）麻手有群の床内で麻手無群に比べ有意に厚かった（p＜0.05）。③床内 f）12.9±3.5 g）9.9±1.9
床外 f）16.6±3.9 g）14.3±3.4 であり，f）患側群の床内が健側群に比べ有意に厚かった（p＜0.05）。（単位：mm）

【結論】踵部の床への接点から踵骨隆起内側と外側突起までの距離の差から，内側突起を支点に荷重する可能性があり，踵部皮
下組織は形態を柔軟に変化させて安定した荷重を行っていると考えられる。麻痺や手術の既往がある高齢者は活動量や荷重量
が少ないことから，踵部皮下組織への圧縮力が減少し形態を変化させにくいため，組織の柔軟性が損なわれ厚くなったことが推
察される。したがって要介助高齢者は，荷重時の衝撃の吸収や形態の変化による調整機能が失われ，バランスを崩す要因となる
ことが考えられる。よって踵部皮下組織への柔軟性を促すアプローチは，安定した立位や歩行する上で必要な要素であると考え
る。
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P-MT-44-4

足関節手術前後における足関節・後足部判定基準に基づいた機能評価および関
節可動域の変化に関する検討

小俣 訓子1），高倉 義幸2），窪田 健児1），濵本 和孝1），岸本 風汰1），飯田 美穂1），唄 大輔3），
高倉 義典2）

1）高倉整形外科クリニックリハビリテーション部，2）高倉整形外科クリニック，
3）平成記念病院リハビリテーション課

key words 変形性足関節症・足関節後足部判定基準（JSSF scale）・関節可動域

【はじめに】足関節の機能を評価する指標として足関節・後足部判定基準（JSSF scale）が日本足の外科学会で制定されている。
これは疼痛，機能，アライメントの 3 大項目から成り，合計 100 点満点で構成されている。末期の変形性足関節症（OA）など
により日常生活動作（ADL）に支障を来す症例に対し，足関節固定術（固定術）や人工足関節全置換術（TAA）が行われる。
現在までに固定術および TAA の術前後や術式間において，JSSF scale などを用いて足関節の機能を定量的に評価した研究は極
めて少ない。機能の改善には術前後における理学療法も重要であるため，当院ではこれらの手術例に対し，JSSF scale の変化お
よび機能向上の指標になる関節可動域（ROM）について，術前後あるいは術式間で比較検討したので考察を交えて報告する。

【方法】対象は当院で 2011 年 7 月～2016 年 8 月の期間に固定術あるいは TAA を行った OA を中心とした 49 名 49 足（固定術
20 足，TAA29 足）である。年齢 35 歳～89 歳（平均 70.02 歳），男性 15 名，女性 34 名であった。術前の理学療法は患側の関節
可動域運動（ROMex），足関節周囲筋の筋力向上運動を実施し，術後 4 週間のギプス固定期間中は足関節周囲筋の等尺性収縮運
動，患部以外の運動，ギプス除去後は段階的に患側の ROMex，さらに筋力向上運動を実施した。評価項目は，JSSF scale と足
関節の ROM を術前と術後 12 か月で測定した。統計学的解析は，JSSF scale の 3 大項目と合計点数，さらに足関節 ROM につい
て術前後あるいは術式間で t 検定を用いて比較検討した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】固定術ならびに TAA の術前後において，JSSF scale の 3 大項目のすべてで術後有意に改善が認められた（p＜ 0.05）。OA
に対する手術療法の目的は除痛とアライメント矯正であり，前述の改善を認めたことは手術の目的を果たしていた。そして，術
式間の比較では JSSF scale の 3 大項目すべてにおいて有意差は認められなかった。つまり，いずれの術式においても JSSF scale
による機能評価では有意に改善していたと考えた。ROM に関しては，固定術および TAA ともにすべての方向において術前後
で有意差が認められなかった。これは術前の ROM が維持できていると考えられ，術前からの理学療法の効果と考える。また，
術式間での ROM 比較では，術後の底屈および背屈で固定術群に対して TAA 群で有意に改善が認められた。これは TAA 群で
は関節置換により ROM がより向上した結果と考えられる。

【結論】JSSF scale と ROM の比較により，固定術および TAA ともに術前に比して術後に ROM 低下は認められず，ADL と
ROM の改善には術前後における理学療法が重要であると考える。
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5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）【ポスター（運動器）P44】

P-MT-44-5

外反母趾症例における健康関連QOLと術後成績との関連

野中 理絵，原 耕介，小保方祐貴，日尾 有宏

東前橋整形外科

key words 外反母趾・手術後・健康関連QOL

【はじめに，目的】

外反母趾の手術に対する期待内容は外科医と患者間に乖離があると報告されている。医療者側の客観的評価による術後成績は
多く報告されているが，QOL など患者側の主観的評価による報告は散見しない。患者の要望も含めた術後理学療法を提供する
ためには，患者側の主観的評価も必要であると考える。そこで，本研究では足部足関節評価質問票（以下，SAFE�Q）を用いて
術後外反母趾患者の健康関連 QOL（以下，HRQOL）を評価し，客観的評価との関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当院にて外反母趾と診断され Lapidus 変法を施行した男性 1 名，女性 7 名の計 10 足とし，平均年齢 68.9±6.2 歳であっ
た。客観的評価として臨床評価指標である AOFAS（the American Orthopaedic Foot and Ankle Society）score を術前，術後 1
年（以下，術後）に実施し，SAFE�Q による HRQOL 評価を術後に実施した。

統計処理は正規性の検定後，客観的評価における術後変化の検討に Wilcoxon の符号付順位検定を，術後の HRQOL と客観的評
価の関連性の検討に Spearman の順位相関係数をそれぞれ用い，SPSSver.23 を使用し有意水準は 5% とした。

【結果】

AOFASscore は術前/術後（平均±標準偏差）で，合計 57.7±14.1/90.6±10.1 点，下位項目では疼痛 24.0±9.7/39.0±3.2 点，機能
32.1±3.2/38.1±5.6 点，アライメント 1.6±3.4/13.5±4.7 点，全ての項目で術後に有意な改善が認められた（p＜0.05）。術後の
SAFE�Q（平均±標準偏差）は，「痛み・痛み関連」95.6±6.0 点，「身体機能・日常生活の状態」92.7±6.2 点，「社会生活機能」97.5
±5.3 点，「靴関連」95.0±7.5 点，「全体的健康感」90.8±15.9 点であった。術後の HRQOL と客観的評価の関連では，有意な相関
は認められなかったが，「痛み・痛み関連」と AOFASscore 合計点（r＝0.44），「社会生活機能」と AOFASscore 機能（r＝0.43），
アライメント（r＝0.43）でそれぞれ中等度の相関傾向が認められた。「身体機能・日常生活の状態」と AOFASscore 機能では低
い相関傾向が認められた（r＝0.36）。

【結論】

術後，AOFASscore が有意に改善したことから，手術や術後理学療法が有効であったことが示されたと考える。

「身体機能・日常生活の状態」と AOFASscore 機能では，低い相関傾向を示した。AOFASscore では日常生活や靴への影響，足
趾可動域が主な項目である。「身体機能・日常生活の状態」では，歩行，階段，坂道が主な項目で，特に階段や坂道で点数が低
かった。これらの項目には可動域や筋力，バランスの影響が考えられるが，AOFASscore では筋力やバランスに関する項目が無
いため，SAFE�Q と関連しなかったと考える。

一方で，「社会生活機能」と AOFASscore 機能では中等度の相関傾向が認められた。「社会生活機能」は外出や仕事が主な項目
であり，これらの社会生活機能を向上させるために，術後理学療法では機能の向上が必要である可能性が示唆された。
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P-MT-45-1

健常成人における肩甲骨アライメントと運動器疼痛，姿勢自己認識の関連につ
いて

中原 義人，横田 俊輔，十鳥 献司，工藤 悠平，武田かすみ

社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院リハビリテーションセンター

key words 肩甲骨アライメント・運動器疼痛・姿勢自己認識

【はじめに，目的】

我々は第 51 回日本理学療法学術大会において，健常成人の胸椎後彎角度は女性が有意に小さく運動器疼痛との関連が示唆され
ることを報告した。今回，上肢や胸郭と連結している肩甲骨のアライメントに着目し，運動器疼痛や姿勢自己認識との関連につ
いて検討したので報告する。

【方法】

対象は当院リハビリテーションセンターに勤務する職員と実習学生 35 名（男性 21 名，女性 14 名）。平均年齢は 27.6（20�39）歳。
全員が右利きであった。

自然立位の対象者の両側の肩峰端を結ぶ水平面上に自在曲線定規を当て，背部彎曲の曲線を得た。曲線を A3 用紙上に書き写し，
両側の肩峰端を結んだ線分と曲線の距離（以下 A［cm］）が最大となる点で線分 X の左肩峰端との距離（以下 X1［cm］）と右肩
峰端との距離（以下 X2［cm］）を求めた。A，X1，X2から背部体幹彎曲角度（以下 α［̊］）を α＝arc tan（A/X1）+arc tan（A/
X2）の公式で算出した。また，肩甲骨内側縁と体幹正中線のなす角 β［̊］と肩甲棘と前額面のなす角 γ［̊］を左右それぞれ測定
した。対象者の運動器疼痛の有無（9 項目 いつもある 5 点～全くない 1 点の合計 9～45 点），頸部・腰部自動屈曲・伸展時の疼
痛（NRS で 0～10 の合計 0～40），姿勢自己認識（自分は猫背だと思うか，普段気を付けているか）について質問紙で聴取した。
α，β，γ，疼痛の有無，NRS は男女間で t 検定，疼痛有無と α，β，γ を Pearson の相関係数，姿勢自己認識は χ2検定を用いて比
較検討した（危険率 5％ 未満）。

【結果】

α の平均値は男性 36.1̊，女性 34.9̊ であった。β の平均値は男性が右 5.8̊/左 0.3̊，女性は右 6.1̊/左 5.6̊ で男性の左が有意に小さ
かった（p＜0.05）。γ の平均値は男性が右 19.0̊/左 20.8̊，女性は右 18.6̊/左 17.4̊ で女性の左が有意に小さかった（p＜0.05）。疼痛
の有無は平均 22.5 点（男性 18.7 点，女性 28.2 点），NRS は平均 4.5（男性 2.6，女性 7.4）で女性が有意に高かった（p＜0.01）。
β の左右差の絶対値と疼痛の有無の間に相関係数－0.44 の有意な負の相関が認められた。自分が猫背だと思う割合に差はなく

（男性 80%/女性 79%），普段姿勢に気を付けている割合は女性が多かった（男性 43%/女性 71%）。

【結論】

α に男女差はないが，左の β，γ に男女差を認めた。上方回旋では左右差が小さい女性のほうが痛みを有する傾向が認められた。
肩甲骨アライメントの左右差は利き手の活動に伴う肩甲骨周囲筋群の収縮などが影響したと考えられ，先行研究でも上肢や体
幹，胸郭の左右差が報告されている。女性は日頃から「胸を張る，背筋を伸ばす」などの姿勢修正を行っている割合が高く，そ
の結果非利き手側の肩甲骨周囲筋群の筋活動が増加し，過活動による疲労等が運動器疼痛の発現に影響した可能性も考えられ
る。健常成人の運動器疼痛には男女差が認められ，胸椎，肩甲骨のアライメントの他，姿勢自己認識に伴う習慣の影響も考えら
れ，理学療法士にはそれらを考慮した指導が求められる。
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P-MT-45-2

体幹回旋を伴う上肢運動時の体幹ローカル筋筋活動 onset の検討

大須賀 聡1），山中 正紀2），三浦 拓也3），齋藤 優輝1），上野 亮1），寒川 美奈2），齊藤 展士2），
遠山 晴一2）

1）北海道大学大学院保健科学院，2）北海道大学大学院保健科学研究院，
3）福島県立医科大学会津医療センター

key words 体幹筋・上肢拳上・筋電図

【はじめに，目的】

体幹ローカル筋群に含まれる腹横筋や内腹斜筋は，体幹回旋を伴う上肢運動課題にて主動作筋よりも早期に筋活動を開始し腰
仙部の安定性に貢献すると報告されているが，近年体幹回旋を伴わない上肢運動課題においては筋活動開始時点（onset）が主
動作筋よりも遅延することが示された。このことから体幹回旋と体幹ローカル筋群の onset は関連していることが推察される
が，この関連について検討した先行研究は少なく一致した見解は得られていない。よって，本研究の目的は体幹回旋を伴う異な
る上肢運動時の体幹ローカル筋 onset について調査することとした。

【方法】

対象は健常男女 13 名（21.4±1.5 歳，167.2±9.6 cm，57.5±9.3 kg）とした。筋活動の測定にはワイヤレス表面筋電計（日本光電
社製）をサンプリング周波数 1000 Hz で使用し，対象筋は両側の三角筋前部線維，内腹斜筋�腹横筋重層部（IO�TrA）とした。
動作課題は以下の 7 つとした；体幹右回旋を伴う課題として①右側肩関節屈曲運動，②右側肩関節屈曲+左側肩関節伸展運動，
③両手に 1 kg の重錘を把持した右側肩関節屈曲運動＋左側肩関節伸展運動，体幹左回旋を伴う課題として④左側肩関節屈曲運
動，⑤左側肩関節屈曲+右側肩関節伸展運動，⑥両手に 1 kg の重錘を把持した左側肩関節屈曲+右側肩関節伸展運動，さらに非
体幹回旋課題として⑦両側肩関節屈曲運動を行った。各課題を聴覚刺激後，最大速度にて 5 試行実施した。onset はベースライ
ンの筋活動を 1SD 上回り 50 msec 持続した始めの時点とし，三角筋前部線維の onset から IO�TrA の onset を特定した。統計解
析は課題間での比較に反復測定一元配置分散分析を使用し，post�hoc test には Tukey 法を用いた。統計学的有意水準は 5%
とした。

【結果】

左側の IO�TrA の onset は，体幹右回旋を伴う課題（動作課題①，②，③）において早期に生じた（p＜0.05）。対照的に，右側
の IO�TrA の onset は，体幹左回旋を伴う課題（動作課題④，⑤，⑥）において早期に生じた（p＜0.05）。しかし同方向の体幹
回旋を伴う課題間にて有意差は認められなかった。

【結論】

本結果より，体幹回旋方向とは逆側の IO�TrA の onset が他の課題における onset よりも早期に生じることが示された。これ
は，回旋方向とは逆側の IO�TrA の筋活動を早期に開始することで腰仙部の安定性を獲得し，より安全な課題遂行に寄与した結
果であるかもしれない。また本結果では同方向の体幹回旋を伴う課題間にて有意差は認められなかった。本研究において体幹回
旋モーメントの算出はしていないが，先行研究により本研究で用いた課題間で体幹回旋モーメントが異なることが報告されて
いることから，IO�TrA の onset は体幹回旋モーメントに依存しない可能性が考えられる。したがって，IO�TrA の onset は体
幹回旋方向に影響され，体幹回旋モーメントとは関連しないのかもしれない。
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P-MT-45-3

リバース型人工肩関節置換術後肩関節三次元解析によるリハビリテーション有
用性の検討

冨田 龍也1），弓永 久哲2），池渕 充彦3），伊藤 陽一4），藤井 良憲1）

1）医療法人吉栄会吉栄会病院，2）関西医療学園専門学校，3）大阪市立大学大学院整形外科学，
4）伊藤クリニック

key words リバース型人工肩関節全置換術・リハビリテーション・肩甲骨

【はじめに，目的】

近年，リバース型人工肩関節全置換術（以下 RSA）が諸外国では盛んに行われるようになってきている。我が国においても 2014
年に認可された。RSA 術後はリハビリテーションを行う必要が無いとの報告や三角筋の筋力強化を行うという報告もあり，
RSA 術後のリハビリテーションの有用性は一貫した見解は示されていない。そこで今回，RSA 術後リハビリテーションの有用
性を確認するために RSA 術後 3 ヵ月の肩甲骨動態解析を目的に，肩甲骨動態解析ソフト GANESHA を使用し RSA 術後の肩甲
骨を動態解析した。その結果，3 群の運動パターンが確認され，RSA 後のリハビリテーションの有用性が示唆されたため報告す
る。

【方法】

肩甲骨の動態解析には，大阪市立大学で開発された肩甲骨専用動態解析ソフト GANESHA を使用した。対象は平均 78.4 歳の
RSA 術後 3 ヵ月患者 6 人（男 3 名，女 3 名）の肩甲骨を透視下で肩関節外転時の肩関節を撮影。レントゲン写真を，GANESHA
を使用し動態解析を行った。

その結果，肩甲上腕関節の運動性が低下し，肩甲胸郭関節のみで動いている群を肩甲胸郭関節群（以下 ST 群）。肩甲胸郭関節の
運動性は低下し，肩甲上腕関節のみで動いている群を肩甲上腕関節群（以下 GH 群）。肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節ともに動い
ている群を肩甲上腕・肩甲胸郭関節群（以下 GS 群）の 3 パターンの運動様式が確認された。また，リハビリテーションの有用
性を検討するため肩関節外転可動域と肩関節外転筋力を測定した。

【結果】

肩甲骨の動態解析では，GH 群では肩甲胸郭関節の運動性が低下し，ST 群では肩甲上腕関節の運動性が低下しており，60̊ の上
肢挙上しか実施できなかった。GS 群は肩甲上腕関節，肩甲胸郭関節が共に機能し 90̊ 以上実施可能であった。また，肩関節外転
ROM は，GH 群は術前 50̊，3 ヵ月で 70̊，GS 群は術前 50̊，3 ヵ月で 70̊ と 20̊ の外転角度の増加が確認されたが，ST 群では術
前 50̊，3 ヵ月で 60̊ と 10̊ の増加しか認められなかった。筋力においては，GH 群では術前 0.11N/kg，3 ヵ月で 0.09N/kg，ST
群では術前測定不可，3 ヵ月で 0.10N/kg となった。GS 群で術前 0.11N/kg，3 ヵ月で 0.17N/kg と向上し，GS 群が他の 2 群より
高値を示す結果となった。

【結論】

今回 GANESHA を用いることで，肩甲骨の客観的評価が可能となり，RSA 後に 3 つの運動様式のパターンがあることがわかっ
た。GH 群，ST 群のように肩甲上腕関節，肩甲胸郭関節のどちらかに可動性低下がある場合，上肢挙上が困難となる。一方，GS
群のように肩甲上腕関節，肩甲胸郭関節が共に機能することで，良好な上肢挙上が認められた。また，肩関節外転 ROM と外転
筋力においても GS 群が他の 2 群より高値を示す結果となった。これらから肩甲上腕関節，肩甲胸郭関節が機能する群が良好な
上肢挙上が可能になると考える。結果から，肩甲上腕関節，肩甲胸郭関節の運動性を客観的に評価できたことでリハビリテー
ション有用性が示唆された。今後は，効果的なリハビリテーションを実施し ADL の向上へ繋げたいと考える。
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P-MT-45-4

リバース型人工肩関節全置換術後の三角筋硬度変化と肩関節挙上可動域に関連
する因子

川合 慶1），佐々木 裕2），白井 智裕1），奥村 太朗1）

1）聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室，2）聖隷佐倉市民病院整形外科

key words リバースショルダー・三角筋硬度・挙上可動域

【はじめに，目的】

リバース型人工肩関節全置換術（以下 RSA）は，肩関節の回転中心を内下方に変化させることで，挙上が可能となる。三角筋の
延長に伴い三角筋機能が向上するとされる（Sabesan，2016）が，術後の形態変化に伴う，筋硬度についての報告は少ない。ま
た，術後リハビリテーションにおいて早期の自動挙上可動域獲得が目標となるが，早期の挙上角度と三角筋硬度との関連につい
ては，明らかにされていない。

今回，術後の三角筋硬度の変化と術後早期の自動挙上可動域に関連する因子を明らかにすることを目的とした。

【方法】

2015 年 4 月から 2016 年 9 月に当院で RSA を施行した 11 例 11 肩（全例女性，平均年齢 78.0±3.4 歳）を対象とした。

三角筋硬度は，術前の健・患側，術後 6 週の健・患側の安静時三角筋中部線維を筋硬度計（NEUTONE TDM�N1，TRY�ALL
社製）を使用し，測定した。測定部位は，肩峰先端と三角筋粗面を結んだ線分の中央とし，5 回計測した最大最小値を除く平均
値を算出した。筋硬度の単位はトーン（T）で，TRY�ALL 社の任意単位とした。

自動挙上可動域として，術前外転角度と術後外転角度を測定した。術後外転角度は，自動運動開始時の術後 6 週目における外転
角度を測定した。比較検討項目は，三角筋硬度変化として，術前と術後の三角筋硬度の健患差を比較した（Wilcoxon の符号順
位検定，有意水準 5％ 未満）。また，術後外転角度と術前後三角筋硬度，年齢，術前外転角度との関係を検討した（Spearman
の順位相関係数，有意水準 5％ 未満）。

【結果】

三角筋硬度は，術前は，健側 18.7±5.4T，患側 13.0±3.1T，術後 6 週は，健側 15.5±5.9T 患側 18.7±6.0T であり，術前に有意差
を認めた（p＜0.01）。

術前外転角度は，61.8±21.7̊，術後外転角度は，56.8±48.9 ̊であった。術前外転角度と術後外転角度に正の相関を認めた（r＝0.63，
p＜0.05）。術前・後三角筋硬度，年齢には関係は認められなかった。

【結論】

今回，術後の三角筋中部線維筋硬度は，術前と比較し，増加する傾向を認めたが，術後の外転角度への関連性は認めなかった。
これは，術後の三角筋延長に伴う筋硬度の増加や術後の装具固定や不動に伴う筋スパズムの増加の影響が考えられた。また，今
回は安静時のみの測定であり，挙上に伴う三角筋の状態については明らかになっていない。筋硬度変化については，疲労や筋力
との関連も報告されており（岩本ら，2003，中山，2010），挙上に伴う筋硬度変化は，今後の検討課題としたい。

術後早期の自動外転角度との関係因子としては，術前外転角度のみに認められた。これは，術前の自動外転の主動作筋である三
角筋中部繊維の機能が術後にも影響している可能性が考えられた。今回の結果から，術後の早期外転角度の関連因子としては，
術前の外転角度が一指標となる可能性が示唆された。
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患者立脚型評価における反転型人工肩関節置換術後の結髪・結帯動作獲得状況

藤原 健太1），貴志 真也1），川上 基好1），柏木 孝介1），谷田 英明1），中根 康博2），原田 誠2），
村本佳代子1）

1）医療法人スミヤ角谷整形外科病院リハビリテーション科，
2）医療法人スミヤ角谷整形外科病院関節整形外科

key words 反転型人工肩関節置換術・患者立脚型評価・結髪・結帯動作

【はじめに，目的】

今回，反転型人工肩関節置換術（以下 RSA）における患者立脚型評価 Shoulder36（以下 Sh36）を基に術前後の成績を比較した。
その中でも，複合動作を主とする結髪・結帯動作に着目し成績を報告する。

【方法】

2016 年 1 月～6 月に RSA を施行した 10 例中，3 か月以上経過観察可能であった 8 例を対象とした。男性 5 例，女性 3 例，平均
年齢 76.2 歳で全例腱板断裂性関節症であった。関節可動域検査（以下 ROM）は日本整形外科学会が定める方法に準じて行い，
自動での屈曲，外転，下垂位外旋，外転 90̊ 位外旋・内旋を計測した。結髪・結帯動作の計測は C7 を基準とし検査側母指との
距離を測定した。表記の仕方は Finger�Flower�Distance の計測方法に基づき，C7 の基準点までいかないものをプラスとし基準
点を超えるものをマイナス表記とした。その際，結帯動作は椎体表記も行った。肩関節機能評価として Sh36 を実施した。Sh36
の中でも結帯動作では 3 項目目の［患側の手でズボンの後ろポケットに手を伸ばす］（以下③），18 項目目の［エプロンのひもを
後ろで結ぶ］（以下⑱），結髪動作では 8 項目目の［頭の後ろで両手を組む］（以下⑧），10 項目目の［自分で髪をとかす］（以下⑩）
動作におけるスコアを抽出した。各評価は術前と術後 3 か月で実施した。術前と術後成績において t 検定を用い，有意水準は 5%
未満とした。

【結果】

患側術前/術後 3 か月 ROM は屈曲（自動）115.7±26.2̊/112.1±24.6̊，外転 102.1±32.8̊/97.1±23.4̊，外転 90̊ 位外旋 51.4±14.5̊/
50.7±16.5̊，外転 90̊ 位内旋 26.4±8.7̊/29.2±9.7̊ であった。屈曲や外転では優位に改善していた。（p＜0.01）術前/術後 3 か月結
帯動作は患側 28.5±6.5cm/45.1±7.2cm，椎体表記では Th11/L5 であり，結髪動作は�6.6±4.2cm/�3.1±6.2cm であった。結帯動
作では術前と比べ有意に低値を記し（p＜0.01），結髪動作において有意差なしであった。Sh36 の術前/術後 3 か月成績は，疼痛
2.2±0.8/2.7±0.5，可動域 2±0/3±0.6，筋力 0.9±0/2.7±0.8，健康感 2.3±1/3.1±0.4，日常生活 2.2±0.9/3.2±0.5，スポーツ能力
0.5±0.7/1.5±1.3 であり，可動域，筋力，健康感，日常生活の 4 項目は優位に改善していた（p＜0.05）。しかし Sh36 の結帯動作
に関する③3±1.4/2.2±1.2⑱2.5±1/1.6±0.9 と，結髪動作に関する⑧術前 1.5±1.6/2.5±1.5，⑩2.3±1.2/2.6±0.9 は有意差なしで
あった。

【結論】

Sh36 における 6 項目のうち 4 項目は改善を記しており，患者立脚型における評価においては良好な成績であると考える。しか
し，結髪や結帯動作などは改善率が乏しく複合運動における困難さを露呈している。今後，複合動作における要因を追求してい
き患者満足度へ反映させていく必要がある。
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反復性肩関節脱臼の外旋可動域とBankart lesion との関連について
Bankart lesion の範囲と中心に着目して

勝木 秀治，戸渡 敏之

関東労災病院中央リハビリテーション部

key words 反復性肩関節脱臼・bankart lesion・外旋可動域

【はじめに，目的】

反復性肩関節脱臼では不安定性の原因となる Bankart lesion を有するにも関わらず，脱臼回避のための筋性防御などにより不
安定性が出現しやすい外旋の可動域が制限されている場合が多い。このため，我々は第 51 回日本理学療法学術大会において，
反復性肩関節脱臼の外旋可動域に影響を与える因子を調査した。その結果，反復性肩関節脱臼の外旋可動域には Bankart lesion
に代表される関節構造の破綻の有無とは統計的な関連性はなく，利き手や肩甲骨アライメントなどの身体特性が影響している
ことが示唆された。しかし，先の研究は関節構造の破綻の有無のみの調査であり，その詳細については検討していなかった。そ
こで今回は Bankart lesion の詳細（範囲や中心）を調査し，反復性肩関節脱臼の外旋可動域との関連を検討した。

【方法】

対象疾患は一側の反復性肩関節脱臼とした。本研究の対象は 2013 年 11 月から 2016 年 9 月の期間に当院で肩関節脱臼制動術を
施行し，筆者が術前理学療法を担当した症例のうち，Bankart lesion の詳細（範囲と中心）をカルテより後方視的に調査可能で
あった 49 名（男性 42 名，女 7 名，年齢 28.0±13.2 歳）とした。調査項目は（1）患側の肩関節外旋可動域（第 1 肢位，第 2 肢
位），（2）Bankart lesion の範囲，（3）Bankart lesion の中心とした。（2）（3）は損傷部位を時計の文字盤を用いて表現し，右肩甲
骨関節窩を正面から見たとき，上方を 12 時，前方を 3 時，下方を 6 時，後方を 9 時と定義した。例えば，Bankart lesion が 3
時～5 時の場合，範囲を 2（時間），中心を 4（時）表記した。なお，患側が左肩関節の場合，180 度反転して右肩関節と同様に
前方を 3 時方向とした。（3）については，Bankart lesion の中心が 4（時）未満と 4（時）以上の 2 群に分類した。統計分析は，
統計ソフト（SPSS statistics23 for Windows）を使用し，（1）と（2）との関連は Pearson の相関係数を用いて調査した。また

（1）と（3）の関連は，（3）Bankart lesion の中心で分類した 2 群間で（1）に有意差があるかを平均値の差の検定を用いて調査
した。いずれも有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

（1）患側の肩関節外旋可動域と（2）Bankart lesion の範囲には有意な相関はなかった。また（3）Bankart lesion の中心で分類し
た 2 群間で（1）患側の肩関節外旋可動域に有意差はなかった。

【結論】

Bankart lesion の範囲や中心が異なれば，不安定性を有する関節肢位が異なることが予測される。そのような理由から，仮説と
して Bankart lesion の範囲や中心の違いが第 1 肢位，第 2 肢位での外旋可動域に影響を与えると考えた。しかし，今回の結果か
らはその傾向は認められなかった。前回の研究も踏まえると，Bankart lesion などの関節構造の破綻は肩関節の不安定性には関
与するものの，外旋可動域は利き手や肩甲骨アライメントなどの身体特性の影響が表出されやすいと考えられた。今後は症例数
を増やし，不安定性と可動域との関連についても検討していきたい。
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腱板断裂術後 3ヶ月自動屈曲の可動域低下に影響を与える評価項目の検討
～自動運動開始初期における検討～

川井 誉清1），中嶋 良介1），有阪 芳乃1），荻野 修平2），村田 亮2），石毛 徳之2）

1）松戸整形外科病院リハビリテーションセンター，2）松戸整形外科病院肩関節センターMD

key words 腱板断裂・可動域・自動運動

【はじめに，目的】

我々は先行研究において腱板断裂術後 1 年に再断裂がなく，かつ日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準（JOA スコア）
が 90 点の可否に影響を与える術後 3 ヶ月時の肩関節屈曲可動域はカットオフ値 85̊ と報告した。術後の多くの場合，縫合部保護
や疼痛による肩関節の評価制限を受けるため肩関節可動域以外の評価項目の検討を行うことで術後 3 ヶ月の可動域向上に貢献
できると考えた。そこで，本研究の目的は術後 3 ヶ月自動屈曲の可動域低下に影響を与える自動運動開始初期に関連する評価項
目を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当院にて 2016 年 2 月より 2016 年 7 月までに当院肩専門医が腱板断裂と診断し，手術を施行した 47 例とし，対象の内訳
は男性 30 名，女性 17 名，年齢 64.7±8.2 歳であった。断裂サイズは小断裂 11 名，中断裂 36 名であり，大断裂・広範囲断裂例
は除外した。術後 4 週間装具装着を行った後，自動運動を開始した。装具を外し，自動運動開始した 1 週間後（術後 5 週）にお
ける評価を行った。評価項目は夜間痛の有無，肘関節自動屈曲・伸展および手指自動屈曲・伸展が最終域まで痛みなく運動可能
の可否，手部浮腫の有無，頸部回旋左右差の有無，腰痛の有無，上肢下垂位における上腕骨回旋肢位（以下，上腕回旋肢位：上
肢下垂位での肩甲棘に対する上腕骨の内・外側上顆の回旋肢位が内側に向いている場合を内旋位，平行より外側に向いている
場合を外旋位と定義した）の 10 項目について調査した。また，術後 3 ヶ月の屈曲角度が 85̊ 以上を良好群，85̊ 未満を不良群と
定義した。統計学的検定には SPSS を用いてフィッシャーの正確確率検定を行い，不良群に関連のある項目を抽出した。さらに
術前評価項目（疼痛，肩関節屈曲可動域，外旋可動域，外転筋力，JOA スコア，shoulder36 各ドメイン）について 2 群間にお
いて Mann�Whitney U 検定を用いた。各々，有意水準は 5％ とした。

【結果】

良好群 40 名，不良群 7 名であった。術後 3 ヶ月における不良群と関連性のあった各項目は夜間痛あり（リスク比：2.4），手指伸
展（リスク比：18.4），手指屈曲（リスク比：4.9），肘関節屈曲（リスク比：8.2），肘関節伸展（リスク比：6.1），上腕回旋肢位が
外旋位（リスク比：3.3）であった。また，術前の各評価項目は 2 群間に有意差を認めなかった。

【結論】

術後 3 ヶ月自動屈曲の可動域低下に影響を与える肩関節自動運動開始初期の評価項目は夜間痛の有無，手指伸展制限および屈
曲制限，肘関節伸展制限および屈曲制限，上腕回旋肢位外旋位であった。術後装具装着により末梢循環障害や手指の固有受容感
覚の低下を呈することも考えられ，肩関節自動運動開始初期までにこれらの評価が陰性化となるようにアプローチしていく必
要があることが示唆された。肩関節自動運動開始後は肩関節の可動域拡大のみならず，手や肘関節のコントロールが可能な状態
を早期に獲得する必要があると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）【ポスター（運動器）P46】

P-MT-46-3

腱板修復の良否が肩甲骨保持機能に与える影響

田島 泰裕，畑 幸彦

北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター

key words 腱板断裂・肩甲骨保持機能・筋電図

【はじめに，目的】

臨床場面において腱板断裂術後 1 年を経過しても腱板機能不全を認める症例をしばしば経験する。腱板機能に関して，筒井らは
腱板機能が正常に働くためには肩甲骨保持機能が正常であることが不可欠であると述べており，雫田らは腱板断裂術後の腱板
機能回復を阻害する因子の 1 つとして肩甲骨保持機能の異常を挙げており，ともに肩甲骨保持機能の重要性を示している。すな
わち腱板機能の改善には良好な腱板修復とともに肩甲骨保持機能の正常化が必要であることが分かる。しかし，腱板修復の良否
と肩甲骨保持機能の間に関連があるのかどうかについて述べた報告はわれわれが渉猟しえた範囲では無かった。今回，われわれ
は腱板修復の良否が肩甲骨保持機能に与える影響を明らかにする目的で調査したので報告する。

【方法】

対象は，広範囲腱板断裂を除く腱板全層断裂に対して腱板修復術施行後 1 年以上を経過した 47 例 47 肩とした。術後 1 年の MR
画像を村上の分類に従って評価し，症例を腱板付着部が完全に修復された改善群 32 例（Type1）と，修復が不完全である非改
善群 15 例（Type2 と Type3）の 2 群に分けて比較検討した。2 群間で①性別，②年齢，③罹患側，④断裂サイズ，⑤運動時痛，
⑥JOA スコア（日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準），⑦Spine�Scapula Distance 差（以下，SSD 差），⑧僧帽筋の％
iEMG（以下，％iEMG）の 8 項目について比較検討した。統計学的解析は，性別および罹患側については χ2検定を用いて行い，
年齢，断裂サイズ，運動時痛，肩関節可動域，SSD 差および％iEMG については Mann�Whitney U 検定を用いて行い，それぞ
れ危険率 0.05 未満を有意差ありとした。

【結果】

性別，手術時年齢および罹患側については 2 群間で有意差を認めなかった。断裂サイズは非改善群が改善群より有意に大きかっ
た（P＜0.05）。運動時痛は非改善群が改善群より有意に強かった（P＜0.05）。SSD 差は非改善群が改善群より有意に大きく（P
＜0.05），肩甲骨が外転位にあることを示していた。JOA スコアは 2 群に有意差を認めなかった。僧帽筋の％iEMG について，上
部線維は非改善群が改善群より有意に大きく（P＜0.05），中部線維は 2 群間で有意差を認めず，下部線維は非改善群が改善群よ
り有意に小さかった（P＜0.05）。

【結論】

腱板断裂サイズが大きい症例は術後 1 年の時点で腱板の修復が遅れ，その腱板修復の遅れが疼痛を残存させるとともに肩甲骨
保持機能が低下し，腱板機能不全を引き起こしたと考えた。すなわち腱板修復が遅れている症例は腱板自体の機能不全だけでな
く，肩甲骨保持機能の低下も伴うと思われた。
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P-MT-46-4

鏡視下腱板修復術後 3ヶ月の生活の質と関節可動域との関連性

近藤 晃弘，安井淳一郎，舩戸 未央，増岡 祐依，澤田 将宏

三菱名古屋病院

key words 腱板損傷・関節可動域・生活の質

【はじめに，目的】

腱板修復術後の再断裂は 16～90％ と報告されており，そのほとんどが 3 ヶ月以内に生じる。術後 3 ヶ月の縫縮腱の強度は 50％
程度と脆弱であるため，活動量やリハビリテーションでの負荷量の設定に注意を要する。また，活動性が増加する時期であり，
生活の質（QOL）の向上が重要である。我々は術後 3 ヶ月の QOL に関連する術前因子を検討し，術前 QOL の重要性を報告し
た。また，術前 QOL と関節可動域（ROM）が関連することを報告した。術後 3 ヶ月の QOL に関連する術後 3 ヶ月の ROM
は明らかになってない。本研究の目的を術後 3 ヶ月の QOL と術後 3 ヶ月の ROM との関連性を明らかにすることとした。

【方法】

院内倫理委員会の承認を得たのちに対象者のリクルートを開始した。当院にて関節鏡視下腱板修復術を施行した 43 名（男性 25
名，女性 18 名），年齢 63.4 歳±9.3 歳が研究参加に同意した。除外基準は肩関節に手術既往のあるものとした。

QOL は日本語版 Western Ontario Rotator Cuff Index（WORC）の total score で評価した。他動 ROM として，肩関節屈曲，外
転，内転，1st 外旋，2nd 外旋および内旋，3rd 内旋を日本整形外科学会の基準に準じて測定した。加えて，Combined Abduction
Angle（CAA），Horizontal Flexion Angle（HFA）も測定した。観察因子を術後 3 ヶ月の WORC とし，予測因子を術後 3 ヶ月
の他動 ROM とした。

統計にはスピアマンの順位相関係数（rs）を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

術後 3 ヶ月の WORC と他動屈曲（p＝0.01，rs＝0.36），外転（p＝0.005，rs＝0.47），1st 外旋（p＝0.02，rs＝0.33），2nd 外旋
（p＝0.0006，rs＝0.52）との間に有意な相関がみられた。内転（p＝0.40，rs＝0.13），2nd 内旋（p＝0.55，rs＝0.09），3rd 内旋
（p＝0.75，rs＝0.04），CAA（p＝0.22，rs＝0.18），HFA（p＝0.87，rs＝0.02）との間には有意な相関がみられなかった。

【結論】

今回の結果から，術後 3 ヶ月の WORC には他動屈曲，外転，1st 外旋，2nd 外旋が関連した。術後 3 ヶ月は軽作業の仕事復帰や
ADL の活動量が増加する時期である。そのため，術後 3 ヶ月の QOL は重要である。再断裂が発生する時期でもあり，活動量の
増加には注意を要する。ROM 制限に関して，術後 1 年で ROM 制限が残存する例に対して受動術を施行することで，ROM 制限
がない例と同程度の臨床成績が得られると報告されている。しかしながら，術後 2 年での臨床成績であり，短期的な QOL と
ROM の関連性について検討されていない。今回の結果より術後早期より ROM を改善することの重要性が示唆された。
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Rotator cuff tendinopathy 患者における棘上筋腱厚の経時的変化

加藤 雄樹1），可児 拓也2），近 良明1）

1）こん整形外科クリニック，2）さっぽろ下手稲通整形外科

key words Rotator cuff tendinopathy・棘上筋腱・超音波画像診断装置

【はじめに】

近年，肩峰下インピンジメント症候群患者の腱板には変性が生じていることが報告され，外因的な棘上筋腱の圧迫や内因的要
因，腱への過少負荷や過負荷などに起因する病理的な腱の変性（Rotator cuff tendinopathy：腱症）と考えられている。我々の
先行研究において，肩峰下インピンジメント兆候を有する肩関節痛患者の患側の棘上筋腱厚は，健側および無症候群と比較して
有意に増加していた。しかし，棘上筋腱の組織的変化と肩痛との関係性は明らかでない。よって今後の調査を前に症例集積研究
として，患側の棘上筋腱厚が健側と比較して増加していた症例の棘上筋腱厚と疼痛による上肢障害度を縦断的に観察し，その関
係性を検討したので報告する。

【方法】

肩関節痛を主訴に当院を受診した患者のうち，肩峰下インピンジメント兆候として Hawkins�Kennedy test，棘下筋抵抗テスト，
Painful arc sign のうち 2 つ以上が陽性であり，超音波画像診断にて腱板断裂の所見が無く，棘上筋長軸像において健側と比較し
て患側棘上筋腱厚が大きかった 3 症例を対象とした。なお，超音波画像診断装置による棘上筋腱厚の測定方法は，我々の先行研
究にて検者内信頼性が確認された Tham らの方法に則った。調査項目は初回と症状改善時における棘上筋腱厚の患健差および
DASH 機能スコア，運動習慣，発症から受診までの疼痛期間，治療期間とした。治療は個々の評価結果をもとに，日常生活およ
びスポーツ活動時の棘上筋腱への負荷調整，肩関節機能への介入，棘上筋遠心性収縮エクササイズを行った。

【結果】

以下に各症例についての要約を述べる。

症例 1（43 歳女性，主婦）発症から 1 週間で受診。運動習慣はテニス，治療期間は 1 ヶ月（合計 6 回）であった。DASH 機能ス
コアは初回 30 点，最終 0 点，棘上筋腱厚差は初回+0.9mm，最終±0mm であった。

症例 2（28 歳男性，事務職）発症から 3 ヶ月で受診。運動習慣は野球。治療期間は 3 ヶ月（合計 6 回）であった。DASH 機能ス
コアは初回 11.7 点，最終 4 点，棘上筋腱厚差は初回+1.3mm，最終+0.8mm であった。

症例 3（46 歳男性，事務職）発症から 6 ヶ月で受診。運動習慣は無し。1 ヶ月（合計 5 回）時点で中間評価を実施し，DASH
機能スコアは初回 25 点，中間 13.3 点，棘上筋腱厚差は初回+1.1mm，中間+0.2mm であった。

【結論】

Cook らは，腱への過度な負荷により生じる反応性の変化（Reactive tendinopathy）は，負荷を調整することで正常な腱の状態
へ回復する可逆的変化であると述べている。今回の症例はいずれも疼痛改善時に棘上筋腱厚の患健差が減少していた。よって反
応性の棘上筋腱厚の増加が疼痛と関係していたと推察される。発表では症例を更に集積し，棘上筋腱厚の経時的変化について統
計学的検討を加えて報告する。本結果を踏まえ，今後は Rotator cuff tendinopathy 患者の棘上筋腱病変と肩機能障害との関連，
理学療法介入効果を検証していく。
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P-MT-47-1

内側半月板損傷者における荷重下の内側半月板逸脱が疼痛に及ぼす影響

石井 陽介1,2），出家 正隆4），藤田 直人3），車谷 洋3），中前 敦雄5），石川 正和5），
林 聖樹5），安達 伸生5），砂川 融3,5）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科，2）医療法人社団曙会シムラ病院リハビリテーション科，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，4）愛知医科大学医学部整形外科，
5）広島大学大学院医歯薬保健学研究院整形外科学

key words 内側半月板逸脱・内側半月板損傷・疼痛

【はじめに，目的】内側半月板損傷は膝関節の疼痛を呈する。しかし，内側半月板自体に神経線維は少なく，内側半月板損傷の
疼痛は他の要因が影響していると考えられる。内側半月板逸脱（medial meniscus extrusion：以下 MME）は内側半月板付着部
の損傷や伸長によって内側半月板がより内側に逸脱する現象で，膝関節内側部の衝撃吸収を破綻させ，内側大腿脛骨部の荷重負
荷を増大させる。しかし，MME と疼痛との関係は明らかにされておらず，荷重下での MME の逸脱量と疼痛に着目した報告は
見られない。本研究は，内側半月板損傷者における荷重下 MME の逸脱量が疼痛を増加させるのかを明らかにすることを目的と
した。

【方法】対象は内側半月板損傷と診断された患者 16 名 16 膝（平均年齢 57.6±9.5 歳）を対象とした。内側半月板の逸脱量は超音
波装置（Hivision Avius，HITACHI 社）を用いて，内側半月板中節部で測定し，脛骨骨皮質の延長線から垂直に内側半月板の最
大内側縁距離を逸脱量として計測した。測定は臥位と立位の 2 条件で行い，臥位と立位の逸脱量の差から，内側半月板移動量を
算出した。先行研究を参考に，対象者を内側半月板の逸脱量が 3mm 以上の 6 名を Large 群，3mm 未満の 10 名を Small 群に分
類した。疼痛は VAS と KOOS を用いて評価した。内側半月板の逸脱量の比較には，群間（Large 群，Small 群）と条件（臥位，
立位）を 2 要因とした混合 2 元配置分散分析を行い，交互作用を認めた場合には単純主効果検定を行った。2 群間における内側
半月板移動量，VAS，および KOOS の比較には，Mann�Whitney の U 検定を用いた。統計解析には，SPSS Ver19.0（日本 IBM
社，東京）を用い，統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】Large 群，Small 群ともに，内側半月板逸脱量は臥位よりも立位で有意に大きかった（Large 群臥位：3.7±1.2mm，立位：
4.5±1.0mm；Small 群臥位：1.7±0.5mm，立位：2.1±0.7mm）。内側半月板移動量は Large 群が Small 群より有意に大きかった

（Large 群：0.9±0.3mm，non Small 群：0.4±0.3mm）。VAS 値は Large 群が Small 群より有意に高く，KOOS の pain score は
Large 群が Small 群より有意に低かった。

【結論】本研究の結果から，荷重下 MME の逸脱量が疼痛に影響を及ぼす一要因である可能性が示唆された。これは荷重に伴う
内側半月板の逸脱が膝関内側部の負荷をより増大させたためと予想される。内側半月板損傷者の疼痛には，荷重下 MME の逸脱
量が影響している可能性が示された点に関して，理学療法研究としての意義があると思われる。
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大腿骨前脂肪体がオスグッド・シュラッター病における膝関節機能に与える影
響

水島健太郎，久須美雄矢，水池 千尋，三宅 崇史，立原 久義，山本 昌樹

大久保病院明石スポーツ整形・関節外科センター

key words オスグッド・シュラッター病・大腿骨前脂肪体・膝屈曲ROM

【はじめに】

オスグッド・シュラッター病（OSD）は，大腿四頭筋の過緊張による膝蓋靭帯への牽引力が発症要因とされている。近年，大腿
四頭筋の滑走に影響を与える膝関節周囲脂肪体の柔軟性低下が発症要因の一つとして注目されている。我々は，OSD では健常者
と比べて，大腿骨前脂肪体（PFP），膝蓋下脂肪体（IFP）の柔軟性が低下していることを明らかにした。OSD において，PFP
の柔軟性改善によって膝屈曲の関節可動域（ROM）が改善することを臨床で経験するものの，客観的に評価した報告は認めら
れない。そこで本研究の目的は，OSD における PFP の柔軟性を超音波エコー（US）にて評価し，PFP の柔軟性改善による膝屈
曲 ROM の変化について検討することである。

【方法】

対象は，OSD 群 11 例 20 膝（男性 8 例，女性 3 例，平均年齢 13.3 歳）とし，PFP 治療前後における PFP 組織弾性，膝屈曲 ROM
を測定した。PFP 組織弾性は，US（AIXPLORER，コニタミノルタ社製）の Shear Wave Elastography 用いて，膝伸展位（E）
と膝 90 度屈曲位（F90）を各 6 回測定し，その平均値を算出した。検討項目は，PFP 治療前後の PFP 組織弾性および膝屈曲 ROM
を比較した。PFP の治療は，PFP 柔軟性改善操作を 5 分間施行した。また，検査測定及び治療は，同一者が施行した。統計処
理は対応のある t 検定，ウィルコクソン検定を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

PFP 組織弾性（治療前：治療後）は，E が 3.12±0.68m/s：2.40±0.39m/s，F90 が 2.87±0.53m/s：2.08±0.41m/s であり，E
および F90 ともに PFP 治療後に有意な低下を示した（p＜0.01）。膝屈曲 ROM（治療前：治療後）は，140.0±4.8̊：147.7±4.3̊
であり，治療後に有意な改善を示した（p＜0.01）。

【結論】

PFP は，大腿骨と膝蓋上嚢の間に存在する脂肪組織である。PFP の機能は，大腿四頭筋の収縮効率化の補助，膝蓋大腿関節の
内圧調節，膝関節屈伸運動時における膝蓋上の滑走性の維持で，膝関節の屈伸運動時に重要な役割をはたす。しかしながら我々
の先行研究では，健常人と比べて OSD の PFP 柔軟性が約 25% 減少していた。今回，OSD 群に対する PFP の柔軟性改善により，
膝屈曲 ROM の拡大が認められた。これは我々の先行研究である，OSD に対する IFP の柔軟性改善による膝屈曲 ROM の拡大と
同様の結果となった。このことから，PFP 柔軟性低下が OSD における膝屈曲 ROM 制限の一要因として挙げられ，PFP 柔軟性
の改善操作が OSD の運動療法として有効であると考えられた。
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P-MT-47-3

膝複合靱帯損傷（ACL，PCL，MCL）に対する同時再建術後の理学療法
1症例の長期経過

岡 徹1），中川 泰彰2），岡本 剛3）

1）京都警察病院リハビリテーション室，2）京都医療センタースポーツ整形外科，3）京都警察病院整形外科

key words 膝複合靭帯損傷・靱帯再建術・長期経過

【はじめに】膝複合靱帯損傷は，高エネルギーによる外傷であり，内側や後外側支持機構をはじめとした合併損傷も多く，治療
に難渋する1,2）。ACL と PCL および MCL 同時再建術後の理学療法に関する長期経過の報告は少ない。今回，我々は同時再建術
を施行した 1 症例の 6 年間に渡る長期経過についての報告をする。

【方法】症例紹介，28 歳男性。逮捕術の試合中に側方から接触し，左膝外反・軽度屈曲位で相手の体重が膝に加わり受傷する。
膝の動揺性，疼痛のためにスポーツ困難となり，初診日より 1 ヵ月後に ACL（患側 STG），PCL（健側 STG），MCL（LK）同
時再建術を施行した。術前 X�P・理学所見は前方引き出しテスト（+），sagging（+），gravity sag view（5mm の後方落ち込み
あり），外反ストレステスト（＋），Lysholn score（0 点）理学療法は PCL 単独損傷の術後プログラムをベースに進めた。術後
2 週間は伸展位ギプス固定し，術後 3 週よりヒンジ膝装具と移行した。ROM 練習は術後 3 週より開始し，荷重は術後 6 週で全
荷重とした。筋力強化は PCL への負担を考慮したプログラムで施行した。評価として膝伸展筋力，膝屈曲 ROM，Lysholn score
を術前，術後 6 ヶ月，1，および 6 年で行った。

【結果】膝伸展筋力は術前，術後 6 ヶ月，1，6 年で健側比 0，80，85，98％ と回復し，Lysholn score は 15，83，88，100 点と向
上した。膝屈曲 ROM は術前 30，術後 6 ヶ月 135̊ と改善し後方落ち込みも出現していなかった。仕事は術後 3 ヵ月で復職し，
スポーツ復帰は術後 1 年で現在の 6 年目も継続している。

【結論】複合靱帯再建術のリハビリプログラムに関して，Fanelli らや高橋らは ROM 練習の開始時期を PCL 再建術後にあわせて
おり，当院においても PCL 再建術後のプログラムですすめた。早期からの積極的な ROM 練習は関節動揺性を出現させる危険が
ある為，3 週間の膝伸展位固定を行ない，その後，自動運動や自動介助運動を中心に装具にて段階的にゆっくり拡大していった。
その結果，術後 6 年後も関節不安定性もなく可動域の獲得・維持につながったと考える。膝伸展筋力は術後 6 ヶ月で健側比
80％，屈曲筋力は健側比 77％ まで改善し順調な回復であった。スポーツ競技復帰に関しては，当院では術後 1 年の時点で術部
の不安定感や疼痛などの自覚症状がなく，膝筋力が健側比で伸展筋 90％，屈曲筋 80％ 以上であったので復帰を許可した。術後
6 年目の現在も自覚症状がなく競技を継続している。再建術後の目標は移植腱が骨孔との生物学的固着が得られ，関節動揺性を
制御することである。術後理学療法は，特に再建 PCL に負担をかけない入念な生活指導と装具の着用が重要であり，長期的な
フォローが必要であると考える。
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当院における前十字靱帯再建術後の歩行獲得について
入院中独歩獲得可能群と入院中独歩獲得不可能群の傾向

知花 俊吾1），知念 由磨1），川平大悟郎1），屋嘉部愛子1），名護 零2）

1）Az クリニック，2）ロクト整形外科クリニック

key words ACL・早期理学療法・疼痛管理

【はじめに，目的】

当院では，前十字靱帯（以下 ACL）再建術後 5 日目での退院をプロトコールとし，入院中独歩獲得を目標としている。リハビ
リは術前より介入，術後は術当日から開始し，術後 1 日目に荷重開始している。術後疼痛管理として術後 2 日目まで大腿神経ブ
ロックを使用し，同時に非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）を併用している。

本研究では当院に入院中の独歩獲得可能群と独歩獲得不可能群の傾向を明らかにする事を目的とする。

【方法】

当院で 2016 年 5 月から 2016 年 9 月までに ACL 再建術（BTB 法）を施行された 37 名中，入院中独歩獲得可能（以下獲得可群）
であった計 32 名（男 22 名，女 10 名：平均年齢 22.7±9 歳）と入院中独歩獲得不可能（以下獲得不可群）であった計 5 名（男
2 名女 3 名：平均年齢 22±10.2 歳）を対象とした。半月板損傷や非荷重例は除外した。調査項目は安静時 Numerical Rating Scale

（以下 NRS），Pain Catastrophizing Scale（以下 PCS），膝屈曲・伸展可動域（以下 ROM），下肢荷重率，独歩獲得期間とした。
調査時期は術前，術後 1 日目，術後 5 日目とした。統計学的解析には JSTATversion17.1 を使用し，wilcoxon の符号順位検定，
対応のある T 検定，多重比較は Kruskal�Wallis 検定を用いて検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

獲得可群の独歩獲得期間は 2.8±1 日。NRS は，獲得可群で術後 1 日目（1.4±2.1）と術後 5 日目（0.2±0.6）で有意に低下し（p
＜0.05），獲得不可群では術後 1 日目（2.8±2.6）と術後 5 日目（2.8±3.1）で変化が少なく，術後 5 日目で獲得可群に比べ高い傾
向があった。PCS において，獲得可群では，術前（13.5±6.9）と術後 1 日目（13.5±6.9）で有意差なく（p＞0.05），術後 5 日目

（7.7±5.2）で有意に低下する（p＜0.05）のに対し，獲得不可群では，すべての期間（術前 16.8±9.5，術後 1 日目 21.6±12.7，術
後 5 日目 21.6±12.7）において変化が少ない傾向があった。屈曲 ROM は，獲得可群が術後 1 日目（93.1±16.6），術後 5 日目（117.2
±15.2）に対し獲得不可群で術後 1 日目（70.0±19.7），術後 5 日目（89.0±7.4）に可動域制限があった。

【結論】

ACL 損傷患者は受傷，再建術というイベントを機に様々な機能障害を生じる。その中でも術後鎮痛は早期リハビリを進める上
で重要である。疼痛は感覚的側面だけでなく，情動，認知的側面も含めた概念とされており，結果から術前より疼痛に対する破
局的思考が強い症例はさらに，術後疼痛，破局的思考を増強させる傾向があった。また，膝前面痛は膝伸展筋力に影響を与える
事が報告されており，本研究でも同様に疼痛が歩行能力に影響した可能性がある。Vlaeyen らが報告した恐怖�回避モデルの悪
循環への岐路は破局的思考だと言われ，急性期から疼痛管理をし，運動に対する不安を改善させる事が術後鎮痛や機能予後にも
重要だと考える。

今後も症例数を増やし，縱断的研究として獲得不可群と比較し早期理学療法の効果や機能予後因子，スポーツ復帰因子を明らか
にしていきたい。
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当院における前十字靱帯再建術の動向
―再手術に着目して―

松本 拓也，石田 修平，馬庭 壯吉

島根大学医学部附属病院

key words 前十字靱帯損傷・再手術・受傷機転

【はじめに・目的】前十字靱帯（以下 ACL）損傷はスポーツ現場においてよく観察される外傷の一つである。現在，日本での ACL
損傷の発生件数について越智らは 3～4 万件/年発生していると述べており，その多くの症例で ACL 再建術（以下 ACLR）が施
行されている。ACLR の目的は関節内合併症の予防，元の活動レベルへの復帰などが挙げられる。しかし一度 ACLR を施行す
るとスポーツからの長期の離脱を余儀なくされる。スポーツ復帰をしても十分にパフォーマンスを発揮できないものや再断
裂・再手術に至るものも少なくない。今回，当院での ACLR の動向について調査し，再手術者の属性などを知ることで，今後の
ACLR 前後のリハビリテーションの内容を検討することを目的とした。

【方法】対象は 2010 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の期間，ACLR を施行した 242 名とした。242 名中，期間内に再手術に至っ
た群を再手術群，初回の手術のみの群を非再手術群とした。対象患者の情報をカルテより後方視的に抽出した。基本属性として，
年齢，性別，Body Mass Index（以下 BMI），再手術群に関しては，再手術側，受傷機転，初回手術から再受傷までの日数も調
査した。年齢，BMI は再手術群と非再手術群の性別で群分けし，t 検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】242 名中 15 名（6.4％）が 5 年間に再断裂し再手術に至った。15 名のうち 2 名（13％）は 3 回の手術を実施していた。再
手術群の内訳は男性 7 名（18.2±3.0 歳），女性 8 名（18.6±5.5 歳）であった。非再手術群の内訳は男性 125 名（29.1±12.3 歳），
女性 102 名（27.32±12.95 歳）であった。また年齢に関しては男女ともに再手術群で有意に若年者が多くみられた（p＜0.05）。
BMI は再手術群の男性は 21.4±2.6 kg/m2，再手術群の女性は 22.3±2.9 kg/m2であった。非再手術群の男性は 24.5±3.9kg/m2，
非再手術群の女性は 26.5±9.1 kg/m2であった。男性においては再手術群と非再手術群の BMI の間に有意な差を認めた（p＜
0.05）。再手術率は男性で 5.6％，女性で 7.8％ であった。再手術群の中で同側再手術が 10 名（66％），対側手術が 5 名（33％）で
あった。再受傷時の受傷機転としては 15 名中 11 名（73％）がスポーツ活動中の受傷となった。また同側再手術者 10 名の初回
手術から再受傷までの平均日数は 393±193 日であり，当院でスポーツ復帰が許可される 9 ヶ月を経過していた者が 6 名，経過
していなかった者が 4 名であった。

【結論】再手術率はわずかに女性に多い傾向にあった。再手術群において，若年者が多く，また再手術群の男性においては BMI
が有意に低く，やせ形の体型の方に再手術が多かった。再受傷時の受傷機転は初回受傷時と同様の受傷機転をきたしている者が
多い傾向にあった。
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変形性膝関節症患者の足部舟状骨高に関連する因子

糟谷 明彦1,2），福元 善啓3），浅井 剛3），岡 智大1），久保 宏紀1），門條 宏宣1），
大島 賢典1），北 潔2），岩井 信彦3），西村 行秀4）

1）神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）北整形外科，
3）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，4）和歌山医科大学リハビリテーション科

key words 足部内在筋・膝関節症・足部舟状骨高

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（膝 OA）を有する患者数は年々増加しており，X 線上での膝 OA 患者は 2400 万人と推定されている。膝 OA
では膝関節のみでなく足部回内といった足部変形も生じることが知られている。内側型膝 OA では足部回内の代償により歩行
時の膝内転モーメントを減少させる。舟状骨高は足部回内の指標の一つであり，内側型膝 OA 患者では健常者と比較して足部舟
状骨沈下（Navicular Drop；以下 N Drop）が大きいことが報告されている。一方，健常者の N Drop については足内在筋による
関与が報告されているが，膝 OA 患者を対象とした足部舟状骨と足部筋との関連を調べた報告は見当たらない。膝 OA 患者の足
部舟状骨に影響する因子を明らかにすることによって，足部変形を予防する理学療法のための示唆を得ることができる。本研究
の目的は膝 OA 患者の足部舟状骨高に影響する因子を明らかにすることとした。

【方法】

対象は内側型膝 OA 患者 20 名（平均年齢 80.7±5.6 歳，女性，両側 OA）とし，OA の程度がより重度な下肢を計測対象とした。
超音波画像診断装置（GE ヘルスケア社製）を使用し，足外在筋（前脛骨筋，腓骨筋，腓腹筋），足内在筋（短趾屈筋，短母趾屈
筋，母趾外転筋，小趾外転筋）と，大腿四頭筋の筋厚（cm）を測定した。膝関節形態測定として FTA（̊），膝関節他動可動域

（̊）を体表から測定した。端坐位および立位での舟状骨高（cm）を計測し，両者の変化率から N Drop（%）を算出した。また，
日本版変形性膝関節症患者機能評価表（JKOM）を聴取した。Kellgren and Lawrence grade（K/Lgrade）は医師により分類し
た。

統計学的検定として，K/Lgrade3 以下の軽症群，K/Lgrade4 以上の重症群の 2 群間の N drop の違いを t 検定で比較した。また，
舟状骨高および N Drop と各測定項目とのピアソンの相関係数を算出した。有意水準は 5% 未満とした

【結果】

舟状骨高は坐位 3.6±0.4cm，立位 3.3±0.6cm であり，N drop は 9.6±11.6% であった。軽症群 9 名，重症群 11 名の舟状骨高と
N Drop において 2 群間に有意差はなかった。舟状骨高，N Drop と各測定項目との相関分析の結果，大腿四頭筋の筋厚と立位舟
状骨高（r=0.49）および座位舟状骨高（r=0.47）との間に有意な正の相関を示したが，他の測定項目は舟状骨高，N Drop と有意
な相関がなかった。

【結論】

本研究の結果，膝 OA 患者では健常者と異なり，舟状骨高には足内在筋・外在筋による影響は小さいことが示唆された。また膝
OA の重症度や膝関節アライメントは舟状骨高と関連しておらず，大腿四頭筋の筋厚のみが有意に関連していた。大腿四頭筋に
よる膝関節安定性が間接的に足部安定性に寄与する可能性が考えられる。膝 OA 患者においては，膝の重症度によらず大腿四頭
筋の筋量を維持することが足部の正常なアライメント維持に重要であることが示唆された。大腿四頭筋と舟状骨高との関連性
には他の因子が介在する可能性があるが，その介在因子の解明は今後の課題である。
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アーチ高率が歩行の機械的効率性に与える影響

石本 亮1），神先 秀人2）

1）山形県立河北病院，2）山形県立保健医療大学

key words アーチ高率・機械的効率性・歩行分析

【はじめに，目的】

足部の内側縦アーチの低下により低アーチを呈した女性高齢者は，通常のアーチの人と比べて疲労を訴える人が多かったと報
告されている。また，低アーチ群は通常アーチ群と比べて生理的コスト指数（Physiological Cost Index：PCI）が高く，歩行の
効率性が悪いとの報告も見られるが，運動学的指標との関係は明らかにされていない。加えて，高アーチ群の歩行の効率性に関
する報告は見当たらない。そのため，本研究の目的はアーチ高率の違いが歩行の機械的効率性に与える影響を明らかにすること
とした。

【方法】

健常成人 24 名（21.6±0.7 歳）を対象とし，鳴海らの分類をもとに低アーチ群（アーチ高率 11% 未満：以下 L 群）8 名，中等度
群（11％ 以上 15％ 以下：以下 N 群）8 名，高アーチ群（15％ 超過：以下 H 群）8 名に分類した。計測は三次元動作解析装置及
び床反力計を用いて，時間因子，下肢関節角度変化量，床反力データを測定した。床反力データを 2 回積分することで重心の速
度及び変位，仕事率を求め，さらに仕事率を時間で積分することで一歩行周期中の仕事量（Wt）を算出した。歩行の機械的効
率性を示す指標として，体重 1kg を 1m 前進させるために必要とされる仕事量を意味する Wt/kg/m（J/kg/m）を用いた。解析
は各パラメータに対して 3 群間の比較を行った。また，Wt/kg/m に影響する変数を決定するために，アーチ高率及び身長，体
重などの身体特性，歩行速度因子，垂直方向床反力ピーク値，3 方向の重心移動幅，下肢関節角度変化量を独立変数としたステッ
プワイズ法による重回帰分析を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

Wt/kg/m において，L 群（0.75±0.12 J/kg/m）及び N 群（0.69±0.10J/kg/m）と比べて H 群（0.90±0.11 J/kg/m）は有意に高
値を示し，L 群と N 群には差がなかった。前後，左右，上下方向の重心移動幅及び下肢関節角度変化量に有意差は認められなかっ
た。重回帰分析の結果，Wt/kg/m に影響する因子として前後及び上下方向の重心移動幅とアーチ高率の 3 項目が抽出された

（自由度調整済み R2＝0.73）。

【結論】

飯田らの報告において，Wt/kg/m に歩調や歩幅による影響は認められないとされており，重回帰分析の結果からも歩行速度の
影響は少ないと考えられる。Wt/kg/m に関して有意差が認められ，L 群及び N 群と比べて H 群は歩行の機械的効率性の低下が
示された。今回の結果からは重心移動幅に有意差が認められなかったが，H 群の前後及び上下方向への重心移動幅は大きい傾向
にあった。より大きな重心の移動に対して重心を上方や前方に移行させるために，より多くの筋活動が要求されたことによって
Wt/kg/m が増加したと考えられる。本研究により，アーチ高率が歩行の機械的効率性に影響を与えることが明らかとなった。
その詳細を把握するために，筋活動量及び各関節のモーメントやパワーなどの運動学的側面からさらなる検討が必要である。
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P-MT-48-3

新しい足底腱膜炎に対するアプローチの試み
拡散圧力波を用いて

山田 将弘1），森寺 邦晃2），森 聡3）

1）森寺整形外科リハビリテーション科，2）森寺整形外科整形外科，3）飯塚市立病院リハビリテーション科

key words 足底腱膜炎・拡散圧力波・疼痛

【目的】

拡散圧力波は 2015 年より保険適応で使用可能となり，当院では難治性の足底腱膜炎に対して拡散圧力波を取り入れた治療を
行っている。

足底腱膜炎に対しては体外衝撃波（集中衝撃波）の研究報告が世界で数例報告されている。しかし，本邦において足底腱膜炎へ
の拡散圧力波による治療介入の報告は，我々が調査した限りでは見当たらない。

そこで拡散圧力波を使用し，一定の結果と傾向が得られたため，その治療結果を文献的考察を含めここに報告する。

【方法】

足底腱膜炎と診断され拡散圧力波による介入を行った患者 6 名（男性 1 名 72 歳，女性 7 名 67.80±11.71 歳）7 脚を対象とした。
初診時の罹患期間は半年から一年半であった。調査期間は H28.5.16～H28.9.30 とした。

治療内容は，患部への拡散圧力波照射と足底筋に対するストレッチを行った。治療機器は Gymna 社製，Physio�ShockMaster
を使用し，拡散圧力波を圧痛部位に疼痛閾値程度の刺激強度（1.5～4.0bar）で照射し，周波数は 8～16Hz，shock 数は 2000shocks，
で統一した。

治療頻度は Gerdesmeyer の先行研究に習い，週に 1 回（最小 6 日・最大 14 日）とした。

痛みの程度を Visual analog scale（以下：VAS）を用いて評価した。初回，1 週間ごとに計測し痛みの推移をみた。また拡散圧
力波照射前後で VAS を計測し，照射前後での痛みの変化を最大 8 週間計 9 回までみた。さらに患者の主観を内政調査で聴取し
た。

拡散圧力波照射前後の VAS に対し対応のある t 検定を使用し統計学的処理を行った。統計学的有意水準は 5％（片側 2.5％）未
満とした。統計ソフトは Stat flex Ver6.0 を使用した。

【結果】初回の VAS 平均 66.14±12.67mm であった。6 名 7 脚全ての患者で 1 週ごとに VAS は漸減傾向を示し，4 名 5 脚で 4
週目での VAS が 10mm 以下となった。また残りの 2 名 2 脚においても 8 週目で VAS は 10mm 以下となった。拡散圧力波の照
射前後での VAS は有意に低下した（p＜0.01）。

口頭による内政調査では，4 名において「朝の一歩目以外は痛くない」との回答が得られた。

【結論】

1 週ごとに VAS 値は漸減傾向を示し，4 週目で VAS が 2 名を除いた 4 名 5 脚においてほぼ 0mm に近い値となり，良好な治療
効果が得られた。残りの 2 名 2 脚に関しても 8 週目で VAS が 10mm を切る値となっていた。拡散圧力波の照射前後で VAS
は有意に低下しており，即時の除痛効果が期待できることが示唆された。

拡散圧力波はクラス II の機器であるため，クラス III の機器である体外衝撃波と比べて安全に使用しやすいと思われる。我々の
拡散圧力波を用いた方法は拡散衝撃波を用いた諸家の報告と同等の治療効果が得られており，足底腱膜炎に対する拡散圧力波
照射は有用な治療法であることが示唆された。
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P-MT-48-4

中枢性麻痺後に生じる関節拘縮に対する経皮的炭酸ガス吸収療法の効果の検討

髙野 祥子1），﨑谷 直義1），島谷 俊亮1），岩澤 裕之1,2），野村 将人1），脇本 祥夫1），
小原 雄太1），上羽 岳志3），秋末 敏宏4），酒井 良忠3），森山 英樹4）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，
3）神戸大学大学院医学研究科リハビリテーション機能回復学，4）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 中枢神経疾患・拘縮・経皮的炭酸ガス吸収療法

【はじめに，目的】

中枢性麻痺後に生じる関節拘縮は，理学療法に難渋する合併症のひとつである。しかし，その治療法はポジショニング，関節可
動域運動，物理療法といった古典的ともいえる方法から発展をみていない。経皮的に二酸化炭素を局所組織内に取り込むこと
で，局所的な血流増加や酸素分圧の上昇を含む Bohr 効果を促進する経皮的炭酸ガス吸収療法（CO2療法）が，骨折や筋萎縮な
どの改善に有効とする複数の報告が近年なされている。CO2療法の作用機序に，有酸素運動時に体内で生じる変化と共通するも
のがあることから，関節拘縮の新しい治療法になるという着想を得た。本研究では，私たちが確立している中枢性麻痺後の関節
拘縮モデルであるラット脊髄損傷関節拘縮モデルの膝関節に対する CO2療法の効果を検討した。

【方法】

10 週齢の雄性 SD ラットを対照群，脊髄損傷を行う群（SCI 群），脊髄損傷後に CO2療法を行う群（CO2群）の 3 群に分け，2
週間と 4 週間，介入した。SCI 群および CO2群は先行研究に従い，T8 レベルで脊髄を完全に切断した。CO2療法介入は SCI
術翌日から行った。下肢全体にハイドロゲルを塗布して 100% の CO2ガスに暴露し，経皮的に吸収させた。介入は 1 日 20 分間，
毎日行った。実験期間終了後，深麻酔下で膝関節伸展可動域（伸展 ROM）を測定し，膝関節をまたぐ筋を全て切除し，再度伸
展 ROM を測定した。筋による ROM 制限を筋性要因，関節構成体による ROM 制限を関節性要因と定義し，それぞれは先行研
究に従い算出した。また両下肢から半膜様筋を摘出し，筋湿重量を測定した後，急速凍結し，クリオスタットを用いて横断切片
を作成し，HE 染色を行った。光学顕微鏡を用いて画像を撮影し，image J で筋線維横断面積（CSA）を計測した。さらに両下
肢から膝関節を摘出し，川本法を用いて凍結包埋した。凍結サンプルから矢状切片を作成し，HE 染色を施し，光学顕微鏡で画
像を撮影，image J で後方滑膜長を計測した。

【結果】

脊髄損傷により増大した伸展 ROM 制限は，2 週，4 週の CO2療法介入により改善した。2 週では筋性要因，関節性要因，4 週で
は関節性要因の改善が認められた。また，滑膜長は 2 週においては 3 群間に差は認められず，4 週において対照群，CO2群と比
較して SCI 群で低値を示す傾向がみられた。半膜様筋の筋湿重量，CSA には CO2療法介入による改善は認められなかった。

【結論】

本研究では，CO2療法のラット脊髄損傷関節拘縮モデルの伸展 ROM 制限に対する有効性が示された。介入により筋性要因と関
節性要因の両方に改善がみられたが，特に 4 週の介入で関節構成体における改善傾向が認められた。CO2療法は簡便かつ非侵襲
的であり，臨床でも施行しやすく，従来の治療法と組み合わせることで関節拘縮に対するより高い改善効果が期待される。
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P-MT-48-5

重篤な関節可動域制限を呈した障害高齢者に対するベルト式骨格筋電極刺激法
（B�SES）の即時効果の検証

中島 駿平1），片岡 英樹1,2），青木 秀樹1），後藤 響1,2），縄田 厚3），神谷 志郎4），
坂本 淳哉2），中野 治郎2），山下潤一郎1），今村由紀夫5），沖田 実2）

1）社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部，
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学研究室，3）アルケア株式会社，
4）ホーマーイオン研究所，5）社会医療法人長崎記念病院内科

key words 介護・終末期・ベルト式骨格筋電極刺激法・関節可動域制限

【はじめに，目的】介護・終末期にある障害高齢者においては，全身の各関節に拘縮が認められることが多く，特に下肢では股
関節の屈曲・内転・内旋拘縮や膝関節の屈曲・伸展拘縮，足関節の尖足拘縮が頻繁に認められる。そして，このような拘縮を抱
えた障害高齢者では，異常な筋緊張が惹起されていることも多く，これらの結果として重篤な関節可動域（ROM）制限が発生
している。つまり，筋緊張の影響を取り除かない限り，拘縮に対するストレッチなどの他動運動の効果は期待できず，ROM
制限の改善も困難である。一方，電気刺激法は筋緊張の軽減を促すことが可能であり，障害高齢者が抱える重篤な ROM 制限に
対しても改善効果が期待でき，特に他動運動の前処置として活用できるのではないかと考えられる。そこで，本研究では下肢全
体の骨格筋を刺激することができるベルト式骨格筋電極刺激法（B�SES）を用い，障害高齢者が抱える下肢の重篤な ROM 制限
に対する B�SES の即時効果を検討することを目的とした。

【方法】対象は日常生活自立度ランク B または C の状態にあり，下肢に重篤な ROM 制限を呈した障害高齢者 17 例（男性 8 例，
女性 9 例，平均年齢 82±9.2 歳，平均入院期間 1331±960 日）とした。疾患の内訳は脳卒中 13 例，肺炎後の廃用症候群 3 例，脊
髄損傷 1 例であった。対象者に対してはベルト電極を両側の大腿近位部，遠位部，下腿遠位部に装着し，4Hz の単収縮モードで
B�SES を 20 分間実施した。評価項目は下肢の ROM，筋緊張ならびに痛みとし，B�SES の実施前後で評価した。ROM は両側の
股関節屈曲・外転，膝関節屈曲・伸展，足関節背屈ならびに開排位での膝間距離を測定し，筋緊張は modified ashworth scale

（MAS）を用いて，上記の各関節の運動方向について評価した。また，痛みは日本語版アビー痛みスケール（APS�J）の「声を
上げる」，「表情」，「ボディーランゲージ」の 3 項目について ROM 測定時に評価した。統計処理には Wilcoxon の符号付順位和
検定と対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】B�SES 実施前後の比較において，各関節・運動方向の ROM，膝間距離は有意に改善し，特に股関節外転の改善は顕著
であった。また，MAS も股関節屈曲・外転，膝関節伸展・屈曲において有意な改善が認められた。一方，APS�J の各項目は有
意な変化は認められなかった。

【結論】今回，B�SES を実施することで各関節・運動方向の筋緊張が軽減するとともに，ROM の改善が認められた。つまり，
下肢全体の骨格筋を刺激することが可能な B�SES は障害高齢者が抱える重篤な下肢の ROM 制限に対して即時効果を発揮す
ることから，他動運動の前処置としての有効な手段の一つになる可能性が示唆された。
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P-MT-49-1

股関節疾患患者の骨盤アライメントは立ち上がり能力に影響する

島村 奈那1），南角 学1），西川 徹1），細江 拓也1），村尾 昌信1），濱田 涼太1），黒田 隆2），
宗 和隆2），後藤 公志2），池口 良輔1,2），松田 秀一1,2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部整形外科

key words 股関節疾患・骨盤アライメント・立ち上がり

【はじめに・目的】

股関節疾患患者では，股関節の変性と脊椎・骨盤のアライメント異常は相互に関連していることが明らかとされている。このた
め股関節疾患患者に対して理学療法を展開していくためには，体幹機能や脊椎・骨盤のアライメントにも着目した評価や介入
が必要となる。しかし，股関節疾患患者の脊椎・骨盤のアライメント異常が筋力や関節可動域などの下肢機能ならびに動作能力
にどのように影響を及ぼしているかを詳細に検討した報告は少なく，不明な点が多い。そこで，本研究の目的は，股関節疾患患
者の骨盤アライメントが下肢機能および動作能力に及ぼす影響について検討することとした。

【方法】

対象は片側罹患の股関節疾患患者 52 名（変形性股関節症 36 名，大腿骨頭壊死 12 名，人工関節のゆるみ 3 名，関節リウマチ 1
名）であった。当院整形外科医の処方により撮影された立位レントゲン画像から kitajima らによる回帰式を用いて，骨盤前傾角
を測定した。また，動作能力の評価として，10m 歩行速度，5 回立ち上がりテスト，Timed up and go test（以下，TUG）を実
施した。下肢機能の評価として，股関節屈曲角度，股関節伸展角度，股関節外転筋力，脚伸展筋力，膝関節伸展筋力，日本整形
外科学会股関節疾患評価質問票（JHEQ）を測定した。股関節外転筋力は徒手筋力計（日本 MEDIX 社製），脚伸展筋力と膝関節
伸展筋力は Isoforce GT�330（OG 技研社製）にて等尺性筋力を測定した。さらに，先行研究より骨盤アライメントは健常者平均
27̊ を基準とし，骨盤前傾角が 27̊ 以下の群（A 群）と 27̊ 以上の群（B 群）の 2 群に分類した。統計には，各評価項目の両群間
の比較に対応のない t 検定と Mann�Whitney の U 検定を用い，統計学的有意基準は 5% 未満とした。

【結果】

両群の割合は，A 群 16 名（30.8%），B 群 36 名（69.2%）であり，年齢と BMI は両群間で有意差は認めなかった。各評価項目の
2 群間の比較では，5 回立ち上がりテストは，A 群（10.6±2.0 秒）と比較して B 群（9.4±1.8 秒）で有意に速かった。また，健
側の膝関節伸展筋力は，A 群（2.27±0.87Nm/kg）と比較して B 群（1.76±0.78Nm/kg）で有意に低値であった。一方，その他
の評価項目については，両群間で有意差を認めなかった。

【結論】

本研究の結果から，股関節疾患患者で骨盤後傾位の症例では，骨盤前傾位の症例と比較して，健側の膝関節伸展筋力が大きいに
もかかわらず，立ち上がり能力が低下していることが明らかとなった。これは立ち上がり動作の臀部離床までの重心前方移動が
骨盤後傾位であるほど困難となるからであると考えられる。以上から，股関節疾患患者の立ち上がり動作能力の向上には，立ち
上がり動作時の臀部離床までの前方への重心移動を促すための骨盤前傾・腰椎前彎の動きを獲得するとともに実際の立ち上が
り動作でも骨盤の動きを十分に意識することが必要となると考えられた。
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P-MT-49-2

スタティックストレッチング時間がハムストリングス筋腱複合体に与える即時効果の検討
圧力計を搭載した超音波装置による観点から

稲吉 直哉，松岡 健，西島 涼，須﨑 裕一

福岡県済生会大牟田病院

key words スタティックストレッチング・筋硬度の変化・筋腱複合体

【はじめに，目的】

臨床現場においてスタティックストレッチング（以下 SS）は理学療法士にとって実施頻度の高い運動療法手技の一つである。
SS により関節可動域（以下 ROM）の改善，疼痛緩和，筋機能改善など様々な効果が得られると報告されている。しかし，これ
らの研究の多くは徒手による他動的な ROM テストをアウトカムとしており，信頼性が低いと指摘されている。近年の報告では
SS による ROM や疼痛改善は軟部組織の柔軟性向上ではなく，痛みや伸長刺激に対する耐性など心理的要因の影響である報告
も散見される。そのため他動的 ROM テストに代わる評価の指標として，他動的に関節を動かしたときの受動的トルクが推奨さ
れており，また超音波画像診断装置を用いた筋腱移行部の移動量を測定する方法などがあるが，報告数は少ない。さらに SS
時間の違いが筋機能に与える即時効果の報告も多々あるが，明確になっていない。そこで，今回，圧力計を搭載した超音波装置
を用い，SS 時間の違いにおける SS 前後の筋硬度の変化を比較・検証した。

【方法】

対象は下肢，体幹に障害既往がない 20 歳代の健常男性 20 名である。対象全例に右ハムストリングスの SS を 1 分間，2 分間，
3 分間実施した。SS 時間の順番は被験者によりランダムで実施し，測定間隔は 2 日間以上空けた。SS 方法は Red Cord を使用し，
Suspension Point は股関節に設定。ストレッチングの強度は痛みを感じない最大伸張位を至適強度とした。SS 前，後にハムスト
リングスの筋硬度を測定した。筋硬度の測定肢位は安静腹臥位，圧力計を搭載した超音波装置で 100gf，500gf，1000gf 時の筋厚
を測定し，筋厚の変化は 0.1mm 単位で記録し，100gf 時の筋厚に対し 500gf，1000gf 時の筋厚を％で記録した。統計学的検討に
は SPSS を用い，SS 前後の比較には対応のある t 検定を用いた。有意水準はいずれも 5％ 未満とした。

【結果】

1）ハムストリングス筋硬度は SS 前と SS2 分間を比較し有意な減少が認められた。2）ハムストリングス筋硬度は SS 前と SS1
分間，SS3 分間と比較したが有意な変化は認められなかった。

【結論】

今回の研究では SS 前と比較し，SS2 分間のみ有意な変化が認められ，SS1 分間，SS3 分間ともに有意な変化は認められなかった。
SS の効果として血管断面積および血流量の増加が認められるが，対馬らによると過剰な伸張は循環の途絶，駆血損傷を起こし，
関節可動域の損失を招くと報告している。そのため循環不全のため，筋硬度の有意な変化が起こらなかったと考える。また，先
行研究では筋の形態学的変化が起こるには合計 2 分間以上必要であるとの報告もある。今回の研究から先行研究と同様の結果
となったが，臨床現場において SS を実施する際は 2 分間が適当であると示唆された。
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P-MT-49-3

ヒラメ筋の付着がMedial Tibial Stress Syndrome による疼痛発生に関与するか？
―超音波画像診断装置を用いた解剖学的検討―

中村 雅俊1），江玉 睦明1），大箭 周平2），青木 孝史2），鈴木 大地2），菊元 孝則1），伊藤 渉1），
中村 絵美1），高林 知也1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科

key words Medial Tibial Stress Syndrome・ヒラメ筋・超音波診断装置

【はじめに，目的】ランニング障害の一つである脛骨後内側縁に痛みを生じる Medial Tibial Stress Syndrome（MTSS）は発生率
や再発率が高く，男性よりも女性で好発することが報告されている。先行研究において，MTSS における疼痛好発部位とされて
いる脛骨中下 1/3 の部位には長趾屈筋とヒラメ筋が付着しており，特に女性においては男性よりも疼痛好発部位にヒラメ筋が
有意に大きな割合で付着していることが報告されている。そのため，このヒラメ筋の付着割合の多さが女性で MTSS 発生が多い
理由の一つである可能性がある。しかし，実際の MTSS の発生とヒラメ筋の付着の関係性については明らかではない。そこで本
研究では，MTSS 疼痛好発部位にヒラメ筋の付着の有無が MTSS 発生に関連するかを明らかにすることで，解剖学的特徴が
MTSS 発生に関連するかを明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は若年男性 25 名（平均 20.2±2.1 歳，170.7±4.4 cm，64.0±7.6 kg）と若年女性 25 名（平均 20.9±3.1 歳，156.7±6.0
cm，51.9±6.3 kg）の合計 50 名 100 脚とした。方法は先行研究に従って，脛骨長（内果下端（0％）～脛骨内側関節面（100％））
をデジタルノギス（Mitutoyo Corp 社製）を使用して計測し，疼痛発生部位である脛骨内側縁中下 1/3 の部位（内果下端から
33％～50％）を特定した。次に超音波診断装置（東芝メディカルシステムズ社製 Aplio 500）を用いて，疼痛発生部位における
脛骨内側縁へヒラメ筋の付着の有無を確認した。また Yate らの先行研究を参考に，過去の MTSS の既往については問診により
聴取した。対象のうち MTSS 既往脚は男性で 14 脚（28%），女性で 16 脚（32%）であった。統計的処理は，疼痛発生部位にお
けるヒラメ筋の付着の割合の男女差を検討するために X2 乗検定を用いて検討した。また，MTSS 既往歴とヒラメ筋の付着率の
関係性を検討するため，男性および女性において MTSS 既往脚と非既往脚におけるヒラメ筋の付着の有無の割合の比較を X2
乗検定を用いて検討した。

【結果】MTSS の好発部位におけるヒラメ筋の付着割合は，男性は 50 脚中 7 脚（14%）であるのに対して女性では 50 脚中 24
脚（48%）であった。統計処理の結果，ヒラメ筋の付着率は女性の方が男性と比較して有意に高い割合を示した。また男性にお
いて MTSS 既往脚では 14 脚中 2 脚（14.3%），非既往脚では 36 脚中 5 脚（13.9%），女性においては MTSS 既往脚では 16 脚中
8 脚（50%），非既往脚では 34 脚中 16 脚（47.1%）であった。統計処理の結果，男女ともに MTSS 既往脚と非既往脚ではヒラメ
筋の付着率に有意な差は認められなかった。

【結論】本研究結果より，先行研究と同様に男性と比較して女性の方が MTSS の好発部位である脛骨内側縁中下 1/3 の部位にヒ
ラメ筋が付着する割合が大きいことが明らかになった。しかし，MTSS 既往脚と非既往脚には有意な差が認められなかったこと
から，ヒラメ筋の解剖学的特徴は MTSS 発生に影響を及ぼさない可能性が示唆された。
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P-MT-49-4

軟部肉腫術後の運動機能変化とQuality of Life の関連性

原 瑞枝1），平岡 弘二2），濱田 哲矢2），橋田 竜騎1,2），志波 直人1,2）

1）久留米大学病院リハビリテーション部，2）久留米大学医学部整形外科学講座

key words 軟部肉腫術後・手術後運動機能・Quality of Life

【はじめに，目的】

軟部肉腫は人口 10 万人あたり約 2 人に発生する希少がんである。その中でも大腿部は軟部肉腫の好発部位であり，広範切除に
おいて筋肉合併切除を要することが多い。しかし筋切除部位と運動機能の詳細な検討は十分に行なわれてはいない。本研究で
は，当院整形外科治療中にがんのリハビリテーションを行なった大腿部発生軟部肉腫術後の，運動療法効果，運動機能変化と
Quality of Life（以下，QOL）の関連性について検討することである。

【方法】

平成 27 年 8 月より平成 28 年 8 月迄の間に当院に入院した quadriceps（Q 切除群），もしくは hamstring（H 切除群）に発生し
た軟部肉腫例で，広範切除および化学療法または放射線治療を施行し運動機能を詳細に評価した 8 例を対象とした。年齢は 24
歳から 83 歳（平均 54.3 歳），男性 1 例，女性 7 例，Q 切除群 4 例，H 切除群 4 例であった。評価項目は歩行様式，切除筋数，ロ
コモスキャン（ALCARE）による下肢筋力，握力，関節可動域（ROM），Functional reach test（FRT 最速値），10m 歩行（最
速値），Timed Up and Go（TUG 最速値）の 8 項目，QOL 指標に EQ�5D を使用し，術後 1，3，6 か月の時点で各々評価した。
ウイルコクソンの符号順位検定を用い，P＜0.05 を有意とした。

【結果】

術後 6 か月の歩行様式は 1 例は一本杖，7 例は独歩で自立歩行が可能であった。平均切除筋数は Q 切除群では 1.0，H 切除群で
3.2 と差を認めた。下肢筋力のロコモスキャンによる測定では Q 切除群では健側と比較し術後 1 か月で 84.1％，術後 6 か月で
78.6％ とさらに減弱していた。H 切除群においても術後 1 か月で 66.3％，術後 6 か月で 68.9％ と低下しており，期間による減弱
率の明らかな改善は認めなかった。リハビリテーションによる経時的改善度を検討すると Q 切除群において TUG，10m 歩行，
EQ�5D の効用値に改善傾向が認められた。H 切除群では術後 6 か月において握力，TUG，10m 歩行，患側ロコモスキャン値，
EQ�5D 効用値の改善傾向が認められた。また ROM 制限は H 切除群に 3 例認められ，全例放射線治療施行例であり，患側膝
ROM 制限と EQ�5D 効用値低下に有意な相関を認めた。

【結論】

quadriceps の部分切除では筋力低下は軽度であったが，健側比の筋力低下は経時的に改善しておらず，筋肉欠損の影響が続くと
考えられた。ロコモスキャンは主に quadriceps 筋力を反映するが，H 切除群においてもロコモスキャン値の減弱を認め，この
ことよりロコモスキャンは下肢筋力全体を反映している可能性が示唆された。今回の評価で H，Q 両切除群で改善傾向が見られ
たのは TUG，10m 歩行，EQ�5D であり，下肢運動機能向上が QOL 改善に関与していると思われた。また QOL に影響を及ぼす
のは ROM 制限であり，放射線治療例では早期より関節可動域練習を要すると思われる。本研究により，周術期軟部肉腫患者に
対する運動療法は，退院後の運動機能改善と QOL の向上につながると考える。
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荷重の違いが前脛骨筋および腓腹筋の筋活動に及ぼす影響
―健常者とアキレス腱断裂術後症例における検討―

岡山 裕美1），大工谷新一2）

1）JCHO大阪病院，2）株式会社リビングケア

key words 表面筋電図・アキレス腱断裂・荷重

【はじめに，目的】アキレス腱断裂後の理学療法では，背屈角度の増加と底屈筋の収縮の増大によるアキレス腱への牽引負荷に
注意しなければならない。そこで本実験では，足関節背屈角度を一定とした状態での荷重量と荷重位置の違いが足関節底屈筋と
背屈筋の筋活動に及ぼす影響を検討するとともに，健常者とアキレス腱断裂後の症例を比較検討した。

【方法】対象は健常成人男性 10 名（平均年齢 27.6±5.0 歳）とアキレス腱断裂術後 1.5 ヵ月の成人男性 1 名（年齢 35 歳）とした。
症例の ADL は自立で，歩行時には術側の立脚後期に患部に痛みを認めた。足関節背屈 0 度となるよう非伸縮性テープ（ニトリー
ト CB38）で固定し，安静立位および荷重位置と荷重量を変化させた立位における下肢筋の表面筋電図を Myosystem1400（No-
raxon 社）を用いて記録した。荷重位置は中足趾節間関節（前足部），踵骨（後足部），前足部と後足部の荷重が均一になる位置

（中足部）の 3 条件とし，該当部位へ筋電図の記録電極を配置することにより同定した。荷重量は体重の 1/3，1/2，2/3，全荷重
とした。被検筋は利き足の前脛骨筋，腓腹筋内側頭および外側頭とした。測定時間は 10 秒間とし，得られた生波形を整流化し
平均振幅値を算出した。荷重時の振幅値を安静立位時における同名筋の振幅値で除して筋電図積分値の相対値を求めた。荷重量
は体重計を用いて同定した。ただし，症例では痛みの自制範囲内とした。記録時には，ゴニオメータを用いて足関節背屈肢位の
測定と Visual Analogue Scale による痛みの評価もおこなった。統計学的処理は，荷重位置の違いによる筋電図積分値の相対値
を一元配置分散分析と Turkey の多重比較検定を行った。なお，有意水準は危険率 5% とした。

【結果】健常者の前脛骨筋の筋電図積分値の相対値はすべての荷重量において前足部と中足部より後足部荷重で有意に高値を認
め，症例も類似した結果が得られた。健常者の腓腹筋内側頭の 1/2・全荷重では後足部と比較し前足部荷重において有意に高値
を認め，2/3 では中足部と後足部より前足部において有意に高値を認めた。健常者の腓腹筋外側頭ではすべての荷重量において
中足部と後足部より前足部荷重において有意に高値を認めた。また，前足部への荷重量の増加に伴い筋活動の増加を認めた。一
方，症例の腓腹筋は前足部へ全荷重させた場合に痛みが増強し 2/3 よりも筋活動が減少した。

【結論】症例の全荷重時には痛みが増強したものの 2/3 以上の荷重が可能であった。しかしながら，痛みが増強した際には筋活
動が減少し，筋活動量が増大しないことが確認できた。これには，他の筋による代償や痛みや外傷に由来する脊髄の抑制機構の
関与が考えられる。今後は他の筋活動の変化や H 反射等の誘発筋電図所見も併せて検討していくことが必要と考えられた。
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変形膝関節症症例における Functional Reach Test と QOLとの相関性の検討

佐橋 健人1,2），山中 正紀3），千葉 健1,2），寒川 美奈3），齊藤 展士3），由利 真2），
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1）北海道大学大学院保健科学院，2）北海道大学病院リハビリテーション部，
3）北海道大学大学院保健科学研究院

key words 変形性膝関節症・ファンクショナルリーチテスト・QOL

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，膝 OA）は高齢者の生活の質（以下，QOL）を低下させる主な要因の 1 つといわれている。近年，膝 OA
症例においてバランス能力が低下していることが数多く報告されてきた。膝 OA 症例におけるバランス能力低下は，QOL の低
下を導く一因であると考えられ，過去にも検討されているものの一致した見解は得られていない。これらの先行研究の多くは静
的バランスを動作課題としており，動的バランスとの関連を検討した研究は少ない。比較的日常生活動作に近いと思われる
Functional Reach Test のような動的バランス評価が，膝 OA 症例の QOL をより反映する可能性があると思われるが，その関連
は不明である。したがって本研究の目的は Functional Reach Test が膝 OA 症例の QOL と関連するかを明らかにすることで
あった。

【方法】

対象は膝 OA と診断された女性 8 名（69.4±7.4 歳，152.4±7.8cm，57.5±19.9kg）であった。動作課題は Functional Reach Test
とし，動作計測にはカメラと三次元動作解析装置（Motion Analysis 社製），床反力計（Kistler 社製）を用いて行った。また反射
マーカーを手関節中央部に貼付した。得られたデータから Functional Reach Test 時の前方へのリーチ距離と足圧中心（以下，
COP）移動距離を算出した。QOL の評価には，日本版変形性膝関節症患者機能評価表（以下，JKOM）を用いた。合計点および
各下位項目（膝の痛みの程度・膝の痛みとこわばり・日常生活動作の状態・ふだんの活動など・健康状態について）を計算し
た。統計には Spearman の順位相関係数を用いて，Functional Reach Test 時の前方リーチ距離・前方 COP 移動距離と，JKOM
合計点および各下位項目との相関を検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

Functional Reach Test 時の前方 COP 移動距離と JKOM 合計点（R=�0.73，P=0.04），および下位項目である「膝の痛みとこわば
り」（R=�0.75，P=0.03），「日常生活動作の状態」（R=�0.76，P=0.03）との間に有意な相関を認めた。前方リーチ距離では有意な関
連を認めなかった。

【結論】

本研究は Functional Reach Test 時の前方 COP 移動距離の減少と，膝 OA 症例の QOL 低下が関連することを明らかにした。
QOL 低下を認める膝 OA 症例では動的バランスが低下している可能性を示唆した結果と考えられる。近年，膝 OA 症例では転
倒リスクが高いことが報告されており，膝 OA 症例のバランスに対する理学療法の重要性が示唆されている。本研究結果より，
QOL 改善の観点からも膝 OA 症例に対するバランスに対するアプローチが重要であると思われた。一方，臨床現場でしばしば
使用される Functional Reach Test 時の前方リーチ距離では有意な関連を認めなかった。膝 OA 症例のバランス評価においては
前方 COP 移動距離の計測がより有用である可能性が考えられた。今後はさらに症例数を増やして検討を進めていきたい。
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P-MT-50-2

重度変形性膝関節症患者に対する歩行能力の標準値と標準範囲の検討

天野 徹哉1），伊藤 秀幸2），田中 繁治3），森川 真也4），内田 茂博5）

1）常葉大学，2）山口コ・メディカル学院，3）川崎リハビリテーション学院，4）放射線第一病院，
5）広島国際大学

key words 臨床判断・歩行速度・TUG

【はじめに】超高齢社会を迎えた我が国では，変形性膝関節症（膝 OA）の罹患者数は年々増加しており，臨床症状としては歩行
能力の低下が最も問題となる。また，歩行能力は，理学療法分野において重要なアウトカムのひとつである。そのため，理学療
法士は，膝 OA 患者の歩行能力の状態を的確に把握する必要がある。しかしながら，膝 OA 患者の歩行能力を客観的に判断する
指標は示されていない。本研究の目的は，重度膝 OA 患者の歩行能力に関連する因子について検討し，標準値と標準範囲を明ら
かにすることである。

【方法】対象は，2013 年 7 月～2016 年 7 月の間に協力が得られた 7 施設において膝 OA と診断され，選択基準を満たした 109
名（男性 19 名，女性 90 名）とした。取込基準は Kellgren�Lawrence 分類（KL 分類）が Grade3 あるいは Grade4 の者とし，除
外基準は人工膝関節置換術の手術歴がある者とした。研究デザインは横断研究であり，歩行能力を評価する指標として 5m 最大
歩行速度（5mMWS）と TUG，背景因子として性別・年齢・BMI・KL 分類・障害側（両側性・片側性），身体機能として膝関
節伸展筋力・膝関節屈曲筋力・膝伸展 ROM・膝屈曲 ROM・疼痛（NRS）の調査・測定を行った。歩行能力の関連因子を検討す
るために，5mMWS と Timed up ＆ go test（TUG）をアウトカムとした重回帰分析を行った。重回帰分析では，背景因子を説
明変数としてステップワイズ法にて投入し，身体機能を交絡因子として強制投入した。そして，重回帰分析によって抽出された
因子を基に階級分けを行い，中央値と四分位範囲を用いて標準値と標準範囲を算出した。統計ソフトは SPSS Statistics 22 を使
用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】5mMWS をアウトカムとした重回帰分析の結果（p＜0.001，R2=0.386），年齢（p＜0.001，β＝�0.352）が関連因子として
抽出された。また，TUG をアウトカムとした重回帰分析の結果（p＜0.001，R2=0.288），年齢（p＝0.014，β＝0.220）が関連因子
として抽出された。すなわち，年齢が高いほど，歩行能力は低下していたが，歩行能力と性別や重症度との関連性は認められな
かった。そのため，重度膝 OA 患者に対する歩行能力の標準値と標準範囲は，年代別に算出した。5mMWS の標準値と標準範囲
は，60 代が 1.34（1.10－1.53）m/秒，70 代が 1.22（0.90－1.39）m/秒，80 代が 0.92（0.78－1.08）m/秒であった。TUG の標準値
と標準範囲は，60 代が 8.8（7.7－9.7）秒，70 代が 10.0（8.4－11.9）秒，80 代が 11.6（9.5－14.9）秒であった。

【結論】健常高齢者における歩行速度と TUG の年代別基準値は，各年代における歩行能力の程度を把握するためには有用な指標
となるが，膝 OA 患者の状態を把握するための指標とするには限界がある。本研究における標準値と標準範囲は，重度膝 OA
患者の歩行能力を把握する際の貴重な情報源になるため，治療法の選択などの臨床判断に役立つ指標になると考える。
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P-MT-50-3

加速度計を用いた変形性膝関節症の歩行分析

長谷川 諒1），小原 裕次2），大竹 祐子3），福井 勉4）

1）三枝整形外科，2）佐藤病院，3）文京学院大学スポーツマネジメント研究所・こうづ整形外科，
4）文京学院大学保健医療医科学研究科

key words 3軸加速度計・変形性膝関節症・歩行分析

【はじめに】歩行能力を高く，長く保つことは日常生活を送るうえで重要である。そのため，歩行の質的評価が重要になると考
えられるが，標準化はされていない。臨床的には簡便で正確な歩行評価の必要性が求められており，近年の加速度計の利用が注
目され，これまでにも多くの歩行分析で用いられてきた。健常成人のアルゴリズムは確立されつつあるが，疾患特異性について
はあまり述べられていない。

【目的】1）3 軸加速度計（AYUMIEYE，GE ヘルスケアジャパン株式会社）を使用し，歩行中に得られる加速度データから，歩
容予測のアルゴリズムを調べること。2）変形性膝関節症の対象者の計測から疾患特異性を力学的側面から検討すること。を目
的とした。

【方法】腰部にテープで装着するだけで簡単に歩行分析ができる 3 軸加速度計を用い，変形性膝関節症の 10m 歩行時の体幹の加
速度を計測した。対象は，変形性膝関節症と診断され，研究の協力の意思を得たもの 50 名（平均年齢 72.9±9.7 歳，平均身長 152.9
±5.2cm，平均体重 55.0±8.0kg）とした。被験者の第 3 腰椎棘突起部に AYUMIEYE センサーを貼付し，快適速度で 10m 裸足
歩行した。サンプリング周波数は 31.2Hz とした。出力変数は歩行速度，歩幅，体幹部加速度とした。10m 歩行中間の 5 歩を解
析対象として加速度データを抜き出しその平均値を算出した。変形性膝関節症と診断を受けた側，両側の場合は現在症状が強い
側を患側とし，歩行時の前額面上の加速度に注目して立脚初期のピーク値について解析を行った。統計は左右の比較については
対応のある t 検定を行い，歩行特性と加速度データとの関連についてはピアソンの相関係数を用い，どちらも有意水準を 5%
未満とした。

【結果】1）患側は，左側 23 名（うち両側 5 名），右側 27 名（うち両側 5 名）であった。2）平均歩行速度は 1.0±0.2km/s，平均
歩幅は 0.55±0.094m であった。3）前額面のピーク値は，患側では 38.2m/s2，健側では 36.8m/s2であり，有意差は認められなかっ
た。つまり変形性膝関節症の罹患側と体幹加速度の前額面上ピーク値には関連がなかった。4）次に，歩行速度とピーク値は有
意に相関した。歩行速度が速い人はピーク値が高く，健側への加速度でより高い相関関係が認められた（患側 p＜0.05，健側 p
＜0.01）。5）ピーク値の左右差と両側ピーク値は相関関係が認められた。つまり，ピーク値の左右差が大きい人ほど，患側のピー
ク値が大きく，健側のピーク値が小さかった（ともに p＜0.01）。

【結論】歩行速度が大きいほど加速度データが大きくなること自体は自明であるが，個人の有するパラメータの代表値だけでは
当初予測した左右差は検出できなかった。しかし個別には左右差が認められる対象者も少なくないことから今後さらに検出す
る項目を検討する必要があると考えられた。
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P-MT-50-4

変形性関節症者の自然立位時の荷重非対称性と運動・姿勢調節機能との関係

臼居 直哉1,2），長谷川隆史1），杉山 統哉1），内山 靖2）

1）中部労災病院中央リハビリテーション部，2）名古屋大学大学院医学系研究科

key words 荷重量・全人工膝関節置換術・全人工股関節置換術

【はじめに，目的】

変形性関節症者は，下肢筋力低下やバランス能力低下が混在し歩行能力に低下がみられ転倒のリスクが高いと報告されている。
症状の進行により動的バランス，静的バランスが低下し，立位姿勢において静止立位時の左右荷重量の不均等を呈すると報告さ
れている。立位姿勢時の下肢荷重量の非対称性の原因は，疼痛・筋力低下・バランス能力低下によって生じると考えられ，臨床
現場においても，左右の下肢の荷重量が不均等な状態で静止立位を保っている場面を見受けることがある。立位姿勢の非対称性
を是正するために理学療法場面において静止立位姿勢で左右の下肢へ均等に荷重をかける練習を行う場合がある。そこで本研
究の目的は，変形性関節症を呈し人工関節置換術を施行した者を対象に，左右の下肢の荷重量の非対称性が運動・姿勢調節機能
に関係するかを明らかにすることである。

【方法】

対象は，A 病院に入院中の変形性関節症を呈し全人工関節置換術を施行した者 20 名（THA10 名・TKA10 名），男女比は男性
4 名・女性 16 名，平均年齢 64.85±10.95 歳とした。測定課題は，静止立位での荷重比（体重計により計測），快適速度での 10
m 歩行速度，ステップ動作（前方モニターに表示される矢印の向きにより振り出す下肢を決定し，動作時間を計測した），Func-
tional Balance Scale（FBS），粗大筋力，疼痛（VAS）とした。全人工関節置換術を施行した側を手術側，他方を非手術側とした。
ステップ動作は，自然立位からの動作（自然荷重）と荷重量を均等に矯正してからの動作（均等荷重）をそれぞれ 16 施行ずつ
行った。統計解析は，左右の荷重量の差異を対応のある T 検定を行った。自然荷重からのステップ動作時間と均等荷重からのス
テップ動作時間の関連を手術側振り出し・非手術側振り出しそれぞれ対応のある T 検定を用いて行った。各評価項目の相関を
Pearson の相関分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

左右の荷重比は，非手術側（58.72%）・手術側（41.28%）と有意に非手術側が高かった。非手術側を振り出す際のステップ動作
において，均等荷重からの振り出し時間のほうが自然荷重からの振り出しより有意に短かった。静止立位での左右の荷重比はど
の項目とも有意な相関を認めなかった。

【結論】

全人工関節置換術後の患者は，自然静止立位において左右の下肢の荷重量に差がみられたが，荷重量の不均等の程度は，運動機
能・粗大筋力・疼痛の程度との関連はみられなかった。ステップ動作に置いて非手術側を振り出す際に，自然荷重からの振り出
しの方が，より時間がかかる結果が得られたことは，軸足となる手術側へより体重移動を行う必要があるからだと考えられる。
ステップ動作の遅延は，転倒の危険因子となりうると報告されている。その点を考慮すると，立位時の荷重の対称性を促す理学
療法は有効ではないかと考えられる。
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P-MT-50-5

立脚期膝関節伸展筋張力と変形性膝関節症の関連

畠山 和利1），松永 俊樹1），斉藤 公男1），渡邉 基起1），髙橋 裕介1），石川 順基1），巌見 武裕3），
島田 洋一2）

1）秋田大学医学部附属病院，2）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座，
3）秋田大学大学院理工学部

key words 変形性膝関節症・筋骨格モデル・外側広筋

【はじめに，目的】

高齢化に伴い，内側型変形性膝関節症（以下膝 OA）患者は年々増加の一途をたどっている。膝 OA 者は筋萎縮や疼痛が生じな
くても膝関節の伸展筋力が低下するとされている。また，生田らは 2D/3D Registration 法を用いた検討で，Kellgren�Lawrence
分類の grade1 から grade2 へ進行する段階で，膝関節最終伸展域の脛骨外旋化が生じている可能性があると指摘している。この
筋力低下やスクリューホーム運動の破綻，関節変形など構築学的問題は，荷重時の姿勢や筋活動を変化させると考えられる。

これまでわれわれは 3 次元全身筋骨格モデルを作成し，前屈時における脊柱モーメントや体幹筋張力の変化，スクワット動作時
の下肢を含めた解析など報告してきた。本研究の目的は，3 次元全身筋骨格モデルを使用し，膝 OA 患者の歩行時大腿四頭筋の
筋活動を解析することである。

【方法】

3 次元全身筋骨格モデルの構築

骨格モデルは Materialise 社製 MIMICS を用いて CT/DICOM データから骨形状を抽出し作成した。作成した骨格モデルと
MRI 断層画像より抽出した筋を基に 3 次元全身筋骨格モデルを作成した。この筋骨格モデルの構築は，豊田中央研究所製 EI-
CAS を使用した各筋の断面積は MRI より算出し，モーメントに影響を及ぼす関節可動性は最終域で抵抗がかかるように設定し
た。

解析条件

対象は初期膝 OA 患者 5 例である。膝 OA の重症度分類は Kellgran�Lawrence 分類で I は 4 肢，II は 3 肢であった。歩行計測は，
3 次元動作解析装置 VICON MX および床反力計とした。取得したデータより 3 次元全身筋骨格モデルを用いて，踵接地から足
尖離地までの大腿四頭筋および外側広筋の筋活動量，筋張力を算出した。KL 分類による筋活動は Mann�Whitney 検定を用いて
比較した。

【結果】

歩行時立脚期の筋活動量，筋張力は算出可能だった。GradeI と II で立脚期の大腿四頭筋全体の筋活動量は 20.8％，22.5％ と差
がなかった。しかし，外側広筋の筋活動量は 10.2，25.3％ と有意に増加していたが，筋張力は大きく変化しなかった。

【結論】

今回は初期膝 OA 患者で歩行時に実際活動している筋張力にどのような特徴があるか検討した。KL 分類の gradeII で大腿四頭
筋の筋力低下を示した論文は多数ある。また，膝 OA では，歩行時に外側広筋の筋活動を増加させるとの報告もある。今回の外
側広筋の筋活動量上昇は大腿四頭筋の筋力低下とスクリューホームムーブメント破綻の発生初期を意味している可能性があ
る。膝 OA 患者には早期から筋力強化およびスクリューホームムーブメントの正常化が必要と考えられた。
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整形外科手術を施行した患者の自己効力感に影響を与える因子について

星田 暁，川上 榮一，井上 晴美，関口 芳仁，齊藤 裕介，桐谷 紋加，木村 智徳，
戸村 勇哉

同愛記念病院

key words 自己効力感・MFES・在院日数

【はじめに，目的】

近年，高齢者の手術患者が急増している中，在院日数の短縮が求められている。臨床では身体機能が向上したにも関わらず，退
院後の生活に自信が持てず入院が長期化する患者を散見する。自分がある行動をどの程度うまく実行できるかという自信の認
識を自己効力感と言う。本研究は整形外科手術を施行した患者の自己効力感の経時的変化とそれに影響を与える因子を検討し
知見を得たので報告する。

【方法】

対象は当院で人工膝関節全置換術（以下 TKA），人工股関節全置換術（以下 THA）を施行した後，理学療法処方を受けた女性
患者（15 名，年齢 66.8±10.41 歳）とした。手術前，手術後 2 週間，退院 1～3 日前に自己効力感を測定するアンケートを実施し，
関連因子として Numerical Rating Scale（以下 NRS），立ち上がりテスト，片脚立位時間，Functional Reach Test，10m 歩行テ
ストを測定した。自己効力感を測定するアンケートについては Falls Efficacy Scale（以下 FES），Modified Falls Efficacy Scale

（以下 MFES）を用いた。各時期における MFES と FES の傾向を調べ，自己効力感と関連因子を比較検討した。更に退院 1～3
日前の MFES110 点以上を自信有群（11 名，67.91±10.18 歳），110 点未満を自信無群（4 名，63.75±10.4 歳）と分類し，2 群間
で関連因子を Man�Whitney の U 検定と Friedman test を用いて比較検討した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

各時期の自己効力感の得点は，手術前と手術後 2 週間，手術前と退院 1～3 日前の MFES には相関がなく，手術後 2 週間と退院
1～3 日前（r＝0.718）の MFES に正の相関がみられた。また手術前と退院 1～3 日前の FES には相関がなく，手術前と手術後
2 週間（r＝0.738），手術後 2 週間と退院 1～3 日前（r＝0.843）の FES に正の相関がみられた。自己効力感と関連因子では，立
ち上がりテスト，片脚立位時間，Functional Reach Test，10m 歩行テストはどの時期にも相関がみられず，術後 2 週間の MFES
と NRS（r＝�0.579），術後 2 週間の FES と NRS（r＝�0.611）に負の相関がみられた。

2 群間比較では，術後 2 週間の NRS に有意差があり，自信有群の方が疼痛の程度が低かった。また Friedman test において，自
信有群の NRS は手術前・手術後 2 週間・退院 1～3 日前に有意な差がみられた。

【結論】

結果より，手術後の自己効力感を高めるには手術後 2 週間以内に疼痛を軽減させることが重要であると言える。更に自己効力感
の低い患者は，より早期に疼痛の原因を明らかにし，対処することで在院日数を短縮させることが示唆された。人工関節手術を
施行する患者の主訴の多くが疼痛であり，その疼痛を解消あるいは軽減させることが早期退院につながると考える。
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P-MT-51-2

人工膝関節置換術患者における術前後自己効力感と入院中の自主運動実施時間，退院時歩行機能との関連
―共分散構造分析による検討―

諸澄 孝宜1,2），池田 由美2），田中 友也1），山本 尚史1），池田 光佑1），安東 映美1），
小森 陽介1），片見奈々子1），島根 幸依1），杉本 和隆3）

1）苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科，2）首都大学東京大学院，
3）苑田会人工関節センター病院整形外科

key words 人工膝関節置換術・自己効力感・入院中自主運動

【はじめに】

人工膝関節術後患者において，術前膝伸展筋力や自己効力感が退院時歩行機能に影響すると報告され，術前リハビリテーショ
ン，患者指導の必要性が報告されている。また，入院中の活動量や退院時の自己効力感も退院時歩行機能に関連することが報告
されている。当院においても，術後早期から病棟での自主運動や歩行練習を指導しており，自主運動を実施する症例は退院時歩
行機能が比較的良好であることを経験する。

【目的】

本研究では，術前・退院時の自己効力感と入院中の自主運動実施時間，退院時歩行機能との関連から，入院期間中にアプローチ
するべきポイントについて検討することを目的とした。

【方法】

対象は片側人工膝関節置換術を施行された 36 名（年齢（平均±標準偏差）72.8±8.5 歳，BMI25.1±4.1kg/m2）とした。評価項目
は膝関節可動域，膝伸展筋力，人工関節置換術の術後リハに対する自己効力感（Self�efficacy for Rehabilitation outcome Scale；
以下，SER）と歩行機能（Timed UP and GO test；以下，TUG）とし，評価は術前と退院時に実施した。また，術後，病棟にお
ける自主運動（self�ex）は 1）ROM�ex，2）Quad�setting，3）足関節底背屈 ex とし，連続 5 分以上の自主的な運動と定義した。
Self�ex 実施時間を自己記載式にて聴取し，入院期間中の一日平均自主運動時間が 10 分以上か否かで対象を群分けした。最終ア
ウトカムを退院時 TUG として，術前の自己効力感が高い症例ほど Self�ex を実施し，退院時 TUG に影響すると仮説を立て，術
前・退院時の身体機能と自己効力感，Self�ex 実施時間の関連性について共分散構造分析により検討した。

【結果】

対象者の入院期間（平均±標準偏差）は 18.5±2.9 日，自主運動実施時間は平均 13.6±10.6 分/日であった。Self�ex10 分/日以上
群（20 名）と未満群（16 名）において，年齢（68.7±8.5 歳，77.8±5.8 歳）と退院時 SER（87.2+16.5 点，72.9+18.0 点）で有意
差が認められた。共分散構造分析の結果，術前筋力と退院時 SER が退院時 TUG に直接的に関与していた。退院時 SER の改善
に関連するのは術前 SER と 10 分/日以上の self�ex の実施であった。また，術前 SER と Self�ex の関連は認められなかった。

【結論】

Self�ex は独立して退院時 SER に関与していたことから，術後入院中に Self�ex を指導し，実践させることで退院時 SER が改善
し，退院時 TUG 改善に繋がることが示唆された。TKA 患者に対し，一日 10 分程度の運動継続を促し，入院中から運動の習慣
化を図ることが退院後の活動量等に有効に作用するのか否かについては，今後の縦断的な調査が必要と考える。
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P-MT-51-3

術後 3ヶ月における人工膝関節置換術患者の身体機能と満足度との関連
人工膝関節置換術後 3ヶ月における身体機能と満足度との関連

大西 邦博1,2），島谷健太郎1），堀 芳郎3），三浦 靖史4）

1）ツカザキ病院リハビリテーション科，2）吉備国際大学保健福祉研究所，3）ツカザキ病院整形外科，
4）神戸大学大学院保健学研究科

key words 人工膝関節置換術・満足度・身体機能

【はじめに，目的】

近年，医療の評価において，患者の主観的評価が重視されるようになってきている。しかし，人工膝関節置換術の術後早期にお
ける，患者満足度に関する研究は少ない。人工膝関節置換術後の満足度と機能障害との関連性を把握することは，医療の質のさ
らなる向上に繋がる重要な知見になると考えられる。そこで，本研究の目的は，人工膝関節置換術後 3 ヶ月の満足度と身体機能
との関連について検討することである。

【方法】

対象は当院で人工膝関節置換術を施行し，外来通院が継続可能な変形性膝関節症患者 20 例 20 膝（TKA18 例，UKA2 例，平均
年齢 73.6±5.6 歳，男性 1 名，女性 19 名）とした。評価項目は①膝関節屈曲可動域，②歩行時痛（以下 VAS），③等尺性膝伸展
筋力，④10m 快適歩行速度，⑤Time up and go test（以下 TUG），⑥日本版変形性膝関節症患者機能評価尺度（以下 JKOM），
⑦満足度（10 点満点での NRS）とした。測定時期は術後 4 週と術後 3 ヶ月とした。統計学的解析は，2 群の差の検定にはパラメ
トリック検定として対応のある t 検定，ノンパラメトリック検定として Wilcoxon の符号付順位検定を用いた。満足度と各項目
の相関の検討には Pearson の相関係数を用いた。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

差の検定（術後 4 週/3 ヶ月）では①膝関節屈曲可動域は 126.8±7.9̊/132±8̊，③等尺性膝伸展筋力は 0.58±0.2Nm/kg/0.75±0.2
Nm/kg，④10m 快適歩行速度は 0.91±0.2m/s/0.99±0.2m/s，⑤TUG は 10.0±2 秒/10.7±2 秒，⑥JKOM は 37.6±14.5 点/22.3
±17.0 点で有意差を認めた。②VAS は 10.1±1.7mm/7.0±1.6mm で有意差を認めなかった。3 ヶ月後の⑦満足度は 8.8/10 点で
あった。また，満足度と r=0.4 以上を認めた項目は 3 ヶ月後の④10m 快適歩行速度⑤TUG⑥JKOM，4 週後の①膝関節屈曲可動
域であった。

【結論】

本研究では，人工膝関節置換術後 3 ヶ月の患者満足度は高値を示し，術後 4 週と比べ術後 3 ヶ月の膝関節屈曲可動域，膝伸展筋
力，10m 歩行速度，JKOM は有意な向上を認めた。Robert らは TKA 後 1 年の対象を調査し，平地歩行と立ち上がりを獲得で
きれば術後 1 年の満足度が高いと報告し，階段昇降と車やバスの乗り降りを獲得できなければ満足度が低いと報告している。こ
のように日常生活活動や生活の質（以下 QOL）の向上が満足度向上に繋がると予測される。一方で，Matsuda らは術後約 5
年までの対象を調査したところ，年齢と可動域が機能的活動に関与していると報告もあり，未だ確立された見解がなされていな
い。本研究では，術後 4 週と比べ術後 3 ヶ月における機能は有意に向上した。歩行時痛は術後 4 週においてすでに軽度であった
ため，有意差を認めなかったと考えられた。満足度は 3 ヶ月後の TUG と JKOM および歩行速度，4 週後の屈曲可動域が関連し
ていた。これらの結果から，術後 3 ヶ月の満足度を得るためには歩行を含めた身体機能を総合的に向上させることが必要である
ことが示唆された。
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P-MT-51-4

人工膝関節全置換術の退院時における転倒恐怖感と歩行評価指標との関連
3軸加速度を用いた検討

小宮山 潤1），山口 真依1），樋口 和奏1），藤本 静香1），渡邉 敬幸2），太田 隆1），金丸 晶子1）

1）東京都健康長寿医療センター，2）公立福生病院

key words 人工膝関節全置換術・転倒恐怖感・加速度計

【はじめに，目的】

転倒恐怖感や転倒関連自己効力感は日常の活動量や生活の質を低下させる要因とされている。人工膝関節全置換術（TKA）後は
歩行能力改善のためリハビリテーションを実施しているが，転倒恐怖感を有したまま退院となる症例は少なくない。また，近年
では歩行をより客観的かつ簡便に評価するために加速度計から得られるデータを用いた歩行計測が散見されている。今回は，退
院後の生活で問題となる転倒恐怖感に着目して，従来から用いられている歩行速度に加速度計から得られる評価指標を加えた
歩行評価指標と転倒恐怖感との関連を検討した。

【方法】

対象は 2015 年 8 月～2016 年 9 月の間に，当院で初回片側 TKA を施行した膝 OA 症例 27 例（男性 6 例，女性 21 例，平均年齢
78.7±6.3 歳）とした。除外基準は，術前に 20m 独歩不能，Mini Mental State Examination が 23 点以下，膝関節痛以外の理由に
より歩行困難，転帰先が自宅以外，術中・術後の重篤な合併症，研究に不同意の場合とした。研究デザインは，退院時における
転倒恐怖感の有無で 2 群に分類した横断研究とし，退院時に歩行能力の評価を実施した。歩行評価方法は，加速路と減速路を 3
m ずつ設けた計 16m の歩行路を使用し，中間 10m における靴を装着時の最大歩行速度を採用した。更に，同様の歩行路にて 3
軸加速度計（Micro Stone 社製）を第 3 腰椎の高さで腰部にバンド固定し，裸足自由歩行における自由歩行速度と加速度データ
を測定し（山田，2006），3 軸加速度計のサンプリング周波数は 100Hz とした。計測された加速度波形の 5 歩行周期を解析に使
用し，前後，左右，垂直の各成分毎に歩行動揺性の指標である Root Mean Square（RMS），歩行対称性の指標である 1 ステップ
毎の自己相関係数（Step Symmetry：SS），歩行規則性の指標である 1 歩行周期毎の自己相関係数（Stride Regularity：SR）を
求めた。なお，RMS は自由歩行速度の 2 乗で除し，歩行速度による影響を調整した。統計解析は最大歩行速度と RMS（前後，
左右，垂直），SS（前後，左右，垂直），SR（前後，左右，垂直）を転倒恐怖感のあり群となし群の間で Mann Whitney の U
検定を用いて比較した。有意水準は 5% とし，解析には SPSS Statistics version 20 を用いた。

【結果】

転倒恐怖感有り群は 16 例（男性 4 例，女性 12 例，平均年齢 79.4±6.2 歳），転倒恐怖感無し群は 11 例（男性 2 例，女性 9 例，
平均年齢 77.7±6.7 歳）であった。転倒恐怖感有り群は無し群に比べ，最大歩行速度が有意に遅く（P＜0.05），左右成分の SS
が有意に小さかった（P＜0.05）。その他の指標は転倒恐怖感有り群と無し群で有意差はなかった。

【結論】

退院時に転倒恐怖感を有する TKA 症例は最大歩行速度が遅く，左右方向の歩行対称性が低下している事が示された。一方で転
倒恐怖感と歩行には疼痛や筋力等の身体機能との関わりも大きいため，今後は，転倒恐怖感と歩行評価指標が身体機能と関連す
るかも検討していくことが重要である。
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P-MT-51-5

人工膝関節全置換術前後における患者の精神的要素の変化とその要因について

中谷 亮誠，矢内 利幸，岡村 亮汰，長谷麻友美，海部 祐史

医療法人仁寿会石川病院リハビリテーション部

key words 人工膝関節全置換術・精神的要素・痛み

【はじめに，目的】

人工膝関節全置換術（以下 TKA）は変形性膝関節症患者における外科的治療として，除痛や機能回復に大いに貢献している。
しかし，患者満足度の低さや，疼痛や機能回復の遅延などが少なからず報告されている。それらの原因について，近年では TKA
患者における精神的要素に注目が集まっている。そこで本研究では，TKA 術前後の精神的要素の変化とその要因を調査するこ
とを目的とする。

【方法】

対象者は平成 28 年 4 月から平成 28 年 9 月までに当院で初回 TKA を施行された 18 名の内，リウマチ，重篤な併存疾患（心疾患，
神経筋疾患），認知障害を有するもの，各測定項目に欠損があるものを除外した 14 名（年齢 71±7 歳，BMI27.5±3.1 男性 2 名，
女性 12 名）とした。測定項目は精神的要素として 1）Pain catastrophizing scale（以下 PCS）と 2）Self�Efficacy for Rehabilita-
tion Outcome Scale（以下 SER），Quality of life（以下 QOL）要素として 3）日本語版 Western Ontario and McMaster Univer-
sities Arthritis 身体項目（WOMAC�F），疼痛項目（WOMAC�P），その他の要素として 4）Timed up and go（以下 TUG），5）
安静時疼痛（NRS），6）歩行時疼痛（NRS）とした。各項目は術前と術後 3 週目に測定した。PCS と SER の術前後（術前と術
後 3 週目）の変化を調べるため，Wilcoxon の符号順位検定を用いた。また，PCS と SER はその他の評価項目との関連を調べる
ため，Spearman の順位相関係数を用いた。統計処理には EZR version1.33 を使用した（有意水準は 5％ 未満）。

【結果】

PCS の術前と術後 3 週は有意差が検出された（p＜0.05）。SER の術前と術後 3 週は有意差が検出されなかった。術後 3 週目の
PCS は，術後 3 週目の安静時疼痛（r＝0.557 p＜0.05），歩行時疼痛（r＝0.547 p＜0.05），WOMAC�F（r＝�0.648 p＜0.05），WOMAC�
P（r＝�0.621 p＜0.05）と有意な関連を認めた。術前 PCS，術前および術後 3 週目の SER とその他の評価項目との間に有意な関
連は認めなかった。

【結論】

PCS は痛みに対するネガティブな思考である破局的思考を表すスケールであり，TKA 術後疼痛の遅延と関連している。TKA
術前後における PCS の変化は先行研究では一貫した結論には至っていない。本研究の結果から，PCS は術前後で変化し，その
主な変化の要因が術後疼痛の程度であると示唆された。また，術後 PCS は術後の WOMAC�F とも相関があり，疼痛管理や破局
的思考の改善が疼痛の遅延予防や QOL の向上に関与する可能性がある。SER は人工関節のリハビリにおける自己効力感スケー
ルであるが，本研究の結果では SER は術前後で変化はなく，術後の TUG や QOL に関連は認められなかった。術前の時点で手
術後の痛みを中心とした状況変化について，患者教育や予後提示などの心理的な介入の必要性が示唆される結果となった。
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P-MT-52-1

回復期運動器疾患患者が自覚する日常生活動作能力の改善度合

中口 拓真1），赤澤 直樹2）

1）花と森の東京病院，2）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words FIM・回復期・患者が自覚する改善度合

【はじめに，目的】

回復期運動器疾患患者に対する理学療法により，日常生活動作能力の改善が見込めるが，患者自身が自覚する日常生活能力の改
善度合は明らかとはなっていない。それらを明らかにすることは，理学療法効果について，統計学的解析結果のみでなく，患者
立脚型の視点で議論する際に不可欠となると考える。本研究は，回復期運動器疾患患者が自覚する日常生活動作能力の改善度合
を調査する事を目的とする。

【方法】

対象は回復期リハビリテーション病棟に入院する運動器疾患患者とした。包含基準は診療報酬区分が運動器リハビリテーショ
ン料である者とした。除外基準は，FIM 運動得点が 20 点以下，76 点以上，認知項目得点 25 点未満の患者，認知症を有する患
者とした。患者の日常生活動作能力は Functional Independence Measure（FIM）を用いて評価した。FIM 改善に対する主観的
な変化度合を調査する外的指標には 7 件法の Global rating of change scale（GRC）（Lang, et al., 2008）を用いた。 GRC の内容は，
スコア 3「かなり大きく日常生活が改善した」，スコア 2「大きく日常生活が改善した」，スコア 1「少し日常生活が改善した」，
スコア 0「変化なし」，スコア－1「少し日常生活が悪化した」，スコア－2「大きく日常生活が悪化した」，スコア－3「かなり大
きく日常生活が悪化した」とした。GRC を用いた FIM 改善に対する主観的な変化度合調査は，入院 30 日後に患者担当制でない
ケアワーカーがアンケート用紙を配布して実施した。FIM 変化量は 30 日後の値から入院時値を差分する事で算出した。そして
Halland ら（2010）の方法を参考に，スコア 0 を No change 群，スコア 1 と－1 を Small change 群，スコア 2 と－2 を Large
change 群，スコア 3 と－3 を Substantial change 群に群分けした。各群の FIM 変化量の平均値を算出する際，FIM 変化量がマ
イナスであった場合は，絶対値に変換した値を採用した。統計解析は，年齢・入院時 FIM 運動得点と各群の FIM 変化量に対し
Pearson の積率相関係数を求めた。次に，FIM 変化量について，群を要因とした一元配置分散分析と多重比較検定（Tukey 法）
を実施した。統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

入院時 FIM 運動得点は平均 46.6 点，年齢 82.5 歳であった。入院時 FIM 運動得点・年齢と各群の FIM 変化量のそれぞれの間で
有意な相関を認めなかった。各群の FIM 変化量の平均値は，Substantial change 群で 31.6 点，Large change 群で 23.2 点，Small
change 群で 11.6 点，No change 群で 4.6 点であった。一元配置分散分析では主効果を認め，多重比較検定の結果では，全ての群
間において有意差を認めた。各群間の効果量（d）は（大）であった。

【結論】

本研究では， 回復期運動器疾患患者が日常生活動作能力の改善を自覚する FIM 運動項目の変化量を明らかにする事ができた。
今後，回復期運動器疾患患者への理学療法効果を議論する場合，統計学的解析結果のみだけでなく，本研究で明らかとした患者
が自覚する日常生活動作能力の改善度合を効果の目安として用いることができると考える。
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P-MT-52-2

入院早期に退院時の状態を予測し評価した転倒自己効力感であっても退院時の
転倒恐怖感の予測因子となる

大谷 知浩1,2），澁澤 佳佑1），大山 祐輝1,2），大塚由美子1），篠原 智行1），臼田 滋2）

1）日高病院，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words 入院患者・整形外科疾患・転倒恐怖感

【はじめに，目的】

転倒自己効力感は身体機能の予測因子とされ，これまで地域在住高齢者を対象にした検討が数多く報告されてきた。しかし，転
倒自己効力感の評価特性から入院患者を対象にした報告は少ない。そこで，我々はこれまで整形外科患者を対象に入院早期に退
院時の状態を予測し評価した国際版転倒自己効力感尺度（Falls Efficacy Scale�International；FES�I）の併存的妥当性や予測的
妥当性を検証し入院患者にも使用可能であることを報告してきた。今回の目的は，退院時の転倒恐怖感を入院早期に退院時の状
態を予測し評価した FES�I や身体機能の観点から検証することである。

【方法】

対象は，整形外科に入院し認知機能が良好で歩行獲得が見込まれた 84 名（平均年齢 70.5±11.8 歳，男性 32 名，女性 52 名）で
あった。疾患別では，下肢骨折が 41 名，脊椎圧迫骨折が 20 名，骨盤骨折が 4 名，上肢骨折が 5 名，変形性脊椎症などその他が
14 名であった。転倒を原因に受傷した者は 58 名であった。調査項目は，入院前 Life�space assessment（LSA），入院後に 10
m 歩行を獲得した時点での FES�I および同時期に評価した病棟での生活空間（Nursing home life�space diameter；NHLSD），
Timed up and go test（TUG），疼痛（Numerical Rating Scale；NRS）とした。また，退院時に転倒恐怖感の有無を聴取した。

統計解析は，退院時の転倒恐怖感の有無を従属変数，性別，入院前 LSA，FES�I，NHLSD，TUG，NRS を独立変数とした尤度
比変数増加法によるロジスティック回帰分析を行った（有意水準 5%）。また，抽出された因子には Receiver�Operating�Charac-
teristic（ROC）曲線にてカットオフ値と Area under the curve（AUC）を求めた。

【結果】

10m 歩行を獲得した時点の入院日からの平均日数は 22.2±16.4 日であった。各調査項目の中央値（範囲）は，FES�I が 41.5 点
（17�64），NHLSD が 42.0 点（12�100），NRS が 2（0�9）であった。入院前 LSA は 74.2±27.5（平均値±標準偏差）点，TUG
は 18.9±9.8 秒であった。また，退院時に転倒恐怖感を抱いていた者は 43 名であった。

ロジスティック回帰分析の結果，退院時の転倒恐怖感に影響する因子として FES�I（odds 比 1.06，95% 信頼区間 1.02�1.10）の
みが抽出された（p＜0.01）。FES�I の ROC 曲線によるカットオフ値は，40.5 点（感度 67%，特異度 61%，AUC 0.67）であった。
また，FES�I 得点が 41 点以上での退院時転倒恐怖感の判別的中率は，男性 60%，女性 67%，受傷原因では転倒が 59%，それ以
外が 77% であった。

【結論】

McAuley ら（1997）は地域在宅高齢者を対象に転倒自己効力感が転倒恐怖感の予測因子となることを報告しており，今回，入
院早期から退院時の状態を予測し評価した FES�I においても同様の結果が得られた。FES�I のカットオフ値は Moreira ら

（2016）の地域在住高齢者を対象とした 23 点より高かった。今回の対象も，退院後カットオフ値が変化する可能性があり，経時
的変化の検証が必要である。
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転倒恐怖感と運動イメージ能力・QOLとの関係性

西山 敦，薦田 昭宏，太田 拓也，岡本 尚樹

だいいちリハビリテーション病院

key words 転倒恐怖感・Mental Chronometry・QOL

【はじめに・目的】

運動イメージとは，実際の動きを伴わずにある動作を想起するものである。運動イメージ能力の低下は，転倒との関係性を認め
ると多くの研究で示唆されている。さらに転倒恐怖感を有する者は心理的評価との相関を認められるとの報告もあるが健康関
連 QOL 評価との関連に着目した報告は少ない。そこで今回転倒恐怖感という情動が運動イメージに対してどのように影響を与
えるか検討すると同時に，QOL との関連性を検討する。

【方法】

対象は当院入院患者で下肢または腰部整形疾患のあるものを対象とし，日常生活において歩行が可能な者とした。また認知症を
有するものや理解に乏しいもの，研究に対して同意が得られなかったものは対象から除外した（男性 2 名，女性 12 名。平均年
齢 79.9±7.4 歳）。転倒恐怖感においては日常生活を行う上で転倒に対する恐怖心の内省を聴取した。なお，転倒恐怖感がないも
の I 群（男性 2 名，女性 7 名。平均年齢 78.6±7.5 歳）。転倒恐怖感があるもの II 群（男性 0 名，女性 5 名。平均年齢 82.2±7.6
歳）とした。方法は Decely による運動イメージ評価方法の心的時間測定法（Mental Chronometry：MC）を用いた。MC の計
測は，Timed ＆ Up Go Test（TUG）を行う環境で，実際に TUG を行うようにイメージするという条件で実施した（心的 TUG）。
心的 TUG に要した時間はストップウォッチにて対象者が計測し，実際 TUG と比較した。さらに Euro QOL 5dimension 5level

（EQ�5D�5L）との 2 群間の比較・検討した。なお統計処理には Mann�Whitney の U 検定ならびに，Spearman の順位相関係数
を用い有意水準 5％ 未満とした。

【結果】

I 群の実際 TUG は 14.1±4.3 秒，心的 TUG は 12.8±3.8 秒となり強い相関を認めた（r＝0.70）。また II 群の実際 TUG は 18.9±2.3
秒，心的 TUG は 12.7±4.6 秒となり相関を認めなかった。さらに I 群の誤差率は 19.2±9.9％，II 群の誤差率は 37.1±17.0％ であ
り，誤差率が高値を示し有意差を認めた（p＜0.05）。心的イメージにおいて過小評価している割合の方が多く，I 群では 66％，
II 群では 80％ であった。EQ�5D�5L ならびに，下位項目では有意差を認めなかった。

【結論】

転倒に対する恐怖感が運動イメージを困難にしている可能性が示唆された。諸家による研究では加齢により主観的時間の短縮
化が報告されている。今回の結果においても両群とも主観的にイメージした時間経過は客観的な時間経過よりも速くなる傾向
であった。転倒恐怖感という情動面と EQ�5D�5L の関連性がみられなかったのは入院患者による入院生活空間の狭小化が原因
とも考えられる。また今回の MC 評価において時間的要素のみの評価であったため，空間的要素を踏まえた検討や継続した評価
が今後必要であると考える。
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P-MT-52-4

転倒転落のリスク軽減に対する地域包括ケア病棟の意義

伊藤 直樹1），高野 映子2,3），相本 啓太1），小早川千寿子1），太田 隆二1），谷本 正智1），
近藤 和泉1,2）

1）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター，
2）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター健康長寿支援ロボットセンター，
3）藤田保健衛生大学大学院保健学研究科医療科学専攻

key words 転倒転落・骨折・地域包括ケア病棟

【はじめに，目的】高齢者の転倒・転落による骨折は，予後を左右する重要な問題であり，様々な予防策が講じられている。当
センターは，2014 年 10 月より地域包括ケアシステムを支える目的で地域包括ケア病棟 45 床の運用を開始した。当病棟のリハビ
リテーション（リハビリ）対象疾患としては，大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折の割合が多く，在宅復帰を目標に，多職種が協
力し離床の促進やバランス練習，基本動作練習，日常生活活動練習を積極的に実施している（リハビリ 1 日平均単位数 2.25）。
そこで，本研究の目的は，転倒・転落による骨折後に，地域包括ケア病棟を経由することで再転倒や転落のリスクが減少するか
否かを検討することである。

【方法】対象は，2014 年 10 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日に当センター地域包括ケア病棟を退院した患者 614 名のうち，入院中に
リハビリを行った主病名が骨折の 204 名とした。対象者の年齢，在棟日数，転帰先，入棟及び退院時の Functional Independence
Measure（FIM）とバランス評価 Standing Test for Imbalance and Disequilibrium（SIDE）の結果をカルテより抽出した。入棟
時と退院時の FIM の合計を対応のある t 検定，入棟時と退院時の SIDE をカイ二乗検定で比較分析した（P＜0.05）。

【結果】入棟時もしくは退院時の FIM と SIDE の評価結果が欠損している者を除外した結果，分析対象者は 97 名（男性 24 名，
女性 73 名）となった。対象者の属性は，平均年齢が 82±9 歳，平均在棟日数は 48.7±62.5 日，疾患別では，脊椎圧迫骨折が 56%，
大腿骨近位部骨折が 27%，その他（上腕骨，膝蓋骨，大腿骨骨折）17% であった。転帰先は，在宅が 83%，施設入所が 17%，転
院や死亡はいなかった。入棟時と退院時の FIM 合計では入棟時 78.3±32.8 点（平均±標準偏差）であったが，退院時 86.4±32.9
点と有意に改善した（P＜0.001）。SIDE についても入棟時（0：55 名，1：12 名，2a：16 名，2b：4 名，3：9 名，4：1 名）に比
べ退院時（0：29 名，1：6 名，2a：20 名，2b：10 名，3：28 名，4：4 名）では有意に改善を認めた（P=0.001）。

【結論】地域包括ケア病棟は，在宅復帰を支援するための体制が整えられている一方で，施行単位数の制限や短い在棟期間など
制約がある病棟である。一般病床から地域包括ケア病棟を経由することで，退院後を見越した日常生活動作やバランス能力を改
善する練習を積極的に提供できる。当センターにおいても多職種が協力して積極的にリハビリを行った結果，FIM や SIDE は有
意に改善した。特に，SIDE は転落危険度が高いレベル 0 と 1 が減少し，転倒危険度が低いレベル 2b，3，4 が増加していたこと
から，転倒転落リスクを軽減できる可能性が示唆された。今後，実施プログラムの内容について検討し，より良いリハビリが提
供出来るような体制を築きたい。
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精神疾患によりリハビリテーションに困難を来した大腿骨頚部骨折患者の歩行
機能とその予測

上薗 紗映1），加藤 宗規2）

1）平川病院リハビリテーション科，2）了徳寺大学健康科学部理学療法学科

key words 大腿骨頚部骨折・精神疾患・予後予測

【はじめに，目的】認知症は大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部骨折の術後成績を悪化させる要因とされている。しかし，認知症以
外の精神疾患については明らかではない。当院は常勤理学療法士 11 名がいる精神科の病院で，精神疾患に対応しながらの理学
療法が提供できる環境にある。そこで，本研究は一般病院では対応が困難であったために当院に転院してきた大腿骨頚部骨折術
後の患者を対象として，歩行自立率と歩行自立予測について検討することを目的とした。

【方法】対象は 2007 年 1 月から 2014 年 3 月までの間に当院で大腿骨頚部骨折の術後リハビリテーションを受けた 108 名のう
ち，脳血管疾患による明らかな運動麻痺がある患者，調査期間終了時点でリハビリテーションを終了していない患者を除いた 87
名。リハ終了時の歩行 FIM 予測に用いる重回帰式を求めた。その際，終了時歩行 FIM を従属変数とし，その他項目（年齢，性
別，精神疾患名，術後からリハビリテーション開始までの期間，受傷前の移動機能）を独立変数とした。精神疾患名は，疾患ご
と（統合失調症，うつ病・双極性感情障害，アルコール依存症，認知症，その他）の有無に分けた。そして，終了時歩行自立率，
および終了時歩行 FIM 予測値が 6 以上である場合の感度，特異度を求めた。

【結果】最終時歩行 FIM が 6 点以上で自立に至った人数は 33 名であり，自立率 38％ であった。得らえた予測式は「終了時歩行
FIM＝2.48+うつ病・双極性障害×1.254+開始時歩行 FIM×0.674（R2＝0.353）」であり，予測値が 6 以上は 8 名，うち最終時歩
行が自立していたのは 7 名であった。予測式による予測は感度 0.21，特異度 0.98，陽性的中率 0.88，陰性的中率 0.67 であった。

【結論】結果より，一般病院で対応ができない精神疾患を有する大腿骨頸部骨折術後患者であっても，精神科において理学療法
士が対応できる環境であれば 40％ 近くが歩行自立に至り，精神科領域における理学療法士配属の意義が考えられた。しかし，
予測式の感度が低いため，得られた予測値の解釈に際しては予測値が 6 以上であった場合の歩行自立率は約 90％，6 未満であっ
た場合の歩行自立率は約 30％ とする程度が適切と考えられえた。今後はさらに精度の高い予測について検討が望まれる。
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O-KS-01-1

起立動作における上肢位置の相違が姿勢制御戦略に及ぼす影響

河津 弘二1），松原 誠仁2），飯山 準一2）

1）熊本リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）熊本保健科学大学

key words 起立動作・上肢位置・姿勢制御戦略

【はじめに，目的】

これまでに，起立動作における上肢制約の相違は，下肢の運動学および運動力学的変化に影響を及ぼすこと（Etnyre 2007），静
的姿勢における Light touch（102g 以下，以下 LT）は，直立姿勢を安定させることなどが報告されている（Kouzaki 2008）。し
かしながら，起立動作における上肢（以下，右示指）および LT 位置の相違が動的姿勢制御戦略に及ぼす影響に関する報告は少
ない。そこで，本研究は，右示指および LT 位置の相違が，起立動作における姿勢制御戦略に及ぼす影響について検討すること
を目的とした。

【方法】

一般健常男子大学生 12 名（年齢 21.8±3.0 歳）を対象とし，被験者に左右 2 台の地面反力計（AMTI 社製，100Hz）上で，椅座
位から起立動作を快適な速さで 5 回実施させた。その様子を光学式 3 次元自動動作解析装置（Motion Analysis 社製，100Hz）の
カメラ 6 台で計測した。椅子の高さは下腿長に合わせ，右示指の位置は立位時における大転子の高さに応じて定位させ，左上肢
は体側とした。LT 有は，大転子の高さの計量器に右示指で接触させ，LT 無は計量器より 3cm 空間上で保持させた。なお，試
技は 1）LT の有無，2）右示指位置の側方（右 5 趾先端より 15Cm 外側）および前方（側方位置から 15cm 前方），3）開閉眼，
を組み合わせた 8 試技を無作為に計測した。被験者間比較を行うため，地面反力の鉛直における値の最小値（起立開始）から上
後腸骨棘が最初の高値を示した時点（終了）を起立動作とし，これを 100％ に規格化した。得られた身体分析点の 3 次元座標値
を用いて，キネマティクス的変数を求めた。また，逆動力学演算を行うことで，キネティクス的変数を求めた。なお，本研究で
は関節角速度とトルクの乗算を関節トルクパワーとし，さらに関節トルクパワーを時間積分することで関節トルクによってな
された仕事を求めた。得られた 83 試技の評価量を，多元配置分散分析を用いて条件ごとに比較した。また，足関節の仕事量の
ピーク値と身体重心加速度の減速のピーク値の関係を Spearman の相関関係を用いて比較した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

足関節の正仕事は，右示指位置前方の方が側方より有意に高値であった（p＜0.01）。また，重心加速度の減速局面におけるピー
ク値と足関節トルクパワーのピーク値出現時点の間には負の相関がみられた（側方 r＝0.75，p＜0.01，前方 r＝0.89，p＜0.01）。
LT 有無および開閉眼で比較したものは有意な差はなかった。

【結論】

右示指位置が前方のとき，椅座位から立位における鉛直方向の重心加速度を減速させる局面において，足関節の正仕事は底屈筋
群の求心性収縮によるエネルギー生成能を増加させることで，姿勢制御戦略を変化させていたことが示唆された。このことか
ら，定位された右示指位置の相違が起立動作における足関節筋群の活動に影響を及ぼし，動的な姿勢制御戦略を変化させること
が示唆された。
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足関節周囲筋の同時収縮が不安板上での姿勢制御能力に与える影響

田島 稔己1），池添 冬芽1），加藤 丈博1），中島 貴洋2），豊田ひかり2），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）京都大学医学部人間健康科学科

key words 不安定板・同時収縮・周波数解析

【はじめに，目的】

不安定な支持面における姿勢制御能力は不整地での転倒予防などにおいて重要である。安定した支持面上での立位姿勢制御能
力には足関節周囲筋の同時収縮の程度が関連していることは多く報告されているが，不安定板上での立位課題について調べた
研究は少ない。また立位課題中の足圧中心変動の質的特徴を調べる手段として周波数解析がよく用いられているが，不安定板の
傾斜角度変動に対して周波数解析を用いて質的特徴を調べた研究はほとんどない。本研究の目的は，不安定板上での立位姿勢制
御課題において，足関節周囲筋の同時収縮が姿勢制御能力に与える影響について量的・質的特徴の観点から検討することであ
る。

【方法】

対象は健常若年女性 25 名（22.3±2.1 歳）とした。前後または左右の一方向にのみ傾斜する不安定板（酒井医療製 DYJOC board
plus）を用いて，前方の印を注視しながら片脚立位姿勢を 30 秒間保持させた。不安定板または下肢が床に接触することなく 30
秒維持できた 1 試行を解析し，30 秒のうち中間の 10 秒間を解析区間とした。不安定板の傾斜角度をサンプリング周波数 40Hz
にてコンピュータに取り込み，角度変動域を算出した。なお，角度変動域は傾斜した角度の絶対値平均であり，角度変動域が大
きいほど不安定であることを示す。また，先行研究（Ogaya S, 2011）に基づき傾斜角度の時系列データに対して高速フーリエ変
換を行ってパワースペクトル密度を求めた上で，0.02～5Hz の間での中間周波数を算出した。周波数は不安定板の切り返しの頻
度を表し，高周波であるほど不安定板の傾きを素早く細かく制御していることを示す。同時収縮の評価には筋電図計測装置（No-
raxon 社製）を使用し，片脚立位課題中の前脛骨筋，ヒラメ筋，長腓骨筋の筋活動を測定した。各筋の筋活動は最大等尺性筋力
により正規化した後，時系列データから，足関節底背屈筋（ヒラメ筋と前脛骨筋）および足関節回内外筋（長腓骨筋と前脛骨筋）
のそれぞれ 2 筋ごとに Falconer らの推奨する同時収縮指数（CI）を算出した。なお，CI は値が大きいほど 2 筋の同時収縮の程
度が大きいことを示す。統計は各指標間の関連について Spearman の順位相関係数を用いて分析した。

【結果】

前後方向のみ傾斜する不安定板上での片脚立位課題における角度変動域，中間周波数はいずれも CI との相関は認められなかっ
た。一方，左右方向の傾斜では，前脛骨筋と長腓骨筋の CI と不安定板の中間周波数との間で有意な負の相関（r=�0.440），角度
変動域との間で有意な正の相関（r=0.442）がみられた。

【結論】

本研究の結果，足回内筋・回外筋の同時収縮の程度が少ないほど不安定板の左右の傾きを素早く細かく制御して不安定板を安
定させることが可能であることが示され，同時収縮が強いと主動作筋と拮抗筋の素早い切り替えが困難となり，繊細かつ俊敏な
姿勢制御の妨げとなることが示唆された。
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高齢者の片脚立位中の姿勢動揺および足関節周囲筋同時収縮に light�touch が
及ぼす影響

岩本 義隆1），高橋 真2,3），新小田幸一2,3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻博士課程後期，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター

key words light�touch・同時収縮・姿勢制御

【はじめに，目的】

固定点に指先で軽く触れる事（light touch；以下，LT）による姿勢動揺の減少が報告されており，力学的な支持によるものでは
なく，求心性の感覚情報入力によるものであることが知られている。本研究では，片脚立位中の高齢者における LT の効果を足
圧中心（以下，COP）のみではなく，足関節周囲筋同時収縮の観点からも考察し，高齢者の姿勢制御に LT が及ぼす影響をより
深く検討することを目的として行った。

【方法】

対象は健常高齢者 10 人（年齢 74.6±3.2［歳］，身長 1.57±0.09［m］，体重 58.1±6.8［kg］），課題は 15 秒間の片脚立位保持とし
た。LT を行う LT 条件，行わない NT 条件それぞれ 2 試行ずつを計測した。利き脚を計測肢とし全例右側であった。LT は下肢
挙上側上肢で行い，圧センサ（日本電気三栄社製）を使用して接触圧が 1［N］未満になるように十分練習を行い，計測中も検
者が確認した。

課題中の床反力データは床反力計（テック技販社製），筋電データは前脛骨筋（以下，TA），ヒラメ筋（以下，SOL）より表面
筋電計（日本光電社製）によって取得し，Nexus 2.1.1（Vicon Motion Systems 社製）を用いて同期させた。床反力データより，
COP 座標を算出し，総軌跡長，前後および左右方向標準偏差，矩形面積，集中面積，実行値を姿勢動揺の評価に用いた。TA
と SOL の同時収縮の評価には同時収縮指数（CI）を用い，Falconer ら（1985）の方法を参考に算出した。解析区間は動作終了
6 秒前より 3 秒間とした。

統計学的解析には SPSS ver.22（日本アイ・ビー・エム社製）を用い，正規性の検定後，差の検定を行い，有意差を認めた LT
条件の COP パラメータと CI に関して相関分析を行った。

【結果】

COP パラメータに関して，NT 条件と比較して LT 条件で左右方向成分標準偏差および集中面積が低値を示した（p＜0.05，p
＜0.01）。前後方向の標準偏差を含む，その他の COP パラメータには条件間で有意差を認めなかった。CI は NT 条件と比較して，
LT 条件において低値を示した（p＜0.05）。CI と COP パラメータ（左右方向成分標準偏差および集中面積）に対して相関分析
を行い，有意な相関を認めなかった。

【結論】

総軌跡長には条件間で有意差を認めなかったが，左右方向標準偏差およびその影響を受けると考えられる集中面積が LT 条件
で減じ， 高齢者の片脚立位時の姿勢動揺の減少は COP 左右方向におけるばらつきの減少により達成されることが示唆される。
加えて，LT 条件では TA と SOL の同時収縮が減じた。これらは筋の走行から主に倒立振子モデルにおける矢状面の動揺に対し
て影響を及ぼすことが考えられるが，LT による変化を認めた COP パラメータは左右方向であり，LT によって同時収縮が減じ
たのではなく，LT により姿勢動揺が減少した結果，同時収縮が減じた可能性が考えられる。加えて LT により変化を認めた COP
パラメータと CI の間には有意な相関を認めず，LT 条件での CI 減少に関しては，さらなる研究が必要である。
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ステップ動作の運動開始メカニズムに関する運動学的解析
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【目的】

日常生活における歩行や跨ぎ動作，障害物回避動作にはステップ動作を伴う。ステップ動作は認知過程→体重移動→一歩踏み出
しと時系列に調整され，動作開始時の姿勢制御として予測的姿勢制御（anticipatory postural adjustments：以下 APAs）が重要
とされている。APAs とは意図的運動に先行する姿勢調整として定義されており，動作開始時に重要な役割を果たしている。ス
テップ動作に関する運動学的解析では動作開始時に両側の前脛骨筋の活動が前方への重心移動と関連するとする APAs の視点
から報告が散見される。しかしながら，先行研究は足部の筋のみの研究や，足圧中心（以下 COP）のみを分析したものが多く，
ステップ動作における足部・股関節を含む下肢全体の筋活動と COP 軌跡を検討した報告は検索の範囲では見当たらない。健常
成人のステップ動作開始時の COP 軌跡と筋活動変化に焦点をあて，APAs の観点から動作開始メカニズムについて検証するこ
ととした。

【方法】

対象は健常成人男性 5 名（平均年齢 27.4 歳）とした。実験装置は重心動揺計（ユニメックス社製，UJK�200C），表面筋電図計
（NORAXON，MYOMUSCLE），簡易光刺激装置（イリスコ社）を使用した。表面筋電図は左右ヒラメ筋，前脛骨筋，中殿筋の
6 筋を導出筋とした。健常成人のステップ動作開始時の COP 軌跡と筋活動を同期記録し，時系列および筋活動の活動と抑制の開
始潜時を計測した。運動開始姿勢は簡易光刺激装置を正面に，重心動揺計上の立位とした。課題は，簡易光刺激装置の視覚合図
に従いステップ動作を行う。ステップ脚の左右判断は予告無しの条件指示下でアットランダムに実施した。左右条件で 5 回ずつ
合計 10 回の計測を行った。光刺激の合図開始で時間軸を正規化し各筋の筋活動の潜時を安静時±3SD にて計測した。COP 軌跡
により課題動作の開始と身体重心移動を確認した。統計処理は一元配置分散分析を用い有意水準 5％ 未満とした。

【結果】

各筋の安静時筋活動量と比較し，両側前脛骨筋とステップ側中殿筋のステップ動作に先行する活動と両側ヒラメ筋・支持脚側
中殿筋の筋活動の抑制をみとめた（P＜0.01）。左右共にステップ側の前脛骨筋が COP 動き始めに約 15msec 先行した。健常成人
のステップ開始に見られる筋の活動と抑制の順序はステップ側は前脛骨筋活動，中殿筋活動，ヒラメ筋抑制の順に，支持側はヒ
ラメ筋抑制，前脛骨筋活動，中殿筋抑制の順であり，各筋潜時に有意な差を認めた（P＜0.01）。

【結論】

健常成人のステップ動作開始時には，ステップ側の前脛骨筋活動，中殿筋活動，ヒラメ筋抑制の順に，支持側のヒラメ筋抑制，
前脛骨筋活動，中殿筋抑制が早期に作用し，ステップ動作に先行する筋の活動と抑制がみられた。ステップ動作開始時における
身体重心を移動させるための各筋の活動と抑制が拮抗して作用し，前後方向へは足部筋，左右方向へは中殿筋の活動と抑制が
APAs として作用していることが明らかとなった。
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健常人における下肢の左右機能差がステップ動作時の予測的姿勢調整に及ぼす
影響

佐藤 健二1,2），伊藤 直樹2），内山 靖1）

1）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻，
2）国立長寿医療研究センター機能回復診療部

key words ステップ動作・予測的姿勢調整・Limb dominance

【はじめに，目的】

歩行開始動作やステップ動作では踏み出す足により姿勢の非対称性を呈することが報告され，Yiou, E.らは利き足（運動脚）か
ら踏み出す際には身体質量中心（Center of Mass：COM）が支持脚側に移動し相対的に姿勢が安定すると報告している。しかし，
非対称性を説明するための根拠は十分でなく，転倒との関連も明らかではない。本研究では，動作開始時の予測的姿勢調整（An-
ticipatory Postural Adjustment：APA）に潜在的な姿勢調整エラー（APA error）が生じる選択的ステップ課題を用いて姿勢安
定性に関わる左右対称性について検討した。

【方法】

対象は健常若年者 20 名（平均 25.1±4.4 歳）とし，課題は前方のモニターに表示される視覚刺激（矢印）の示す足をできるだけ
早くかつ正確に踏み出す選択的ステップ課題を用いた。解析指標はステップ動作時間，及び前後・左右方向の COM 偏倚量とし
た。計測には 3 次元動作解析装置（VICON 社製）と床反力計（AMTI 社製）を使用し，データは 5ms の周期で抽出した。COM
は両側の肩峰・股関節・膝関節・外果・第 5 中足骨頭に貼付した赤外線反射マーカより算出し，データは APA，Foot�off，Foot�
contact の時点で抽出した。この選択的ステップ課題は左右各 16 試行実施し，床反力垂直成分（％体重）から APA error の有無
を検知した。なお，APA error は開始時に通常とは反対側に体重が 5% 以上移動した場合と定義し，APA error の発生率および
APA error 時の体重移動量（%体重）も分析した。そして，利き足は「ボールを蹴る足」と定義した。ステップ動作時間と COM
偏倚量は「遊脚側」と「APA error の有無」の主効果および交互作用を二元配置分散分析で解析し，APA error の発生率と APA
error 時の体重移動量は対応のある t 検定により「遊脚側」の影響を比較した。

【結果】

非利き足（軸足）が遊脚側となる試行では APA error の発生率が高く（利き足：19%，非利き足：37%，P＜0.01），APA error
時の体重移動量も増加した（利き足：8.9%，非利き足：12.6%，p＜0.01）。ステップ動作時間には遊脚側の影響を示さなかった

（p＞0.05）。

非利き足（軸足）が遊脚側となる試行では，APA error を伴うと APA の時点で COM が遊脚側に偏倚する相乗作用を認め（遊
脚側：F1,74=6.03，p=0.01，APA error：F1,74=96.27，p＜0.01，遊脚側*APA error：F1,74=5.52，p=0.02），Foot�contact 時には支持
脚側に偏倚していた（遊脚側：F1,74=7.17，p＜0.01，APA error：F1,74=9.75，p＜0.01，遊脚側*APA error：F1,74=0.02，p=0.86）。

【結論】

選択的ステップ動作では，利き足と非利き足で APA に少なからず影響を及ぼすことが示された。非対称性は足関節底屈の筋活
動の大きさ（利き足＞非利き足）に関連するとの先行研究があり，APA 相で APA error に伴う体重移動量および姿勢安定性に
非対称性を呈したことは矛盾しない。選択的課題を用いることで，より鋭敏に非対称性を検知できる可能性が示唆された。
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股関節運動に依存した姿勢制御，ヒップストラテジーの力学的解析
筋骨格シミュレーション解析を用いた重心制御に関与する筋の検討

小栢 進也1），沖田 祐介2）

1）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻，
2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部

key words 筋骨格シミュレーション・バランス・ストラテジー

【はじめに，目的】

立位で重心を前後に動かす動作パターンは足関節を動かして下肢と体幹を同方向に傾けるアンクルストラテジーと，足関節と
股関節を用いて下肢と体幹を逆方向に傾けるヒップストラテジーが知られている。ヒップストラテジーは前後の重心移動量が
少なく，安定した姿勢保持に有利であると考えられてきた。しかし，動作時には筋により重心が制御されているかが重要であり，
重心移動量だけで安定性は議論できない。本研究では重心制御と筋の関係性を調べるため，筋骨格シミュレーションを用いて動
作パターンにおける力学的違いを検討した。

【方法】

対象は健常成人 16 名とし，体表 6 点に反射マーカーを張り付けた。立位姿勢の被験者の前後に上端が曲がった L 字型ポールを
立て，前後ターゲットとした。被験者の足底から胸骨丙までの距離（SH）を計測し，ターゲット高を胸骨丙と同じ高さとした条
件（HIGH 条件，100%SH）と胸骨丙より低い条件（LOW 条件，95%SH）を設定した。メトロノーム 1Hz に合わせて身体を前
後に倒し，胸骨丙で前方ターゲット，背部で後方ターゲットを触れることで HIGH 条件はアンクルストラテジー，LOW 条件は
ヒップストラテジーを誘発した。なお，ターゲットは身体から 5%SH 前後に離れた位置に設置した。動作は赤外線カメラを用い
て測定した。解析に 4 セグメント，3 関節，9 筋を持つ筋骨格モデルを用いた。計測した関節角度を追従するようモデルを動か
し，動作に必要な筋張力を計算した。なお，矢状面データを用いて 2 次元にて順動力学筋骨格シミュレーション解析を行った。
多関節運動において筋の張力は足・膝・股の各関節に角加速度を生み出す。その結果で生じる重心の加速度を Induced accel-
eration 解析にて算出した。前に倒れた体を元に戻すフェーズを解析するため，重心が最も前方に位置する前後 50ms の合計 100
ms を解析区間とした。筋張力および筋が生む出す重心加速度において HIGH 条件と LOW 条件を比較するために t 検定を用い
た。

【結果】

重心移動は HIGH 条件で前後移動が大きく，LOW 条件で上下移動が大きくなった。ヒラメ筋の筋張力は HIGH 条件，ハムスト
リングスの筋張力は LOW 条件で高い値を示した。また，ヒラメ筋は後方重心加速度を強く生み出し HIGH 条件で有意に高い値
を示した。一方で，ハムストリングスは重心前方および上方加速度を生みだし，どちらも LOW 条件で有意に高い値を示した。

【結論】

アンクルストラテジーでは体が前方に倒れると，ヒラメ筋によって重心を後方に引き戻す。ヒップストラテジーでのハムストリ
ングスは膝屈曲，股伸展に加えて，足背屈を生み出す。股伸展により重心が引き上げられる一方，足背屈により重心前方加速度
が生じてしまう。股関節を屈曲させた前傾位で後方から押されるなど外乱が生じた場合，ハムストリングスは重心を前方移動さ
せるため姿勢を修正できない。ヒップストラテジーは連続した外乱に弱い制御と考えられる。
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小学生と大学生を対象とした足部・靴に関する横断的調査研究
横アーチに着眼した足部形状の比較

中井 謙吾，国分 貴徳，松本 優佳，小曽根海知，塚本 栞，金村 尚彦

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 靴・足部形状・横アーチ

【はじめに，目的】

足部アーチは，体重負荷の分散支持，衝撃の緩衝，筋肉や神経の保護などの機能があり，その構造が破綻すると様々な障害が生
じる。足部アーチの支持機構には靭帯や筋があるが，その中でも横アーチは縦アーチよりも支持機構に乏しい。先行研究では加
齢により足囲が大きくなるという報告があり，横アーチの破綻（開張足）が生じていると示唆される。したがって，足部障害予
防には外的に支持機構を補助する必要がある。そのため，足に合った適切な靴の着用による支持が必要だと考える。本研究では，
足部の成長過程にある小学生と成長を終えた大学生を対象に，足部・靴に関するアンケートおよび足部計測を実施し，現状の足
部・靴の認知・知識および足部形状を比較，検証した。

【方法】

健常小学生 38 名（男子 17 名，女子 21 名，年齢 11.9±0.3 歳），健常大学生 38 名（男子 21 名，女子 17 名，年齢 18.1±0.3 歳），
計 76 名を対象とし，アンケートおよび足部計測を実施した。アンケート項目は，普段履いている靴の種類，紐靴の履き方，自
覚する足サイズ・靴サイズ・靴のウィズとした。計測項目は，荷重時・非荷重時にて足囲・足幅，荷重時にて足長・舟状骨高を
測定し，各項目を足長で補正した比率を測定項目とした。各項目間の比較には，正規性の検定の後，独立した t 検定（p＜0.05）
を行った。本研究において，解析足は左右でウィズが大きい側とした。

【結果】

両群間の荷重足囲/足長比率はそれぞれ 93.9±4.5%，95.8±3.6%，非荷重足囲/足長比率はそれぞれ 85.9±4.1%，87.9±4.2%，荷重
足幅/足長比率はそれぞれ 38.4±2.2%，40.1±1.6%，非荷重足幅/足長比率はそれぞれ 35.7±2.3%，37.3±1.7%，舟状骨高/足長比
率はそれぞれ 27.2±1.9%，26.6±1.8% だった。舟状骨高/足長比率に有意差はなく，その他の項目は大学生で有意に大きい結果
となった。アンケート結果は，両群ともに，普段靴ではスニーカーが最も多く，紐靴の履き方では靴紐を結んだまま着脱するが
最も多かった。また，両群ともに，ウィズが分からない割合が 90% を超えていた。

【結論】

足囲/足長比率，足幅/足長比率が大学生で有意に大きいという結果から，18 歳に達するまでに横アーチが破綻し，開張足となっ
ている可能性が考えられる。一方，舟状骨高/足長比率に有意差がないことから，18 歳までは内側縦アーチの破綻はないと考え
られる。アンケート結果からは，両群ともに不適切な靴の着脱をする割合が高く，ウィズに関する知識も希薄であることから，
足部・靴に関する知識に顕著な差はないと言える。そのため，長期間足に合わない靴を不適切に着脱・着用していることによ
り，足部形状の破綻を助長している可能性がある。今回の結果は，大学生の足部で観察された横アーチの結果が，先天的要因で
はなく，後天的に生じている可能性を示唆するものであり，適切な靴の着用についての重要性を啓発していく必要がある。
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荷重位における足関節動的不安定性の定量的評価の再現性

工藤慎太郎1），野田 逸誓2），宮下 敏紀1），高崎 雷太3），竹内 大樹4），青山 倫久4），青柳 努5），
林 英俊4）

1）森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科，2）医療法人Nクリニックリハビリテーション科，
3）森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科，4）アレックスメディカルリサーチセンター，
5）AR�Ex 尾山台整形外科東京関節鏡センター

key words 慢性的足関節不安定性・三軸加速度計・再現性

【はじめに，目的】

我々の先行研究において，足関節内反捻挫に続発する慢性的足関節不安定性（CAI）はスポーツ活動のみでなく，日常生活にお
いても何らかの機能障害を抱え，足部に関する QOL が低下している（Shimomura, 2016）。一方，その治療に関しては保存療法
が主体になるが，その効果を客観的に示した研究は少ない。これは足関節の不安定性の評価には，足関節内反ストレステスト，
前方引き出し兆候，振り向きテスト（川野）などがあるものの，荷重位での動的不安定性を定量化できるものがない。近年，膝
関節の回旋不安定性を三軸加速度計により定量化した研究が報告されている（Zaffagnini，2014）。そこで，振り向きテストを応
用して，三軸加速度計により荷重位での動的不安定性が定量化できると考えた。本研究の目的は荷重位において足関節動的不安
定性を定量化する手法の再現性を検討することである。

【方法】

対象は複数回の捻挫経験があり，日常生活においても足関節の不安定感がある 11 名 14 肢（男性 3 名，女性 8 名，年齢：25.3
±15.5 歳，身長 164.1±8.0cm，体重 53.8±7.3kg）とした。除外基準として過去 1 ヶ月以内に内反捻挫を受傷したものとした。振
り向きテストは川野の方法に準じて，検査側の後足部に荷重した立位にて，検者が検査側の骨盤を特発的に後方に引くテストと
して行った（他動法）。また，他動法を計測した後，他動法と同様の立位にて，被験者自らが可能な限り早く，後外側に振り返
り，不安定感を誘発する自動法の二つの方法を行った。加速度計には三軸加速度計（Microstone 社製 MVP�RF8�TS）を用いて，
動画と同期して計測を行った。なお，加速度計の記録周波数 100Hz，検出加速度 6G に設定し，動画の周波数は 30Hz とした。
得られた加速度波形と動画から，振り向き動作を確認し，振り向き動作中の後方と外方への加速度の最小値をそれぞれ Ax と
Az として算出した。さらに，Ax と Az を後方，外方へのベクトルとみなし，後外側への加速度を合成ベクトル Ac として算出
した。各測定は 3 回実施し，検者内信頼性を ICC（1,3）で求め，標準誤差も算出し，他動法と自動法で比較検討した。また Ax
と Az の相関係数もピアソンの積率相関係数を用いて比較検討した。統計学的手法には R2.8.1 を利用した。

【結果】

他動法の ICC（1.3）と SEM は Ax；0.83（0.41），Az；0.85（0.48），Ac；0.85（0.47）であった。自動法の ICC（1.3）と SEM
は Ax；0.84（0.58），Az；0.95（0.7），Ac；0.92（0.79）であった。Ax と Az の相関係数は自動法のみ r=0.63 と軽度の相関関係
を認め（p＜0.05），他動法は相関関係を認めなかった。

【結論】

我々は自動法の方が高い再現性を認めると仮説を立てたが，自動法，他動法ともに高い再現性を認めた。Ax と Az の関係は自
動法のみ有意な軽度の相関関係を認めた。そのため，後方と外方への複合的な加速度として Ac を求めたが，高い再現性を認め
た。今後は，健常者との比較検討を行い，標準値を決定する必要がある。
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徒手筋力計を用いた背臥位での膝伸展筋力測定法の考案

佐藤 誠一1），世古 俊明2），村山奈菜香1），阿部 琴美1），丹波匡太郎1），星 文彦3）
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key words 膝伸展筋力・徒手筋力計・背臥位

【はじめに，目的】

膝の伸展筋力は運動パフォーマンスとの関連のみならず，ADL 獲得や退院の予後予測となり得ることから臨床的な評価意義が
高い。一般に徒手筋力計（Hand�held dynamometer，HHD）を用いた膝伸展筋力の測定は MMT に従い端座位で実施される。
しかし臨床では被検者の座位が不安定な場合，測定肢位に一貫性を保てないことや測定自体が困難となり得ることが懸念され
る。そこで本研究の目的は，安定性の高い背臥位で下腿をベッド端から下垂させた肢位（sit lying；SL）での膝伸展筋力測定法
の有用性を検証することである。

【方法】

対象は健常男性 12 名（平均年齢 25.1±5.1 歳，身長 169±5.2cm，体重 64.1±5.8kg）とした。運動課題を膝 90 度屈曲位での等尺
性膝伸展運動とした。膝伸展筋力測定には牽引ベルト式の HHD（Mobie MT�100，酒井医療社）とトルクマシン（BIODEX SYS-
TEM 3，biodex 社製）を用いた。HHD の検査肢位は SL と端座位とし，HHD 牽引ベルトの一方を検査側の下腿遠位部，もう一
方を検査台後方の支柱に固定させた。SL は体幹，股関節中間位，端座位は MMT に従い骨盤後傾位とし，両上肢を体幹後方の
検査台に置かせた。各測定時には検者が前方より腸骨稜部を徒手固定した。トルクマシンの測定肢位は従来の座位とした。HHD
とトルクマシンで得られた値からトルク値体重比（Nm/kg）を算出した。各測定時における大腿直筋，内側広筋，外側広筋の筋
活動量を表面筋電計（Noraxon 社製）で計測し，HHD（SL，端座位）の値をトルクマシンの値で正規化した（%MVC）。SL
と端座位で得られたトルク値の検者内信頼性は ICC（1，1），トルク値体重比はトルクマシンを基準とした時の SL と端座位の基
準関連妥当性および，端座位に対する SL の併存的妥当性を Pearson の積率相関係数で検討した。SL と端座位間でのトルク値体
重比および筋活動量の比較は Paired t�test にて検討した。有意水準は 5% とした。

【結果】

トルク値の ICC（1，1）は SL で 0.96，端座位で 0.89 であった。基準関連妥当性は SL で r=0.69，端座位で r=0.72 であった。SL
の併存的妥当性は r=0.89 であった。トルク値体重比の比較では SL と端座位間に有意な差を認めなかった。筋活動量の比較では
大腿直筋の端座位（108.6%MVC）が SL（90.9%MVC）よりも有意に高値を示したが，内側広筋と外側広筋では有意な差を認め
なかった。

【結論】

SL 測定は端座位と同様に高い再現性が得られる。SL は端座位よりも大腿直筋の筋長が伸張位となるため低い筋活動を示した
が，静止張力が寄与することで同等の膝伸展トルクを発揮できていた可能性がある。また妥当性の検討からも，SL 測定は膝伸
展トルクを反映し，端座位の代用となり得ることが示唆された。
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筋力指標には体重補正やトルク換算が必要か？
～人工股関節全置換術後患者における歩行能力との関係性～

古川 拓馬1），東島 直生1），河野 俊介2），北島 将2），園畑 素樹1,2），馬渡 正明2）

1）佐賀大学医学部附属病院先進総合機能回復センター，2）佐賀大学医学部附属病院整形外科

key words 筋力指標・数値補正・歩行能力

【はじめに，目的】

筋力は歩行能力を決定する重要な因子であり，筋力の評価指標としては測定データである筋力実測値，実測値を体重で除した筋
力体重比，モーメントアームを考慮した筋力トルク体重比などが混在して使用されている。しかし，それぞれの関係性や臨床上
の有用性は不明確な現状がある。本研究では，人工股関節全置換術後患者を対象として，体重比指標に直接的な影響を持つ BMI

（body mass index）を考慮した上で，各筋力指標と歩行能力との関係性を検討した。

【方法】

対象は 2014 年 4 月～2015 年 12 月までに当院で片側の人工股関節全置換術を行い，退院時に評価可能であった患者 432 例とし
た。測定項目は術側と非術側の股関節外転筋力および膝関節伸展筋力，10m 歩行テストとした。測定した筋力実測値（kgf）か
ら，体重で除した筋力体重比（kgf/kg）および，モーメントアームと重力加速度を加味した筋力トルク体重比（Nm/kg）を算
出した。各筋力指標と 10m 歩行時間との相関を検証した。さらに，対象を BMI により 3 群（A 群：25 未満，B 群：25 以上 30
未満，C 群：30 以上）に分類し，各筋力指標および 10m 歩行時間を群間で比較した。

【結果】

各筋力指標と 10m 歩行時間はいずれも有意に相関し，相関係数はほぼ同等の値であった。筋力実測値の平均は A 群，B 群，C
群において，術側股関節外転筋力（5.44，5.89，5.04），非術側股関節外転筋力（7.86，8.10，6.92），術側膝関節伸展筋力（12.50，
13.31，12.84），非術側膝伸展筋力（16.11，17.89，15.70）となり，各群同程度の値であった。筋力体重比は，術側股関節外転筋
力（.105，.094，.067），非術側股関節外転筋力（.153，.130，.089），術側膝関節伸展筋力（.242，.213，.172），非術側膝伸展筋力

（.312，.286，.208）となり，いずれの筋力も群間で有意差がみられ，A 群，B 群，C 群の順に値が低かった。筋力トルク体重比
は，筋力体重比と同様の傾向を示した。10m 歩行時間は，A 群（12.8±6.7 秒），B 群（15.0±10.2 秒），C 群（15.1±10.3 秒）と
なり，BMI が高い群で時間を要する傾向を示した。

【結論】

筋力実測値は，群間比較において同等の値であったが，筋力体重比および筋力トルク体重比は，いずれの測定筋力においても
BMI が高い群ほど低値となった。また，BMI が高い群では歩行速度が遅くなる傾向がみられ，体重補正した筋力指標の群間比
較と連動した差がみられた。10m 歩行時間と各筋力指標の相関は同程度となる一方で，筋力実測値では推察することができない
歩行能力と筋力の関係性が，体重で補正した値を用いることで表面化された。筋力トルク体重比は筋力体重比と同様の傾向を示
しており，測定項目が増えることによる誤差増大の可能性や，簡便性を考慮しても臨床的に算出する意義は低いと思われる。以
上より，歩行能力を推察するための筋力指標としては，筋力実測値を体重で補正する必要性があり，臨床上では筋力体重比が有
用と考えられる。
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下肢伸展トルクと重心動揺との関係

吉澤 隆志

八千代リハビリテーション学院

key words 下肢伸展トルク・総軌跡長・外周面積

【はじめに，目的】

日常生活において，片脚立位となることは多い。また，歩行においては，必ず片脚立位となる必要がある。よって，片脚立位の
安定は歩行などの日常生活を鑑みた際に非常に重要である。先行研究では，片脚立位の安定には足趾把持力や足底感覚が重要に
なると言われている。また，膝伸展筋力や足底背屈筋力などの下肢の主要な単関節の筋力は，片脚立位での重心動揺への関与は
認められていない。しかし，重心動揺という性質上，足趾把持力などだけでなく総合的な下肢筋力の関与が考えられる。また，
下肢の股・膝・足関節の主要筋群によって発揮されるものに下肢伸展トルク（以下，LET）がある。LET は，総合的な下肢筋
力の指標として信頼性が認められている。なお，重心動揺の程度を表す値としては総軌跡長と外周面積が代表的であるため，本
研究においても先の 2 つの値について検討した。

これまで，下肢の主要な単関節筋力と片脚立位での重心動揺との関係を調べた報告はあるが，LET と重心動揺との関係を調べた
研究は見当たらない。よって，本研究の目的は，LET と片脚立位での重心動揺との関係を調べることである。

【方法】

下肢に疾患の既往の無い健常成人男性 7 名とした。LET は，StrengthErgo240（三菱電機エンジニアリング株式会社）を用い
isokinetic mode にて 50 回転/分の回転速度で 5 回の連続駆動により行い，下肢伸展動作時の左右における体重比のピークトル
クを測定した。測定肢位は座位とし，バックレストの角度は 110̊ とした。LET の測定は 3 回試行し，平均値を算出した。重心
動揺は，Body Pressure Measurement System（ニッタ株式会社）を用いて，足圧中心分布データから総軌跡長と外周面積を算
出した。測定肢位は開眼および裸足での片脚立位とし，股・膝関節は軽度屈曲位とした。また，両上肢は軽く体側に付け，2m
前方の視線と同じ高さの点を注視させた。片脚立位保持時間は 30 秒とし，左右各々 2 回ずつ施行し動揺が少ない値を代表値と
した。

統計解析として LET と総軌跡長および外周面積との関係を，スピアマンの相関係数を用いて調べた。解析には，SPSS Statistics
V22.0 を使用した。

【結果】

LET は，右 2.5Nm，左 2.4 Nm であった。総軌跡長は，右 119.3 cm，左 109.2 cm であった。外周面積は，右 11.8 cm2，左 11.9
cm2であった。右 LET と右総軌跡長および右外周面積との相関係数は，それぞれ r＝�0.71，r＝�0.57 であった。同様に，左にお
いては r＝�0.88（p＜0.05），r＝�0.57 であった。

【結論】

左右 LET と左右総軌跡長との間に，強い相関がみられた。また，左右 LET と左右外周面積との間に，中等度の相関がみられた。
重心動揺を軽減し姿勢を維持する上で下肢筋は主要な安定要素であるため，総合的な下肢筋力の指標である LET と総軌跡長お
よび外周面積との間に関係が見られたと考える。本研究の結果により，重心動揺軽減目的にて LET の増大を目的としたアプ
ローチの有用性が示唆された。
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O-KS-02-6

Functional Reach Test の開始姿勢位置の変動がリーチ距離に及ぼす影響

西村 卓朗1,2），中泉 大1），遠藤 壮馬1），淺井 仁3）

1）金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻，2）富山県南砺市訪問看護ステーション，
3）金沢大学医薬保健研究域保健学系リハビリテーション科学領域理学療法科学講座

key words FRT・開始姿勢・変動幅

【はじめに，目的】

Functional Reach Test（以下：FRT）では，転倒リスクとリーチ距離との関連性については一貫性がない。この背景には，リー
チ方法は規定されず，開始姿勢は足部の位置のみ規定されていることがあろう。安静立位位置は常に変動することが報告されて
おり，足部に対する骨盤，肩関節の位置が規定されなければリーチ距離が大きく変動する可能性がある。本研究では開始姿勢に
焦点を当て，開始姿勢の変動幅を明確にし，開始姿勢の変動がリーチ距離に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

健常若年男性 16 名（22.4±3.0 歳）の右側の肩峰，大転子，尺骨茎状突起，第 3 中手骨及び第 7 頸椎棘突起に反射マーカーが貼
付された。全ての測定は床反力計上で行われ，右側方 15m の位置から写真撮影された。最初に安静立位と右上肢水平拳上位の
姿勢を 30 回測定し，肢位毎に各マーカーの平均位置を求めた。右上肢水平拳上位の各マーカーの平均位置を開始姿勢として，
被験者後方のスタンドと側方のレーザー投射器を用いて各マーカーの平均位置を再現し，これらに被験者の身体を一致させた。
被検者は股関節を屈曲せずに足関節を軸にリーチするよう指示された。リーチ条件は開始姿勢規定の有無であり，1 条件につき
前方リーチが 9 回行われた。

測定項目は安静立位及び開始姿勢における右肩峰位置，大転子位置，及び足圧中心（以下：COP）位置の変動幅と，リーチ距離
に対する肩峰位置の変動幅の割合とした。データ分析は右肩峰位置，大転子位置，及び COP 位置の水平方向における最大値と
最小値の差が変動幅として求められた。また，肩峰位置の変動幅をリーチ距離で除して 100 を乗じた値（％）をリーチ距離に対
する肩峰位置の変動幅の割合とした。安静立位及び開始姿勢における右肩峰位置，大転子位置，及び COP 位置の変動幅の差を
対応のある t 検定を用いて比較し，リーチ距離に対する肩峰位置の変動幅の割合における開始姿勢規定の有無による違いを
Welch の検定を用いて比較した。

【結果】

変動幅は，右肩峰位置（安静立位：4.7±1.0cm，開始姿勢：4.6±1.4cm），大転子位置（安静立位：3.7±1.1cm，開始姿勢：3.6
±0.9cm），及び COP 位置（安静立位：12.4±3.3％FL，開始姿勢：11.6±3.6％FL）であり，姿勢間での有意差は認められなかっ
た（P＞0.05）。リーチ距離に対する肩峰位置の変動幅の割合は，開始姿勢規定有条件で平均リーチ距離 18cm に対して約 8％，
開始姿勢規定無条件では同じく 16.5cm に対して約 30％ であった。開始姿勢の規定の有無により有意差が認められた（P＜0.01）。

【結論】

開始姿勢は安静立位と同程度の変動幅があり，FRT において開始姿勢を規定しない方法では開始姿勢の変動によってリーチ距
離が約 3 割変動することが示された。
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選択的で効果的な棘下筋トレーニングを行うための運動強度と肩関節内外旋角
度の検討

簗瀬 康1），中村 雅俊2），梅原 潤3），加藤 丈博3），本村 芳樹3），市橋 則明3）
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3）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 筋力トレーニング・棘下筋・三角筋

【はじめに，目的】

一般的にオーバーヘッドスポーツを行う選手や肩関節疾患を有する患者に対して，選択的な棘下筋トレーニングを目的にセラ
バントなどを用いた低強度の肩関節外旋運動が行われている。しかしながら，低強度トレーニングは三角筋の筋活動を最小限に
抑えられるものの，棘下筋の筋活動も少ないため，先行研究において筋力増強および筋肥大効果が生じにくいことが指摘されて
いる。そのため，棘下筋を選択的かつ筋力増強および筋肥大を生じさることが出来るトレーニングの開発が必要である。また，
肩関節は角度に伴い，各筋のモーメントアームが変化することが報告されている。そのため，関節角度の違いにより，運動時に
肩関節に関与する各筋の筋発揮が異なる可能性がある。しかし，今まで肩関節回旋角度変化に着目して行った検討はない。本研
究の目的は，選択的かつ筋力トレーニングとして効果的な棘下筋トレーニングの運動強度と肩関節内外旋角度を明らかにする
こととした。

【方法】

対象は健常若年男性 10 名（平均年齢 25.9±4.1 歳，身長 172.9±6.4cm，体重 69.4±10.3kg）の利き肩とし，7 種類の肩関節外旋運
動強度（5・10・15・20・40・60・80%MVC）と 3 種類の肩関節回旋角度（45̊ 内旋位，内外旋中間位，45̊ 外旋位）の計 21 施行
の肩関節外旋運動の等尺性収縮を行わせた。運動課題中に表面筋電計（ノラクソン社製）を用い，棘下筋，三角筋中部・後部線
維の 3 筋を計測し，肩関節外旋の最大等尺性収縮時の筋活動量で正規化した。本研究では，先行研究（Selkowitz, et al., 2013）を
参照し，二筋の筋活動量の比と，分子となる筋の筋活動量との積を算出した。この値が大きくなることは選択的トレーニングが
実施できており，さらに筋活動量が大きいことを示す。正規化した筋活動量を用いて，棘下筋の筋活動量/｛（三角筋中部線維の
筋活動量+三角筋後部線維の筋活動量）/2｝×棘下筋の筋活動量を算出した。統計解析は運動強度と肩関節回旋角度の二要因にお
いて，反復測定による分散分析，Bonferroni 補正を用いた多重比較を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

運動強度と肩関節回旋角度の二要因に交互作用は認められなかったが，それぞれに主効果を認めた多重比較を行ったところ，運
動強度に関しては 60・80%MVC が 5・10・15%MVC に比べて有意に大きく，さらに 60%MVC は 20%MVC より有意に大き
かった。また回旋角度に関しては 45̊ 外旋位が内外旋中間位に比べて有意に大きかった。

【結論】

本研究の結果より，60%MVC の運動強度で行うことで，棘下筋の選択的かつ筋放電量が高い肩関節外旋トレーニングを行える
ことが明らかになった。また，中間位よりも 45̊ 外旋位でトレーニングする方が有効なトレーニングであることが分かった。
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腹臥位での下肢空間保持課題が反対側の僧帽筋下部線維の筋活動に与える影響
肘関節の屈曲・伸展角度に着目して

池澤 秀起1），井尻 朋人1），鈴木 俊明2）

1）喜馬病院，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科

key words 僧帽筋・肘関節・腹臥位

【はじめに，目的】

肩関節疾患患者の上肢挙上運動は，肩甲骨挙上など代償運動を認めることが多い。この原因の一つに，僧帽筋下部線維の筋力低
下が挙げられるが，疼痛や代償運動により患側上肢を用いた運動で僧帽筋下部線維の筋活動を促すことに難渋する。そこで，上
肢の運動を伴わずに僧帽筋下部線維の筋活動を促す方法として，腹臥位での患側上肢と対側の下肢空間保持が有効ではないか
と考えた。腹臥位での下肢空間保持は股関節伸展筋の活動が必要となる。一方，骨盤の肢位を保持するために空間保持側の骨盤
と脊柱などに付着する筋肉の活動が必要となり，同様に脊柱の肢位を保持するために空間保持側と対側の脊柱と肩甲骨などに
付着する筋肉の活動が増大するのではないかと考えた。先行研究にて筋活動を検証した結果，腹臥位での下肢空間保持時の対側
の僧帽筋下部線維の活動と，腹臥位での肩関節外転 145 度位保持側の僧帽筋下部線維の筋活動は同程度であった。先行研究では
肩関節外転角度などの肢位を変え僧帽筋下部線維の活動を測定したが，全て肘関節屈曲位での測定であった。そこで，肘関節肢
位の変化が僧帽筋下部線維の活動に与える影響を明確にし，僧帽筋下部線維の活動を促すためのトレーニングの一助にしたい
と考えた。

【方法】

対象は健常男性 14 名（年齢 24.6 歳，身長 170.1cm，体重 61.9kg）とした。測定課題は，利き腕と反対側の下肢空間保持とした。
測定肢位は，腹臥位で両股関節中間位，両膝関節伸展位，両肩関節外転 90 度，両前腕回内位とし，肘関節伸展 0 度と肘関節最
大屈曲位で測定した。測定筋は，下肢空間保持側と反対の僧帽筋上部・中部・下部線維，三角筋後部線維，棘下筋，両側多裂筋
とした。筋電図測定にはテレメトリー筋電計 MQ�8（キッセイコムテック社製）を使用した。測定筋の筋活動は，1 秒間当たり
の筋電図積分値を安静腹臥位の筋電図積分値で除した筋電図積分値相対値で表した。算出された筋電図積分値相対値は正規分
布を認めなかったため，Wilcoxon の符号付順位和検定を用いて比較した。比較は，肘関節屈曲，伸展位条件間で行い，危険率
は 5％ 未満とした。

【結果】

僧帽筋下部線維，三角筋後部線維の筋電図積分値相対値は，肘関節伸展位と比較し屈曲位で有意に増加した。僧帽筋下部線維，
三角筋後部線維の中央値は肘関節屈曲位で 10.2，28.0，肘関節伸展位で 5.2，17.0 であった。その他の筋電図積分値相対値は肘関
節肢位の変化による有意差を認めなかった。

【結論】

腹臥位での下肢空間保持課題は，肘関節伸展位と比較し屈曲位で僧帽筋下部線維の筋活動を促せる可能性が高いことが示唆さ
れた。また，肘関節伸展位と比較し屈曲位で三角筋後部線維の筋活動も有意に増大した。このことから，肩関節水平外転運動に
作用する三角筋後部線維の筋活動の増大に対して，起始部の肩甲骨の安定性を高めるために僧帽筋下部線維の筋活動も有意に
増大したのではないかと考える。
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シロテテナガザルにおける二足歩行時の体幹・下肢筋活動の基本パターン
二足歩行の制御に関する進化人類学的考察

後藤 遼佑1），岡 健司1,2），中野 良彦1）

1）大阪大学大学院人間科学研究科生物人類学研究分野，
2）大阪河﨑リハビリテーション大学リハビリテーション学部理学療法学専攻

key words 運動制御・筋電図・人類進化

【はじめに，目的】

二足歩行の制御の基盤となる仕組みが提唱されており，ヒトの歩行時の筋活動タイミングは 5 つの基本パターンから作られる
とされる（Ivanenko, et al., 2004）。複数の筋がそれぞれの基本パターンと関連し，共同筋として一つの機能的な単位を形成して
いる。5 つのパターンは異なるタイミングでピークをむかえ，その位相で各パターンに関連する共同筋が同期的に活動する。5
つの基本パターンのピークの位相と共同筋に含まれる筋の組合せを調節するという制御の仕組みが，筋を一つひとつ個別に制
御するよりも，制御を単純なものにしている（Cappellini, et al., 2006）。

シロテテナガザルはヒトと系統的に近縁な類人猿の一種で，基本的に樹上で生活する。時折，地上に下りて，ヒトとは違う様式
で二足歩行を行う。本研究では，二足歩行時の筋活動の基本パターンについて，テナガザルとヒトの共通点と相違点を明らかに
する。共通点はヒトが類人猿との共通祖先から引き継いだ保存的な制御の仕組みであると考えられる。相違点はヒトが独自に獲
得したパターンであると推測される。

【方法】

1．対象：シロテテナガザル 1 個体（メス，21 歳，体重：6 kg）

2．データ収集：表面筋電計（BioLog, S＆ME 社）を用いて，二足歩行時の身体左側の 17 の体幹・下肢筋の活動を計測した：脊
柱起立筋，腹直筋，外腹斜筋，浅殿筋，中殿筋，大腿筋膜張筋，坐骨大腿筋，縫工筋，大腿直筋，外側広筋，半腱様筋，大腿二
頭筋，薄筋，腓腹筋内・外側頭，前脛骨筋，長腓骨筋。

3．分析：全波整流した筋電の高周波成分をローパスフィルタで除去した（遮断周波数：3 Hz）。各試行の振幅の最大値でデータ
を標準化した。各筋につき 20 試行を平均した。バリマックス直交回転を用いた因子分析を 17 筋の平均波形に適用し，因子を抽
出した。因子得点から基本パターンを，因子負荷量から各パターンと関連する筋を推定した。比較対象のヒトのデータは Iva-
nenko, et al.（2004）を参照した。

【結果】

テナガザルでは 4 つの基本パターンが得られた。その内，3 つのパターンの位相と，共同筋に含まれる筋の組み合わせはヒトと
類似した。これらのパターンと下肢筋が関連していた。

相違点はテナガザルの残り 1 つの基本パターンに認められた。ヒトでは立脚相の開始と立脚相後半にそれぞれピークとなる独
立した 2 つのパターンがあるのに対し，テナガザルでは 2 つのパターンが 1 つに合わさり，二峰性の波形を示した。ヒトではそ
れらのパターンと関連する共同筋に体幹筋が含まれるが，テナガザルでは体幹筋との関連が弱かった。

【結論】

二足歩行時に下肢筋を制御する仕組みは，類人猿にも共通する保存的な特徴である。一方，体幹筋を制御する仕組みはヒトに固
有である。本結果は，効率的で実用的なヒトの歩行には体幹筋が適切なタイミングで動員される必要があることを示唆する。
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立位および座位での両側上肢前方挙上保持角度変化が体幹背面筋の活動と脊柱
運動に及ぼす影響について

楠 貴光1,2），早田 荘1），大沼 俊博1,2），渡邊 裕文1），鈴木 俊明2）

1）六地蔵総合病院リハビリテーション科，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科

key words 両上肢前方挙上・体幹背面筋・表面筋電図

【はじめに，目的】

上肢前方挙上（以下，上肢挙上）動作は，姿勢や動作戦略の変化により肩関節運動に伴う体幹運動も変化するため，体幹機能に
ついての詳細な評価，治療が重要となる。そこで立位での両上肢挙上課題（以下，立位課題）を座位での結果と比較し，両上肢
挙上動作の姿勢変化が体幹背面筋の筋電図積分値相対値（以下，相対値）変化に与える影響を検討した。

【方法】

対象は健常男性 16 名（平均年齢 23.4±1.3 歳）とした。まず立位課題の上肢下垂位にて筋電図計 MQ8（キッセイコムテック社製）
を用い，多裂筋及び腰最長筋，胸最長筋，腸肋筋の筋電図を 10 秒間 3 回測定した。電極位置は Vink らの報告に基づき決定し，
双極導出法にて電極間距離 2cm とした。そして両上肢挙上角度を 30̊～150̊ の範囲で 30̊ 毎に無作為に変化させ，筋電図を測定
した。また上肢下垂位の各筋の筋電図積分値を 1 とした相対値を求め，両上肢挙上角度の変化が各筋の相対値に及ぼす影響につ
いて検討した。さらに座位にて両上肢挙上角度を変化させた課題（以下，座位課題）についても同様の方法で検討し，各課題間
の差を比較した。統計処理は各筋の相対値に正規性を認めなかった為，フリードマン検定と Scheffe test を用い，各課題間の差
について Wilcoxon 符号付順位和検定にて検討し，いずれも有意水準は 5％ とした。

【結果】

立位課題の相対値は多裂筋が 30̊ と比較して 90̊ で有意に増大し，60̊，90̊ と比較して 150̊ で有意に減少した。腰最長筋と胸最
長筋は 30̊ と比較して 90̊ にて有意に増大し，腸肋筋の有意な変化は認めなかった。座位課題の相対値は多裂筋が 30̊ と比較して
90̊ で有意に増大し，60̊，90̊，120̊ と比較して 150̊ で有意に減少した。腰最長筋は 90̊ と比較して 150̊ にて有意に減少したが，
胸最長筋と腸肋筋は有意差がなかった。また各課題間の差の比較では，腰最長筋と胸最長筋は上肢下垂位の筋電図積分値にて立
位課題が有意に低値を示し，各挙上角度の相対値の比較にて立位課題が有意に高値であった。

【結論】

立位課題の 90̊ では上肢質量の前方変位により，胸腰部に屈曲方向への力が生じることに対し，腰最長筋と胸最長筋が胸腰部伸
展位を保持し，腰椎前弯による上肢挙上に伴う胸腰部伸展に多裂筋が関与する。そして 150̊ では上肢質量の前上方移動に加え，
腰椎前弯の増大により多裂筋は短縮位となり，骨盤肢位保持への関与は減少する。また座位課題では 90̊ での胸腰部伸展による
体幹の後方移動に対し，多裂筋が腰椎前弯作用として骨盤を前傾させ肢位を保持する。また 150̊ では体幹の後方移動は減少し，
多裂筋と腰最長筋の肢位保持への関与は減少する。座位課題における胸最長筋の胸腰部伸展保持作用は，各上肢挙上角度にて上
肢下垂位と同程度の活動であるが，立位課題では上肢挙上角度の増大とともに 90̊ をピークとした胸最長筋と腰最長筋の抑揚の
ある筋活動の推移が必要となる。
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股関節屈曲速度変化による股関節屈筋群の筋活動パターン変化
速い運動で選択的に筋活動が増大する股関節屈筋は存在するか

中田 康平1），治郎丸卓三2），野村 瞬1），兵頭勇太郎1），金沢 伸彦3）

1）金沢整形外科クリニックリハビリテーション部，2）滋賀医療技術専門学校理学療法学科，
3）藍野大学医療保健学部理学療法学科

key words 筋電図・筋動特性・股関節周囲筋

【はじめに，目的】

変形性股関節症などの疾患者では，股関節屈筋群の二関節筋である大腿直筋や大腿筋膜張筋に過活動が生じることが多く（Long
1993），これらの筋が過活動となることで腸腰筋の機能不全が生じる（加藤 2006）。したがって，臨床において股関節屈筋群の共
同筋におけるマッスルインバランスを改善する理学療法を行うことは非常に重要である。

筋活動は筋長やモーメントアームなどに依存するため，関節角度変化による影響を受ける（Lieber 1992）。股関節屈曲角度変化
により股関節屈筋群の筋活動パターンが変化することについては報告されており，大腿筋膜張筋の活動を抑制する肢位，腸腰筋
の活動を増大させる肢位については明らかになってきている（Jiroumaru, et al., 2014）。また，筋活動は筋収縮の速さにも依存し
ており，筋線維タイプや筋線維長による影響を受ける（Lieber 1992）。しかし，筋収縮の速さ変化により股関節屈筋群の筋活動
パターンが変化するかについては我々の知る限り報告されていない。そこで本研究では，股関節屈曲運動速度の違いが股関節屈
筋群の筋活動パターンを変化させるかを検討し，速い運動で選択的に筋活動が増大する股関節屈筋が存在するかについて検証
した。

【方法】

対象は健常成人男性 15 名（平均年齢 23.8±4.7 歳）とし，筋電図計（MQ16）を用いて，等速性運動装置（CYBEX770）での最
大随意等速性股関節屈曲運動中の股関節屈筋群の筋活動を測定した。測定筋は腸腰筋（IL），大腿筋膜張筋（TFL），大腿直筋

（RF），縫工筋（SA）の 4 筋とした。被験者は両膝屈曲 90̊ での背臥位となり，30deg/s，120deg/s，210deg/s の 3 つの等速性
股関節屈曲運動課題をランダムに実施した。各課題は，右股関節を対象に股関節屈曲角度－10̊～30̊ の範囲で屈曲運動を行って
もらった。表面電極（1×1cm）は皮膚処理を十分に行った後，電極間距離を 1cm とし，測定筋の筋線維方向に沿って貼付した

（Jiroumaru, et al., 2014）。筋電図データは，筋電解析ソフト（KineAnalyzer）を用いて，全波整流した後，フィルタ処理後（バ
ンドパス 10～500Hz），二乗平方平滑化処理（RMS）を行い，MMT による MVC 時の各筋の RMS を基に正規化した。統計学的
分析は SPSS（version21.0）を用いて，各筋の筋電図は一元配置分散分析（等速性股関節運動）を用いて比較した。事後検定と
して Tukey 法を用いて，30deg/s，120deg/s，210deg/s 時における各筋の筋電図の比較を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

IL と TFL では，30deg/s と比べ 210deg/s おいて筋活動の有意な増加が認められた（p＜0.05）。RF と SA では，速度変化にお
ける筋活動の有意な変化は認められなかった。

【結論】

速い運動では IL と TFL は選択的に筋活動を増大させる筋であった。速い運動で IL と TFL が活動を増大したのは，IL は白筋
線維が多いこと（駒谷 1986），TFL は筋線維長が長いこと（Friecierich 1990）が関係していると考えられる。
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不安定な状況下における小殿筋筋活動の比較
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key words 小殿筋・ワイヤ筋電図・片脚立位

【緒言】

股関節安定化機構である股関節深層筋に着目した報告が散見され，深層筋である小殿筋は股関節に安定をもたらす働きがある
とされている。PET や MRI を用いた研究では，歩行や片脚立位時には中殿筋よりも小殿筋の活動が高いと報告されており，変
形性股関節症でみられる股関節外転筋機能不全に対しては，深層筋の働きを考慮しなくてはならない。

また，我々は小殿筋にワイヤ電極を留置し，小殿筋の筋活動を分析してきた。その結果，歩行立脚期において小殿筋は中殿筋と
同等の筋活動量を示していることを報告し，筋電図学的にも小殿筋が股関節の安定に関与していることが示唆された。さらに，
小殿筋の筋線維の走行は，中殿筋よりも求心位方向を向いており，解剖学的にも安定性に関与していると考えられる。今回，小
殿筋が股関節の安定性に関与しているかさらに検討をすすめるために，不安定な状況下における小殿筋の筋活動を比較するこ
とである。

【方法】

対象は，健常成人 13 名（男性 7 名，女性 6 名）である。被検筋を小殿筋と中殿筋とし，電極の留置場所は，小殿筋が腸骨稜の
中点と大転子を結んだ中点に，中殿筋が腸骨稜の中点より 2.5cm 遠位に留置した。ワイヤ電極は，ウレタンコーティングされた
直径 0.1 mm のステンレス線で，先端の 0.5 mm だけコーティングを剥がし通電できるようにし，電極間距離は 2 mm になるよう
に貼り合わせ，双極誘導ができるようにしている。1 本のワイヤ電極は 22 G のカテラン針に通した後，ガス滅菌処理をして使用
した。なお，電極の留置は整形外科医が行っている。測定課題は，平地での片脚立位，バランスクッション上での片脚立位，半
球上での片脚立位を各 5 秒間行った。解析は，片脚立位の開始と終了の 1 秒を除く 3 秒間の積分値を算出した。積分値の算出に
は，BIMUTAS を使用し，20�1000 Hz のバンドパスフィルターを通した後に解析を行った。また，算出した積分値は，最大随
意収縮時の値に対する相対値にて比較を行った。

【結果】

平地での片脚立位，バランスクッション上での片脚立位，半球上での片脚立位とより不安定な状況になると，有意差は認めな
かったが筋活動量が増加した。また，性別ごとに比べると，女性では不安定な状況が増すと小殿筋の筋活動量が有意に高くなっ
た（p＜0.05）。さらに男女の差を比較すると，半球上での片脚立位においは，小殿筋の筋活動量が男性より女性の方が有意に高
くなった（p＜0.05）。

【考察】

片脚立位を保持するためには，支持面が不安定になると股関節を安定させる必要がある。よって，小殿筋の筋活動量が上がった
ものと考えられる。また，この傾向は女性においてより顕著にみられた。本邦の変形性股関節症例は多くが二次性であり，また，
発育性股関節形成不全の多くは女性である。よって形態学的にも女性の方が股関節の安定は保たれにくく，その代償としてより
小殿筋の筋活動が必要となったのではないかと考えられる。
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慢性疼痛患者における交感神経変動と内受容感覚の関係性

西 勇樹1），大住 倫弘2），信迫 悟志1,2），森岡 周1,2）
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key words 内受容感覚・交感神経活動・慢性疼痛

【はじめに，目的】慢性疼痛患者では交感神経活動の変調が生じやすいことが報告されている。さらに，交感神経活動の変調が
生じやすい者は内受容感覚の感受性（以下， IS）が高いことが健常成人を対象にした研究で明らかにされている（Pollatos 2012）。
我々も健常成人における IS と交感神経変動の関係性を追試実験し，先行研究と同様に IS が高い者は交感神経変動が生じやす
いことを確認した（第 51 回日本理学療法学術大会）。本研究では，研究対象を慢性疼痛患者とし，慢性疼痛患者における交感神
経変動の時間的変化と IS の関係性を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は介護老人保健施設利用中の高齢者 35 名（男性 7 名，女性 28 名，平均年齢 85.4±6.6 歳）である。全被験者を疼痛
罹患期間が 6 ヵ月以上の者を慢性疼痛群（n=21），それ以外の者をコントロール群（n=14）に分けた。IS を定量化するための心
拍追跡課題では，一定時間（30，35，40，45s）手がかりなしで自分の心拍数を数える課題を各時間条件 1 試行ずつ実施した。
痛み刺激は圧痛計（デジタルフォースゲージ）を用い，圧痛閾値までの刺激を与え，安静時及び圧痛時の自律神経活動を記録し，
ローレンツプロット解析を行い（Toichi 1997），交感神経系指標（以下，CSI）を算出し，安静時・圧痛刺激時・圧痛刺激から
1 分後の CSI 値を記録した。各時間条件における CSI を 2 群間で比較することに加え，各群における CSI を各時間条件間で比較
した。また，各群における CSI の安静時と疼痛刺激時の差分と IS との相関関係を分析した。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】2 群間比較の結果では，CSI（安静時，圧痛刺激時，一定時間経過後）に群間差を認めなかった。また，コントロール群
における CSI の時間的変化において，安静時と圧痛刺激時に有意差を認めたが（p＜.01），1 分後の CSI 値には有意差を認めな
かった（p=.07）。一方，慢性疼痛群では安静時と比べ，圧痛刺激時のみならず 1 分後の CSI 値にも有意差を認めた（p＜.01）。安
静時と疼痛刺激時の差分と IS との相関分析では，コントロール群においては有意な相関を認めなかったが（r=.23，p=.42），慢
性疼痛群では負の相関が認められた（r=－.46 p＜.05）。

【結論】慢性疼痛患者において，疼痛刺激による交感神経反応が大きく，その反応が一定時間経過後まで持続することが明らか
となった。さらに，疼痛刺激によって交感神経反応が生じやすい者ほど IS が低いことが明らかとなった。これは健常成人にお
ける相関関係とは解離する結果であり，疼痛の慢性化に伴った IS の変容が，交感神経反応を生じやすくさせる要因となると示
唆された。つまり，内受容感覚は自身の自律神経反応を的確に捉えて，それを制御するプロセスで重要な感覚であることが示唆
された。
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漸増起立負荷による地域高齢女性の簡易的運動耐容能測定法の併存妥当性

中村 慶佑1,2），長澤 祐哉1），澤木 章二1），横川 吉晴3），大平 雅美3）

1）松本市立病院，2）信州大学大学院医学系研究科保健学専攻博士後期課程，
3）信州大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 高齢者・最高酸素摂取量・起立動作

【はじめに，目的】日常動作である起立動作は起立頻度を変えることで比較的簡単に運動負荷強度を調整できる。我々は，先行
研究において起立頻度の増加に伴い酸素摂取量が直線的に増加することを確認し，漸増起立運動負荷試験（以下，ISTS）のプロ
トコールを作成した。さらに，ISTS は健康中高年者の運動耐容能測定に応用できる可能性が高いことを確認した。そこで本研
究では，代謝疾患などの有疾病者への将来的な応用を視野に入れ，地域在住の健康高齢女性を対象に，ISTS の運動耐容能測定
法としての併存妥当性を検証することを目的とした。

【方法】65 歳以上の地域在住の健康高齢女性 16 名を対象とした（平均年齢 70.1±3.2 歳）。ISTS と自転車エルゴメーター（CE）
の施行順は無作為化し，別日に実施した。反復起立運動は，座面を立位における床から腓骨頭上縁までの距離の 1.2 倍の高さと
し，上肢でストックを使用しながら実施した。ISTS は，6 回/分の起立頻度から始まり，45 秒毎に 2 回/分ずつ漸増し，最大 12
分で終了するプロトコールとし，起立頻度はメトロノームの発信音で調整した。CE のプロトコールは 10�15W/分の ramp 負荷
を用いて最大 12 分で終了とした（最大負荷量は 120�180W）。酸素摂取量（breath by breath 法；ml/min/kg），心拍数，心電図
は連続的に記録し，血圧，自覚的運動強度と下肢疲労感のボルグスケールは運動負荷直後に測定した。一般的な運動負荷試験の
中止基準に該当した場合，90% 予測最大心拍数に到達した場合，あるいは起立動作がメトロノームの発信音から 3 動作遅れた場
合はその時点で運動負荷を終了し，そこまで要した時間を ISTS の運動実施時間とした。最高酸素摂取量（以下，peak VO2）は
運動負荷終了前 30 秒間の平均値とした。両方法の peak VO2，運動実施時間の関係は Pearson 積率相関係数，平均値の差は対応
のある t 検定を用いて確認した。

【結果】ISTS は 1 名が 12 分間完遂し，11 名が途中で起立動作の発信音に追従できなくなり終了し，4 名が 90% 予測最大心拍数
に到達し終了した。ISTS と CE の peak VO2（ml/min/kg），ISTS の運動実施時間（秒）の平均値±標準偏差は各々 19.5±2.5，
20.0±2.9，608.0±82.9 であった。Peak VO2 は ISTS と CE で有意な差はみられなかった（p=0.20）。ISTS と CE の peak VO2，
ISTS の運動実施時間と peak VO2 の相関係数は各々 r=0.80，0.73 で有意な相関がみられた。また，ISTS の運動実施時間（x）と
peak VO2（Y）から Y=0.02x+6.2 という一次回帰直線式が求められた。

【結論】ISTS と CE の peak VO2 と強い相関が認められ，ISTS は健康高齢女性を対象とした peak VO2 測定の運動負荷方法とし
て併存妥当性が高いと考えられる。また，健康高齢女性では ISTS の運動実施時間から peak VO2 を推定できる可能性が示唆さ
れた。今後，ISTS を用いた運動負荷方法の検討の対象を有疾病者へと広げ，今回と同様の結果が得られれば，より多くの人に
対する運動耐容能評価に応用できるようになると考えられる。
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地域在住高齢者における，体幹加速度由来の歩行指標と運動機能・心理状態との関連
―大規模集団データを用いた検討―

三栖 翔吾1），浅井 剛2），土井 剛彦3），澤 龍一4），村田 峻輔1），斎藤 貴1），杉本 大貴1），
伊佐 常紀1），坪井 大和1），海老名 葵1），近藤 有希1），山田 実5），小野 玲1）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，
3）国立長寿医療研究センター，4）国際医療福祉大学成田保健医療学部，
5）筑波大学大学院人間総合科学研究科

key words 歩行・加速度・評価

【はじめに，目的】

小型加速度センサを用いた歩行機能の評価方法は，他の歩行評価法と比較して測定環境の自由度が高く安価である事から臨床
研究の手段として注目されている。地域在住高齢者においては，体幹加速度データから算出された歩行指標が転倒や虚弱のリス
クと関連していることが多数報告され，評価指標としての有用性が示唆されている。これまで，実験的なデータにより，体幹加
速度由来の歩行指標がいくつかの運動機能低下や心理状態と関連することは報告されているが，大規模集団に対して包括的に
検討した報告はほとんどなく，臨床的応用を補強するデータは十分ではない。そこで，本研究の目的は，体幹加速度由来の歩行
指標と運動機能，心理状態との関連を，大規模集団のデータを用いて検討することとする。

【方法】

対象は，体力測定会に参加した地域在住高齢者 629 名の内，独歩困難な者，認知機能障害を有する者（Mini Mental State Exami-
nation 20 点未満），歩行に影響を及ぼす神経疾患を有する者，データ欠損者を除いた 488 名であった（73.4±4.7 歳，女性：275
名）。歩行路は 15m とし，小型 3 軸加速度センサを第 3 腰椎レベルに装着し，通常歩行にて測定を行った。得られた加速度波形
より，歩行時における体幹運動の定常性（autocorrelation coefficient：AC）と体幹運動の円滑性の指標（harmonic ratio：HR）
を各方向（vertical：VT，mediolateral：ML，anteroposterior：AP）において算出した。同時に，中央 10m における歩行時間
を計測し，歩行速度を算出した。また，運動機能の評価として，握力計測，5�chair�stand test（5CS），tandem stand test（tan-
dem）を実施し，心理状態の評価として転倒恐怖感の有無，geriatric depression scale（GDS）を聴取した。統計解析は，従属変
数を各方向の AC および HR とし，独立変数として握力，5CS，tandem，転倒恐怖感，GDS に加え，交絡因子として年齢，性別，
歩行速度を強制投入する重回帰分析を行い，各歩行指標との関連を調べた。

【結果】

重回帰分析の結果，年齢，性別，歩行速度から独立して関連していた項目は，AC�VT では 5CS（標準 β=�0.09），tandem（標準
β=0.09），AC�ML では 5CS（標準 β=�0.10），AC�AP では 5CS（標準 β=�0.13），tandem（標準 β=0.14），HR�VT では tandem

（標準 β=0.09），転倒恐怖感（標準 β=�0.12），HR�AP では tandem（標準 β=0.10）だった（いずれも p＜0.05）。HR�ML におい
ては，歩行速度，年齢，性別以外の項目は抽出されなかった。

【結論】

本研究により，地域在住高齢者において AC は下肢筋力およびバランス機能と，HR はバランス機能や転倒恐怖感と，いずれも
交絡因子から独立して関連していることが明らかとなった。体幹加速度由来の歩行指標は，理学療法士が介入することが多い運
動機能，心理状態と関連していることが明確になり，小型センサを用いた歩行機能評価を臨床的に応用できる可能性が示唆され
た。
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筋電図周波数パワースペクトル解析を用いた若年成人男性における内側広筋疲
労評価法の検討
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key words 内側広筋（vastus medialis）・表面筋電図（Electromyography）・筋疲労（muscle fatigue）

【はじめに，目的】

骨格筋の筋線維は持久力に優れた TypeI 線維と瞬発力に優れた TypeII 線維に大別される。筋線維組成の評価方法は，病理組織
学的検査が一般的であり，この手法は侵襲を伴う。非侵襲的に筋線維組成を評価する方法として，脊柱起立筋疲労評価法である
Trunk holding test と筋電図周波数パワースペクトル解析を用いた方法がある。これらにより算出される中間周波数（MF）は疲
労に伴い減衰し，その程度は筋疲労の指標となる。MF の減衰率である MF slope は，MF の初期値である IMF と相関を示すこ
とで筋線維組成と関連があると報告されている。一方で，内側広筋の疲労性と膝関節疾患の関連性が報告されているが，信頼性
の高い内側広筋疲労評価法は確立されていない。本研究の目的は筋電図周波数パワースペクトル解析を用いた内側広筋疲労評
価の方法と，その信頼性を検討することである。

【方法】

対象は若年健常男性 13 名とした。年齢 25.7±2.7 歳，身長 174.7±5.7cm，体重 68.7±7.2kg，BMI22.5±2.4 であった（mean±SD）。
除外基準は膝関節痛及び骨関節疾患のある者とした。Preliminary study では，被験者をレッグプレスに座らせ，右股関節屈曲
90 度，右膝関節屈曲 90 度，右足関節中間位の状態で保持する方法が有意な減衰率を示した。この方法で，4kg ずつ負荷を上げ
5 秒間保持させた。保持が困難となった 1 段階の下の負荷量を等尺性最大随意収縮力（MVC）とした。次に，十分な安静後，被
験者は MVC 測定と同肢位で 60%MVC の負荷量を可能な限り保持した。内側広筋斜走線維（VMO）と縦走線維（VML）の筋活
動は表面筋電計を用いて計測し，高速フーリエ変換による周波数パワースペクトル解析を行い，MF を算出した。信頼性の検証
は，初回測定の 90 分後に 2 回目の測定を行い，その 1 週間後に 3 回目の測定を行った。日内変化は初回と 2 回目，日間変化は
初回と 3 回目で評価した。測定項目は持続時間，IMF，MF slope とした。統計解析は，信頼性評価として級内相関係数を用い
た。初回に測定した各筋における MF slope と IMF の相関性は，正規性の有無によって Pearson の相関係数，Spearman の順位
相関係数を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

持続時間は日内，日間で高い信頼係数を示し，IMF は各筋ともに日内，日間で中等度から高い信頼係数を示した。MF slope
は各筋において日内，日間で高い信頼係数を示した。また，今回算出された各筋の MF slope は IMF と有意な負の相関を認めた

（VMO：r=�0.74，VML：r=�0.58）。

【結論】

筋電図周波数パワースペクトル解析を用いた方法は，信頼性の高い VMO と VML の筋疲労評価法であった。MF slope と IMF
の相関が認められたことで，今回算出された MF slope は筋線維組成と関連している可能性がある。よって，本研究の測定方法
は，非侵襲的に行う筋疲労評価として実用的に使用できる。
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ベルト式電気刺激における効果的な刺激肢位の検討
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key words 電気刺激・電流・乳酸

【はじめに】経皮的電気刺激療法の中で，電極を腰や脚に巻き付けるベルト式電極を使用することで下肢筋を同時収縮させる刺
激法が注目され，臨床で活用されている。特徴としては下肢筋の多くを同時に刺激できることやベッド上で電気刺激を実施する
ことで運動効果を得ることができる。この電気刺激法では大腿部の刺激強度を設定し，その後下腿部の刺激強度を設定する。強
度設定の際，下腿部の耐えられる刺激レベルが低く十分に出力があげられないことを多く経験する。そこで今回，従来のベッド
上臥位での刺激肢位と，我々が考案した刺激肢位を比較し，従来の刺激肢位との違いを明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は健常男子大学生 12 名（21.2±1.0 歳）とした。方法はベルト電極式骨格筋電気刺激法（以下，B�SES）とし，専用
刺激装置（AUTO Tens PRO；HOMER ION 社製）を使用した。腰部と大腿部および足部にベルト電極を装着し，大腿部，下腿
部の筋を 5 分間同時収縮させた。刺激周波数は 20Hz とし，刺激強度は被験者が耐えられる最大刺激強度とした。肢位は通常の
bed 上臥位（以下，bed）と tilt table 傾斜角 80 度で足関節背屈 10 度に設定した肢位（以下，tilt table）の 2 肢位とした。測定
は 2 肢位をランダムに実施し，測定間隔は 7 日とした。測定項目は，出力設定メーターでの数値および指頭血からの血中乳酸濃
度とし，電気刺激前後で測定した。出力メーター数値は実効電流 mA 相対表を用いて mA へ変換した。統計学解析は，SPSS.21
を用いて，対応のある t 検定，および Wilcoxon 符号付順位検定にて，刺激出力および乳酸濃度を比較した。なお，5％ 未満を有
意差判定の基準とした。

【結果】安静時乳酸濃度は bed で 1.2±0.1，tilt table で 1.3±0.2 で有意差を認めず，電気刺激 5 分後では bed で 2.4±0.6，tilt ta-
ble で 3.1±0.4 で有意差を認めた（p＜0.01）。刺激設定した実行電流の大腿部数値は bed で 6.2（6.1�6.5），tilt table で 6.6（6.0�6.8），
下腿部数値は bed で 2.2（2.0�3.4），tilt table で 3.7（3.5�4.6）と大腿部，下腿部ともに有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】沼田ら（2015）の研究では，FDG�PET を用いて B�SES 後の糖代謝を検討している。そこでは多くの筋で糖代謝が生じ
有意差が認められていたが，下腿部では有意差を認めなかった。その理由として低出力で痛みの限界に達していたことがあげら
れており，一般の臨床でも同様に下腿部では出力設定は低値になることが多い。本研究の結果，bed 上での電気刺激に比べ，tilt
table での実効電流がより高値に設定が可能であった。大腿部では 6.5％，下腿部では 41.3％ の増加であった。また，乳酸濃度に
おいても tilt table が有意に高値を示し，より筋収縮への負荷が強いことが考えられた。これらの差は下腿三頭筋の筋長が影響
し，短縮位よりは伸張位が高い出力設定が可能と考えられた。今後，重力位の影響や，より効果が得られる工夫など更なる検証
が必要である。
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【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法において，日常生活活動を最大限に回復させるために，全身持久力の把握は重要である。こ
れまで，脳卒中片麻痺患者における全身持久力評価は漸増負荷試験を行い，最高酸素摂取量（Peak VO2）を測定してきた。この
手法では，ガス交換比が 1.10 以上となる高強度での運動が必要であり（Barady, et al., 2010），対象者への負担が大きく，また脳
卒中片麻痺患者では運動麻痺のために運動課題の遂行が困難という問題がある。ガス交換比は筋有酸素能を反映し，健常成人に
おいて嫌気性代謝閾値以下の低強度運動中に計測されたガス交換比は Peak VO2と負の相関を示すと報告されている（Ramos�
Jimenez, et al., 2008）。しかしながら，脳卒中片麻痺患者においてガス交換比と Peak VO2の関係は十分に検討されていない。そ
こで本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者において低強度での定常負荷運動に得られたガス交換比で全身持久力を推定できるか
検証することである。

【方法】

対象は，2014 年 8 月から 2015 年 7 月までに当院回復期病棟に入院した初発脳卒中片麻痺患者 13 名（男性 9 名，年齢 62±11
歳，体格指数 21.6±2.4 kg/m2，発症後 83±33 日；平均±標準偏差）であった。下肢運動麻痺は，Brunnstrom stage で III が 2
名，IV が 2 名，V が 7 名，VI が 2 名であった。採用基準は，認知症や高次脳機能障害がなく，漸増負荷運動で予測最大心拍数
の 85% 以上およびガス交換比が 1.10 以上に到達可能な者とした。除外基準は，内科的疾患および関節拘縮や疼痛のため運動課
題の遂行が困難，および神経疾患の既往がある者とした。

運動課題は，エルゴメータを用いた下肢運動とした。3 分間以上の安静座位後，10 W で 3 分間の定常負荷運動を行い，続いて負
荷強度を 1 分ごとに 10 W ずつ漸増させた。運動中は，10 W での至適回転速度を維持するよう指示した。運動終了基準は，アメ
リカスポーツ医学会のガイドラインに従った（2013）。ガス交換比は酸素摂取量に対する二酸化炭素排出量の比として算出し，
定常負荷運動の終了前 30 秒の平均値を解析に用いた。Peak VO2は，漸増負荷運動における酸素摂取量の最大値として測定し
た。

統計解析では，定常負荷運動におけるガス交換比と Peak VO2の関係を検討するために，Pearson 積率相関係数を用いた。有意
水準は 5% とした。

【結果】

ガス交換比は 0.90±0.07 であった。Peak VO2は，15.9±3.0 mL/kg/min であった。ガス交換比と Peak VO2は，有意な負の相関
を示した（r=�0.54，p=0.04）。

【結論】

脳卒中片麻痺患者において，定常負荷運動中のガス交換比は Peak VO2と関連することが示された。本研究の知見は，ガス交換
比が 1.10 より低い運動強度で脳卒中片麻痺患者の全身持久力を推定できる可能性を示した点で，臨床上意義がある。今後の研究
では，本研究の知見が脳卒中片麻痺患者の病態理解や治療効果判定に応用できるかを検証したい。
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【はじめに】乳癌で乳房切除術後の人工物再建が保険適用され，ティッシュー・エキスパンダー（以下 TE）法を用いた乳房再建
患者数は増加している。しかし，乳房再建術における患側上肢の術後安静期間の指示は，施設・術者により様々であり，術後リ
ハビリテーション（以下リハ）は先行文献も少なくエビデンスも乏しい。当院では，2016 年 4 月まで，TE を用いた乳房再建患
者は従来の乳房切除術のリスクに加え，TE のずれや血腫予防を目的に術後より胸部と患側上肢の固定による安静が指示され，
入院中のリハは実施していなかった。患者の中には過度な安静や，大胸筋の伸張痛などにより肩関節可動域（以下肩 ROM）制
限を来すこともあった。そこで，大胸筋の筋電図的検討を行い，TE を用いた乳房再建患者のリハプログラムを新たに作成し，
同年 5 月より術前指導と術後 1 日目から ROM 運動を含むリハ介入を開始した。早期リハプログラムの有効性について検討し
た。

【方法】早期リハプログラムを介入前後で比較した。（a）2010 年 4 月から 2016 年 4 月に当院で行われた乳房切除術と腋窩リンパ
郭清術もしくはセンチネルリンパ節生検を施行後，TE による一次再建患者 95 例を診療録にて後方視的に調査。（b）2016 年 5
月から 10 月に（a）と同様の手術を施行した患者 11 例。リハ介入は術前日から退院まで，退院後は術後 1 ヶ月目まで外来リハ
を実施した。両群の年齢，術後在院日数，ドレナージ排液量（以下排液量）及びドレーン留置期間（以下留置期間）について比
較検討した。肩 ROM（屈曲/外転）は，（a）は退院後に外来リハを実施した患者の術後 1 ヶ月を調査した。統計解析は Mann�
Whitney U 検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】各項目の中央値と四分位範囲は（a）年齢 50.0（43.0�57.0）歳，術後在院日数 8.0（7.0�9.0）日，排液量 350.0（264.0�521.0）
cc，留置期間 7.0（6.0�8.0）日。（b）年齢 51.0（42.5�52.5）歳，術後在院日数 8.0（7.0�9.0）日，排液量 275.0（226.0�427.5）cc，
留置期間 6.0（6.0�7.5）日。全項目において有意差はなかった。（a）退院後 37/95 例に外来リハを実施し，術後 1 ヶ月の ROM
は肩関節屈曲 135.0（120.0�155.0）̊/外転 130.0（110.0�150.0）̊であった。そのうち 31 例が 1 ヶ月後もリハを継続した。（b）術後
1 週の ROM は肩関節屈曲 140.0（132.5�150.0）̊/外転 120.0（110.0�145.0）̊，術後 1 ヶ月は肩関節屈曲 180.0（172.5�180.0）̊/外転
180（170.0�180.0）̊であった。リハ介入日数は 10.0（8.0�11.5）日で，術後 1 ヶ月を超えてリハ継続した患者は 0 例であった。

【結論】乳癌術後のリハは，術後数日の超急性期では出血等の合併症を予防するため見送られる傾向にある。特に TE 法は大胸
筋下に人工物である TE を留置するため，より慎重にリハを進める必要がある。しかし，術後管理を十分に行い，術後日数に応
じたリハプログラムを用いれば早期リハは有効で，合併症を起こさずに肩 ROM 制限を予防できる可能性がある。
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【はじめに，目的】

上肢挙上動作では，胸椎伸展が伴うと報告されている。しかし，それらは，スパイナルマウスやマーカーの軌跡による方法で実
施されているため，胸椎全体あるいは胸椎を上下部に分けてしか計測が行われていない。

そこで本研究の目的は，MRI（Magnetic Resonance Imaging）を用いて，健常者における背臥位，両上肢挙上位での胸椎椎間関
節の各分節における矢状面の可動域変化を明らかにすることとした。

【方法】

対象は，脊椎と上肢に既往のない健常成人男女 9 名（男性 4 名，女性 5 名）で，平均年齢 26.8（22�32）歳，身長と体重の平均
値（標準偏差）は 166.0（8.4）cm，59.2（8.0）kg であった。また，先行研究より，背臥位における胸椎後弯角の平均値（標準偏
差）は，19�24 歳で 21.4（5.1）̊，26�38 歳で 26.4（5.8）̊であるため，胸椎後弯角が 19�24 歳では 11.2̊ 以下あるいは 31.6̊ 以上，
26�38 歳では 14.8̊ 以下あるいは 38.0̊ 以上の者は除外した。測定条件は，背臥位での両側肩関節屈曲運動として，測定角度は，
0̊，60̊，120̊，150̊，最大屈曲の 5 条件とした。各条件について，MR 装置（PHILIPS 社製 Achieva3.0T）を用いて，矢状断像
を撮像した。得られた画像から，第 1�12 胸椎椎間角度（上位椎体の上面と下位椎体の上面がなす角度）を画像解析ソフト OsiriX

（ニュートングラフィックス社製）を用いて測定した。結果の分析は，肩関節屈曲角度と胸椎椎体番号を 2 要因とした反復測定
の二元配置分散分析を行い，主効果が見られた場合に Bonferroni の多重比較法を実施し，交互作用が見られた場合は単純主効果
の検定を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

胸椎椎体番号毎に各条件間で比較した結果，胸椎椎間角度［̊］の平均値（標準偏差）は，Th4/5 では肩関節屈曲角度 0̊：5.9
（0.6）より 60̊：4.3（0.7），120̊：3.7（0.6），150̊：3.3（0.5），最大屈曲：3.3（0.5）が有意に小さかった。Th11/12 では，0̊：2.6
（0.7），60̊：2.1（0.6）より 150̊：0.6（0.6）が有意に小さく，0̊，60̊，120̊：1.2（0.6），150̊ より最大屈曲：－0.6（0.5）が有意に
小さかった。Th12/L1 では，0̊：2.7（0.9），60̊：2.3（1.0）より 150̊：0.1（0.6）が有意に小さく，0̊，60̊，120̊：0.8（0.5），150̊
より最大屈曲：－1.0（0.6）が有意に小さかった。その他の部位には有意差はなかった。

【結論】

上肢挙上に付随する胸椎伸展についての先行研究では，上肢挙上 120̊ を超えると胸椎伸展運動が関与（甲斐ら 2010）し，主に
下位胸椎が貢献する（西村ら 2007）と報告されている。本研究でも，下位胸椎に関しては，先行研究と同様に挙上 120̊ を超え
てから関与し始めて，中でも Th11/12，Th12/L1 が伸展することがわかった。また，Th4/5 でも有意差が認められたが，これ
は Th11/12，Th12/L1 とは異なり，0̊ の条件とその他の条件の間にのみ有意差があるため，挙上角度に伴う角度変化ではなく，
背臥位で挙上することで脊椎に上肢の重みがかかることにより生じた角度変化であると考えた。
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【はじめに，目的】腹部筋群（腹直筋：RA，外腹斜筋：EO，内腹斜筋：IO，腹横筋：TrA）によって産出される速い呼気は痰
の喀出などに必要である。Ishida ら（2016）は，呼気流速と各腹部筋群の筋厚との関係を検討し，高齢者では IO が厚いほど速
い呼気の産出が可能であったとしている。しかし，複数の筋厚を組み合わせて，呼気流速との関係を検討している研究は検索し
た範囲では認められない。そこで，本研究の目的は，複数の腹部筋群の筋厚を組み合わせて，最大呼気流速との関係を明らかに
することとした。

【方法】対象は某診療所の通所リハビリテーションを利用し，杖あるいは補助具なしで歩行が自立している女性 31 名（平均年齢
81.7±5.8 歳，身長 149.5±6.4cm，体重 50.5±7.5kg）とした。最大呼気流速はフィリップス・レスピロニクス社製のアセスピーク
フローメータで測定した。測定は端座位で，最大吸気位から最大限の力で急速に息を呼出させた。3 回の計測を行って最大値を
代表値とし（L/min），月岡ら（1996）の予測式から算出した値で正規化した（%）。腹部筋群の筋厚はメディケアー社製の白黒
ロコモ計測・観察装置（JA6）の 12MHz のリニア型プローブを使用し，B モードで計測した。測定は背臥位で，RA は臍の右側
4cm，側腹部（EO，IO，TrA）の筋厚は右肋骨弓下端と腸骨稜上端の中間で中腋窩線の 2.5cm 前方で画像化を行った。撮影は
各 2 回行い，画像処理ソフト ImageJ 1.45 を用いて計測した各筋の筋厚（mm）の平均値を体重で除した値（mm/kg）を解析に
用いた。統計には IBM SPSS Statistics 23 を使い，予測値で正規化した最大呼気流速と個別の筋厚及び複数の筋厚の組み合わせ
の相関を Pearson の相関係数で検討した（p＜0.05）。

【結果】最大呼気流速と予測値で正規化した値はそれぞれ 285.2±52.6L/min と 99.1±23.0% であった。以下，正規化した最大呼
気流速との関係を筋（相関係数，p 値）で示す。個別の筋では RA（r=0.364，p=0.044），EO（r=0.323，p=0.076），IO（r=0.513，
p=0.003），TrA（r=0.108，p=0.563）であった。複数の筋厚で相関係数の高かった上位は，EO+IO（r=0.563，p=0.001），RA
+EO+IO（r=0.555，p=0.001），RA+IO（r=0.550，p=0.001）などであった。

【結論】Ishida ら（2016）と同様に，個別の筋では，IO が厚いほど速い呼気の産出が可能であった。複数の筋厚では，特に RA，
EO，IO を組み合わせることで，IO だけよりも高い相関係数となった。Ota ら（2012）は，表層の腹部筋群（RA，EO，IO）は
加齢による萎縮が生じやすく，深層の TrA では少なかったとしている。本研究では，表層の腹部筋群の加齢変化が著しい高齢
者ほど，速い呼気の産出能力が低下している可能性が示唆された。つまり，速い呼気の産出能力低下を予防するためには，IO
だけではなく表層の腹部筋群の加齢変化が生じないような対策が有用と考えられる。
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片脚着地動作における胸郭柔軟性と衝撃吸収能の関係
床反力計による検討

岩本 博行，永松 隆，藤原 賢吾，池田 幸広，中山 彰一

福岡リハビリテーション専門学校理学療法学科

key words 床反力・胸郭柔軟性・衝撃吸収能

【はじめに，目的】

地球上の重力下にて歩行を可能とするためには，足部接地時の床反力の衝撃を身体で吸収しなければならない。第 51 回学術大
会にて，片脚着地動作時の衝撃吸収能は体重支持指数（WBI）が高い程，脊柱弯曲角度を増強させ，最大床反力が小さく，最大
床反力出現時間までが長いことを報告した。質量が大きい部位での衝撃吸収の割合は大きいと言われており，体幹は体重の約
48％ の質量を持っている。体幹は胸郭ユニットと腰椎�骨盤ユニットからなり，拘束性換気障害などで胸郭の柔軟性が低下して
いる場合も少なくない。よって今回，胸郭の柔軟性と衝撃吸収能の関係について，通常時と胸郭固定時での片脚着地動作時の床
反力データを比較検討した。

【方法】

対象は身体機能に問題のない健常成人男性 19 名（平均年齢 21.4±0.6 歳，平均身長 168.7±4.9cm，平均体重 60.9±8.5kg）とした。
胸郭固定には非伸縮性包帯を用いて腋窩下縁から第 10 肋骨までを巻いて固定した。胸郭の柔軟性低下の度合いをスパイロメー
ター（日本光電社製）にて計測し，通常時の％肺活量（以下，％VC）より固定時が 30％ 以上低下しているのを確認して着地動
作を施行した。着地動作方法は 40 cm 台に片脚で立ち，開眼にて直前にある床反力計（AMTI 社製）に片脚で着地するように指
示し，両下肢とも測定した。床反力の記録を開始した時を接地時，床反力が最大となる時を最大時，床反力が体重の値に戻る時
を抜重時とした。最大時の床反力最大値（以下，最大値），接地時から最大時までの時間（以下，最大時間）と最大時から抜重
時までの時間（以下，抜重時間）を計測した。統計処理には SPSS version 17.0 を用いた。統計学的解析は通常時と固定時の最大
値，抜重時間を Wilcoxon の符号付き順位検定，％VC，最大時間を対応のある T 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

各項目の平均は％VC（通常 107.3±10.9％，固定 64.8±10.0％）最大値（通常 2972.3±415.2N，固定 3038.0±352.5 N），最大時間
（通常 49.76.9±7.4ms，固定 47.9±8.1ms），抜重時間（通常 334.4±122.3ms，固定 343.9±127.3ms）であった。％VC（p＜0.01），
最大値（p＜0.05），最大時間（p＜0.01）に有意差を認め，抜重時間には認めなかった。

【結論】

福留らは衝撃吸収能が優れているのは最大床反力が小さく，接地から最大床反力に到る時間が長いと述べている。本研究の結
果，胸郭の柔軟性低下による最大値増加，最大時間の短縮は，衝撃吸収能の低下をもたらし，身体への負荷の増加が考えられる。
また，抜重時間に有意差がなかったことから，床反力の身体への負荷は最大値と最大時間の影響が大きいと考えられる。これは，
福留らの研究を支持する形となった。よって，身体各部への床反力の負荷減少には胸郭の柔軟性が必要であると思われる。しか
し，今回は最大床反力値であり，どの部位での負荷が増大しているかが今後の検討課題である。
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立位姿勢における脊柱の動きの解析と制御の解明

宮澤 拓1,2），国分 貴徳3），平田 惠介2），金村 尚彦3），髙栁 清美3）
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3）埼玉県立大学理学療法学科
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【はじめに，目的】

立位保持は安定した構造にみられるが，神経系が能動的に制御して成り立つ姿勢である。立位モデルは古くは，足関節を回転中
心とした単倒立振子で考えられていたが，股・膝関節も協調し姿勢保持することが明らかになっている。一方，脊柱は一つの
segment として扱われていたが，近年の研究で脊柱の動きを加味した方が重心や頭部動揺を抑えることが分かった。しかし，こ
れらの研究は脊柱が動くことが制御上のメリットであることを示したが，具体的にどのような動きを持って制御に寄与するか
は未解明である。本研究の目的は立位姿勢における脊柱の動きを解析し，制御への寄与を検証することである。

【方法】

対象は健常成人 10 名（21.3±2.2 歳），計測は三次元動作解析装置（VICON）にて，静的立位保持を 30 秒間，開眼閉眼を 4 セッ
トずつ交互に計測した。マーカー貼付は plug�in�gait Ai モデルに Ronavolo らを参考に，8 つの脊柱マーカーを追加した。解析
は体幹を上中下の 3 つに分割し，それに頭部を加えた 4 つの剛体の前後動揺波形を CCF（相互相関解析）にて比較し，動揺の同
期性を確認した。さらに隣接する脊柱マーカー同士を結んだ segment をつくり，その segment の回転運動量を RMS（root mean
square）にて定量化した。最も動きの大きい segment を同定し，そこを変曲点として脊柱�頭部を 2segments にした場合と 1seg-
ment にした場合での頭部速度を算出，マーカーから得る実測速度と比較した。統計解析は segment の回転量は Friedman 検定
の後，Bonfferoni 補正 Wilcoxon t�test を，頭部速度は反復測定分散分析の後，Shaffer 法にて多重比較検定を行った。

【結果】

CCF では波形の timelag はなく r＞0.9 と非常に強い相関を示し，脊柱と頭部はほぼ同調して前後動揺していた。segment の回
転運動量では，頭部と C7 を結んだ segment の運動が最も大きかった。脊柱�頭部を C7 を変曲点とする二重倒立振子とみなした
ときの頭部速度は 3.59mm/s，単倒立振子では 2.88mm/s であり，前者の方が実測頭部速度 3.60mm/s をよく再現した。その 2
segments の角加速度は CCF で開眼時 r=0.64，閉眼時 r=0.70 と同調して動いていたが，閉眼時の方が有意に高値であり，同位
相の動きが強かった。

【結論】

頭部と分割した脊柱の前後動揺はほぼ同位相であり，しなりのようなふるまいではなかった。また頸椎の動きが大きく，同部の
動きを考慮した方が実測の頭部動揺速度を再現したことから，静的な立位でも胸腰椎と頭頸部は別 segment として取扱う必要
がある。2segments の回転運動は同位相であったが，閉眼でその同期性が強くなったため，視覚入力によって頭部は体幹から分
離した運動が可能となり，頭位を空間上で定位することに寄与することが示唆された。静的な立位制御でも脊柱，特に頸椎部の
動きは姿勢安定性に寄与し得ると考えられ，神経学的な要素に加えて，形態的な変化も立位姿勢制御に影響することを考慮した
評価・介入が必要である。
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インナーユニット機能を用いた尿失禁体操の効果

生方 瞳

高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科
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【はじめに，目的】

腹圧性尿失禁に対し Kegel によって提唱された腹圧性尿失禁体操は，副作用がなく，安全性が高いことからコクランレビューに
おいても腹圧性尿失禁の第一選択肢として推奨されている。しかし，この体操はトレーニングを継続できないことが問題となっ
ている。これは，骨盤底筋は体幹の深部筋であり関節運動を伴わないため筋収縮することが難しく，十分な筋収縮が得られない
ためと考えられる。著者らは，先行研究においてインナーユニットを構成する筋を単独で収縮させるより同時収縮させるもしく
は抵抗運動をくわえ協調的に収縮させることでより強い筋収縮が得られることを報告している。本研究では，インナーユニット
機能を用いた新たなトレーニングの介入効果について従来の尿失禁トレーニングと比較し，尿失禁に対する有効なトレーニン
グ方法について検討することを目的とした。

【方法】

対象は，腹圧性尿失禁（SUI）を有する中高年女性 92 名とした。従来の尿失禁トレーニングを実施する群（PFM 群）とインナー
ユニット機能を用いたトレーニングを実施する群（IU 群）にランダムに振り分け，それぞれの運動を 12 週間実施した。アウト
カムは，運動課題中の腹横筋厚，多裂筋横断面積，骨盤底挙上量および尿失禁回数，国際尿失禁会議質問票（ICIQ�SF）とした。
統計解析は，群間の差の検討には対応のない t 検定，属性の比較には χ2検定を行った。トレーニング期間における群間および群
内の比較には二元配置分散分析，被検者群と介入期間と運動課題を要因とした三元配置分散分析を行い，有意水準は 5% とした。

【結果】

ICIQ�SF は，どちらの群も有意に低下し，群間を比較すると PFM 群に比べ IU 群で有意に低下した。尿失禁回数は，両群共に
介入前と比較すると 4 週目より有意な回数の減少がみられた。群間比較では，PFM 群と比較して IU 群は 4 週目と 8 週目で有意
な減少がみられた。両群ともに介入前と比較し介入後で，腹横筋厚，多裂筋横断面積，骨盤底拳上量の有意な増加がみられた。

【結論】

骨盤底筋トレーニングをはじめて効果が出るまで 3 ヶ月は必要とされており， その治癒率は 17% から 69% と報告されている。
本研究においては，両群共に 4 週目より尿失禁回数が減少し，12 週経過後の治癒率は PFM 群 44.4%，IU 群 78.7% であり，先行
研究と比較すると高い改善率が示され，両トレーニング共に SUI に対し有効であることが示唆された。PFM 群と IU 群を比較す
ると，尿失禁回数，ICIQ�SF の点数の改善および各筋の筋活動量の有意な増大がみられ，IU 群の 8 週目の尿失禁治癒率は 46.8%
であり，PFM 群の 12 週目の治癒率を上回る結果となった。これは，インナーユニットの協同運動により筋収縮を促通したため
と考える。これらのことから，従来の骨盤底筋トレーニングより，インナーユニットを収縮させさらに抵抗を加えることで負荷
量が増し骨盤底筋群の筋力がより効率よく強化できるのではないかと考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）18：10～19：10 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（基礎）06】

O-KS-06-1

筋力増強における筋力変化要因の組織硬度計を用いた分析
―筋力変化時の筋硬度変化および筋電図周波数と筋厚の変化―

諸角 一記1），花岡 正明1），横井 悠加2），栁澤 健1）

1）城西国際大学，2）メルボルン大学大学院
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【目的】

筋力が増強されるメカニズムとして，運動単位の動員や発射頻度の変化による神経性要因と筋肥大性要因が考えられている。本
報告では 6 週間の筋力増強運動の過程における筋硬度と，神経性要因である表面筋電図の瞬時周波数スペクトルの中央値と積
分値，および筋肥大性要因である筋厚について，継時的変化と関連性を解析することにより，組織硬度計で測定した筋硬度から
筋力変化要因を把握する方法について知見を得ることを目的とした。

【方法】

健常成人男子 12 名を対象とした。測定項目は右上腕二頭筋等尺性最大筋力（以後 MVC BioDex で測定）と MVC 筋出力時表面
筋電図（電極はランドマークとの距離関係で決定），安静時筋厚（超音波画像診断装置 MyLabFive で測定），安静時筋硬度（組
織硬度計 OE�220 で測定）とした。測定回数は，運動開始時から毎週月曜日と終了後の合計 7 回。筋力強化は週 4 日間実施した。
毎週月曜日に測定した MVC の 70% を筋力強化の負荷量とし，1 セット 10 回，1 日 3 セットを実施した。筋電図解析には離散
ウェーブレット変換（Daubechies N=10 のウェーブレット関数を使用）を用い，1ms 毎の瞬時周波数スペクトルの中央値とその
スペクトルの積分値を算出し加算平均した。統計処理（SPSS for Windows）は，各指標の変化について有意水準 5％ 未満で一元
配置分散分析と多重比較（Tukey 法）を行った。

【結果】

1．上腕二頭筋の MVC を多重比較した結果は，開始時に対して 2 週以後の全てにおいて有意（p＜0.01）に増加した。

2．瞬時周波数スペクトルの中央値は 2 週目に周波数が低下，3�4 週にかけて上昇，5�6 週で安定した。多重比較の結果は，2
週に対して 4�6 週で有意差（p＜0.01）が認められた。

3．瞬時周波数スペクトルの積分値は 2 週目に増加し，3�4 週にかけて低下，5�6 週で安定した。多重比較の結果は，2 週に対し
て 4�6 週で有意差（p＜0.01）が認められた。

4．筋厚における多重比較の結果は，初回測定に対して 5�6 週において有意（p＜0.05）に筋厚が増加した。

5．筋硬度を多重比較した結果は，初回測定に対して 3 週以後の全てにおいて有意（p＜0.05）に増加した。

【結論】

1．瞬時周波数スペクトルの中央値は 2 週目に低下し，同じ時期に積分値は増加した。この時期の筋力増加は神経性要因が考え
られる。周波数スペクトル中央値の低下は疲労の影響も否定できない。

2．上腕二頭筋硬度は 2�3 週に一度上昇した。これは，筋疲労による筋緊張上昇によるものと考えられる。5�6 週ではさらに硬度
が上昇した。これは筋肥大時の筋粘弾性上昇の結果と考えられる。

3．本研究の結果から，筋力増強時の筋硬度変化と神経性要因および筋肥大性要因との関連性が明らかになった。

4．組織硬度計を用いることによって，筋力増強における筋力変化要因を把握できる可能性が示唆された。
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注意の方向性の違いが荷重動作に与える影響
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【はじめに，目的】

荷重練習は患者の動作拡大につながる理学療法プログラムである。患側下肢への荷重において，大腿骨近位部骨折術後患者の歩
行能力に最も関連する要因は患側荷重率である，片麻痺者の立位バランスに麻痺側の体重負荷能力が重要であるとする報告が
ある。荷重練習時の口頭指示に関して，注意の方向性を 2 つに分けることができる。自分の身体運動そのものに注意を向ける

「内部焦点（internal focus；IF）」と，道具や環境に注意を向ける「外部焦点（external focus；EF）」である。スポーツ種目の運
動学習過程における IF と EF の教示効果を検討した先行研究では，EF の方がより学習効果が高く，理学療法プログラムの大腿
四頭筋セッティングにおいても EF の有効性が示されている。本研究では荷重練習時，IF と EF のどちらがより適切に荷重をか
けられるのかを比較することを目的とした。

【方法】

対象者は健常男性 20 名（年齢 25.6±3.2 歳）。IF の荷重として，「脚にできるだけ体重をかけて下さい」と指示し，EF の荷重と
して，対象者の荷重側の側方に壁に模したものを立て，「身体を壁に近づけてください」と指示した。①IF で利き足へ荷重，②
IF で非利き足へ荷重，③EF で利き足へ荷重，④EF で非利き足へ荷重の 4 条件の荷重課題を実施し，重心動揺計（アニマ，平
衡機能計ツイングラビコーダ G�6100）で荷重量（kg），荷重率（％），総軌跡長（cm），外周面積（cm2）を測定した。荷重課題
中の 4 秒間のうち，中央 3 秒間の値を求め，10 試行の平均値を測定値とした。また，ビデオカメラで記録した静止立位時と荷重
課題中の静止画から，画像処理ソフト（Image J1.49，NIH）を使用して体幹側屈角度の変化量（̊）を求めた。測定後，どちらが
荷重を行いやすかったか，アンケート調査を行った。測定値のそれぞれについて，IF と EF を対応のある t 検定で比較した。検
定は利き足，非利き足のそれぞれで行い，すべての検定の有意水準は 5％ とした。

【結果】

荷重率は，利き足 IF88.1±5.3%，EF88.5±6.3%，非利き足 IF89.3±4.4%，EF89.9±5.8% であり，利き足と非利き足どちらにおい
ても IF と EF の間に有意差は認められなかった。外周面積は，利き足 IF0.30±0.18cm2，EF0.38±0.19cm2，非利き足 IF0.29±0.20
cm2，EF0.46±0.39cm2であり，IF に比べ EF が利き足，非利き足ともに有意に大きかった（p＜0.05）。体幹側屈変化量は，利き
足 IF5.28±3.97̊，EF6.29±4.23̊，非利き足 IF4.95±4.28̊，EF7.01±3.38̊ であり，非利き足では，IF と比べ EF は有意に体幹側屈
が大きかった（p＜0.05）。アンケート結果は，IF と答えた者 9 名，EF と答えた者 11 名，どちらでもないと答えた者 0 名であっ
た。

【結論】

健常者の場合，IF と EF の荷重率に統計学的な違いはなかった。体幹側屈変化量および外周面積の結果からは，IF のほうが EF
よりも体幹の不要な側屈を促すことなく，重心の安定した荷重ができる，より適切な荷重方法であった。
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【はじめに，目的】足趾の把持力と圧迫力は高齢者のバランス機能に関与するため，足趾の機能評価として測定意義が高い。把
持力は専用機器や握力計での測定法を用いるが，圧迫力は測定法が確立しておらず，把持力との関連性も明確ではない。我々は
若年者を対象として徒手筋力計（Hand�held Dynamometer；HHD）を用いた圧迫力測定を検証し，測定値の再現性と妥当性が
高いことを報告したが，高齢者を対象としたバランス機能との関連性も含めた検討が課題となった。本研究の目的は高齢者にお
ける HHD を用いた足趾圧迫力測定の有用性を検証することである。

【方法】対象は健常高齢者 77 名（男性 14 名，女性 63 名，平均年齢：73.5±7.3 歳），測定下肢は右とした。圧迫力と把持力の測
定肢位は股，膝 90 度屈曲位，足部中間位の端座位とした。圧迫力測定は HHD（mobie MT100，酒井医療社製）を用い，中足骨
頭から遠位足底面を HHD に，それ以外の足底面は HHD と同じ高さの台に載せた。測定時は検者が測定側の下腿遠位部を固定
し，足趾で HHD を押すように指示した。把持力は我々が測定値の再現性と妥当性を報告している握力計を用いた方法で測定し
た。施行順をランダムとし，各々 2 回の平均値を求め，体重で除した値を把持力，圧迫力（kgf/kg）として採用した。前脛骨筋

（TA），ヒラメ筋（Sol），母趾外転筋（AbdH）の筋活動を表面筋電図計（TeleMyo2400，Noraxon 社製）で計測，各筋の最大収
縮時の筋電値で正規化して筋活動量を求めた。足趾角度の指標として母趾 MP 屈曲角と外反母趾角（HVA）を計測した。バラ
ンス機能も含めた移動機能の指標としてロコモ度テストの立ち上がりテスト（起立）と 2 ステップテスト（2STEP）を採用した。
圧迫力と把持力の検者内信頼性を ICC（1，1），圧迫力と把持力，および両測定値と足趾角度の関連性を Spearman の相関係数，
圧迫力と把持力の測定値間，被験筋間の筋活動量の比較を二元配置分散分析にて検討した。ロコモ度テストを従属変数，圧迫力，
把持力，足趾角度を独立変数，性別，年齢，身長，体重を調整変数とした重回帰分析を行った。有意水準を 5％ とした。

【結果】圧迫力，把持力の ICC（1，1）は 0.92，0.93 であった。圧迫力は把持力，把持力は母趾 MP 屈曲角と有意な相関を認め
た（r=0.46，0.37）。圧迫力は足趾角度と相関を認めなかった。筋活動量は TA で把持力，Sol と AbdH で圧迫力が高く，被験筋
間は圧迫力で AbdH が高かった。重回帰分析の結果，起立は把持力（F=6.3），2STEP は圧迫力（F=9.5）と HVA（F=10.6）が
有意に選択された。

【結論】圧迫力と把持力は関連する足趾機能とパフォーマンスが異なり，圧迫力は高齢者の前方推進力としての移動機能を評価
する一指標として有用となる。
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【はじめに，目的】

片脚立位保持検査（One�leg standing test：以下，OLST）は簡便に実施可能なため，臨床で広く用いられている立位バランス
評価法である。我々は過去に，OLST が歩行自立度を良好に判別する指標であることを報告した（津田ら，2016）。しかし，OLST
が実用性のある歩行速度の可否を判別可能か否かについては明らかでなく，検討の余地がある。そこで本研究では，OLST と実
用歩行速度との関連性について検討した。

【方法】

対象は，高齢入院患者 232 名である。中枢神経疾患や疼痛を伴う荷重関節疾患，認知症を有する者は対象から除外した。OLST
は，開眼にて実施した。歩行速度は，10m 最大歩行試験にて測定した。本研究において実用歩行速度は，日本の道路横断に必要
な速度（最大歩行速度：1.0m/sec 以上）とし，歩行速度が 1.0m/sec 以上の者を fast 群，1.0m/sec 未満の者を slow 群に選別し
た。基本属性は，年齢，身長および体重を調査した。統計学的解析には，対応のない t 検定，χ2検定を用いた。次に，logistic
回帰分析を用いて，1.0m/sec 以上の歩行の可否に影響を及ぼす因子を抽出した。その後，抽出された因子の ROC 曲線を用いて，
実用歩行速度に必要なカットオフ値を決定した。また，OLST の結果より対象者を 2 秒未満群，2～5 秒未満群，5～10 秒未満群，
10～15 秒未満群，15 秒以上群の 5 群に区分し，各群の fast 例の割合を算出した。いずれも危険率 5% を有意水準とした。

【結果】

fast 群は 141 例，slow 群は 91 例であった。2 群間で有意差を認めた項目のうち，logistic 回帰分析により OLST のみが抽出され
た（p＜0.01）。OLST のカットオフ値，曲線下面積，感度および特異度は，それぞれ，3.1 秒，0.88，81%，83% であった。次に，
OLST の区分別にみた fast 例の割合は，2 秒未満群，2～5 秒未満群，5～10 秒未満群，10～15 秒未満群，15 秒以上群の順に，21%，
56%，63%，89%，95% であり，片脚立位時間の減少とともに fast 例は有意に減少した（p＜0.01）。また，fast 例において片脚立
位保持が不能であった者を 7 例認めた。

【結論】

OLST は実用歩行速度の可否を判別可能であった。しかし，OLST が困難であっても 1.0m/sec 以上の歩行速度を有する者を認
めた。我々は過去に，OLST が困難な者に独歩自立例を認めたことを報告した（津田ら，2016）。これらのことは，高齢入院患
者の中には，歩行能力の評価に OLST が適さない者がいることを示唆している。

以上のことより，OLST は実用歩行速度の可否を判別する上で有用な指標となり得るものの，高齢入院患者の中には，歩行能力
の低下に片脚立位保持能力が影響しない者がいることに注意する必要がある。
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【はじめに，目的】

高齢者にとって，筋パワーは筋力以上に，歩行速度や 5 回椅子立ち上がりテストなどの動作と関連が強いことが報告されてい
る。また，この筋パワーに関して，低負荷条件での筋パワー（40%1RM）と高負荷条件での筋パワー（70%1RM）を比較した場
合，立ち上がりなど負荷量の大きい動作に対しては高負荷条件での筋パワーが，歩行などの負荷量の小さな動作では低負荷条件
での筋パワーがより関連が強いことが明らかにされている。

また，近年，筋パワーの一要因である運動速度も着目されており，地域在住高齢者を対象とした先行研究で，下肢運動速度は膝
伸展筋力以上に歩行速度にとって重要な要因であることが示されている。運動速度の測定は無負荷条件で出来るだけ速い動き
を行っているため，運動速度においても，負荷量の大きい立ち上がりと比較し，負荷量の小さい歩行との関連が強い可能性があ
る。本研究は，その仮説を検証することを目的とした。

【方法】

介護老人保健施設に入所しており，8m 以上の歩行が可能である高齢男女 36 名（年齢 85.3±7.0 歳）を対象とした。測定項目は，
最速歩行速度，5 回椅子立ち上がりテスト，下肢運動速度，膝伸展筋力とした。最速歩行速度は，8m 歩行路の中央 5m に要した
時間を測定し，速度を算出した。5 回椅子立ち上がりテストは，腕を胸の前で組んだ状態で出来るだけ速く 5 回立ち座りを繰り
返し，それに要した時間を測定した。下肢運動速度は，先行研究に従い，ジャイロセンサーを用いて出来るだけ速く膝伸展を行
い，その時の角速度を測定した。膝伸展筋力は 90̊ 屈曲位で，等尺性筋力を測定した。統計は，最速歩行速度，5 回椅子立ち上
がりテストと下肢運動速度，膝伸展筋力との関連を，ピアソンの相関係数を用いて解析した。有意水準はすべて 5% 未満とした。

【結果】

各項目の平均は，最速歩行速度 0.79±0.29m/sec，5 回椅子立ち上がり 17.6±7.3 秒，下肢運動速度 272.4±79.1deg/sec，膝伸展筋
力 10.7±4.0kg であった。最速歩行速度は，下肢運動速度（r=0.41）と有意な相関が認められ，筋力とは認められなかった。一方，
5 回椅子立ち上がりテストは，膝伸展筋力（r=0.62）と有意な相関が認められ，下肢運動速度とは認められなかった。

【結論】

施設に入所している虚弱高齢者であっても，下肢運動速度と歩行速度との関連性が認められ，また，負荷量の大きい椅子立ち上
がりテストと運動速度との間に有意な相関は認められなかった。本研究の結果，動作の負荷量によって，求められる能力が異な
ることが明らかとなった。このことから，立ち上がりなどの負荷量の大きい動作に対しては，高負荷条件での筋パワートレーニ
ング，歩行などの負荷量の小さい動作には，無負荷での運動速度トレーニングが有効となる可能性がある。
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【はじめに，目的】閉眼で実施する FRT（Functional reach test with eyes closed：EC�FRT）は，従来の FRT よりもバランス
能力をより反映することが知られている（大田尾，2013）。EC�FRT は，その信頼性と妥当性が確認されており，下肢筋力やバ
ランス能力を反映する指標であることが報告されている（大田尾 2014a，井原 2016）。また，地域在住高齢者を対象に EC�FRT
の有用性を検証した結果，EC�FRT が 25.5cm 以下であると転倒リスクが高いことが報告された（大田尾，2014b）。しかし，こ
れは横断研究であった。そこで本研究は，EC�FRT の臨床応用の可能性を検討するために，要介護高齢者を 1 年間追跡し，EC�
FRT による転倒の判別能力を検証した。【方法】対象は，通所リハビリテーションを利用する要介護高齢者 33 名（平均年齢 80
±8 歳，男性 10 名，女性 23 名）とした。ベースライン評価で EC�FRT を測定し，その後 1 年間の追跡調査を実施した。転倒の
有無別に転倒あり群と転倒なし群に分類し，群別に EC�FRT を t 検定により比較した。また，転倒の有無を状態変数とした EC�
FRT の ROC 曲線を描出し，Youden index によりカットオフ値を算出した。統計解析には SPSS23（IBM）を用いた。【結果】
調査期間に転倒した者は 12 名（平均年齢 82±4 歳，女性 11 名），転倒しなかった者は 21 名（平均年齢 79±9 歳，女性 13 名）で
あった。1 年間の転倒発生率は 36.4％ であり，転倒により骨折した者はいなかった。転倒の有無別に EC�FRT を比較した結果，
転倒なし群（26.8±6.4cm）よりも転倒あり群（18.5±9.9cm）の方が有意に低値であった。ROC 曲線から，AUC＝0.728（95%
CI：0.545～0.911）と有意であり，カットオフ値は EC�FRT：20.5cm（感度 85.7%，特異度 41.7%）であった。なお，EC�FRT
が 15.0cm 以下の者すべてが転倒し，EC�FRT が 32.5cm 以上の者すべてが転倒しなかった。【結論】要介護高齢者を 1 年間追跡
し，EC�FRT による転倒の判別能を検証した。その結果，EC�FRT が 20.5cm 以下の者は，その後 1 年間の転倒リスクが高いこ
とが明らかとなった。一方，EC�FRT が 32.5cm 以上の者のすべてが，その後 1 年間転倒しなかった。以上の結果から，まず EC�
FRT20.5cm 以上の獲得を目標に，次に 32.5cm 以上の獲得を目標に立位バランスをトレーニングすることで，転倒リスクを軽減
できる可能性がある。これらより，EC�FRT は要介護高齢者の転倒を判別できるという新しい臨床応用の可能性が示された。
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虚血再灌流後の運動時間の違いが筋収縮力に与える影響
ラットを用いた実験的研究

相原 一貴1），小野 武也1,2），石倉 英樹3），佐藤 勇太1），松本 智博4），田坂 厚志5），
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【はじめに，目的】

整形外科的手術で出血量抑制のために使用されるターニケットは，虚血再灌流障害を引き起こし骨格筋の浮腫や炎症，萎縮を発
生させる可能性が報告されている。我々は先の動物実験において，圧力 300mmHg で 90 分間ターニケットを使用すると，虚血
再灌流後に筋収縮力の低下が生じ，その低下は 7 日目まで完全回復しないことを明らかにした。リハビリテーションの臨床にお
いて，筋機能の回復を促すために運動療法を実施する。しかし，虚血再灌流後の運動が筋収縮力に与える影響に関しては不明で
ある。そこで本研究の目的は，虚血再灌流後の運動時間の違いが筋収縮力に与える影響を明らかにすることである。

【方法】

10 週齢 Wistar 系雄ラット 24 匹を 6 匹ずつ，対照群（C 群），虚血再灌流群（IR 群），運動 20 分群（EX20 群），運動 60 分群
（EX60 群）に分けた。まず IR 群，EX20 群，EX60 群は，麻酔下で左後肢にターニケットカフを巻き，圧力 300mmHg で 90
分間の駆血を実施した。EX20 群と EX60 群は駆血終了後翌日より 7 日目まで 20 分または 60 分間のトレットミル運動を 1 日 1
回実施した。トレッドミル運動の設定は傾斜 10̊，速度 10 m/min とした。筋収縮力の測定は，ヒラメ筋を摘出し 95％ 酸素およ
び 5％ 二酸化炭素の混合ガスを常時通気しているリンゲル液で満たしたオーガンバス内へ入れ，電気刺激を加え測定した。その
後ヒラメ筋は凍結させ HE 染色し筋横断面短径を測定した。

【結果】

ヒラメ筋収縮力の測定結果は C 群 104.5±15.8g，IR 群 76.1±13.3g，EX20 群 66.8±15.4g，EX60 群 55.0±9.7g であった。C 群に
比較し他の 3 群は有意な低下が認められ，さらに IR 群よりも有意に EX60 群が低下していた。筋横断面短径の測定結果は，C
群 54.6±3.1μm，IR 群 49.6±2.9μm，EX20 群 50.1±5.0μm，EX60 群 42.2±3.0μm であった。EX60 群は他の 3 群に比較し有意に
筋横断面短径が低値であった（p＜0.05）。

【結論】

筋収縮力は，筋横断面積と比例関係にある。また，損傷筋に対する強度の運動は，炎症や筋萎縮を惹起することが報告されてい
る。本研究結果は，EX20 群の筋収縮力は IR 群との差はないが，EX60 群の筋収縮力は IR 群よりも低下しており，さらに筋横
断面短径も他の 3 群に比較し低値を示した。この結果より，60 分間のトレッドミル運動は負荷が過度となっている可能性があ
り，一方で 20 分間のトレッドミル運動は，日常生活内での運動以上の負荷にならない可能性が推測できる。これらのことから，
虚血再灌流後の運動は長く行えば良い効果が得られるのではなく，負荷量を考慮し運動を実施する必要性が示唆された。
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筋疲労によるパフォーマンスへの影響
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【はじめに，目的】日常生活の中で強い運動を行った後に，疲労で体が動かしにくいと感じる，または筋肉痛が起こるといった
筋疲労を経験することがある。筋疲労が起こると，筋が発揮できる力が減り，俊敏性や巧緻性も低下し，パフォーマンスが一過
性に低下する。また，筋疲労は筋肉痛を引き起こし，更なるパフォーマンスの低下が起こる。しかし，筋疲労とパフォーマンス
の関係について調べた先行研究は少ないため，本研究では高強度運動によって大腿四頭筋に筋疲労を起こし，筋疲労がパフォー
マンスに与える影響について検討した。

【方法】本研究の対象者は 21 歳の健常男性 10 名で，全員より研究参加の同意を得た。まず運動前に測定を行い，次に大腿四頭
筋に筋疲労を起こすため無酸素運動を中心とした運動 5 種類を実施し，運動終了直後に運動前と同項目で測定を行い，24 時間後
に再度同項目を測定した。測定項目は，パフォーマンスの指標として等速度性筋力測定機器（Biodex）を用いて大腿四頭筋の筋
力測定，自転車エルゴメータによる最大無酸素パワーの測定，俊敏性の測定として反復横跳びを行った。これらの測定後に筋疲
労の指標として Borg Scale，大腿四頭筋に対する疼痛評価として VAS を行った。筋疲労を起こすための運動は，先行研究より
レッグプレス，レッグエクステンション，ジャンプスクワット，自転車エルゴメータ，ランジ歩行を行った。

【結果】Borg scale では，運動前（6.9）に比べ運動直後（16.3）と翌日（12.1）に有意な上昇がみられた。VAS では，運動前（0）
に比べ運動直後（6.99）と翌日（6.33）に有意な上昇を認めた。最大無酸素パワー，反復横跳びでは運動直後は低下したが，翌
日には運動前レベルまで回復した。大腿四頭筋筋力は運動前に比べ運動直後と翌日ともに有意に低下を示した。

【結論】本研究では Borg Scale および VAS の結果より大腿四頭筋に筋疲労・筋肉痛（運動直後の原発性筋肉痛と翌日の遅発性
筋肉痛）が生じたと考える。最大無酸素パワーおよび反復横とびでは運動直後は筋疲労・筋肉痛のためパフォーマンスは低下し
たが，翌日には運動前レベルまで回復していた。この理由として，運動時の姿勢や運動戦略の変更，大腿四頭筋以外の筋の代償
によりパフォーマンス低下を補ったと推測した。また，反復横跳びは大腿四頭筋以外に股関節外転筋，大腿二頭筋，体幹の筋が
働くとの報告があり，本研究でも翌日はこれらの筋が代償したと推測した。次に，Biodex は大腿四頭筋に特化した筋力測定を行
うため他の筋による代償は不可であり，翌日の測定でも筋疲労・筋肉痛が継続していたため筋力低下が示された。以上より，パ
フォーマンスは筋疲労が生じると直後には低下するが，その後はパフォーマンスの種類によって運動戦略の変更や代償により
筋疲労の影響を抑えることができることが示唆された。
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虚血性心疾患発症に伴う循環器の機能低下は心拍－運動リズム間における同調
現象の発生を強める

竹内 真太，西田 裕介

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科
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【はじめに，目的】

歩行や走行などの周期的な運動中に観測される心拍－運動リズム間における同調現象（Cardiolocomotor coupling：以下
CLC）は，運動中の末梢循環を最適化するための生体の戦略的反応として捉えられている。これまで我々は CLC の発生に関連
する対象者の生理学的特性の解明に取り組んできた。その結果，若年健常者においては，運動耐容能および運動時心臓ポンプ機
能が低い者ほど CLC が発生しやすいことが明らかとなった。このことから CLC は運動中の末梢循環を維持するための生体の
代償反応であると考えられ，循環器の機能が低下した対象者が日常生活へ適応していく過程を評価する方法として理学療法分
野に応用できると考えられた。本研究では，これまで若年健常者を対象として実施してきた研究を発展させ，実際に循環器の機
能低下が起こっている虚血性心疾患患者の CLC の発生特性を調査し，CLC が疾病を契機とした循環器の機能低下に対しても反
映する現象であるかを検証した。

【方法】

対象は虚血性心疾患の既往をもった男性患者 9 名（心疾患群）と年齢・性別をマッチングさせた健常男性 8 名（健常群）とした。
CLC の発生度合いの解析は先行研究の方法に準じ，速度が通常歩行速度まで漸増するトレッドミル歩行時の心拍リズムと歩行
リズムの関連性（R2）から算出した。 R2は 0 から 1 の範囲で示され値が大きいほど CLC の発生度合いが高いことを示している。
また，エルゴメータを用いた心肺運動負荷試験を行い，対象者の運動耐容能と運動時心臓ポンプ機能の指標として最高酸素摂取
量と最高酸素脈をそれぞれ算出した。群間の比較には対応のない t 検定を用いた。

【結果】

群間の基本属性を比較した結果，年齢，身長，体重には有意差を認めなかった。最高酸素摂取量と最高酸素脈は，健常群で有意
に高い値を示した（最高酸素摂取量：21.9±3.95 vs 16.7±2.33 ml/kg/min，p＜0.05，最高酸素脈：11.0±2.16 vs 8.76±2.17 ml/
beats，p＜0.05，健常群 vs 心疾患群）。R2の値は心疾患群で有意に高い値を示した（0.33±0.26 vs 0.62±0.21，健常群 vs 心疾患
群）。

【結論】

虚血性心疾患により循環器の機能が低下し，運動耐容能や運動時心臓ポンプ機能が低下している患者では，同年代の健常者と比
較して，CLC が発生しやすいことが示された。このことから，CLC は正常から逸脱した疾病に伴う循環器の機能低下も反映す
る現象であることが示唆された。今後は，同一対象者における縦断研究を計画し，疾病の罹患に適応していく過程とそれに伴う
CLC の発生の変化を確認し，評価指標としての妥当性を検証していく。
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健常者に対する直流前庭電気刺激が血圧に与える影響について
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【はじめに，目的】

直流前庭電気刺激（Galvanic vestibular stimulation：GVS）は両側乳様突起から直流電流を通電することで前庭器官を刺激する
電気刺激法である。前庭は平衡を司る器官であるが，自律神経とも密接に関与し体位変換時の血圧変動に関わっている。近年，
脳卒中後半側空間無視に対して GVS を治療目的に使用することが報告されている。しかし，治療応用による血圧変動について
の報告は見られない。そこで本研究では健常成人に対して治療応用を想定して仰臥位で GVS を実施し，血圧に与える影響を調
査した。

【方法】

対象は健常成人男性 14 名（平均年齢 20±0.5 歳）とした。GVS には直流電流の連続波を用い，刺激強度は皮膚感覚閾値の 80%
程度として 20 分間実施した。刺激極性は左乳様突起を陰極とした。測定肢位は仰臥位とし，左中指の指尖血圧を測定した。対
象者に，実際に電流を流す GVS 条件と電極を貼付するが電流を流さない Sham 条件の 2 条件で，それぞれ午前と午後に測定し
た。測定毎の間隔は 24 時間以上空け，2 条件の順序はランダムに設定した。対象者には，前夜からカフェイン摂取を制限し十分
な睡眠を取るように指示した。測定は対象者に GVS 用電極を貼付した後に仰臥位にし，5 分間経過後より始めた。測定開始 5
分後に GVS もしくは Sham を開始した。指尖血圧データは刺激開始 1 分前をベースラインとし，開始直後，5 分後，10 分後，
15 分後，20 分後の時点から 10 測定分のデータを平均して分析に用いた。同様に心拍数も分析した。統計解析には群と時間の影
響について反復測定二元配置分散分析を行った。有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】

収縮期血圧，拡張期血圧，平均血圧について群および時間の単純主効果は認められなかった。またそれぞれの交互作用も認めら
れなかった［収縮期血圧：（F=.459，p=.959；拡張期血圧：（F=.459，p=.958）；平均血圧：（F=.401，p=.978）］。心拍数について
は群の単純主効果は認められなかった（p=.851）が，時間の単純主効果（p＜0.05）が認められた。交互作用は認められなかった

（F=.755，p=.726）。

【結論】

先行研究で GVS により血圧が上昇することが報告されていることから，GVS は血圧を上昇させる危険性を潜在的に有してお
り，治療応用する際のリスクとなり得ることが考えられる。しかし，本研究では有意な血圧変動は認められなかった。これは，
先行研究に比べ刺激強度が弱かったためであると考えられる。また，心拍数は全ての条件で時間経過とともに心拍数が減少した
が，GVS による変動は認められなかった。刺激強度を弱めることで治療効果が減弱することが考えられるが，GVS を治療応用
している先行研究では，感覚閾値下の刺激強度でも大脳皮質を賦活することが可能であり，効果が期待できるとしている。今回
の研究より，治療に用いられる弱い刺激強度での GVS を仰臥位で用いることは血圧変動を引き起こさず安全に治療応用できる
ことが示唆された。
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中強度運動後に生じる前頭前野の酸素化ヘモグロビンの変化
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【はじめに，目的】有酸素運動の急性効果に関して，運動後に認知課題の成績が向上することが報告されている。我々は，有酸
素運動後も運動関連領野の酸素化ヘモグロビン濃度（O2Hb）が高値であることを報告している。認知に関与する前頭前野にお
いても有酸素運動後に O2Hb が高値を維持すると仮説を立て，これを検証することを目的に本研究を行った。

【方法】健常成人 9 名（女性 5 名）を対象とし，自転車エルゴメータによる中強度での下肢ペダリング運動を課題とした。安静
3 分の後，最高酸素摂取量の 50％ の負荷で 5 分間の定常負荷運動を実施し，運動後には 15 分間の安静を設けた。この間，粗大
運動時のモニタリングに最適とされる近赤外線分光法（NIRS）により，脳酸素モニタ（OMM�3000，島津製作所）を使用し O
2Hb を計測した。国際 10－20 法による Cz を基準として 30mm 間隔で送光プローブと受光プローブを配置し，全 24 チャネルで
測定した。関心領域は，左前頭前野（L�PFC），右前頭前野（R�PFC），左運動前野（L�PMA），右運動前野（R�PMA），補足
運動野（SMA），一次運動野下肢領域（M1）とした。同時に，NIRS での測定に影響するとされる頭皮血流量（SBF）と平均血
圧（MAP）を計測した。また，酸素摂取量体重比（VO2/W），呼吸商（RQ），呼気終末二酸化炭素濃度（ETCO2）をブレスバイ
ブレス法で測定した。領域ごとの O2Hb，SBF，MAP は，安静時平均値に対する変化量を算出した。中強度運動 5 分目の 1 分間
の平均値と，運動後安静 11～15 分の 5 分間の平均値を求め，対応のある t 検定により比較した。

【結果】O2Hb は 5 分間の中強度運動中に徐々に上昇し，運動終了直後に一時的に減少したものの，2～4 分で再度上昇し，運動
後 15 分目まで安静レベルに戻らなかった。一方 SBF および MAP，VO2/W，RQ，ETCO2は，運動終了直後より速やかに安静
レベルまで低下した。領域ごとに運動中と運動後安静中の O2Hb を比較した結果，L�PFC では運動中 0.025±0.007 mM・cm，運
動後安静中 0.034±0.008 mM・cm（p=0.212），R�PFC では運動中 0.024±0.008 mM・cm，運動後安静中 0.028±0.009 mM・cm

（p=0.616）であり，運動後 11～15 分であっても運動中と差がなかった。また，L�PMA，R�PMA，SMA，M1 においても，中
強度運動 5 分目と運動後安静 11～15 分との間に有意な差を認めなかった（p=0.069～0.976）。SBF，MAP，VO2/W，RQ，ETCO2

は，中強度運動 5 分目に比べ運動後安静 11～15 分では有意に低値であった（p＜0.01）。

【結論】5 分間の有酸素運動によって，運動中に上昇した O2Hb は，運動後安静中も 15 分間は運動中と同程度であることが明ら
かとなった。またこの O2Hb の変動は，SBF や MAP など他の生理学的パラメータの変動とは異なることが示された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）18：10～19：10 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（基礎）07】

O-KS-07-6

運動が頸髄，脊髄損傷者の血中BDNF動態に及ぼす影響

木下利喜生1），中村 健2），児嶋 大介1），橋崎 孝賢1），箕島 佑太1），大野 千種1），上西 啓裕1），
西村 行秀1），田島 文博1）

1）公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院，2）横浜市立大学附属病院

key words 運動・神経栄養因子・脊髄損傷

【はじめに，目的】

Brain�derived neurotrophic factor（BDNF）は，神経細胞の発生や成長，修復に働き，さらに学習や記憶，情動，摂食，糖代謝
などにおいても重要な働きをする神経栄養因子の 1 つである。これまでにアルツハイマー病やうつ病を含む神経変性疾患や II
型糖尿病，肥満症患者において，脳内と血中の BDNF 水準が低下する事が分かっている。また健常者では，運動時に脳内，血
中の BDNF が増加する事が報告されており，BDNF の増加が認知症やうつ病，さらには肥満や糖尿病の発症予防や病態改善に
貢献する可能性が示唆されている。しかし，脊髄損傷者での検討はなく，運動による BDNF 動態は不明である。

今回，脊髄損傷者を対象に車いすハーフマラソン前後での血中 BDNF を測定し，運動による動態を検討した。さらに頸髄損傷
者（CSCI），胸腰髄損傷者（SCI）での比較を行い，損傷高位による影響も検討した。

【方法】

大分国際車いすマラソン大会ハーフマラソン部門で完走した ASIA 分類 A の CSCI 9 名と SCI 8 名を対象とした。

測定項目は血清 BDNF，および BDNF 動態に影響するといわれる血小板，コルチゾールとし，レース前日，レース直後（安静
時），レース 1 時間後に採血を行った。BDNF は ELISA 法，コルチゾールは ECLIA 法，血小板は全自動血球計数器で測定を行っ
た。解析は One�way ANOVA を行い，post hoc は Tukey�Kramer を使用した。さらに両群間の比較は Mann�Whitney U test
を行った。

【結果】

BDNF は両群ともレース直後に安静時よりも有意に上昇し，レース 1 時間後には安静時のレベルへと改善した。両群間の比較で
はレース直後とレース 1 時間後において SCI の方が CSCI よりも有意に高値であった。また血小板数は両群ともに有意な変化
を認めなかった。コルチゾールは SCI でのみレース直後に有意な上昇を認め，レース 1 時間後では有意な低下は認めたが，安静
時までの改善には至らなかった。

【結論】

CSCI，SCI ともに健常者と同様，運動によって BDNF が上昇する事が判明した。またレース直後の BDNF レベルに，両群間で
の有意差があったことから損傷高位による影響を受ける可能性が示唆された。運動は脳内の様々な領域に加え，骨格筋からも
BDNF を発現することが確認されている。したがって両群とも同コースを走行するために仕事量は同様であるが，動員筋量は
SCI の方で多くなるため BDNF 増加量が SCI で高くなった可能性がある。

また今回，血小板数に変化がないため，BDNF の増加は血小板からの放出由来ではないと考えられる。さらにコルチゾールは
BDNF 発現を抑制すると報告されているが，SCI のコルチゾール，BDNF はともに上昇していたことから運動時の BDNF 上昇
は，血小板数やコルチゾールの影響は受けていない可能性が示唆された。今回，脊髄損傷者でも運動によって BDNF が上昇し
た。すなわち健常者と同様，運動によって脳障害や認知症，代謝性疾患への改善効果が期待できる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）9：30～10：30 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）【口述演題（基礎）08】

O-KS-08-1

脊髄損傷者における皮膚表面の局所冷却刺激に対する皮膚血流応答

藤田 恭久1），木下利喜生1），橋﨑 孝賢1），上條義一郎1），西村 行秀1），芝崎 学2），田島 文博1）

1）和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科，2）奈良女子大学生活環境学部

key words 寒冷時皮膚血管拡張反応・交感神経・軸索反射

【はじめに，目的】

ヒトの皮膚への局所冷却刺激（LC）は，冷却初期に皮膚血管収縮反応が起こり皮膚血流量は減少する。血管収縮反応の後，10℃
以下の LC が続くと収縮から反転して，寒冷時皮膚血管拡張反応（CIVD）が起こり皮膚血流量は増加する。この反応はヒトに
おける凍傷の予防機構として知られているが，その発現機序に関しては不明である。また発現部位は無毛部である手指，手掌，
足底などの動静脈吻合部で認められているが，有毛部では検証されていない。本研究の目的は，ヒトの有毛部である大腿部領域
に対し LC を行い，健常者（AB）の健常部，局所麻酔部位と脊髄損傷高位以下の感覚神経や末梢神経の入力が障害されている頚
髄・脊髄損傷者（SCI）において CIVD が発現するか検証すること。

【方法】

対象は AB の男性 14 名（平均年齢 35.6±1.6 歳）と ASIA 分類で A の SCI7 名（男性 6 名・女性 1 名，平均年齢 46.1±4.8 歳）で，
糖尿病と心臓疾患，高血圧の既往の方を除外した。LC の方法は，Peltier 素子の冷却装置を有毛部の皮膚表面に当て実施した。
LC 部位は AB の右大腿部（非麻酔部），左大腿部にリドカインとプロピトカイン成分が含有した局所麻酔薬塗布部（麻酔部）の
2 箇所で，冷却順序をランダムで実施した。SCI は，麻痺域である大腿部に対して LC を実施した。プロトコルは，始め Peltier
素子を 33℃ に設定し，安静臥位 10 分後，15℃ に下げ 15 分，ついで 8℃ で 15 分の局所冷却を行った。温度は 0.045℃/sec の速
度で下げ，AB と SCI とも同様に実施した。測定項目は，LC 部位の皮膚血流量，舌下温，局所皮膚温，脈拍，平均血圧とした。
解析は，舌下温，局所皮膚温，脈拍，平均血圧は各段階の最終 5 分間の平均値を算出した。皮膚血流量は，安静最終 5 分間の平
均値から 1 分毎の変化率を算出した。CIVD の解析については，8℃ 冷却開始から拡張までの時間を Onset time とし，拡張開始
時点から，回帰曲線を用いて最大振幅，時定数を算出した。統計処理は多重比較検定で Tukey�kramer 法を使用し，各測定項目
において帰無仮説棄却のための水準を 5% 未満とした。

【結果】

舌下温，局所皮膚温，脈拍，平均血圧は各段階で有意差を認めなかった。皮膚血流量は，15℃ において安静から非麻酔部では約
50% 有意に低下し，麻酔部と SCI では約 35% 有意に低下し，CIVD を認めなかった。8℃ において非麻酔部では 2 分目以降に，
麻酔部と SCI では 1 分目以降から CIVD が生じた。CIVD の解析については，Onset time と最大振幅に有意差はなく，時定数に
おいて麻酔部と SCI が非麻酔部より有意に速い結果となった。

【結論】

ヒトの有毛部への LC は，15℃ でなく 8℃ で AB と SCI ともに CIVD を認め，SCI においても凍傷に対する防御機能が残存する
ことを証明した。この反応の機序は，局所麻酔薬による末梢神経活動の遮断や SCI の麻痺域において CIVD を認めたことから，
神経系の影響より皮膚血管内皮機能が発現に関与する可能性がある。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）9：30～10：30 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）【口述演題（基礎）08】

O-KS-08-2

ラット膝関節炎の急性期に対する寒冷療法の効果のメカニズムに関する検討

佐々木 遼1），坂本 淳哉1），近藤 康隆2），濵上 陽平3,4），佐々部 陵4,5），本田祐一郎4,5），
中野 治郎1），沖田 実4）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野，2）日本赤十字社長崎原爆病院リハビリテーション科，
3）社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科，
4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野，5）長崎大学病院リハビリテーション部

key words 痛み・寒冷療法・関節炎

【はじめに，目的】

これまで我々は，ラット膝関節炎の急性期に寒冷療法を施行すると患部の腫脹や痛みのみならず，足底に惹起される二次性痛覚
過敏も早期に軽減することを報告してきた。そして，このメカニズムには寒冷療法が患部の炎症軽減に作用し，脊髄後角への侵
害刺激入力が減少することで，中枢性感作が抑制されるという生物学的機序が関与していると仮説している。そこで，本研究で
はこの仮説を検証する目的で以下の実験を行った。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 42 匹を用い，1）3% カラゲニン・カオリン混合液を右膝関節に注射し，関節炎を惹起させる関節炎群（n
=14），2）関節炎惹起後，寒冷療法を施行する寒冷群（n=13），3）疑似処置として生理食塩水を右膝関節に注射する対照群（n
=15）に振り分けた。寒冷群に対しては，起炎剤注射翌日から 7 日間，麻酔下で右膝関節を約 5℃ の冷水に 20 分間浸漬すること
で寒冷療法を施行した。そして，実験期間中は右膝関節の腫脹と圧痛閾値ならびに右足底の痛覚閾値を評価し，28 日間の実験期
間終了後には各群のラットから右膝関節と腰髄を採取した。膝関節は矢状断切片を作製し，マクロファージのマーカーである
CD68 に対する免疫組織化学的染色を実施し，滑膜における単位面積あたりの CD68 陽性細胞数を計測した。腰髄は第 2�3 腰髄
と第 4�5 腰髄に分けて凍結横断切片を作製し，カルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）に対する蛍光免疫染色を実施し，脊
髄後角における発光強度を計測した。

【結果】

膝関節の腫脹は，関節炎群と寒冷群ともに 28 日目まで対照群より有意に高値を示したが，両群の推移を比較すると寒冷群が有
意に低値を示した。次に，膝関節の圧痛閾値および足底の痛覚閾値は，関節炎群は対照群と比較して 28 日目まで有意に低下し
ていたが，寒冷群は関節炎群と比較して 3 日目より有意に上昇し，28 日目では対照群と有意差を認めなかった。単位面積あたり
の CD68 陽性細胞数は，関節炎群と寒冷群は対照群と比較して有意に高値を示したが，この 2 群を比較すると寒冷群が有意に低
値を示した。また，脊髄後角における CGRP 発光強度は，第 2�3 腰髄，第 4�5 腰髄のいずれにおいても関節炎群は対照群と比較
して有意に高値を示したが，寒冷群と対照群の間に有意差を認めなかった。

【結論】

今回の結果から，関節炎の急性期に寒冷療法を施行すると組織学的にも炎症の軽減が示唆され，これが腫脹と痛みの軽減につな
がったと考えられる。また，関節炎群に比べ寒冷群は脊髄後角における CGRP の発現が低下していた。これは中枢性感作の抑制
を示唆しており，これにより足底の二次性痛覚過敏が早期に軽減したと考えられる。以上から，関節炎の急性期に施行する寒冷
療法の効果のメカニズムには，患部の炎症軽減によって脊髄後角への侵害刺激入力が減少し，その結果，中枢性感作が抑制され
るといった生物学的機序が関与していると推察される。
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5月 13日（土）9：30～10：30 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）【口述演題（基礎）08】

O-KS-08-3

不動ならびにその過程で実施する持続的他動運動が患部の炎症や二次性痛覚過敏におよぼす影響
ラット膝関節炎モデルを用いた実験的研究

中林 紘二1），坂本 淳哉2），片岡 英樹3），近藤 康隆4），濵上 陽平3），本田祐一郎3），中野 治郎2），
沖田 実3）

1）九州医療スポーツ専門学校，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野，
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野，
4）長崎原爆病院

key words 痛み・関節炎・持続的他動運動

【はじめに，目的】

四肢の不動が慢性痛発生の危険因子であることは周知の事実となっており，外傷直後や運動器外科術後などの急性期であって
も患部の安静は極力控え，運動を促すような理学療法の治療戦略が必要となる。ただ，実際には痛みなどの影響により運動が困
難なことが多い。その代替方法の一つとして持続的他動運動（CPM）があるが，痛みに対する効果は十分に検討されていない。
そこで，本研究ではラット膝関節炎モデルに対する患肢の不動とその過程で実施する CPM が患部の炎症や二次性痛覚過敏にお
よぼす影響について検討した。

【方法】

8 週齢の Wistar 系雄性ラットの右膝関節腔内に 3% カオリン・カラゲニン混合液を注射することで関節炎を惹起した。これら
のラットを 1）8 週間通常飼育する対照群（n=8），2）右後肢をギプス包帯で 8 週間不動化する不動群（n=9），3）不動の過程で
CPM を実施する CPM 群（n=8）に振り分けた。CPM 群に対しては，起炎剤投与後 2 日目から麻酔下で，機器を用いた膝関節
の屈曲伸展運動を 60 分間（週 6 日）実施した。そして，実験期間中は膝関節の腫脹と圧痛閾値ならびに足底の痛覚閾値を評価
した。また，実験期間終了後には，第 2�3 および 4�5 腰髄組織を用いてカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）に対する蛍
光免疫染色を実施し，脊髄後角における染色強度を解析した。

【結果】

膝関節の腫脹は，3 群ともに起炎剤投与後 1 日目に顕著な増加を認め，その後は減少し，その推移は 3 群間で有意差を認めなかっ
た。次に，膝関節の圧痛閾値は，3 群とも起炎剤投与後 1 日目に顕著な低下を認め，対照群は起炎剤投与後 2 週目には投与前と
同程度まで回復したが，不動群は対照群と比べて起炎剤投与後 2 週目以降，有意差に低下していた。一方，CPM 群は起炎剤投
与後 3 週目までは対照群と同様の回復を示し，不動群と比較すると起炎剤投与後 5 週目まで有意差を認めた。足底の痛覚閾値
は，3 群とも起炎剤投与後 1 日目に顕著な低下を認め，対照群は起炎剤投与後 3 週目以降，投与前と同程度まで回復したが，不
動群は回復が遅延し，対照群と比較すると起炎剤投与後 2 週目以降，有意差が認められた。一方，CPM 群は起炎剤投与後 6
週目までは対照群と同様の回復を示し，不動群と比較すると起炎剤投与後 8 週目まで有意差を認めた。そして，脊髄後角におけ
る CGRP の染色強度を比較すると，第 4�5 腰髄の脊髄後角浅層では，不動群は対照群より有意に高値を示したのに対し，CPM
群は対照群と有意差を認めなかった。

【結論】

今回の結果から，関節炎発症直後から患部を不動状態に曝すと慢性痛に発展する可能性が高いといえる。一方，関節炎発症後か
ら患部が不動に曝されても，その過程で CPM を実施することで慢性痛の発生を予防できる可能性が示唆され，そのメカニズム
には脊髄後角における中枢性感作の抑制が関与していると推察された。
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筋力トレーニング条件の違いが運動直後に生じる筋腫脹に及ぼす影響

廣野 哲也1），池添 冬芽1），中村 雅俊2），谷口 匡史1,3），田中 浩基4），荒田 大輝5），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，
3）滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部，
4）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，5）京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻

key words 筋力トレーニング・筋厚・筋肥大

【はじめに，目的】

筋力トレーニング直後に生じる一過性の筋の腫脹は，代謝物蓄積や組織間液の増加により生じ，筋肥大を誘導する要因と考えら
れている。しかし筋肥大を起こすために必要な筋腫脹の程度について検討した報告は見当たらない。長期介入研究によって実際
に筋肥大効果が得られたトレーニング条件と筋肥大効果が得られなかったトレーニング条件を用いて，トレーニング直後の筋
腫脹を比較し，その程度に違いがあれば，一過性の筋腫脹を観察することが長期介入時の筋肥大効果を予測する目安になるので
はないかと考えた。そこで本研究の目的は，トレーニング条件の違いがトレーニング直後に生じる筋腫脹の大きさと持続時間に
及ぼす影響について明らかにすることによって，筋肥大に必要な筋腫脹の程度についての目安を検討することである。

【方法】

対象は健常若年男性 11 名（年齢 23±0.9 歳）とした。多用途筋機能評価運動装置（BIODEX 社製）を用いて，50%1RM の強度
で低速度運動（求心相 3 秒，保持 1 秒，遠心相 3 秒）を 8 回 3 セット行う条件（50S）と通常速度運動（求心相 1 秒，遠心相 1
秒）を 3 セット行う条件（50N），80%1RM の高強度での通常速度運動を 3 セット行う条件（80N）と疲労困憊まで行う条件（80
F）の 4 条件での膝伸展筋力トレーニングを 3 日以上の間隔をあけてランダムに実施した。なお，この 4 条件のうち，50N 条件
での長期介入では筋肥大が生じないが，その他の 3 条件では長期介入によって筋肥大効果が得られることが先行研究によって
示されている。筋腫脹の指標として，超音波診断装置を用いて大腿直筋の筋厚を測定した。測定時期は運動前，運動直後，運動
5 分後，10 分後，20 分後，30 分後（pre，post，5min，10min，20min，30min）とした。統計解析は測定時期とトレーニング条
件の 2 要因における反復測定二元配置分散分析，事後検定として多重比較検定を行った。また，運動前に対する筋厚の増加率を
算出し，多重比較検定を用いてトレーニング条件間で筋厚増加率を比較した。

【結果】

二元配置分散分析の結果，時期とトレーニング条件の主効果および交互作用を認めた。多重比較の結果，50N 条件における筋厚
は pre よりも post，5min，10min で有意に高値を示し，50S と 80N ではさらに 20min まで，80F では 30min まで有意な筋厚の
増加が認められた。筋厚増加率の多重比較の結果，post，5min において 50N は他 3 条件よりも有意に低値を示し（post；50N
=8.3±3.6%，50S=14.7±4.7%，80N=15.7±4.9%，80F=20.5±6.6%。5min；50N=6.2±3.5%，50S=12.1±5.2%，80N=12.3±4.2%，
80F=18.2±6.8%），また 10min 以降は 80F のみが 50N よりも有意に高値を示した。

【結論】

長期介入時に筋肥大が生じないトレーニングでも一過性の筋の腫脹は生じるが，長期介入時に筋肥大が生じたトレーニングで
は，運動直後の筋厚の増加が 20 分以上持続し，またその増加率は運動直後において 15% 程度，運動 5 分後で 12% 程度であった。
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脳損傷後に疼痛を誘発する神経構造系の大規模改変
視床痛サルモデルを対象にした脳構造画像解析

長坂 和明1,2），高島 一郎1,2），松田 圭司2），肥後 範行2）

1）筑波大学大学院人間総合科学研究科，2）産業技術総合研究所人間情報研究部門

key words Voxel Based Morphometry・動物モデル・慢性疼痛

【はじめに，目的】

視床後外側腹側核（VPL 核：ventral posterolateral nucleus）は末梢からの感覚情報を大脳皮質感覚領域へと中継する主な核で
ある。この領域が脳血管障害などで損傷を受けると，しばしば異痛症や自発痛を主訴とする難治性の脳卒中後疼痛（視床痛）が
生じることが知られている。難治性疼痛患者を対象とした脳活動イメージング研究では，前頭葉内側部や体性感覚領域，島皮質
といった生理学的痛みに関連する領域の活動異常を指摘している。しかしながら，このような活動異常の背景となる遺伝子，分
子機構を含めた構造的基盤の詳細は不明である。本研究では，視床痛サルモデルを対象に MRI を用いた脳構造画像解析

（VBM：voxel based morphometry）を行い，灰白質に生じる可塑的変化を検証した。さらに，VBM によって確認された変化の
背景にある細胞レベルの構造的変化を，組織学的手法を用いて検討した。

【方法】

視床痛モデル作成のため，電気生理学的手法によって VPL 核を特定し，当該領域にコラゲナーゼ type IV を微量投与して限局
的な脳出血を誘発させた。異痛症の出現は機械刺激および温熱刺激に対する回避行動をそれぞれ計測することでモニターした。
3T�MRI 装置によって経時的に撮像された視床損傷サル（n=4）の脳画像と，健常個体（n=6）の脳画像を用いて VBM 法を行っ
た。撮像した T1�MRI 画像より，灰白質と白質領域を区分化し，灰白質の構造変化を統計学的に解析した。灰白質の密度増加・
膨張を示す信号が検出された領域を含む脳切片を用いて，SM1�32 抗体を用いた神経細胞の免疫染色を行い，細胞構造の定量解
析を行った。

【結果】

Nissl 染色によって損傷領域の大部分は VPL 核に限局していることが確認された。行動実験によって異痛症が確認された時期
の脳画像と，健常個体における脳画像を比較すると，前頭葉内側部，島皮質にて灰白質の縮小を示す信号が検出された（P＜
0.001）。一方で，損傷側の一次体性感覚野の一部では灰白質膨大を示す信号が検出された（P＜0.001）。2 頭のサルモデルを対象
に，この領域の神経細胞の構造解析を行ったところ，一次体性感覚野の 2/3 層の神経細胞樹状突起の長さと分岐数が，反対側と
比較して増加している傾向が確認された。

【結論】

本研究の結果は，視床出血後比較的早期に，難治性疼痛に関与する広範な脳領域において，細胞構造の変化が生じていることを
示唆する。このような変化が，疼痛を生み出す活動異常の構造的基盤となっていると考えられる。そのため，これらの変化を生
じさせない介入手段を確立すれば，視床痛の根本的な治療につながる。本研究は人に近い脳の構造をもつサルをモデル動物とし
て，脳画像および組織学的解析により多角的に脳の変化を同定した画期的な成果であり，介入手段の有効性を評価する上でも貢
献できると考えられる。
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走行運動による中枢神経活性化因子の発現動態
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key words 走行運動・脊髄・中枢神経活性化因子

【はじめに，目的】

加齢に伴い，神経機能の低下を引き起こす。走行運動における神経栄養因子に着目した先行研究では，脊髄内において神経栄養
因子の活性化が報告されているが，対象が成体ラットであり，週齢の違いによる運動の影響は明らかではない。本研究では，神
経生存や維持に関わる神経栄養因子と神経可塑性に関する他の因子との関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 10 週齢（走行群 5 匹，非走行群 3 匹），6 ヶ月週齢（走行群 5 匹，非走行群 3 匹），1 年齢（走行群 5 匹，非
走行群 3 匹），2 年齢（走行群 5 匹，非走行群 3 匹）を対象とした。走行群は，小動物用トレッドミルにて，走行速度 5.8m/min，
走行時間 1 時間の条件で運動を課した。走行群，非走行群とランダムに分けた。実験終了後，脊髄（L3�5）を摘出し，total RNA
を抽出した。逆転写反応により作成した cDNA を鋳型とし，神経栄養因子発現と他の神経形成関連因子，神経ペプチド，アポトー
シス関連因子，神経突起伸長関連分子発現動態について，PCR array 法（84 遺伝子）により検出した。各週齢の非走行運動に
対する走行群において 2 倍以上の発現を認めた遺伝子を抽出した。

【結果】

非走行群に対して 2 倍以上の遺伝子発現が検出された項目について結果は，10 週齢では，高発現遺伝子は，検出されなかったが，
低発現遺伝子は，3 遺伝子（細胞分化関連遺伝子）であった。6 ヶ月齢では，高発現遺伝子は，検出されなかったが低発現遺伝
子は，23 遺伝子（神経栄養因子一受容体，神経新生，成長因子，アポトーシス関連因子）であった。1 年齢では，高発現遺伝子
は 6 遺伝子（神経栄養因子一受容体，神経ペプチド），低発現遺伝子は，1 遺伝子（アポトーシス）であった。2 年齢は，高発現
遺伝子は 26 遺伝子（神経栄養因子一受容体，神経ペプチド，神経新生），低発現遺伝子は，1 遺伝子（アポトーシス）であった。

【結論】

長期の運動を行うことにより，神経栄養因子，神経形成成長因子等が選択的に増加し，アポトーシス因子が低発現となった。神
経栄養因子が運動によって脊髄神経自体での発現が増加したことや，末梢器官で発現したその因子が脊髄内の血管や神経の逆
行性輸送によって脊髄へ到達し，脊髄内の mRNA 発現量が上昇し，脊髄神経が活性化されている事が示唆された。運動による
機能改善は，神経単独ではなく，神経活動を活性化させる関連因子について多面的な機能連関での分析が必要となる。また週齢
による遺伝子発現活性化の違いも明らかとなった。神経生存に作用する因子の影響を多面的に解析する事により，神経可塑性に
対する運動の効果を明らかにできる可能性がある。
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Effects of an auditory stimulus on postural control during choice stepping reac-
tions in the elderly
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【Purpose】

Falls among the elderly have serious consequences, in terms of injury and mortality. Impaired performance in reactive and vo-
litional stepping has been recognized as a risk factor for falls. We have recently revealed that poor postural adjustments,
caused by visual and auditory interferences, delay a step response time to external sensory stimuli（i.e., time from stimulus on-
set to foot�lift）in young adults（Watanabe, et al., 2015）. The purpose of this study was to investigate the effects of those interfer-
ences on postural control during stepping reactions among the elderly.

【Methods】

Healthy young and elderly participants stood on two force plates and stepped forward in response to a visual imperative stimu-
lus（VS）presented on a PC monitor. For the VS, we used a choice reaction time task and the Simon task, which consisted of con-
gruent（location and direction of an arrow is same）and incongruent（location and direction of an arrow is different）conditions.
We also presented an auditory stimulus（AS）（80dB）in 50% of the trials. Temporal parameters of the stepping reaction and in-
appropriate postural adjustment rate were examined.

【Results】

AS reduced the reaction time, regardless of the task and conditions in both groups. The inappropriate postural adjustment rate
was increased only in the incongruent condition for the young while it was increased in all the conditions for the elderly. The
complete stepping error rate was also higher in the elderly.

【Discussion】

AS likely facilitated the automatic response toward the VS location in the young whereas it was detrimental for the elderly
since it induced inappropriate postural adjustment even when VS location and direction matched. The young subjects might
have also been able to associate the AS with locational information of the VS. The current results could be useful for the fall
prevention programs.
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Effect of galvanic vestibular stimulation in dynamic standing balance
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【Purpose】The purpose of present study was to examine the effects of GVS on dynamic standing balance by assessing the cen-
ter of pressure（CoP）.【Methods】This study adopted an experimental, controlled, single blind, crossover design. Participants
were 9 young healthy adults（mean age of 21.67±0.87）, and took part in two conditions that were bipolar GVS（left anode/right
cathode, 3mA, 5min）and sham GVS condition. In both conditions, we assessed static balance in upright with their eyes opened

（EO）and closed（EC）, and dynamic balance in peak lateral displacement position with EO at before and after application using
a force platform（sampling rate=50Hz, measurement time =30sec.）. Main outcomes were configured the total trajectory length

（LNG）, the deviation of CoP on the X axis（DEV OF XO）. To examine whether GVS affect static and dynamic standing balance,
amount of change（post�pre）in each outcome was calculated and compared between conditions using paierd t�test. SPSS Sta-
tistics 23.0 was used at a significant level of 5%. These experiments were approved by the local ethic research committee at To-
kyo Metropolitan University. All participants had the experiments explained to them and signed the letter of consent.【Results】
There was no significant difference in amount of change in static standing balance in DEV OF XO between conditions. In dy-
namic standing balance, however, there was significant difference in amount of change in DEV OF XO in peak right displace-
ment position（DEV OF XO�right）between conditions. The mean amount of change in DEV OF XO�right（cm）with GVS
was 0.16±0.37, with sham was�0.28±0.50.【Discussion】Our results indicated that GVS has no effect on static standing balance,
but facilitates the deviation of CoP toward right. It is possible that GVS changed the vestibular sensation as if be inclined to the
left.
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Disruptive Effect of Simulated Microgravity on Circadian Activity Rhythm of
Rats and Intensity�Dependent Counter Effect of Intermittent Centrifugation
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【Purpose】

Although weightlessness（e.g. bed rest, space flight）disrupts circadian rhythms, appropriate countermeasures are not yet de-
veloped. Artificial gravity using centrifugation could be a promising option. However, few studies have investigated artificial
gravity as a countermeasure to the alteration of circadian rhythms. The purpose of this study was to examine whether and to
what extent the intermittent gravitation attenuates the disruption of circadian activities.

【Methods】

Eight�week old male Wistar rats were hind�limb unloaded by their tail for 2 weeks（unloading period）followed by another 2�
week free rearing（recovery period）. They were distributed into 5 groups of 8 individuals according to intensity of the gravita-
tion during the unloading period：（1）Free Cage Control（Ctrl）；（2）Continuously Unloaded（UL）；（3）Reloaded for 1 hour
a day（+1G）；（4）Centrifuged at 1.5G（+1.5G）；（5）Centrifuged at 2.5G（+2.5G）. Muscle weight of hindlimb extensors and
Gross Motor Activity（GMA）using implanted activity logger were evaluated.

【Results】

Muscle weights of intervened groups were recovered to the Ctrl level（p＞0.05）eventually following transient decrease at the
end of the unloading period（p＜0.01）. On the other hand, mean GMA exhibited distinct disruptions. After transient declines
during the unloading period（p＜0.01 to Ctrl）, they were still lower than Ctrl except for +1.5G（p＞0.05 for +1.5G, p＜0.01 for
others）. During the unloading period, diurnal activities（resting phase for rats）, were more affected（higher than Ctrl, p＜0.01）
than nocturnal（p＞0.05）.

【Discussion】

Simulated microgravity by hindlimb unloading alters activity level of rats. Although gravitational interventions during unload-
ing period could attenuate these disturbances, excess stimuli could impair the favorable effects. It implies reaction of gross ac-
tivity to gravitational stimuli varies along the bell�shaped curve.
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O-KS-10-1

超音波画像診断装置を用いた大腿直筋の筋輝度，横断面積の検者内および検者
間間信頼性の検討

佐藤 宏樹1），國安 勝司2），小原 謙一2），岡田 有司3），河島 隆貴3）

1）川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科，
2）川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科，
3）川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター

key words 超音波画像診断・大腿直筋・筋輝度

【はじめに，目的】超音波画像による骨格筋評価は筋横断面積や筋輝度などの量や質的評価が同時に可能で，その有用性から様々
な分野で急速に普及している。しかし，超音波画像診断では目標とする筋によって，測定部位や姿勢などが異なるため，一般化
された測定方法が存在しない。介入研究や臨床応用の際に経時的変化を評価するにあたり，測定方法の統一や測定誤差の検証が
必要である。本研究では，超音波画像診断装置による骨格筋評価を臨床応用するための基礎研究として，大腿直筋を対象に超音
波評価の相対信頼性と絶対信頼性を検討した。

【方法】被検者は健常男性 16 名（年齢 21.5 歳）とした。検査者は検査習熟度の差を除くため，超音波画像診断の経験のない理学
療法士 3 名とした。検査者には事前に機器の操作説明および数回の撮像練習を実施した。測定回数は被検者 1 人に対して，各検
査者が 3 回行った。測定は超音波画像診断装置（SonoSite M�turbo）を使用し，リニア型プローブ（56mm，6～15MHz）を用
いて，B モード法で短軸像にて統一し撮像した。測定姿勢は背臥位，股関節中間位とした。測定部位は，上前腸骨棘から膝蓋骨
上縁を結ぶ線の遠位 1/3 の位置とした。垂直指標は大腿骨上縁の輝度が最も高輝度に描出される位置とし，プローブが皮膚に直
接触れないようにジェルを塗布し，皮膚の圧迫を回避した。画像解析は Image J ソフトウェアを使用し，横断面積（cm2）およ
び筋輝度を測定した。測定で得られたデータの相対信頼性は級内相関係数（intra�class correlation coefficient：以下 ICC）を用
い，筋横断面積，筋輝度の各項目の検者内信頼性（ICC（1,1）），検者間信頼性（ICC（2,1），（3,1））を算出した。絶対信頼性は
Bland�Altman（以下 B�A）分析を用い，誤差の許容範囲（固定誤差），測定値の標準誤差（standard error of measurement：以
下 SEM），最小可検変化量（minimal detectable change：以下 MDC95）を算出および系統誤差を確認した。SPSS statistics 22

（IBM）を用い ICC を算出し，R2.8.1 を用いて B�A 分析を行った。

【結果】ICC（1,1）では，筋輝度（ICC＝0.765～0.882），横断面積（ICC＞0.9）の信頼性が確認された。ICC（2,1）では筋輝度
（ICC＝0.823～854），横断面積（ICC＞0.9），ICC（3,3）では筋輝度（ICC＞0.9），横断面積（ICC＞0.9）の信頼性が確認された。
B�A 分析により同一検査者における SEM は，筋輝度が 1.49～2.26，横断面積は 0.12～0.17cm2，MDC95は，筋輝度が 4.13～6.77，
横断面積は 0.32～0.46cm2であった。系統誤差（固定誤差，比例誤差）は各項目に認められなかった。

【考察】健常男性を対象に大腿直筋の筋輝度および横断面積の検者間および検者内信頼性を検討した結果，本研究の測定方法で
あればいずれの ICC も高値を示し，B�A 分析では系統誤差が認められなかった。ICC（1,3）は両者で ICC＞0.9 を確保でき，本
研究で得られた MDC95より大きな変化は「真の変化」として介入研究や臨床応用の際の効果判定に使用することが可能である。
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O-KS-10-2

安静時および膝関節伸展運動時の大腿四頭筋厚および筋輝度変化と膝伸展筋力
との関連性

葛西 貴徹1），若山 佐一2），木村 賢人2）

1）医療法人整友会弘前記念病院，2）弘前大学大学院保健学研究科

key words 膝関節伸展運動・大腿四頭筋厚・筋輝度

【はじめに，目的】

超音波画像診断装置（Ultrasonography：以下 US）を用いた筋骨格系組織の評価は，理学療法士が行える筋量評価の一つであり，
先行研究においても膝伸展筋力増強は，大腿直筋筋厚増加や筋質を示す筋輝度低下と相関を認めると報告されている。US はリ
アルタイムに評価できる利点があるが，運動時の収縮動態と筋力を比較したものはなく，また大腿四頭筋全てを検討した研究は
ない。そこで本研究の目的は，若年健常者を対象に大腿四頭筋の筋収縮時の超音波画像を測定し，運動前後での筋厚，筋輝度の
変化を検討する事，また膝伸展筋力との関連性を検討する事とした。

【方法】

対象は右膝の手術歴がなく，測定時点で右膝に疼痛がない 61 名（男性 36 名，女性 25 名，年齢 21.0±1.9 歳）とした。超音波画
像診断装置（ACUSON X300）を使用し，大腿の 3 箇所の測定点でマーカーを貼付し，長軸方向にリニアプローブを当てた。測
定課題は右膝 90̊ 屈曲位での大腿四頭筋の求心性収縮課題とした。課題は各測定点で 2 回ずつ行い，US を用いた動画撮影は 30
fps にて 4 秒間の動画を保存した。後に安静時，膝完全伸展時の画像を抽出し，ImageJ を用いて測定点における大腿直筋，中間
広筋，外側広筋，内側広筋の 4 筋の筋厚，8 bit gray scale による筋輝度を解析し，2 回の平均を算出した。膝伸展筋力として Hand
Held Dynamometer（IsoforceGT310）を用い，最大努力下の等尺性収縮を 3 回行い，3 回分の平均値と測定点までの距離を乗じ
た値を用いた。統計解析は R2.8.1 を用いて有意水準 5% とし，運動前後の検討として正規性の検定の後に 2 群間の比較を，膝伸
展筋力との関連性の検討として，変数増減法によるステップワイズ法重回帰分析を用いて，従属変数として膝伸展筋力を，独立
変数として各筋の解析した筋厚，筋輝度を選択し検討を行った。

【結果】

筋厚について，安静時に比べて膝完全伸展時は大腿直筋のみ有意な増加を，他の 3 筋は有意な減少を認めた（p＜0.05）。筋輝度
について，安静時に比べ，膝完全伸展時は全ての筋で有意な減少を認めた（p＜0.05）。重回帰分析の結果，安静時の内側広筋筋
厚，膝完全伸展時の外側広筋筋輝度，安静時の中間広筋筋輝度が選択された（p＜0.001，R=0.54）。

【結論】

結果より求心性収縮課題においては筋の短縮によって筋の形状が変化し，筋厚や筋輝度が有意に変化したが，紡錘筋や羽状筋と
いった筋形態の違いが筋厚変化の違いに影響したと考える。膝伸展筋力と相関を認めたのは大腿広筋群の 3 筋であり，大腿直筋
と比べると形態的に生理的横断面積が大きくなることに加えて，筋質の点でも筋力に影響しやすい特性がある可能性が示唆さ
れた。本研究では運動時の超音波動態も筋力に影響することが示唆され，測定課題としてもリスクが少ないことから，今後は高
齢者を対象とした研究や，運動器疾患における手術前後を対象とした超音波動態を検討していきたいと考える。
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O-KS-10-3

生体インビーダンス法による筋量推定法を用いた筋量低下者における骨格筋量と身体機能・構造
健常成人における骨格筋指数の算出方法の違いによる筋量低下者の特徴

髙橋 泰子1,2），石坂 正大3），久保 晃3）

1）国際医療福祉大学大学院，2）化学療法研究所附属病院リハビリテーション室，3）国際医療福祉大学

key words サルコペニア・筋量・生体インピーダンス法

【はじめに，目的】

サルコペニアは加齢による骨格筋量の低下を特徴とする症候群であり，高齢者では ADL・QOL や転倒・骨折リスクに及ぼす影
響が大きくサルコペニアの予防は必須となってきている。European Working Group on Sarcopenia in Older People（以下，
EWGSOP）では筋量の低下と身体能力の両方で評価を行うことを推奨している。これまで骨格筋指数（Skeleal muscle index：
SMI）の算出方法は，四肢骨格筋量を身長の 2 乗で除した Baumgartner らの方法，骨格筋量を体重で除し 100％ に換算した Jans-
sen らの方法，四肢除脂肪重量を身長の 2 乗で除した Newman らの方法がある。また，Janssen らは若年被験者の平均�1SD
から�2SD までを Class1 のサルコペニア，�2SD 以下を Class2 のサルコペニアと定義している。加齢に伴い骨格筋量が減少する
度合いや時期が報告され，このことから，高齢となった際の骨格筋量は若年者の骨格筋量に影響することが考えられた。そこで，
本研究では健常者で筋量の低下を認める対象者の特徴を明らかにし若年者の基礎資料を得ることを目的とした。

【方法】

対象者は，健常成人 51 名（男性 32 名/女性 19 名），平均年齢 19.4±0.8 歳であった。筋量の計測では，In Body を用いて，体脂
肪量・体脂肪率，除脂肪量，四肢骨格筋量などの体組成を測定した。測定周波数は，5kHz，50kHz，500kHz の 3 種類からなり，
四肢遠位より電流を供給する 8 点接触型電極法である。握力測定は握力計を使用し計測を行った。また，全対象者の SMI の平
均値と標準偏差を算出し，性別ごとに平均値�1SD から�2SD の間を筋量低下群（以下低下群）と平均値±1SD を Normal 群（以
下 N 群）と分類し，対応のない t 検定で比較した。SMI の算出方法は，Baumgartner らの方法を Bsmi とし，Janssen らの方法
を Jsmi，Newman らの方法を Nsmi として算出した。統計解析は，IBM SPSS Statistics 23 を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

N 群が 36 名（男性 25 名/女性 11 名），低下群が 15 名（男性 7 名/女性 8 名）であった。Jsmi7 名（男性 4 名/女性 3 名），Nsmi
7 名（男性 3 名/女性 4 名），Bsmi7 名（男性 3 名/女性 4 名）となった。骨格筋指数の算出方法の違いでは，Jsmi の低下群では
BMI，体脂肪量，体脂肪率で N 群より有意に大きい値を示した。Nsmi では，体重，BMI，タンパク質，除脂肪量で有意に小さ
く，体脂肪率では有意に大きい値を示した。Bsmi では，体重・タンパク質・除脂肪量，握力にて N 群より有意に小さい値を示
した。男性での 2 群間の比較では，体脂肪量・体脂肪率で低下群が有意に大きい値を示した。一方女性では，タンパク質・除脂
肪量・四肢骨格筋量・握力にて有意に小さい値を示した。

【結論】

各 SMI の算出方法にて，�1SD と�2SD の間に入る若年者が存在しており，N 群と比較すると有意差が出現する項目は各算出方
法によって異なる。Jsmi は，体脂肪との有意差が出現し，Bsmi では体組成に加え握力で N 群と比して有意に小さい値となった。
また SMI は，男性は体脂肪に，女性は筋量に影響を与えることが示唆された。
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O-KS-10-4

高齢者の膝伸展筋力に骨格筋の質的変化が及ぼす影響
―筋輝度だけでなく骨格筋細胞外液比が関連する―

谷口 匡史1,2），山田 陽介3），福元 喜啓4），澤野翔一朗1），池添 冬芽2），渡邊 裕也5），
木村みさか5），市橋 則明2）

1）滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，3）国立健康・栄養研究所基礎栄養研究部，
4）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，5）京都学園大学健康医療学部

key words 膝伸展筋力・筋輝度・骨格筋細胞液

【はじめに，目的】高齢者の筋力発揮には，骨格筋の量的因子だけではなく非収縮組織の増加といった質的因子が関連する。骨
格筋の超音波画像上で筋内脂肪・結合組織量の増加を表す筋輝度は，筋厚とは独立して筋力発揮に関連することが報告されて
以降，多くの研究で用いられてきた。一方，近年では，生体電気インピーダンス分光法（BIS 法）を用いて評価した筋の質的変
化が筋力に関連することが報告されている。BIS 法は骨格筋組織内の水分量から細胞内液量（ICW）と細胞外液量（ECW）に分
類し評価する。ICW は骨格筋細胞，ECW は筋細胞外区画を表すことから，骨格筋細胞外液比（ECW/ICW 比）の高値もまた筋
内浮腫といった非収縮組織の増加，すなわち筋の質的低下を示す指標として重要となる。このように異なる手法での筋の質的変
化が報告されているが，筋輝度と ECW/ICW 比を同時に計測し筋力との関連を検討した報告はない。本研究の目的は，高齢者
の筋力発揮における筋厚と筋輝度，ECW/ICW 比の関連について明らかにすることである。【方法】地域在住健常高齢女性 181
名（年齢 74.0±5.0 歳）を対象とした。筋力測定器を使用し，端座位膝屈曲 90 度位にて右側の最大等尺性膝伸展筋力（Nm）を
測定した。また，超音波画像診断装置（GE Healthcare 社製）を用いて，安静背臥位における大腿中央部の横断画像を撮像した。
先行研究と同様に，大腿四頭筋の筋厚は大腿直筋・中間広筋の和とした。筋輝度は大腿直筋を解析対象とし，グレースケールに
て算出した。ECW/ICW 比は，BIS 法を搭載したインピーダンス計（SK メディカル社製）を用い，背臥位にて 3～5 分の安静後
に計測し，先行研究に準じて算出した。さらに，膝関節痛の有無について聴取した。統計解析には，従属変数を膝伸展筋力とし
たステップワイズ重回帰分析を用いた。独立変数は，モデル 1 では筋厚・筋輝度・年齢・BMI・疼痛の有無，モデル 2 では
ECW/ICW 比を追加して，膝伸展筋力との関係を検討した。【結果】膝伸展筋力は 92.8±26.6Nm，筋厚 3.18±0.6cm，筋輝度 97.0
±10.8，ECW/ICW 比 0.75±0.23 であった。重回帰分析の結果，モデル 1 では筋厚（β=0.30）・筋輝度（β=�0.17）が有意な項目
として選択された。また，モデル 2 では，筋厚（β=0.24）・筋輝度（β=�0.15）に加えて，ECW/ICW 比（β=�0.24）が有意な項
目として選択された。なお，両モデルともに多重共線性に問題はなかった。【結論】先行研究に一致し，高齢者の膝伸展筋力に
筋厚・筋輝度が影響することを確認した。モデル 2 の結果より，筋厚・筋輝度だけではなく ECW/ICW 比もまた，高齢者の筋
力発揮に独立して影響することが明らかとなった。筋の質的評価とされる筋輝度と ECW/ICW 比は異なる性質を反映し，筋輝
度だけでは評価しきれなかった質的変化を補完すると考えられた。両者を評価することにより筋力低下を引き起こす質的変化
をより精度よく評価できることが示唆された。
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高齢入院患者における身体活動量を含めた栄養評価に基づく栄養補助食品付与
の効果

備瀬 隆広1），河崎 靖範1），槌田 義美1），嶋津小百合1），吉村 芳弘1），久保 高明2），與座 嘉康2）

1）社会医療法人社団熊本丸田会熊本リハビリテーション病院，2）熊本保健科学大学

key words リハビリテーション・身体活動量・栄養付与

【はじめに，目的】

リハビリテーション病棟入院高齢患者では，リハビリテーションによる身体活動量に伴う，消費エネルギー量の増大がみられる
ため，現在提唱されている栄養管理方法では投与エネルギー量が不足する危険性があると考えられる。本研究の目的は，リハビ
リテーション病棟入院高齢患者に対する，身体活動量を含めた栄養評価に基づく栄養補助食品の付与量調整の効果を検証する
ことである。

【方法】

対象は，2014 年 9 月から 2015 年 10 月の期間に回復期リハビリテーション病棟に入院した 65 歳以上の高齢患者 34 名（男性 11
名，女性 23 名）で，平均年齢は 82.82±8.04。そのうち，身体活動量を含めた栄養評価に基づいて栄養補助食品を付与した群

（以下，介入群）18 名（男性 6 名，女性 12 名），栄養補助食品を付与せず，従来の栄養管理方法で栄養設定した群（以下，コン
トロール群）16 名（男性 5 名，女性 11 名）であった。効果検証のため，回復期リハビリテーション病棟入・退院時に摂取カロ
リー，BMI，Alb 値，握力，起立練習量，motor Functional Independence measure（mFIM），骨格筋量，体脂肪率，基礎代謝
量を調査計測し，比較・検討した。

【結果】

介入群，コントロール群の基本的属性を比較した結果，両群全ての項目において有意差が認められた項目はなかった。入・退院
時の比較において，コントロール群では Alb 値（p＜0.01），起立練習量（p＜0.05），mFIM（p＜0.01）の項目で有意な改善がみ
られた。介入群においては，Alb 値（p＜0.05），起立練習量（p＜0.01），mFIM（p＜0.01）に加え，コントロール群では有意な
改善が認められなかった握力（p＜0.05），骨格筋量（p＜0.01），基礎代謝量（p＜0.01），体脂肪率（p＜0.05），摂取カロリー（p
＜0.01）においても有意な改善が認められた。なお，BMI に有意な変化は認められなかった。

【結論】

身体活動量を含めた栄養評価に基づいて栄養付与を行うことで，リハビリテーションなどによって消費エネルギーが大きいリ
ハビリテーション病院入院高齢患者に対しても，適切な栄養管理が提供できると考えた。
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O-KS-10-6

スポーツ用弾性タイツが膝関節伸展筋群の筋持久力に与える影響

遠藤 達哉1），早川 真由2），高橋 敬亮3），杉山 未紗4），齋藤 昭彦5），村上 幸士5）

1）医療法人社団明芳会高島平中央総合病院，2）社会福祉法人慈恵療育会相模原療育園，
3）社会医療法人社団順江会江東病院，4）社団法人巨樹の会小金井リハビリテーション病院，
5）杏林大学保健学部理学療法学科

key words 筋持久力・弾性タイツ・膝関節伸展筋群

【はじめに，目的】

医療用弾性タイツは保存療法として下肢の静脈循環障害や浮腫を伴う疾患へ利用されている。弾性タイツに関する先行研究で
は，下腿三頭筋に着目した研究が多く，運動時に頻見する走行や跳躍動作で重要となる膝関節伸筋群の研究は少ない。

本研究では，若年層における弾性タイツによる効果を膝関節伸筋群に着目し明らかにすることで，走行や跳躍動作を繰り返す運
動時や，それらの動作を用いた運動介入において有意義な知見になると考えた。

そこで，弾性タイツ着用時と非着用時における膝関節伸筋群の筋持久力の相違について，等速性筋力測定機器を使用して明らか
にすることを目的とした。

【方法】

健常男子大学生 26 名を対象とした。測定肢位は椅子座位で，三角クッションを使用し背もたれが 90̊ になるように設定した。右
足関節は底屈位に保持した状態で，下腿の遠位端をパッドで固定し，右大腿部固定時のベルトの圧は対象内での条件を一定にす
るため 80hpa とした。測定範囲は膝関節 90̊～最大伸展位とした。測定は角速度 180deg/sec にて，最大努力で 30 回 3 セットを
行った。筋疲労を考慮しセット間は 1 分間の休憩を設けた。筋持久力の評価指標は，2 セット目の等速運動開始 4 から 8 回の最
大筋力値の平均に対し，3 セット目の終了 5 回の最大筋力値の平均の差とした。なお 1 セット目は準備期として除外した。また，
測定前後の変化を比較するため安静座位にて大転子と大腿骨外側上顆間 1/2 部位にて大腿周径を測定。

【結果】

弾性タイツ着用群，非着用群の筋持久力の比較では，弾性タイツ着用群において 1.43±0.26Nm/kg，非着用群において 1.67±0.26
Nm/kg であり，弾性タイツ着用群は非着用群と比較し，筋持久力の低下が有意に抑制された（p＜0.01）。弾性タイツ着用群は，
運動前後で平均 0.69±0.20cm 有意に増加した（p＜0.05）。また，弾性タイツ非着用群は，運動前後で平均 0.96±0.14cm 有意に増
加した（p＜0.01）。よって，弾性タイツ非着用群と比較し，弾性タイツ着用群では増加が抑制された。

【結論】

筋持久力は筋の有酸素的作業能をさしており，筋への酸素の供給が筋持久力を決定する生理的因子であるため，末梢の血液循環
と筋の代謝が大きな影響を与える。筋の血流量が多いほど筋の酸素摂取量が大きく，筋持久力は高い。そのため，弾性タイツ着
用群では，末梢の血液循環が向上したと推察する。これにより，筋の酸素摂取量が増加し膝関節伸筋群の遅筋線維への酸素供給
の増加が考えられる。また，速筋線維の収縮にともなって生じる乳酸などの代謝産物を速やかに除去できると考える。

本研究の結果では，弾性タイツの圧により末梢の血液循環が向上し，筋の酸素摂取量が増加したため，膝関節伸展筋群の筋持久
力の低下が抑制されたと考える。

今後は本研究の結果を生かし，走行，跳躍などを必要とするスポーツ場面において弾性タイツ着用における効果について検討し
ていきたい。
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O-KS-11-1

重症頭部外傷後の遷延性意識障害例の長期的白質変化と長期的意識障害改善度
との関連

阿部 浩明1），長嶺 義秀1），藤原 悟2）

1）一般財団法人広南会広南病院東北療護センター，2）一般財団法人広南会広南病院脳神経外科

key words 拡散テンソル画像・頭部外傷・遷延性意識障害

【目的】

重症頭部外傷後の遷延性意識障害（PVS）の予後は一般的に不良であるが，一部では長期間の経過を経て意識障害の重症度に改
善がみられる症例が存在する。PVS 例の理学療法では，治療介入による反応を捉え難く，長期介入によって PVS に改善が得れ
らるか否かを把握することは極めて難しい。交通外傷後の PVS 例の治療を専門的かつ長期的に行う当センターでは各症例の長
期的予後が不明なまま日々の介入を続けざるをえない実情がある。頭部外傷による PVS 例の多くはびまん性軸索損傷（DAI）を
伴い，近年，この DAI の程度を拡散テンソル画像（DTI）によって把握可能となってきた。本研究の目的は DTI を用いて PVS
例の白質変化を検討し，DTI の各種パラメーターと長期的予後との関係性を把握することである。

【方法】

対象は 2009 年 2 月から 2012 年 5 月までに当院に入院した交通事故関連脳損傷後に PVS を呈した 24 名のうち，1 年以上経過観
察がなされ， 入院初期およびその 1 年後に 3T MRI による DTI 撮像がなされた者で， かつ著しい脳の変形のない 7 例である。
全脳の白質を対象とした解析法である tract�based spatial statistics（TBSS）の手法を用いて入院時と 1 年後の白質の Fractional
anisotoropy（FA）値を比較した。解析の対象は TBSS の過程で作成した全脳白質スケルトンの平均 FA 値，FA 値 0.5 以上の
voxel 数，TBSS にて有意な変化が確認された領域の神経線維束の FA 平均値とした。これらの DTI パラメーターと 1 年後の
PVS 重症度の改善度との関係を調査した。意識障害の重症度は PVS の評価を目的として開発された広南スコアを用いて評価し
た。

【結果】

対象者 7 例の平均年齢は 59.7±8.4 歳，男性 5 名，女性 2 名，広南スコアは 53.6±15.6 で，受傷から入院までの期間は 257.7±98.5
日であった。TBSS では広範な領域に散在して有意な FA 減少領域がみられ，FA 値低下領域は特に小鉗子に集中した。DTI
パラメータのうち全脳白質スケルトンを対象とした平均 FA 値は初回撮像時 0.3738±0.0329，二回目撮像時は 0.3462±0.0179，同
様に，FA 値 0.5 以上の voxel 数は 24718.9±10103.8，18002.4±4394.0，小鉗子が通過する領域の FA 値は 0.57±0.040，0.53±0.031
となりいずれも有意（p＜0.05）に減少していた。一方で，広南スコアの改善度と DTI のパラメーターとの相関は第 2 回撮像時
の FA 値 0.5 以上の voxel 数のみ有意な相関（r=0.78，p＜0.05）がみられ，1 年後の撮像時に FA 値 0.5 以上の voxel 数が多い症
例ほど PVS が改善していた。

【結論】

慢性期の PVS では約 1 年経過した後にも FA 値に変化が生じており，1 年後の FA 値 0.5 以上を示す白質領域の多さが PVS の
改善度と相関した。これらのパラメーターの観察は通常の理学療法に対する反応に乏しい PVS 例への治療介入効果を計る一つ
の指標となり得るのかもしれない。
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O-KS-11-2

脳梗塞後痙縮発症マウスの脳幹網様体におけるシナプスの恒常的可塑性変化

白井 遥1），鹿島 崇人2），李 佐知子3）

1）名古屋大学医学部保健学科，2）名古屋市立大学病院，
3）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法講座

key words スケーリング・グルタミン酸受容体・シナプス

【はじめに，目的】

痙縮は，中枢神経障害後すぐに出現せず，長期間かけて出現・亢進することから，中枢神経障害後の可塑的変化による影響が示
唆される。神経の可塑的変化を起こす機序の一つに恒常的可塑性があり，神経細胞では入力刺激が極端に減少や増加した場合，
入力刺激の調節に変化が生じる。恒常的可塑性下ではシナプスにおけるグルタミン酸受容体の数やそのサブユニット構成の変
化，また細胞膜と細胞内の受容体輸送による細胞活動の調整（スケーリング）が起こる。私たちは，これまで脳梗塞後痙縮発症
マウスを用いて痙縮発症機序として，脊髄反射の中枢とされる脳幹網様体神経核において神経活動の亢進を確認し，その活動亢
進の背景に恒常的可塑性があるのではないかと仮説を立てた。そこで本研究は，痙縮マウスを用いて脳幹網様体神経細胞におけ
るシナプスの可塑的変化をグルタミン酸受容体面積のシナプスおよび細胞内における局在を解析する。

【方法】

脳梗塞を作成し，1 週後の脳幹を採取した。免疫染色にて，脳幹網様体における興奮性シナプスマーカー PSD�95 と共局在する
AMPA 型グルタミン酸受容体サブユニット GluR1，およびシナプス外に存在する GluR1 の比率を確認した。

【結果】

脳梗塞群で 1 視野あたりの平均シナプス数が有意に減少した（p＜0.01）。シナプスに局在する GluR1 面積は有意に増加した（脳
梗塞群=0.56 mm̂2，sham 群=0.47 mm̂2，p＜0.01）。受容体輸送について，1 視野あたりのシナプスに局在する GluR1 とシナプ
ス外に局在する GluR1 の面積を解析したところ，脳梗塞群ではシナプス外よりもシナプスに局在する面積が有意に多く（シナプ
ス局在＝12.6 mm̂2，シナプス外=3.7 mm̂2，p＜0.01），一方 sham 群では逆の配置となった（シナプス局在＝7.0 mm̂2，シナプ
ス外=17.3 mm̂2，p＜0.01）。さらにシナプスにおけるサブユニット構成の変化として，GluR1 を持つグルタミン酸受容体の割合
が有意に増加した（脳梗塞群=25%，sham 群=21%，p＜0.01）。

【結論】

本研究結果は，脳梗塞後に脳幹網様体神経細胞において恒常的可塑的変化が生じている可能性を示す。脳梗塞により大脳皮質か
ら脳幹網様体への入力刺激が激減することで恒常的可塑性が生じたと考えられる。今後は，恒常的可塑的変化について GluR1
以外のサブユニットの変化や，受容体輸送に関連する Thorase 分子（ATPase family AAA domain�containing protein1）などの
関与について詳細を解析し，この可塑的変化により，細胞活動の亢進や痙縮の発症が生じているかなどの検討も行いたい。
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O-KS-11-3

脳出血モデルラットにおけるトレッドミル走行の実施時期の違いが運動機能回
復および組織傷害に与える影響

玉越 敬悟1,2,3），石田 和人3），高松 泰行3），中川 弘毅1,2），早尾 啓志1,2），田巻 弘之1,2）

1）新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，
3）名古屋大学大学院医学系研究科

key words 脳出血・トレッドミル運動・実施時期

【はじめに】

脳卒中後の早期リハビリテーションは，臨床研究や基礎研究で有効性が示されており，多くの医療機関で積極的に実施されてい
る。しかし，動物実験を用いた基礎研究の中には，脳卒中後の早期リハビリテーションが傷害領域を増悪させることが報告され
ており，一定の見解が得られているとは言えない。本研究は，脳出血モデルラットにおけるトレッドミル走行の実施時期の違い
が運動機能回復および組織傷害に与える影響について比較検証することを目的とした。

【方法】

実験動物には Wistar 系雄性ラットを用いた。対象を無作為に偽手術群（SHAM 群：n=6），脳出血+非運動群（ICH+Cont 群：
n=6），脳出血+早期トレッドミル群（ICH+ET 群：n=7），脳出血+後期トレッドミル群（ICH+LT 群：n=7）の 4 群に分けた。
脳出血モデルは，左方 3.0mm，前方 0.5mm，深度 4.0mm の位置にカニューレを挿入し，コラゲナーゼ・Type IV（200 U/ml，
1.2 ul）を一定流速で注入して作製した。トレッドミル走行条件は，11m/min の速度で 60 分間とし，ICH+ET 群は術後 2 日目か
ら 8 日目まで，ICH+LT 群は術後 9 日目から 15 日目まで実施した。運動機能評価には Forelimb placing test と Horizontal lad-
der test を用いた。Horizontal ladder test では，麻痺側前後肢の Correct 率と Error 率を解析した。各評価を術前，術後 1 日目，
8 日目，15 日目に行った。脳出血後 16 日目に脳組織を採取し，凍結切片を作製後，ニッスル染色を行った。出血による組織傷
害の軽減効果を検証するために損傷体積を解析した。さらに，大脳皮質萎縮の抑制効果について検証するために大脳皮質感覚運
動野における皮質全体と第 V 層の厚さを解析した。

【結果】

Forelimb placing test による運動機能評価では，ICH+ET 群は ICH+Cont 群と ICH+LT 群より有意な改善を示した。Horizontal
ladder test において，ICH+ET 群の Error 率が ICH+Cont 群より有意に低値を示した。また，ICH+Cont 群と ICH+LT 群の Er-
ror 率は，SHAM 群より有意に高値を示した。損傷体積は，ICH+Cont 群，ICH+ET 群，ICH+LT 群の間に有意差はなかった。
大脳皮質における全層および第 V 層の厚さの解析で，ICH+ET 群は ICH+Cont 群および ICH+LT 群と比較して有意に高値を
示した。

【結論】

本研究から，脳出血後の早期トレッドミル走行は後期トレッドミル走行より大脳皮質の萎縮を抑制する効果があり，運動機能回
復を促進させることが分かった。
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ヘッドマウントディスプレイを用いた視覚誘導性自己運動錯覚によって生じる
無知覚運動は身体運動の映像と同調するのか？

高橋 良輔1,2,3），金子 文成1,2），柴田恵理子1,2），板口 典弘4），奥山 航平5）

1）札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座，2）札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門，
3）医療法人社団進和会旭川リハビリテーション病院，4）札幌医科大学保健医療学部日本学術振興会特別研究員，
5）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

key words 視覚誘導性自己運動錯覚・無知覚運動・筋電図

【はじめに】

安静状態にある被験者に対して自己身体運動の動画による視覚刺激を付与することで，あたかも身体運動が生じているような
心理的状況になることを，本研究では視覚誘導性自己運動錯覚（kinesthetic illusion induced by visual stimulation：KiNvis）と
呼ぶ。これまでに我々は KiNvis の生理学的な背景として，KiNvis 中には下頭頂小葉を含めた脳神経回路網が賦活することや，
皮質脊髄路興奮性が増大することなどを報告した。そのような研究を通して，KiNvis 中に被験者が無意識下で筋収縮を発現する
ような状況をしばしば経験している（無知覚運動）。これは KiNvis が運動出力系に強く影響していることを示唆しており，その
生理学的影響を解明することは臨床的にも意義深いと考えた。そこで本研究ではまず，KiNvis によって生じる無知覚運動が観察
している身体運動の映像と同調して発現するのかを検証することで，無知覚運動が身体映像を観察することに起因する現象な
のかを明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健康な成人 18 名とした。視覚刺激には自身の右手関節掌背屈運動の動画を用い，ヘッドマウントディスプレイ（HMD）
に提示した。被験者は安楽な椅子座位で，1 日につき静止画 5 分を 1 試技と動画 5 分を 4 試技の合計 25 分間，映像を観察させる
トレーニングを 5 日間反復した。観察させる動画は掌屈 3 秒，背屈 3 秒（1 周期 6 秒）を繰り返す動画を用いた。トレーニング
中に橈側手根屈筋（FCR）と橈側手根伸筋（ECR）から表面筋電図を記録した。評価指標は各筋の筋電図から算出した 5 分間の
二乗平均平方根（Root mean square：RMS）および，動画との同調性とした。RMS 値は，FCR と ECR の RMS 値を平均し，各
トレーニング試技の代表値とした。動画との同調性は，提示した動画の周期と RMS 値との同調率を各筋で算出し，各トレーニ
ング試技において 25% を超えた時間の割合を算出した。この割合の 2 筋の和を本研究における同調性の指標とした。さらに，1
日目にトレーニング開始時と 5 日目のトレーニング終了時において，自己身体所有感の有無と運動錯覚感を 7 リッカートス
ケールにて評価した。統計学的解析として測定日およびトレーニング試技を要因とした一元配置分散分析を行なった（p＜0.05）。

【結果】

動画内の身体に自己身体所有感が生じた被験者数は，トレーニング前で 56％，トレーニング後で 78％ であった。これに対し，
運動錯覚感はトレーニング前で 50％，トレーニング後は 56% であり，反復トレーニングにより変化しなかった。RMS 値は測定
日および各トレーニング試技に有意な主効果があり，1 日目と比較して 5 日目で減少した。一方，同調性は静止画と比較して
KiNvis 中で有意に増加した。

【結論】

HMD を用いた KiNvis によって生じる無知覚運動は，観察している身体運動の映像と同調して発現していた。このことから無知
覚運動は錯覚誘導で提示されている動画の影響により発現するものであることが示唆された。
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運動主体感と誤差修正に基づく運動学習効果との関連性
―intentional binding 課題を用いて―

根木 彩香1），西 祐樹2），西 勇樹2），林田 一輝2），大住 倫弘3），信迫 悟志2,3），森岡 周2,3）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，
2）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 運動主体感・運動学習・intentional binding

【はじめに，目的】運動主体感とは「この運動を行っているのは自分自身である」という感覚であり，運動意図により起こる遠
心性コピーと感覚フィードバックの一致によって生じる。近年，運動主体感の評価指標として intentional binding（IB）が考案
され，自由意思行動では IB が高まることが明らかにされた（Haggard, 2016）。一方，運動学習は運動の予測と結果の誤差を修
正することで起こる（教師あり学習）。近年，運動主体感が運動学習に関係するといった仮説が提案されているが，その二つの
関係を明確にした研究はない。そこで我々は，IB と運動学習効果の両者を同時に測定できるプログラムを作成し，運動主体感の
程度が運動学習に及ぼす影響を調べた。

【方法】健康大学生 30 名を被験者とし，PC 画面上で水平方向に反復運動する円形オブジェクトをキー押しによって画面中央で
止めるよう指示した。画面の中心座標から円形オブジェクトの中心座標までの距離（px）を計測し，各セットの平均値を算出し
た（エラー）。キー押し後，200，500，700msec 遅延してビープ音が無作為に鳴るよう設定し，この遅延時間を被験者に回答さ
せ，実際の遅延時間との差を抽出した（IB）。この IB 値が低いほど運動主体感が高いことを意味する（Haggard, 2016）。ビープ
音は無作為に各 6 回（計 18 回）与え，それを 1 セット計 10 セット実施した。これらプログラムは LabVIEW（National Insturu-
ments）を用いて作成した。学習特性の違いを分類するために，1 セットと 10 セットのエラーである 2 変数を用いクラスタ解析
を行った。各クラスタにおけるエラーと IB を比較するために，10 セットを 2 セットずつ全 5 期に分け，Friedman 検定を行い
Bonferroni 法で補正した（p＜0.003）。エラーと IB の関係はピアソン相関係数により処理した（p＜0.05）。

【結果】第一クラスタ（n=11）は学習効果が認められた群，第二クラスタ（n=19）は運動の精度が一定な群に分類できた（p
＜0.01）。第一クラスタでは，エラーは 1 期に比べ 4，5 期で有意に低下し，IB も 2 期と比較し 5 期で有意に短縮した。また 5
期では，エラーと IB の間に有意な相関（r=�0.66，p＜0.05）を認めた。第二クラスタはエラー，IB とも一定値を示した。

【結論】第一クラスタは運動学習効果を認めた群であるが，IB も同時に高まり，IB と運動学習効果の間に関連性が認められた。
よって，運動学習の促進に運動主体感の高まりが関与することが示唆された。一方，第二クラスタは初期より運動精度が高い者
で構成されており，課題自体が天井効果であり，IB に大きな変動を認めなかった。運動学習を目的とする理学療法において，対
象者の主体性を引き出す課題が重要であることが本研究によって明確になった。
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脊髄損傷後の運動機能回復における側坐核の因果的関与：霊長類側坐核損傷モ
デルを用いて

鈴木 迪諒1,2），尾上 嘉代3），澤田 真寛1），村田 弓4），肥後 範行4），塚田 秀夫5），
伊佐 正1），尾上 浩隆3），西村 幸男1）

1）京都大学大学院医学研究科，2）総合研究大学院大学生命科学研究科，
3）理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター，4）産業技術総合研究所人間情報研究部門，
5）浜松ホトニクス中央研究所

key words 側坐核・脊髄損傷・機能回復

【はじめに，目的】

脳脊髄損傷患者の多くがうつ症状を併発し，機能回復の阻害因子となっている。患者の意欲を引き出すことが運動機能回復を促
すといわれているが，その神経機序は明らかではない。意欲の生成には，脳内報酬系の一部である側坐核の関与が指摘されてい
るが，側坐核と運動機能回復との因果関係は不明である。本研究では，脊髄損傷後の運動機能回復への側坐核の因果的関与を明
らかとするために，脳イメージング実験と側坐核損傷実験を行った。

【方法】

機能回復に対する側坐核の貢献度を明らかにするために，示指と親指を用いた精密把握動作を訓練したマカクサル 9 頭に対し
て外側皮質脊髄路を C5/6 レベルで損傷し，下記の 3 つの実験を行った。3 頭に対し，脊髄損傷前と損傷後の回復過程において，
陽電子断層撮影法（PET）にて，損傷側の手での精密把握と握力把握動作中の局所脳血流量（rCBF）をそれぞれ記録し，脊髄
損傷対側の側坐核との間に相関が生じる脳領域を解析した。また，側坐核損傷実験では，別の 3 頭に対して，脊髄損傷する前に，
両側側坐核にイボテン酸を注入し，側坐核を損傷した（側坐核損傷群）。さらに別の 3 頭には両側側坐核に生理食塩水を注入し
偽損傷した（コントロール群）。

【結果】

PET 実験の結果，精密把握課題においては，脊髄損傷後の回復過程で，脊髄損傷対側の側坐核と一次運動野の rCBF の間に，脊
髄損傷前には観られなかった正の相関（p＜0.001）が認められ，機能回復中に機能的神経結合が示唆された。一方で，握力把握
においては，脊髄損傷の前後ともに両者の間に相関は認められなかった。側坐核損傷実験の結果，コントロール群では脊髄損傷
後，精密把握動作は約 1 か月で回復した。側坐核損傷群では，側坐核損傷のみでは精密把握動作は障害されなかったが，脊髄損
傷後の精密把握動作はリハビリテーションによっても回復を認めなかった。一方で，握力把握動作は側坐核損傷群においても回
復した。

【結論】

本研究では脊髄損傷後の精密把握動作の回復に，側坐核が因果的に関与することを明らかとした。PET 実験と側坐核損傷実験の
結果から，側坐核損傷群では，側坐核と一次運動野間の機能的神経結合が発生しないために精密把握動作の回復に至らなかった
と考えられた。一方で，側坐核損傷群でも握力把握が回復したのは，握力把握の回復には側坐核と一次運動野間の機能的神経結
合が必要ないためと考えられた。我々の先行研究で，脊髄損傷後の機能回復初期に側坐核が一次運動野の神経活動を促進し，手
の運動を制御している（Sawada, et al., 2015, Science）ことを明らかにしている。本研究での側坐核損傷モデルが，側坐核から一
次運動野への活動促進が，難易度の高い精密把握動作の回復を実現するために必要であることを示している。側坐核が脊髄損傷
後の機能回復を実現するための脳内神経回路の再組織化に重要な役割を担っているのではないかと示唆される。
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棘下筋上部線維の効果的なストレッチング方法の検討
肩関節の最適な方向と回旋の探索

西下 智1,2,3），草野 拳1），廣野 哲也1），中村 雅俊4），梅原 潤1），市橋 則明1）
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3）関西リハビリテーション病院，4）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words ストレッチング・エラストグラフィー・棘下筋

【目的】肩関節障害の原因の一つとして肩関節後方タイトネス，特に，後方関節包，三角筋後部，棘下筋，小円筋の柔軟性の低
下が問題視されている。しかし，これらの組織に対する効果的なストレッチング（ストレッチ）方法についての研究は少ない。
新鮮遺体を用いた研究では棘下筋のストレッチには伸展位での内旋が有効であることが示されているが，生体での検証は行わ
れていない。一方で，実際のスポーツ現場や臨床では cross�body stretch に代表されるような肩関節を回旋中間位で水平内転さ
せる方法や sleeper stretch に代表されるような肩関節を屈曲 90̊ 位で最大内旋させる方法が用いられることが多い。我々は棘下
筋下部線維に関して「水平内転位や内旋を強調しない伸展位に比べ，伸展位での最大内旋がより効果的なストレッチ肢位であ
る」と報告（第 51 回日本理学療法学術大会）したが，上部線維に関しては未検証であった。そこで本研究の目的は肩関節下垂
位，屈曲 90̊ 位，最大伸展位，最大水平内転位のどのストレッチ方法が棘下筋上部線維に効果的か，さらに，回旋による効果の
増大が認められるかを明らかにすることとした。

【方法】対象は健常成人男性 24 名（平均年齢 24.8±3.8 歳）とし，対象筋は棘下筋上部線維とした。棘下筋の弾性率の計測は超
音波診断装置（SuperSonic Imagine 社製）のせん断波エラストグラフィー機能を用いて行った。弾性率は伸張の程度を表す指標
で，弾性率の変化が大きいほど筋が伸張されていると解釈できる。計測肢位は，方向条件が下垂位（Ele0），屈曲 90̊ 位（Flex
90），最大伸展位（ExtMax），最大水平内転位（HadMax）の 4 条件，回旋条件が最大外旋位（ER），中間位（NR），最大内旋位

（IR）の 3 条件の計 12 肢位とした。統計学的検定は各肢位の弾性率について，反復測定二元配置分散分析および多重比較検定を
行い，有意水準は 5% とした。

【結果】12 肢位の弾性率を，全対象者の平均±標準偏差（単位：kPa）として，回旋条件を ER，NR，IR の順に示す。Ele0 が 7.7
±4.7，7.9±2.1，17.4±8.3，Flex90 が 9.7±2.9，11.0±3.6，14.9±5.4，ExtMax が 11.7±4.1，16.8±8.0，17.0±6.9，HadMax が 19.6
±9.9，22.0±9.8，24.7±10.5 であった。統計学的には方向条件，回旋条件の主効果と交互作用があった。方向条件では HadMax
が，回旋条件では IR の弾性率が有意に高値を示した。HadMax 肢位の回旋条件間比較では ER に比べ IR が有意に高値を示した
が，NR と ER や IR には有意差はなかった。IR 肢位の方向条件間比較では HadMaxIR の弾性率が有意に高値を示した。

【結論】棘下筋上部線維のストレッチ方法に関して，最大水平内転と最大内旋が効果的であることが明らかとなった。さらに最
大水平内転位においても最大外旋位よりも最大内旋位の弾性率が有意に高値を示したため，最大水平内転位で内旋角度をでき
るだけ増大させた肢位がより効果的であることが明らかとなった。
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超音波照射が下腿三頭筋の筋硬度と足関節の受動スティフネスに与える影響

森下 勝行1），中村 雅俊2），佐伯 純弥1），八木 優英1），西下 智1,3,4），坪山 直生1），市橋 則明1）
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3）リハビリテーション科学総合研究所，4）関西リハビリテーション病院

key words 超音波・筋硬度・受動スティフネス

【はじめに，目的】

超音波の即時的および継続的効果として関節可動域（ROM）の増加が報告されている。しかし，ROM は痛みや伸張刺激に対す
る耐性（慣れ）などの影響を受けるため，筋や腱などを含めた筋腱複合体（MTU）の伸張性評価には不適切とされている。こ
のため，MTU の伸張性に対する超音波の効果は明らかではない。近年，MTU の伸張性を適切に評価するためにはせん断波エ
ラストグラフィーによる弾性率（筋硬度）やトルク角度曲線の傾きから算出する受動スティフネスの評価が推奨されている。
我々の先行研究では，超音波の推奨照射範囲である有効照射面積の約 2 倍の範囲で腓腹筋内側頭（MG）を照射した結果，MG
と腓腹筋外側頭（LG）の筋硬度が局所的に低下したものの，足関節の受動スティフネスに対する効果は認められなかった。そこ
で，本研究では下腿三頭筋とアキレス腱を包括した広範囲の超音波照射による効果を検証した。本研究の目的は，超音波照射が
下腿三頭筋の筋硬度と足関節の受動スティフネスに与える影響を明らかにすることである。

【方法】

対象は，健常若年男性 11 名（年齢 25.4±2.8 歳，身長 172.4±5.4cm，体重 64.1±5.3kg，BMI 21.5±1.2kg/m2）である。研究デザ
インは，クロスオーバー試験を採用し，各施行は（1）超音波照射あり（US 群），（2）超音波照射なしの擬似的施行（プラセボ
群）とした。超音波出力条件は，周波数 1MHz，強度 2W/cm2，照射時間率 100%，照射時間は 5 分間とした。超音波は，下腿
三頭筋とアキレス腱の後方および側方からストローク法と回転法を併用しながら照射した。超音波照射には超音波治療器（EU�
910，伊藤超短波社製）を用いた。評価項目は，（1）下腿三頭筋（MG・LG・ヒラメ筋）の筋硬度，（2）足関節の受動スティフ
ネスとした。筋硬度は超音波診断装置せん断波エラストグラフィー機能，受動スティフネスには多用途筋機能評価運動装置を用
いて評価した。統計解析は，反復測定による二元配置分散分析，事後検定に多重比較法（Bonferroni test）を用いた。有意水準
は 5% とした。

【結果】

反復測定による二元配置分散分析の結果，MG と LG の筋硬度および受動スティフネスにおいて交互作用を認めた（p＜0.05）。
多重比較法の結果，MG と LG の筋硬度および受動スティフネスは，US 群のみ施行前に比べ施行後で有意に低下した（p＜0.01）。

【結論】

下腿三頭筋とアキレス腱を包括した広範囲の超音波照射によって MG と LG の筋硬度および足関節の受動スティフネスが低下
した。本結果より，足関節など比較的大きな関節の受動スティフネスを低下させるためには関節運動に拮抗する MTU を全体的
に高強度で照射する必要があることが示唆された。本研究から，超音波の新たな適応方法が明らかになった。
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廃用性筋萎縮に対するストレッチングに加える力の違いが筋線維短径に与える
経時的な影響

石倉 英樹1），小野 武也2），相原 一貴5），佐藤 勇太5），松本 智博3），田坂 厚志4），梅井 凡子2），
積山和加子2），沖 貞明2），大塚 彰1）

1）広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
2）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，3）神戸大学大学院保健学研究科，
4）大阪保健医療大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，5）県立広島大学大学院総合学術研究科

key words 廃用性筋萎縮・ストレッチング・筋肥大

【はじめに，目的】

臨床では，ギプス固定などの不活動状態で生じた廃用性筋萎縮に理学療法介入を行う。骨格筋のストレッチングは筋線維肥大効
果が報告されている。ストレッチングに加える力は愛護的に行うほうがよいとされているが，定量的にどの程度の力を加えれば
よいのか十分検討されていない。そこで本研究は発生した廃用性筋萎縮に対し，異なる 2 つの力でストレッチングを行い，その
後の筋線維短径の経時的な変化を比較してストレッチングに適した力を検討した。

【方法】

実験動物は 9 週齢の Wistar 系雄ラット 36 匹を使用した。すべてのラットは両後肢を足関節底屈位で保持して 4 週間関節固定
を実施した後，背屈ストレッチングを 0.3 N の力で行う 0.3 N 群（18 匹），3.0 N の力で行う 3.0 N 群（18 匹）の 2 群に分けた。
その後，ストレッチング直後（6 匹），3 日後（6 匹），7 日後（6 匹）にヒラメ筋の形態観察を行った。

背屈ストレッチングは加える力として正常なラット足関節を最小限の力で全範囲動かせる 0.3 N，使用したラット体重（300.2
±6.5 g）と同等の 3.0 N を採用し，実施時間を 30 分間とした。

形態観察は麻酔下にてラットを屠殺し，ヒラメ筋を摘出して横断切片を作成してヘマトキシリン・エオジン染色（以下，HE
染色とする）を行った。HE 染色後，ヒラメ筋組織の横断切片を 200 倍の拡大像で撮影し，標本毎に 200 本以上の筋線維短径の
計測を実施してその平均値を求めた。

統計処理はストレッチング直後，3 日後，7 日後のそれぞれで 0.3 N 群と 3.0 N 群を比較した。正規性を Shapiro�Wilk 検定にて
確認し，正規性が見られた場合には対応のない t 検定を，正規性が見られなかった場合は Mann�Whitney U test を行った。

【結果】

ヒラメ筋の HE 染色像において，0.3 N 群は 3 日後に細胞間質に浮腫が発生しているが，7 日後には軽減していた。一方で 3.0
N 群は 3 日後に細胞間質に浮腫が発生し，7 日後でも浮腫が残存していた。

0.3 N 群の筋線維短径はストレッチング直後で 45.8±3.3 μm，3 日後で 50.7±2.9 μm，7 日後で 56.3±3.3 μm であった。3.0 N 群の
筋線維短径はストレッチング直後で 46.0±1.3 μm，3 日後で 45.2±3.2 μm，7 日後で 49.5±3.0 μm であった。統計処理の結果，各
時期において 2 群は正規分布に従うことが認められたため対応のない t 検定を実施した。その結果，3 日後・7 日後の筋線維短
径は 3.0 N 群に比べて 0.3 N 群が有意に大きかった。

【結論】

本研究ではヒラメ筋線維の短径は 3.0 N 群と比較して 0.3 N 群が増加しており，正常な関節を最小限の力で全範囲動かせる程度
の力が筋萎縮からの回復に適していることがわかった。一方で体重と同等の力を用いた 3.0N 群は筋線維の浮腫が残存してお
り，筋線維に大きく損傷を加えたことが推察された。
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スタティック・ストレッチングの施行時間および強度が柔軟性に及ぼす影響

深谷 泰山1），鈴木 重行1），山中 英士1），岩田 全広1,2），松尾 真吾1,2），土田和可子1,2），
浅井 友詞2）

1）名古屋大学大学院医学系研究科，2）日本福祉大学健康科学部

key words スタティック・ストレッチング・柔軟性・ストレッチング強度

【はじめに，目的】スタティック・ストレッチング（static stretching：SST）による柔軟性改善効果は関節可動域（range of
motion：ROM）の増加，神経学的要因である最大動的トルクの増加，力学的要因である stiffness の低下を用いて報告されてい
る。我々は SST の施行時間が長い方が柔軟性の改善効果が大きいことを報告している。また，痛みが生じる高強度 SST は痛み
の直前の強度の SST と比べ，柔軟性改善効果が大きいことも報告している。しかしながら，高強度 SST を含む異なる強度と時
間を組み合わせた SST 効果を比較した研究はない。そこで本研究は，SST の施行時間および強度が柔軟性に及ぼす影響を検証
することを目的とした。

【方法】被験者は健常男子学生 14 名とし，対象筋は右ハムストリングスとした。実験には等速性運動機器（BTE 社製 PRIMUS
RS）を用い，SST ならびに各評価指標の測定を行った。被験者は，股関節および膝関節を約 110̊ 屈曲した測定開始肢位から膝
関節を伸展させることで SST を施行した。SST は大腿後面に痛みが生じる直前の膝関節伸展角度を 100% 強度とし，100%，
120% の強度ならびに 1 分間，2 分間の時間を設定し，それらを組み合わせた合計 4 種類の SST（100%�1min 群，100%�2min
群，120%�1min 群，120%�2min 群）をランダムに施行した。評価指標は ROM，最大動的トルク，stiffness とした。これらは測
定開始肢位から痛みの直前の膝関節伸展角度まで 5̊/秒の角速度で他動的に伸展させた際のトルク�角度曲線から算出し，SST
前後の測定値を比較した。ROM および最大動的トルクは膝関節最大伸展角度における値とし，stiffness は膝関節最大伸展角度
からその 50% の角度までの回帰曲線の傾きと定義した。統計解析には SigmaStat4.0（SYSTAT 社）を用い，正規性を認めたの
で，2 元配置反復測定分散分析を行った。SST 施行前後と SST 方法との間に有意に交互作用を認めた場合，事後検定として Bon-
ferroni 法を用いた。なお，全ての有意水準は 5% 未満とした。

【結果】全ての指標において，SST 施行前後と SST 方法との間に有意な交互作用を認めた。事後検定を行った結果，ROM およ
び最大動的トルクは全群で SST 後に有意に増加した。stiffness は 100%�1min 群，120%�1min 群，120%�2min 群において，SST
後に有意に低下した。群間比較では，全ての指標の SST 施行前の測定値に有意な差を認めなかった。一方，SST 後の各指標の
測定値では，ROM は 120%�1min 群と 120%�2min 群が 100%�1min 群と 100%�2min 群と比べ，有意に高値を示し，最大動的ト
ルクは 120%�1min 群が 100%�1min 群と比べ，有意に高値を示した。stiffness は 120%�1min 群と 120%�2min 群が 100%�1min
群と 100%�2min 群と比べ，有意に低値を示した。

【結論】柔軟性改善を目的とした SST では，高強度である方が柔軟性改善効果は大きいが，1 分間または 2 分間という施行時間
の違いで効果に差はない。
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ストレッチングによる即時的な受動的張力の低下が運動時の共同筋間の筋張力
制御に及ぼす影響

本村 芳樹，建内 宏重，中尾 彩佳，神谷 碧，水上 優，八木 優英，市橋 則明

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 大殿筋・ハムストリングス・筋張力

【はじめに，目的】

運動時に発揮される筋の張力は，筋が他動的に伸張されて生じる受動的張力と神経的筋活動により筋が随意的に収縮して生じ
る能動的張力とを合わせた全張力として発揮される。我々は，非荷重位での等尺性収縮時に関節角度の変化に伴う受動的張力の
低下に対して代償的に神経的筋活動が増加し，発揮される全張力が外的負荷に合うように調節されることを報告した。しかし，
荷重位での姿勢保持時の受動的張力の変化がこうした張力制御に与える影響は明らかではない。そこで，スタティックストレッ
チング（以下，SS）によってハムストリングスの受動的張力を低下させ，SS 前後で荷重位での姿勢保持課題におけるハムスト
リングスとその共同筋である大殿筋の張力の制御がどう変化するかを検証した。

【方法】

対象は，健常成人男性 11 名とした（年齢 24.7±4.7 歳）。課題は，股屈曲 60 度かつ膝屈曲 40 度の右片脚荷重位での姿勢保持と
した。受動的張力の測定は，背臥位，股屈曲 60 度かつ膝屈曲 40 度で，完全に脱力した状態で実施した。SS は，右側ハムスト
リングスに対して 6 分間実施した。SS 前後で，右側の大腿二頭筋長頭，半腱様筋，大殿筋上部線維，大殿筋下部線維について，
受動的張力，片脚荷重位での姿勢保持時の筋張力（全張力）および筋活動を測定した。筋張力の測定には，SuperSonic Imagine
社製超音波診断装置のせん断波エラストグラフィー機能を用い，各課題中の弾性率を指標として用いた。筋活動の測定には，No-
raxon 社製表面筋電計を用い，安定した 3 秒間の平均筋活動量を求め，各筋の最大等尺性収縮時の筋活動で正規化した。筋張力，
筋活動ともに 3 試行の平均値を解析に用い，ハムストリングスは大腿二頭筋長頭と半腱様筋の値を平均した Hamst として，大
殿筋は上部線維と下部線維の値を平均した Gmax として算出した。統計解析は，Hamst と Gmax の受動的張力，全張力，筋活
動について，SS 前後の値を対応のある t 検定を用いて比較した。有意水準は 5% とした。

【結果】

Hamst では，受動的張力は SS 後に有意に低下した一方で（p＜0.01），全張力は SS 前後で有意差を認めず，筋活動は SS 後に増
加する傾向を認めたが有意差はなかった。Gmax では，受動的張力および全張力は SS 前後で有意差を認めなかったが，筋活動
は SS 後に有意に増加した（p＜0.01）。

【結論】

ハムストリングスの受動的張力を低下させて同じ関節角度で荷重位での姿勢保持課題を行った場合，ハムストリングスの筋活
動の増加よりもむしろ，共同筋である大殿筋の筋活動を増加させて運動を維持している可能性が示唆された。
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経皮的筋膜吸引により筋膜の滑走が生じ筋膜リリースと同等な効果が得られる
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key words 筋膜リリース・超音波画像診断装置・吸引療法

【はじめに，目的】近年，筋膜リリースと呼ばれる徒手療法が再び注目されているが，これは筋膜を伸張したり捻じれを解きほ
ぐしたりすることで筋と筋の間や他の組織との可動性や伸展性を改善することを目的に行われる手技であり，軟部組織に起因
する多くの関節可動域制限に適応する治療手技と考えられている。しかしながら筋膜リリースを行っている時の筋膜・その他
の構造物がどのような変化をしているかを直接示した先行研究はみられない。我々は経皮的な吸引により関節運動や筋収縮の
無い状態でも筋群や深筋膜の滑走が起こることを利用し，徒手の筋膜リリースと同様に筋と筋の間や他の組織との可動性や伸
展性を改善できることを経験している。この吸引を利用した治療アプローチ（吸引療法）による関節可動域の改善等については
既に症例報告等をしている（Tsujita J, et al., 2015 他）が，治療中に筋膜・その他の構造物がどのような変化をしているかを直接
示したものはなく，また治療前後の深筋膜の滑走性や筋硬度の変化を評価したものはない。本研究の目的は，①大腿外側部の経
皮的吸引（吸引療法）により皮下の外側広筋・筋膜の滑走が生じるかを示し，②吸引療法により外側広筋・筋膜の滑走が改善す
るかどうかを超音波画像を用いて検討することである。【方法】大腿四頭筋の疾患を患ったことのない健常成人 7 名（31±15.4
歳）の両脚を対象とし，先行研究に準じて膝関節 0 度（伸展）から 45 度（屈曲）に他動的に関節運動を行った時の大腿外側面
超音波画像を 1 分間の吸引療法前後で観察記録し比較した。吸引療法は，大腿外側部遠位 2 分の 1 を特殊なノズルを用いて吸引
しながら，そのノズルを長軸方向に沿って約 1Hz のリズムで往復させて行った。また 7 名の内 4 名（左右 8 脚）においては吸引
療法中も大腿外側面超音波画像を記録した。超音波画像は ImageJ ソフトウエアーを用いて外側広筋の外側部の筋膜および外側
広筋と中間広筋との共同中間腱の移動距離を計測した。吸引療法中の筋膜の移動の有無を示すとともに前後の膝関節 45 度屈曲
における移動距離を分散分析を用いて比較し，また先行研究における移動距離とも比較・検討した。【結果】膝関節屈曲 45 度に
おける中間腱の移動距離（mm）は吸引療法前が吸引中の移動距離（mm）は 26.8±7.57，吸引療法後 32.2±7.39 であり，吸引療
法により有意に改善され先行研究の筋膜リリースと同等な効果が確認できた。また吸引療法中，筋膜で 5.4±2.56，中間腱で 6.0
±2.33 の移動が認められた。【結論】吸引療法中の筋膜の変化を示すことができ，また吸引療法による筋膜の滑走性も徒手の筋
膜リリースと同等な改善が認められ，吸引を利用した治療アプローチ（吸引療法）は徒手療法の筋膜リリースと同様な効果が期
待できるといえる。今回の吸引療法は 1 分間の処置であり先行研究の 4 分間より短時間で同等な効果を示したことになるが，よ
り効果的であるかどうかはさらに検討したい。
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O-KS-13-1

踵腓靭帯の走行や形状の違いが足関節機能に及ぼす影響
～遺体を用いたシミュレーションによる検討～

江玉 睦明1,2），影山 幾男2），中村 雅俊1），菊元 孝則1），伊藤 渉1），中村 絵美1），
高林 知也1），稲井 卓真3），大西 秀明1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学第一講座，
3）おぐま整形外科クリニック

key words 踵腓靭帯・足関節内反制動・シミュレーション

【はじめに，目的】踵腓靭帯（以下，CFL）は，Ruth ら（1946）により様々な走行や形状が報告されている。機能的には，足関
節の底背屈運動をスムーズにする役割や足関節背屈位での内反制動の役割が報告されている。しかし，CFL の走行や形状の違い
による機能への影響については検討されていない。そこで本研究では，遺体を用いて CFL の走行や形状からタイプ分類を行い，
CFL を 3 次元的に再構築し，シミュレーションを用いることで，CFL の走行や形体の違いが足関節の内反制動に及ぼす影響を
検討することを目的とした。

【方法】対象は，日本人遺体 11 体 20 足（年齢：73.7±14.8 歳，男性：12 足，女性：8 足）を用いた。CFL の分類方法は，先行
研究を参考に，腓骨に対する CFL の走行角度と線維数で分類した。CFL0（̊CFL の走行角度が 0̊ から 9̊），CFL10（̊10̊ から 19̊），
CFL20̊（20̊ から 29̊），CFL30̊（30̊ から 39̊），CFL40̊（40̊ から 49̊），CFL50̊（50̊ から 59̊），CFL2（CFL が 2 線維存在し，
交叉している）の 7 タイプに分類した。次に，各タイプから 1 足ずつを対象に，3D デジタイザ MicroScribe 装置（G2X�SYS，
Revware）を使用して，CFL を起始部と停止部の 2 点でデジタイズし，3 次元的に再構築した。3 次元構築には Rhinoceros 3
D software（McNeel，Seattle）を使用した。関節軸は，距腿関節（内果と外果の最突出部を結んだ線），距骨下関節（踵骨隆起
の外側端と距骨頭の中点を結んだ線）とした。その後，距腿関節軸上で背屈（30̊）・底屈（30̊），距骨下関節軸上で内反（20̊）・
外反（20̊）の方向に動かした際の CFL の伸張度（％）をシミュレーションを用いて算出した。

【結果】各タイプの割合は，CFL0̊ が 1 足（5％），CFL10̊ が 2 足（10％），CFL20̊ が 4 足（20％），CFL30̊ が 4 足（20％），CFL
40̊ が 5 足（25％），CFL50̊ が 3 足（15％），CFL2 が 1 足（5％）であった。CFL10̊～CFL50̊（CFL の走行角度が 10̊ から 59̊）
では，足関節背屈に内反を加えることで CFL が最も伸張された。しかし，CFL0̊ と CFL2 では，足関節背屈に内反を加えた時
だけでなく，足関節底屈に内反を加えた時にも CFL が強く伸張された。

【結語】本研究結果から，CFL10̊～CFL50（̊CFL の走行角度が 10̊ から 59̊）は全体の 90％ を占めていた。更に，先行研究と同
様に足関節背屈に内反を加えた際に最も伸張されたことから，これらのタイプは足関節背屈時の内反制動にはたらく可能性が
示唆された。一方，CFL0̊ や CFL2 では，足関節背屈位だけでなく底屈位においても内反制動に働く可能性が示唆された。従っ
て，CFL は機能的には，CFL0̊，CFL10̊～CFL50̊，CFL2 の 3 つに分類できることが考えられた。
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O-KS-13-2

足趾底屈筋に対する徒手的ストレッチングおよびセルフストレッチング効果の
比較検討

佐伯 純弥1,2），中村 雅俊3），八木 優英1），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）日本学術振興会特別研究員，
3）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words スタティックストレッチング・超音波エラストグラフィー・筋硬度

【はじめに，目的】

Medial Tibial Stress Syndrome（MTSS）の好発部位である脛骨後内側面には長趾屈筋（FDL）が付着し，その付着確率はヒラ
メ筋（SOL）よりも高いことから，FDL への伸張ストレスが MTSS 発症に関連することが疑われており，FDL の柔軟性を獲得
することが MTSS 予防につながる可能性がある。我々の過去の研究で，中足趾節関節背屈，足関節外がえし，背屈で FDL が最
も伸張されることが明らかとなった。しかしながら，前述したストレッチにより筋の柔軟性が獲得されるかは明らかでない。一
方，スポーツ障害の予防のためには，セラピストではなくアスリート自身によるコンディショニングの管理が重要である。本研
究では，足趾底屈筋に対する徒手的ストレッチングとセルフストレッチングの即時効果を比較検討することを目的とした。

【方法】

一般成人男性 13 名（24.5±2.6 歳，173.3±5.1 cm，65.0±3.6 kg）を対象とした。クロスオーバー比較試験を用いて，足趾底屈筋
に対する徒手的ストレッチングおよびセルフストレッチング介入をランダムに実施した。徒手的ストレッチングは理学療法士
が中足趾節関節背屈，足関節外がえし，背屈の順に動かした。対象の膝関節は屈曲位とした。セルフストレッチングは中足趾節
関節背屈，足関節外がえし位で保持可能な新規装置を用い，荷重位，膝関節屈曲位にて介入側の足関節を背屈させた。介入時間
は 5 分とし，介入間には 72 時間以上の休息時間を設けた。各介入前後にせん断波エラストグラフィー（Supersonic Imagine
社製）を用いて，組織の硬さの指標である弾性率を FDL，長母指屈筋（FHL），後脛骨筋（TP）および SOL において測定した。
なお，弾性率は組織が硬いほど高値を示す。統計解析として，ストレッチングによる筋弾性率の変化を，介入種別および測定時
期を変量とした反復測定二元配置分散分析および Bonferroni 多重比較検定を用いて検討した。有意水準は 5% とした。

【結果】

二元配置分散分析の結果，FDL，FHL および TP には交互作用が認められず，介入効果にストレッチング方法による違いは認め
られなかった。FDL および FHL においては介入による主効果が認められ，事後検定の結果，ストレッチング介入後に弾性率は
有意に低値を示した。TP においては介入による主効果はなく，ストレッチング効果が認められなかった。一方，SOL において
は二元配置分散分析の結果，交互作用が認められ，介入効果にストレッチング方法による違いが認められた。事後検定の結果，
徒手的ストレッチング後に弾性率が有意に低値を示し，セルフストレッチング前後で弾性率に有意差が認められなかった。

【結論】

新規装置を用いた足趾底屈筋のセルフストレッチングは，FDL および FHL に対して，セラピストによる徒手的ストレッチング
と同等の柔軟性改善効果を有することが明らかとなった。一方，セラピストによる徒手的ストレッチングでは，足趾底屈筋と同
時に SOL も伸張されることが示された。
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O-KS-13-3

立位における足部荷重位置の違いが筋活動に及ぼす影響

中村 祐太1,2），中村 壮大3），今井 丈4），黒澤 和生3）

1）東馬込しば整形外科リハビリテーション科，
2）国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻理学療法学分野，
3）国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科，4）常葉大学健康プロデュース学部心身マネジメント学科

key words 立位・足部荷重位置・筋活動

【はじめに，目的】

臨床において，筋由来の疼痛や関節可動域制限を多く経験する。これらの要因として，立位姿勢や足部荷重位置の変化により筋
活動が増加した結果，引き起こされることが考えられる。本研究の目的は，立位における足部荷重位置の違いが筋活動に及ぼす
影響を明らかにすることである。

【方法】

対象は明らかな運動器疾患や神経疾患の既往がなく，本研究に同意が得られた健常成人 20 名（男性 15 名，女性 5 名）であった。
対象者の平均年齢は 21.3±1.2 歳，平均身長は 169.8±9.7cm，平均体重は 63.1±11.2kg であった。方法は 5 条件（自然立位，母趾
球荷重立位，舟状骨荷重立位，脛骨内果荷重立位，踵部荷重立位）での立位とし，表面筋電計（Noraxon 社製）を用いて腹直筋，
外腹斜筋，腰部脊柱起立筋，多裂筋，大腿直筋，大腿二頭筋の筋活動を計測した。被験筋は全て右側とし，電極貼付位置は下野
らの方法に準じて行った。筋電図の計測時間は 10 秒間とし，中間 5 秒間の筋電図平均振幅を算出した。記録条件は，サンプリ
ング周波数を 1500Hz とし，電極間距離を 2cm で配置した。導出方法は，双極導出法を用いた。計測手順は，まず自然立位にお
ける筋電図を計測した後，母趾中足骨頭，舟状骨粗面垂直下，脛骨内果最突起部垂直下，踵骨載距突起と踵骨後下端の中点が足
軸と垂直に交わる位置にて，それぞれコアステップ棒に 30 秒間乗った直後の立位における筋電図を計測した。各課題は対象者
ごとにランダムに 3 回実施した。計測時の姿勢は，視線は前方を向くようにして，両上肢下垂位，骨盤中間位，足幅は肩幅とな
るようにした。また計測中，床反力計（AMTI 社製）上で赤外線カメラを用い，赤外線反射マーカーを母趾中足骨頭内側，舟状
骨粗面，脛骨内果最突起部，踵骨載距突起と踵骨後下端の中点に貼付し，床反力合力線の移動と左右差を視覚的に確認しながら
実施した。得られた筋電図データは筋電図解析ソフト MyoResarchXP を用いて全波整流化および心電図ノイズ低減処理した
後，最大等尺性随意収縮で正規化した％MVC を算出した。統計解析は IBM SPSS Stastics 23 を使用し，Kruskal�Wallis 検定を
実施した。なお，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

大腿二頭筋において，母趾球荷重立位 104.9±5.8％，舟状骨荷重立位 97.1±7.6％，脛骨内果荷重立位 95.8±9.1％，踵部荷重立位
97.7±4.3％ であり，母趾球荷重立位と舟状骨荷重立位，脛骨内果荷重立位，踵部荷重立位間でそれぞれ有意差が認められた（p
＜0.05）。その他有意差は認められなかった。

【結論】

立位でコアステップ棒に乗ることで足底部の感覚受容器が刺激され，足部荷重位置が変化したと考えられる。大腿二頭筋におい
ては，母趾球荷重と比較して舟状骨荷重，脛骨内果荷重，踵部荷重の方が過剰な筋活動を抑制できることが示唆された。大腿二
頭筋の筋活動が過剰な症例では，足部荷重位置の是正も有効な治療手段となると考えられる。
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O-KS-13-4

外反母趾を有する者の母趾にかかる荷重に関連する運動学的要因

川上 航1），新小田幸一2,3），澤田 智紀1），高橋 真2,3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター

key words 外反母趾・足圧中心・バイオメカニクス

【はじめに，目的】

外反母趾（Hallux Valgus：以下，HV）は女性に多く発症する足部障害である。HV の発症・進行にはさまざまな因子が関与し，
特に母趾にかかる荷重圧の増大は第 1 中足骨や母趾に生じるストレスを増大させる。しかし，HV を有する者において足部形状
や歩行中の足部運動が母趾側への荷重にどのように関連するかを調査した報告は渉猟する限り見当たらない。

そこで本研究は，HV を有する者において静的な足部形状や動的な足部の運動が足圧中心（Center of pressure：以下，COP）に
及ぼす影響を明らかにすることを目的に実施した。

【方法】

被験者は HV 角が 20̊ 以上の成人女性 13 人 13 足であり，両側性に HV を有する場合は HV 角の大きい肢を解析対象とした。足
部形状の評価には，横アーチ高率（足幅を足長で除した値），Normalised Navicular Height truncated（舟状骨高を第 1 中足趾節
関節と踵骨最後面間の距離で除した値），Rearfoot angle（下腿に対する踵骨の傾斜角度）を採用した。課題動作は被験者が快適
であると感じるスピードでの約 10m の平地歩行とし，解析区間は解析肢の立脚期とした。運動学的データは赤外線カメラ 6 台
からなる三次元動作解析システム（Vicon Motion Systems 社製），運動力学的データは床反力計（テック技販社製）8 基を用い
て取得した。得られたデータを基に Nexus2.1（Vicon Motion Systems 社製）を用いて，近位セグメントを基準とした前足部・
中足部・後足部セグメントの前額面の相対角度，COP 座標を算出した。また，COP が最初に第 1 中足骨頭と第 5 中足骨頭の間
を通過した時点での第 1 中足骨頭と COP 間の距離を算出し，第 1 中足骨頭と第 5 中足骨頭間の距離で除した（以下，MH1�
COP）。統計学的解析には統計ソフトウェア SPSS Ver.22.0（日本アイ・ビー・エム社製）を用い，Shapiro�Wilk 検定により正規
性の有無を確認した後，Spearman の順位相関係数を用いて MH1�COP と足部形状，歩行中の足部の前額面における運動との関
連について検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

MH1�COP といずれの足部形状の評価との間に有意な相関は認めなかった。一方，MH1�COP と MH1�COP 算出時の後足部外反
角度（r=�0.61，p＜0.05）との間に有意な負の相関を認め，同時点の前足部，中足部外反角度との間に有意な相関は認めなかっ
た。

【結論】

先行研究において，内側縦アーチの低下，後足部の外反アライメントは HV の主な要因であり，母趾にかかる荷重に影響を及ぼ
すと報告されている。しかし，本研究において，COP の母趾側への移動は静的な足部形状には関連せず，歩行中の後足部外反角
度と関連していることが明らかとなった。このことから，歩行中の後足部の過度な外反は，COP を母趾側へ移動させ，母趾にか
かる荷重の増大を引き起こす可能性があり，HV を有する者の母趾側への荷重には，後足部の外反運動に着目することの重要性
が示唆された。
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O-KS-13-5

ランニングにおける中足部の運動学的な性差

高林 知也1），江玉 睦明1），中村 雅俊1），中村 絵美1），金谷 知晶1），柳 宗1），稲井 卓真2），
久保 雅義1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）おぐま整形外科クリニック

key words 性差・中足部・ランニング

【はじめに，目的】

現在，幅広い年齢層でランニング人口が増加しているが，ランニング障害の発生率も増加している。障害発生率には性差があり，
女性アスリートにおける足関節・足部の障害は男性と比較して 2 倍発生しやすいことが報告されている。足関節・足部の障害
発生機序を解明するために内側縦アーチや後足部の動きに焦点をあてた報告が多いが，近年中足部の過剰な動きも障害発生に
関与することが報告されている。実際に，われわれはランニング中に中足部は後足部と同等の可動性を有することを報告し，中
足部を評価する重要性を示した。しかし，中足部の運動学的な性差については報告されていない。そこで，本研究はランニング
における中足部の運動学的な性差について検証することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人男性 11 名（年齢 20.6±1.4 歳，身長 172.8±4.9cm），女性 11 名（年齢 20.6±1.4 歳，身長 172.8±4.9cm）とし，Arch
height index にて正常足と認められた者を対象とした。Leardini foot model に基づき，右下腿，足部に 15 個の反射マーカーを貼
付した。課題はトレッドミル上でのランニングとし，3 次元動作解析装置により計測された。先行研究に準じ，ランニング速度
を歩行からランニングに切り替わる速度に設定した。後足部に対する中足部（舟状骨，立方骨，楔状骨から成るセグメント）の
角度を立脚期で算出した。男女での下肢長の影響を除くため，ランニングパラメーター（速度，ケイデンス，ステップ長）は Hof
らに方法に基づき無次元化された。対応のない t 検定を用いて，無次元化されたランニングパラメーター，接地時の中足部角度，
中足部角度ピーク値，角変位（接地時からピーク値までの角度）を男女間で比較した。有意水準は 5% とした。さらに効果量を
算出し，基準値を 0.8 以上で large，0.8 未満～0.5 で moderate，0.5 未満で small とした。

【結果】

無次元化されたランニングパラメーターは男女間で有意差を示さなかった。つまり，これらのパラメーターは中足部運動に影響
を与えないことを示している。女性の中足部背屈ピーク値（6.1±1.5̊）と角変位（4.8±1.5̊）は，男性の中足部背屈ピーク値（4.0
±1.0̊）と角変位（3.2±1.0̊）比較して有意に高値を示した（p ＜ 0.05）。男女間の中足部背屈ピーク値の平均差は 2.1̊，角変位の
平均差は 1.6̊ であり，どちらも効果量は large であった（1.69，1.25）。接地時の中足部背屈角度，前額面，水平面上における中
足部運動は男女間で有意差を示さなかった。

【結論】

関節の過剰な可動性は骨や軟部組織に過負荷を与えることが知られている。先行研究より，女性は男性と比較してランニング中
に後足部回内や内側縦アーチ角度が増加し，これらの過剰な動きが障害発生に関与することが示唆されている。本研究より，女
性が男性より中足部の動きが増加したという結果も，女性に足部障害が多く発生する一因になり得ることが示唆された。
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O-KS-13-6

足部内側縦アーチの衝撃吸収機能の低下と歩行動作における下肢関節運動との
関連性

石島ゆり野1），新小田幸一2,3），澤田 智紀4），谷本 研二4），阿南 雅也5），高橋 真2,3）

1）医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンター，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター，
4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻，5）大分大学健康福祉科学部理学療法コース

key words 足部内側縦アーチ・衝撃吸収・歩行

【はじめに，目的】

歩行は，下肢への荷重と非荷重を繰り返しながら身体を前方へ運ぶ動作である。この荷重の受け継ぎの際には，足底から受ける
衝撃を円滑に吸収することが不可欠となる。衝撃吸収に寄与する要素の 1 つに足部内側縦アーチ（Medial longitudinal arch：以
下，MLA）があるが，同時に衝撃吸収には足関節，膝関節，股関節の各下肢関節の運動も関与するとされている。しかしなが
ら，歩行中の下肢関節運動と MLA との関連性は，衝撃吸収を視点として検討はされてこなかった。報告者らは，MLA による
歩行中の衝撃吸収機能を臨床で簡便に予測する手法として，Navicular drop test（以下，NDT）が適切であり，NDT の測定値
が高値を示すほど，荷重時に受ける衝撃が大きいことを昨年の当学術大会で報告をした。本研究では NDT を用いた MLA の衝
撃吸収機能の推察値を基に，NDT と歩行中の下肢関節運動との関連性を，運動学・運動力学的観点から明らかにすることを目
的として行った。

【方法】

被験者は健常若年成人女性 25 人（年齢：21.7±1.6 歳，身長：157.5±4.4cm，体重：50.6±5.8kg）であった。NDT の結果は座位
時の舟状骨高から立位時の舟状骨高を引いた値で示した。歩行は，被験者の感じる快適スピードにて行った。運動学データは，
赤外線カメラ 6 台と赤外線反射マーカを用いた 3 次元動作解析システム Vicon MX（Vicon Motion Systems 社製），運動力学
データは 8 基の床反力計（テック技販社製）により取得した。解析は，歩行の荷重応答期に該当する初期接地から膝関節屈曲の
第 1 ピークに達した瞬間までを対象とした。NDT は，各下肢関節の内部関節モーメント積分値，大腿および下腿セグメント角
度，歩行スピード，歩幅，床反力鉛直成分，前後方向における身体重心座標との関連性を検討した。統計学的解析には SPSS
Ver.22.0J（日本アイ・ビー・エム社製）を使用した。NDT とパラメータの相関分析では，得られたデータを Shapiro�Wilk 検定
にて正規性を確認し，正規性を認めたときは Pearson の積率相関係数を，正規性を認めないときは Spearman の順位相関係数を
用いた。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

NDT は，内部膝関節伸展モーメント積分値（r=0.474，p＜0.05）と下腿最大前傾角度（r=0.473，p＜0.05）との間に有意な正の
相関を認めた。一方，他のパラメータは，NDT との間に有意な相関を認めなかった。

【結論】

歩行の荷重応答期において NDT が高値を示すほど内部膝関節伸展モーメント積分値が高値を示したことから，MLA の衝撃吸
収機能の低下により膝関節への力学的負荷が大きくなることが明らかとなった。また，内部膝関節伸展モーメント積分値に影響
を与える要素として下腿前傾が挙げられた。したがって，MLA または MLA の機能低下に対する理学療法介入では，下腿前傾
角度の観察や膝関節の障害予防を考慮に入れたプログラムの立案が不可欠であると考えられる。
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O-KS-14-1

角度，時間情報からみた起き上がり動作の再現性の検討

渡邉 哲朗1,3），吉崎 邦夫1），荻原 久佳1），佐々木広人1），古川 勉寛2），藤原 孝之2,3），吉田 宏昭3）
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key words 起き上がり・三次元動作解析システム・再現性

【はじめに，目的】起き上がり動作は基本的動作に位置づけられ，遂行可能な前提により日常生活が成り立つ。しかし，起き上
がりに関する報告はビデオカメラを用いた定性的なものが殆どであり，定量的には，起き上がり完了までの所要時間を指標とし
た報告が散見するのみである。さらに，同一の対象に起き上がり動作を 10 回施行させると 10 回とも同じ起き上がりパターンを
呈するものはないとの報告もある。そこで，本研究の目的は，起き上がり動作を角度と時間情報から定量的に評価し，その再現
性を検討することとした。

【方法】対象は，平均年齢 21 歳，平均身長 171.2cm，平均体重 63.8kg の健常成人男性 10 名であった。身体部位計 26 ヶ所に赤外
線反射マーカを貼付した。起き上がり時のマーカ情報を三次元動作解析システム（MAC 3D System，Motion Analysis）にて収
録（frame rate 100Hz）し，データ統合解析プログラム（KineAnalyzer，キッセイコムテック）を用い，頚部屈曲・回旋，体幹
屈曲・回旋の角度・時間情報を算出した。動作は，対象の自由な方法および速度で 3 回施行し，口頭合図にてプラットホーム上
に背臥位で静止した状態から，右側へ端座位になるまでとした。身体各部位のマーカ情報から加速度を算出し，背臥位の状態
3000ms の 3 軸（X�Y�Z）の合成加速度が平均値＋3SD を超える時点を動作開始，頭頂部の合成加速度が平均値＋3SD に戻る時
点を動作の終了と定義した。その後，最も時間データの短いサンプルを基準としてデータ数で正規化を行った。対象 10 名の 3
回の起き上がり時の最大角度と最小角度の差および動作時間，最大角度までの到達時間から級内相関係数（ICC）を求め，起き
上がり動作の再現性の検討を行った。統計処理は，統計処理ソフト（SPSS Statistics Ver.21）を用い有意水準は 5% とした。

【結果】角度情報の ICC（1,1）（1,3）はそれぞれ，頚部屈曲（0.615，0.827），体幹屈曲（0.445，0.706）であった。頚部回旋，体幹
回旋に関しては，有意な級内相関係数は得られなかった。動作時間の ICC（1,1）（1,3）は（0.765，0.907）であった。到達時間の
ICC（1,1）（1,3）は体幹屈曲（0.365，0.633），頚部回旋（0.515，0.761）であり，頚部屈曲，体幹回旋は有意な級内相関係数は得ら
れなかった。

【結論】本研究は，起き上がり動作の定量的解析による再現性に関して角度，時間情報を基に検討した。結果より角度情報は矢
状面上において複数回測定することで一定の再現性が得られるが，水平面上の関節運動に関しては，個人により多様性がみら
れ，起き上がり動作を観察する際には注意深く観察することの重要性が示唆された。また，動作時間に高い再現性が得られ，最
大角度までの到達時間で再現性が得られなかった事も，動作パターンの多様性を意味していると考えられる。そのため，起き上
がり動作を定量的に観察するためには，角度情報のみではなく，筋電図等の指標を用い，関節運動のタイミングに関して検討し
ていく必要性がある。
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O-KS-14-2

斜め前向き降段動作の足関節・膝関節バイオメカニクス特性

林 宏昭1），新小田幸一2,3），福井 基裕4），川上 航4），高橋 真2,3）

1）広島大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門，
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4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻

key words 足関節・膝関節・降段動作

【はじめに，目的】

階段降段動作（以下，降段）は下肢に加わる力学的負荷が大きい動作であり，高齢者にとって困難となりやすい。降段が困難な
高齢者は，斜め前向き降段（以下，斜方降段）を行うことがある。これは斜方降段には一般的な前向き降段（以下，前方降段）
より，下肢に加わる力学的負荷の観点において何らかの利点があるためであると考えられるが，斜方降段の運動学，運動力学的
な特徴について検討した報告は渉猟する限り見当たらない。

そこで本研究は斜方降段の下肢のバイオメカニクス特性について，特に降段時に加わる力学的負荷が大きいとされる後行肢の
足関節，膝関節に着目して明らかにすることを目的に実施した。

【方法】

被験者は下肢に重篤な整形外科的既往，および現病歴を有さない健常若年者 7 人であった。課題は前方降段条件と斜方降段条件
の 2 条件で行い，両条件ともに 4 段構成の階段の下から 3 段目からの左下肢を先行肢とする 2 足 1 段の降段を行った。開始姿勢
は，前方降段条件では両上前腸骨棘を結んだ直線と両肩峰を結んだ直線のそれぞれが段鼻と平行に，斜方降段条件では体を右へ
向け，それぞれの直線が段鼻と 45［deg］の角度をなすような立位姿勢とした。両条件とも降段スピードは前方降段条件時に被
験者が感じる快適降段スピードに統一した。解析対象は後行肢である右下肢とし，解析区間は右下肢の単脚支持期（左下肢が下
から 2 段目を離地した瞬間から，下から 1 段目に接地した瞬間まで）とした。運動学的データは赤外線カメラ 6 台からなる三次
元動作解析システム（Vicon Motion Systems 社製），運動力学的データは床反力計（テック技販社製）4 基を用いて取得した。
得られたデータを基に Nexus2.1（Vicon Motion Systems 社製）を用いて，関節角度，関節モーメントを算出した。統計学的解
析には統計ソフトウェア SPSS Ver.22.0（日本アイ・ビー・エム社製）を用い，Shapiro�Wilk 検定によりデータの正規性を確認
した後，対応のある t 検定を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

両条件間で足関節最大背屈角度，膝関節最大屈曲角度のそれぞれに有意な差は認めなかった。一方，前方降段条件と比較して斜
方降段条件では，足関節底屈モーメント平均値は有意に低値を示し（p＜0.01），膝関節伸展モーメント平均値は有意に高値を示
した（p＜0.01）。

【結論】

斜方降段条件では前方降段条件と比較して，足関節底屈モーメント平均値は有意に低値を示した。しかし，膝関節伸展モーメン
ト平均値は有意に高値を示しており，膝関節では足関節で軽減された力学的負荷を代償している可能性が示唆された。以上よ
り，斜方降段は後行肢の足関節底屈筋群の筋力低下がみられる高齢者に適していると考えられるが，膝関節機能に着目する必要
性が示唆された。
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O-KS-14-3

ヒール靴歩行が立脚終期に及ぼす影響についての検討

梶原 千尋，大田 瑞穂，田邉 紗織，青木 淳，山田 辰樹，坂本 京陛

誠愛リハビリテーション病院

key words 三次元動作解析・立脚終期・ヒール靴歩行

【はじめに】

ヒール靴は多くの女性が用いる靴であり，リハビリテーション現場でもヒール靴歩行の再獲得を望まれる女性患者が存在する。
立脚終期（T.St）は足関節が最大背屈し，足関節底屈筋群の活動が最大になる相であるが，ヒール靴は形状上，足関節底屈が強
制される。T.St は体幹を前方に加速させる重要な役割を担うが，ヒール靴により，足関節底屈が強制させた際に，どのような運
動制御を行っているのか，本研究では三次元動作解析装置を用いて，T.St における健常者の裸足歩行とヒール靴歩行の比較検証
し，ヒール靴歩行の運動力学的要素を解明し介入の一助とすることを目的とした。

【対象・方法】

対象は健常成人女性 30 名（26.2±3.7 歳）。既往として運動器疾患がない者とした。計測機器は三次元動作解析装置と床反力計を
使用し，課題は裸足条件とヒール条件の 2 条件で 3 回の自由歩行を計測した。ヒール靴の高さは 5cm とし形状を統一した。分析
方法は，裸足条件とヒール条件の T.St における，股・足関節モーメント，股・足関節パワー，歩隔，Trailing limb angle（TLA），
床反力前方成分ついて，それぞれ対応のある t 検定を用いて比較した（有意水準 5% 未満）。TLA は，股関節座標より下した垂
線及び足部床反力作用点と股関節座標を結んだ線がなす角度とした。

【結果】

T.St における，股関節屈曲モーメント（裸足：0.79±0.2Nm/kg，ヒール：0.87±0.24 Nm/kg），股関節外転モーメント（裸足：
1.04±0.15 Nm/kg，ヒール：1.08±0.17Nm/kg），股関節屈曲遠心性パワー（裸足：0.62±0.28W，ヒール：0.78±0.37W），足関節
底屈遠心性パワー（裸足：0.56±0.2W，ヒール：0.85±0.26W），歩隔（裸足：0.12±0.02m，ヒール：0.13±0.02m），TLA（裸足：
15.3±1.8̊，ヒール：13.7±1.85̊），床反力前方成分（裸足：1.58±0.38 N，ヒール：1.43±0.37N）で有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

先行研究では，ヒール靴により重心の位置が高くなることで，身体に生じる上下方向の加速度が増加すると言われており，ヒー
ル靴歩行での股関節屈曲モーメント，股関節屈曲遠心性パワー，足関節底屈遠心性パワーは下方に落下する重心を制御するため
に増加したと考える。また，ヒール靴の底屈強制により T.St で十分な前上方への推進力が得られないと報告されており，本研
究でもヒール靴の形状により TLA，床反力前方成分がヒール靴歩行で低下したと考える。ヒール靴の形状により，裸足に比べ
足部支持基底面（BOS）が狭く不安定となるため，歩隔を広げ BOS を拡大し，股関節外転モーメントを使用することで安定性
を確保していると考える。上述したヒール靴歩行の運動力学的要素を考慮し介入を行う必要があると考える。
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O-KS-14-4

股関節伸展可動域制限による歩行時股関節反力への影響

金井 章1,2），野嶋 治1），後藤 寛司1），上原 卓也2,3）

1）豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科，2）豊橋創造大学大学院健康科学研究科，
3）医療法人整友会豊橋整形外科江崎病院

key words 股関節伸展制限・歩行・関節反力

【はじめに，目的】股関節伸展の可動域制限による影響についてこれまで様々な検討が行われているが，下肢に多数存在する筋
活動の変化や関節反力（関節負荷）についての検討は十分に行われていない。そこで今回，筋骨格コンピュータモデルを用いて
個々の被験者に合わせたモデルを構築し，股関節伸展可動域制限による歩行への影響について検討した。

【方法】対象は，健常青年男性 7 名，平均年齢 20.4±0.5 歳とした。被験者は，右股関節伸展制限を模擬するため，硬性の骨盤帯
と大腿カフにダイヤルロック付き側方金属支柱を取り付けた股関節伸展制限装具を装着した。歩行は，10m の歩行路にて股関節
伸展制限無しと制限有り（伸展�15 度）にて各 3 回行わせ，それぞれ中間 2m を計測した。歩行の計測には，三次元動作解析シ
ステム（VICON MX：VICON 社製，OR6�7；AMTI 社製，NEXUS 2.3：VICON 社製）を用い，歩調，歩幅は同一となるよう
規定した。歩行時の関節角度，外力による関節モーメント，歩行速度，歩幅は，解析ソフト Vicon Polygon 3.5.1（VICON 社製）
を用いて算出し，関節反力は筋骨格コンピュータモデル AnyBody Modeling System 6.0.6（AnyBody Technology 社製）を用い
て算出した。得られた結果について，被験者毎に各 3 回の測定値から平均最大値を求め，対応のある t 検定を用いて制限有りと
制限無しの比較を行った。

【結果】歩行速度，歩幅，歩調には，制限の有無による差は認められなかった。歩行時の股関節伸展角度は，制限無しでは右 10.5
±5.1 度，左 11.9±4.9 度と有意な差は認められなかったが，制限有りでは右 4.7±6.3 度，左 11.4±5.7 度と有意な差（p＜0.001）が
認められた。また，股関節伸展角度は制限無しに比べ，制限有りで有意（p＜0.001）に低値を示した。股関節屈曲モーメントは，
制限無しでは右 0.64±0.12Nm/kg，左 0.73±0.14 Nm/kg と有意な差は認められなかったが，制限有りでは右 0.61±0.08Nm/kg，
左 0.82±0.13 Nm/kg と有意差（p＜0.01）が認められた。また，左股関節屈曲モーメントは制限無しに比べ，制限有りで有意

（p＜0.001）に高値を示した。右股関節伸展モーメントは制限無し 0.51±0.27Nm/kg に比べ，制限有り 0.42±0.21Nm/kg で有意
（p＜0.05）に低値を示した。股関節反力は，制限無し 1861.4±406.9N に比べ，制限有り 1725.8±387.9N で有意（p＜0.05）に低値
を示した。

【結論】股関節の伸展制限により，外力による股関節伸展モーメントが低下し，関節反力の低下が認められるとともに，反対側
の屈曲モーメントが増大するという代償が確認された。
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ステップ長延長に伴う歩行速度増大と，股関節屈曲・足関節底屈パワー比との
関連

古川 啓介，淵岡 聡

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words 歩行速度・ステップ長・股関節屈曲・足関節底屈パワー比

【はじめに，目的】

歩行速度は ADL 自立度や転倒率，ひいては生命予後との関連が報告され，疫学的に重要な評価指標である。歩行速度はステッ
プ長とケイデンスにより規定されるが，とりわけ高齢者では，ステップ長低下が歩行速度低下の大きな要素として挙げられる。
そのため，高齢期の歩行速度の維持・向上には，ステップ長低下の防止が有用と考えられる。ステップ長低下には，下肢関節可
動域の狭小化，バランス機能の低下といった要因が含まれるが，運動力学的観点では足関節底屈パワーの低下が強く関連してい
る。一方，歩行の立脚後期において，足関節底屈パワーは股関節屈曲パワーと機能的に関連し，ともに下肢の振り出しに関わる。
さらに両パワーは，同一速度ではステップ長とケイデンスの増減により，トレードオフが生じることが報告されている。そのた
め，ステップ長延長による歩行速度向上には，各関節のパワー発生の量的な変化のみでなく，股関節屈曲と足関節底屈のパワー
比に注目することが必要と考えた。そこで本研究の目的を，ステップ長延長による歩行速度向上の際の，股関節屈曲および足関
節底屈のパワー比変化を検証することとした。

【方法】

健常成人女性を対象に，ケイデンスを 100 歩/分に規定した，1.0m/s（slow），1.2m/s（normal），1.4m/s（fast）の 3 課題の歩行
を行わせた。それぞれの歩行を三次元動作解析装置にて計測し，下肢関節パワーを算出した（単位：W/kg）。それぞれの歩行を
5 回ずつ測定し，歩行速度が規定値に近い 3 試行の平均値を解析に用いた。また立脚後期の正の股関節屈曲パワーを，正の足関
節底屈パワーで除し，股関節屈曲・足関節底屈パワー比として算出した。統計解析には一元配置分散分析，もしくは Friedman
検定を用いて 3 課題間のパワーおよびパワー比を比較検討した。

【結果】

立脚後期の正の股関節屈曲パワーは，slow，normal，fast の順に，それぞれ 1.09±0.28，1.40±0.46，1.63±0.48 であり，slow
に比べ fast で有意に大きかった（p＜.01）。同様に，正の足関節底屈パワーは 3.31±0.47，4.11±0.68，4.82±0.66 で，速度の増大
と共に有意に増大した（p＜.05）。股関節屈曲・足関節底屈パワー比は 0.35［0.18�0.45］，0.29［0.16�0.66］，0.33［0.16�0.61］であっ
た。

【結論】

ステップ長延長による歩行速度向上の際，下肢関節パワーが増大する一方で，立脚後期の股関節屈曲と，足関節底屈の正のパ
ワー比に有意な変化はなかった。ステップ長延長により歩行速度を向上させるためには，下肢関節パワー発揮の向上に加え，振
り出し時の股関節と足関節パワーの比率を一定にする必要があると考えられる。
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O-KS-14-6

側方転倒回避のサイドステップとクロスオーバーステップの運動学的分析

越智 亮1），内田 喜大2），粉川 隆輔3）

1）星城大学リハビリテーション学部，2）総合大雄会病院リハビリテーション科，
3）秋津鴻池病院リハビリテーション科

key words サイドステップ・クロスオーバーステップ・運動学的分析

【はじめに，目的】

転倒回避のための側方ステップにおいて，サイドステップ（以下，SS）とクロスオーバーステップ（以下，CS）の 2 つの動作
戦略がある。CS は，着地後に転倒リスクの高い複数回ステップにつながり易く，着地時の姿勢と関連がある。従って，CS は SS
に比べ着地後の姿勢が不安定になることが予想されるが，CS と SS のステップ後の安定性について運動学的に分析した研究は
見当たらない。本研究の目的は，若年者を対象に側方ステップを実験的に誘発し，SS と CS のステップ着地後の安定性の違いを
運動学的に分析することである。

【方法】

対象は健常成人女性 9 名とした（20～22 歳，身長 158±3.6cm，体重 50.4±5.1kg）。被験者のステップ動作の解析には三次元動作
解析装置と床反力計を使用した。被験者の右骨盤部分に牽引ケーブルを装着し，側方から牽引した状態で身体を左傾斜させ，体
重を牽引側と反対の下肢である左下肢にほぼ全荷重させた。牽引ケーブルには，切り離し装置と牽引量確認のためのロードセル
を介在させた。被験者に，あらかじめ SS か CS を行うよう指定し，一歩で踏みとどまるよう指示した。初期傾斜姿勢における
牽引量（体重比；%BW）を徐々に増やしていき，被験者に複数回ステップが出現した時を失敗とした。失敗時の牽引量�3%BW
を最大牽引量（maxBW）とし，SS，CS それぞれ記録した。maxBW，および maxBW から�3%，�6%，�9%BW の牽引量にお
ける SS と CS から運動学的データを記録した。牽引解除から踏み出し脚の踵離地までの時間を反応時間，ステップの遊脚時間
ステップ時間とした。さらに，ステップ着地時の両脚足部マーカー間の距離から支持基底面の大きさと，身体前額面方向の足圧
中心変位が左方向に最大になる時点の位置の関係から，不安定指標（足圧中心位置/支持基底面の大きさ）を算出した。SS と CS
の MaxBW の比較には Wilcoxon 符号順位検定を用い，反応時間，ステップ時間，不安定指標には，ステップ要因（SS，CS）と
4 種の牽引量要因（maxBW，�3%，�6%，�9%BW）の 2 要因で反復測定分散分析を用い比較した。

【結果】

maxBW は SS（中央値 23%BW）が CS（中央値 20%BW）と比べ有意に大きかった（p＜0.05）。反応時間は全ての牽引量におい
て SS（MaxBW 時，0.29±0.08 sec）が CS（0.13±0.04 sec）よりも有意に遅かった（ステップ要因主効果 p＜0.01）。ステップ時
間は SS（MaxBW 時，0.12±0.03 sec）が CS（0.34±0.04 sec）よりも有意に短かった（ステップ要因主効果 p＜0.01）。不安定指
標は SS（MaxBW 時，0.45±0.02）が CS（0.51±0.04）よりも有意に小さい値であった（ステップ要因主効果 p＜0.05）。

【結論】

SS と比較して CS では，反応時間が短く，外乱が生じた後に素早く下肢を踏み出せる反面，支持脚をまたぐために遊脚時間が長
くなり，さらに着地後姿勢は支持基底面の狭さに加え，体幹が外乱方向に大きく変位するため，不安定になることが明らかと
なった。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（基礎）15】

O-KS-15-1

温熱刺激はグルココルチコイド投与に伴う筋タンパク質分解経路の活性化と筋
タンパク質合成経路の不活性化を抑制する

土田和可子1,2），岩田 全広1,2），秋本 崇之3），松尾 真吾1,2），浅井 友詞1），鈴木 重行2）

1）日本福祉大学健康科学部，2）名古屋大学大学院医学系研究科，3）早稲田大学スポーツ科学学術院

key words 筋萎縮・温熱刺激・グルココルチコイド

【はじめに，目的】

グルココルチコイド（GC）療法は抗炎症等の薬理作用を期待して多くの疾患に適用されるが，多様な副作用が問題となる。中
でも，副作用のひとつである GC 誘導性筋萎縮の予防対策は喫緊の医学的課題である。近年，プレコンディショニングとして骨
格筋細胞に温熱刺激を行うことで，非荷重に伴う筋萎縮（Naito H, et al., 2000）や GC 誘導性筋萎縮（Morimoto Y, et al., 2015）の
進行を抑制できる可能性が示唆されている。しかしながら，その詳細な機序は解明されていない。本研究の目的は，GC 投与に
より萎縮が生じる C2C12 筋管細胞に対して温熱刺激を行い，その GC 誘導性筋萎縮の進行抑制作用と，筋タンパク質合成に関わ
る情報伝達経路および筋タンパク質分解に関わる情報伝達経路との関連について明らかにすることである。

【方法】

実験には C2C12 筋管細胞を用い，通常培養をした対照群，合成 GC であるデキサメタゾン（Dex，10 μM）を培地に投与するこ
とで萎縮を誘導した D 群，温熱刺激（41℃，60 分）を行い，その 6 時間後に Dex を培地に投与した HD 群の 3 群に分けた。筋
萎縮の評価指標は，細胞直径とし，Dex 投与から 24 時間後に画像解析ソフトウェアを用いて測定した。筋タンパク質合成に関
わる情報伝達経路（REDD1 mRNA 発現量，Akt リン酸化量，p70S6K1 リン酸化量，GSK3β リン酸化量）は，Dex 投与から 3
時間後に western blot 法または定量 RT�PCR 法を用いて測定した。筋タンパク質分解に関わる情報伝達経路（KLF15 mRNA
発現量，Akt リン酸化量，FoxO1 リン酸化量，FoxO3a リン酸化量，MuRF1 mRNA 発現量）は，Dex 投与から 6 時間後に west-
ern blot 法または定量 RT�PCR 法を用いて測定した。

【結果】

D 群の細胞直径は，対照群および HD 群と比較して有意に低値を示した。したがって，プレコンディショニングとして温熱刺激
を行うと，GC 投与に伴う C2C12 筋管細胞の萎縮進行が抑制されることを確認できた。D 群の REDD1 mRNA 発現量は，対照群
および HD 群と比較して有意に高値を示し，D 群の Akt リン酸化量，p70S6K1 リン酸化量，GSK3β リン酸化量は，対照群およ
び HD 群と比較して有意に低値を示した。また，D 群の KLF15 mRNA 発現量，MuRF1 mRNA 発現量は，対照群および HD
群と比較して有意に高値を示し，D 群の Akt リン酸化量，FoxO1 リン酸化量，FoxO3a リン酸化量は，対照群および HD 群と比
較して有意に低値を示した。したがって，温熱刺激は，GC 投与によって生じる筋タンパク質合成に関わる情報伝達経路の不活
性化および筋タンパク質分解に関わる情報伝達経路の活性化を抑制することが示唆された。

【結論】

プレコンディショニングとして温熱刺激を行うことは，GC 投与によって生じる筋タンパク質合成に関わる情報伝達経路の不活
性化および筋タンパク質分解に関わる情報伝達経路の活性化を抑制することにつながり，結果的に GC 誘導性筋萎縮の進行を抑
制する。
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多発性筋炎モデルマウスにおける骨格筋間葉系前駆細胞の異常性と運動刺激が
与える影響

齋藤 悠城1），千見寺貴子1），松村 崇史2），水江 由佳1），藤宮 峯子1）

1）札幌医科大学解剖学第二講座，2）札幌医科大学整形外科学講座

key words 骨格筋間葉系前駆細胞・多発性筋炎・運動

【はじめに，目的】

多発性筋炎に対する運動は炎症の助長や異所性組織を形成させるリスクがある。本研究では，骨格筋の炎症と再生，異所性組織
形成において中心的な役割を果たす骨格筋間葉系前駆細胞（Mesenchymal Progenitor Cell：MPC）を中心として，運動刺激と
炎症の助長および異所性組織形成のメカニズムを解明する。

【方法】

8 週齢の Balb/c マウス（メス）に精製した Balb/c 由来ミオシンと完全フロイトアジュバントをリンパ節付近に免疫し実験的自
己免疫性筋炎（Experimental Autoimmune Myositis：EAM）を作成した。免疫後 5 週の時点で運動介入（17m/min，�20 度傾
斜，30 分）を実施し，24 時間後に腓腹筋を採取した。MPC は Lineage 陰性 α7�integrin 陰性 PDGFRα 陽性の細胞を単離した。
単離後の MPC にて遺伝子発現解析（筋再生関連遺伝子 Follistatin，IGF�1；抗炎症関連遺伝子 TSG�6，IL�1Ra，IL�33；細胞周
期阻害遺伝子 p16ink4a；線維化関連遺伝子 αSMA，TGFβ）を実施した。Control（Con）群，Control に運動介入をした Control�
Exercise（Con�Ex）群，EAM 群，EAM に運動介入をした EAM�Exercise（EAM�Ex）群の 4 群で比較検討した。

【結果】

片側腓腹筋あたりの MPC 細胞数は Con 群（mean，0.37*105 cells；95% CI，0.24�0.50）と比較して EAM 群（mean，2.02 *105

cells；95% CI，1.58�2.46）で有意に増加した（P＜0.001）。Con 群では Ex 介入によって MPC 細胞数は有意に増加したが（mean，
0.70 *105 cells；95% CI，0.56�0.84；P=0.02），EAM 群では Ex 介入で細胞数に有意差はなかった（mean，1.52 *105 cells；95%
CI，1.90�1.14；P=0.132）。MPC の遺伝子発現解析の結果，Con�Ex 群では筋再生関連，抗炎症関連および細胞周期阻害遺伝子
の発現量増加を認めたが（P＜0.05），EAM�Ex 群減少（P＜0.05），もしくは変化しなかった。さらに，EAM�Ex 群では線維化
関連遺伝子の発現が増加した（P＜0.05）。

【結論】

正常マウスと筋炎マウスの MPC では運動刺激に対する反応が異なることを明らかにした。慢性炎症状態の骨格筋に対する運動
刺激は，本来 MPC がもつ抗炎症能力や筋サテライト細胞ニッチとしての働きを減弱させること，MPC における αSMA や
TGFβ の発現が亢進させて骨格筋線維化の原因となる可能性を示唆した。また，間葉系細胞における p16ink4aの発現低下は様々な
組織における線維化や再生不良に寄与することが報告されている。今回，筋炎モデルでは運動介入によって p16ink4a発現低下を
認め，正常モデルでは発現亢進した。以上より，p16ink4aは適切な運動刺激のバイオマーカーとなるかもしれない。
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細胞移植治療後のデュシェンヌ型筋ジストロフィー症モデルマウスに対する等
尺性収縮トレーニングは，移植による治療効果を促進する

竹中 菜々1,2），伊東 佑太3），河上 敬介4），櫻井 英俊1）

1）京都大学 iPS細胞研究所，2）日本学術振興会特別研究員（PD），
3）名古屋学院大学リハビリテーション学部，4）大分大学福祉健康科学部

key words デュシェンヌ型筋ジストロフィー症・細胞移植治療・等尺性収縮トレーニング

【はじめに，目的】デュシェンヌ型筋ジストロフィー症（DMD）はジストロフィンタンパクの欠損を病因とし，筋線維の壊死と
再生を繰り返しながら徐々に筋萎縮が進行していく遺伝性疾患であり，未だに有効な治療法はない。そこで，新たな根治療法と
して，細胞移植治療が期待され，様々な研究によりモデル動物での治療効果が報告されている。しかし，それらの多くは組織学
的解析のみから治療効果を判定しており，細胞移植による運動機能の改善効果は明らかとなっていない。さらに，これまでに
DMDに対する細胞移植治療と理学療法介入の相互作用に注目した研究はほとんどない。一方，骨格筋廃用萎縮モデル動物によ
る実験では，骨格筋等尺性収縮トレーニングが筋萎縮抑制や筋再生促進に大きく寄与することが報告されている。そこで本研究
では，細胞移植治療後のDMDモデル動物に対し，筋収縮トレーニングを負荷し，それらによる DMD phenotype の改善効果を
組織学的解析と運動機能評価の両面から明らかとすることを目的とした。

【方法】重度免疫不全 DMD モデルマウス（DMD�null/NSG）右腓腹筋に，ヒト不死化筋芽細胞（Hu5/KD3）8×106個を培養液
中に懸濁して移植した。その際，左腓腹筋には同量の培養液を注入した（sham ope）。移植 2 日後，麻酔下で両側の下腿後面に
経皮的電気刺激を加えて筋収縮を惹起し，その際に発揮される足関節底屈トルクの最大値を計測した。その後，それらのマウス
はトレーニング群（N=2）と通常飼育群（N=5）とに分けられ，トレーニング群のマウスの両側後肢には，最大収縮時の 40％
の底屈トルクを発揮する電流値で電気刺激を 50 回繰り返して加え，等尺性収縮トレーニングが負荷された（トレーニング頻
度：1 回/1 日，7 日/週，期間：2 週間）。移植 8 週間後には，両側腓腹筋が採取され，生着細胞数，ジストロフィン陽性線維数，
筋線維径等を指標とした組織学的解析を行った。さらに，トレーニング開始日と終了日，そして，移植 4・8 週間後には最大底
屈トルク値を計測し運動機能の経時的変化を記録した。

【結果】トレーニングの有無に関わらず，移植細胞は DMD モデルマウスの腓腹筋に生着し，移植筋ではジストロフィン陽性の
筋線維が新たに形成されていたが，トレーニング群では通常飼育群と比較して，移植肢での生着細胞数とジストロフィン陽性線
維数が共に約 3倍増加していた。さらにトレーニング群では，最大底屈トルク値も増加し，野生型マウスでの測定値に近い値を
示した。現在は，トレーニング群と通常飼育群，両群のサンプル数を増やし，再現性の確認と治療メカニズムの解明を進めてい
る。さらに，新たに移植後不動群（尾部懸垂）を加え，細胞移植後のトレーニングによる効果をより多面的に解析中である。

【結論】細胞移植後に骨格筋等尺性収縮トレーニングを負荷すると，細胞の移植効率が向上し，細胞移植によるDMD phenotype
改善効果もより促進されることが明らかとなった。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（基礎）15】

O-KS-15-4

悪液質に伴う筋萎縮に対するパルス超音波が炎症性サイトカイン発現及び
MAPキナーゼに与える効果

上野 瑞季1），平山 佑介1），前重 伯壮2），藤野 英己2）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 悪液質・筋萎縮・パルス超音波

【はじめに，目的】

悪液質は骨格筋量の減少を特徴とする複合的代謝異常症候群である。特に敗血症に伴う悪液質では，リポ多糖類（LPS）により
IL�1 受容体結合キナーゼ�4（IRAK4）を介した MAPK キナーゼ（p38 MAPK）のリン酸化が亢進する。さらに IRAK4 は炎症
性サイトカインの一つである TNF�α の発現を増加させる。これらの p38 MAPK の活性化や TNF�α の発現増加は骨格筋タン
パク質分解経路を活性化し，筋萎縮を助長させる。一方，パルス超音波は抗炎症作用を有することから炎症により誘導される悪
液質性筋萎縮を予防できると考えられる。そこで，本研究ではマウス骨格筋由来の培養筋管細胞を用いた LPS 誘導性の悪液質性
筋萎縮に対するパルス超音波照射の予防効果を検証した。

【方法】

マウス骨格筋由来の C2C12 筋芽細胞を分化させた筋管細胞を用いた。群分けは対照群，パルス超音波照射群，LPS 添加群，LPS
添加にパルス超音波照射した群の 4 群とした。パルス超音波照射には超音波治療器（US�750，伊藤超短波）を用い，LPS 添加
直前にパルス超音波照射を実施した。照射条件は，パルス超音波の強度依存性を検討する予備実験を行った結果，照射強度 0.5
W/cm2，周波数 3 MHz，照射時間率 20%，照射時間 30 秒間とした。また，パルス超音波照射が TNF�α mRNA 発現量，IRAK
4 及び p38 MAPK のリン酸化，筋管細胞径，筋原線維タンパク質量に及ぼす影響を検証した。得られた結果の統計処理には二元
配置分散分析と Tukey の多重比較検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

C2C12 筋管細胞に LPS 添加することで筋管細胞径と筋原線維タンパク質が減少した。また，筋管細胞における TNF�α mRNA
発現量，IRAK4 及び p38 MAPK のリン酸化が亢進した。一方，パルス超音波照射により，C2C12 筋管細胞の細胞径，筋原線維
タンパク質量の減少が抑制された。さらに LPS 添加で上昇した TNF�α mRNA 発現量，p38 MAPK のリン酸化はパルス超音波
照射により抑制された。

【結論】

これらの結果からパルス超音波照射の抗炎症作用は LPS 添加による IRAK4 リン酸化には影響を及ぼさず，その下流のシグナ
ルである TNF�α mRNA 発現及び p38 MAPK リン酸化の亢進を抑制することで，LPS 誘導性の筋萎縮を予防できることが明ら
かとなった。本研究での成果からパルス超音波照射は悪液質に伴う筋萎縮を予防する治療手段の一つとなり得ることが示唆さ
れた。
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非荷重環境下でのレモンマートル摂取及び電気刺激が筋衛星細胞の活性化に与
える効果
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【はじめに，目的】

廃用性筋萎縮の要因の一つとして筋衛星細胞の活性低下による筋核数の減少が指摘されている。このため廃用性筋萎縮の予防
には筋衛星細胞の活性に伴う筋核数の増加を促すことが重要である。廃用性筋萎縮を抑制する目的で電気刺激が用いられてい
るが，電気刺激の効果は十分ではなく，効果を高める工夫が必須である。一方，ハーブの一種であるレモンマートルの摂取は筋
衛星細胞を活性化させることが明らかにされていることから電気刺激に加えレモンマートルを摂取することで廃用性筋萎縮の
予防効果を促すことが期待される。そこで，本研究ではレモンマートル摂取を併用した電気刺激が筋衛星細胞の活性化と廃用性
筋萎縮の予防に与える影響について検討した。

【方法】

Wistar 系雄性ラットを後肢非荷重状態にし，生理食塩水群とレモンマートル群に区分した。レモンマートル群は 1 日 2 回レモン
マートルを経口摂取（250mg/kg）させ，生理食塩水群は同容量の生理食塩水を経口摂取させた。また，両群の右後肢に電気刺
激を施した。電気刺激は中周波電気刺激（変調波 100 Hz）を下腿後面に経皮的に実施し，刺激強度は超最大刺激とした。刺激条
件は 1 秒 on，2 秒 off を 20 回繰り返し，6 セットを 1 日 2 回実施した。生理食塩水群の左後肢を HU 群，右後肢を HU+ES 群，
レモンマートル群の左後肢を HU+LM 群，右後肢を HU+LM+ES 群とした。各々の介入は 14 日間の後肢非荷重期間に実施し
た。介入期間終了後にヒラメ筋を摘出して，凍結保存した。凍結ヒラメ筋から薄切片を作製し，ATPase 染色で筋線維横断面積

（FCSA）を測定した。抗 Pax7/抗 Dystrophin/DAPI による多重免疫染色で筋線維数当たりの筋核数及び筋衛星細胞数を算出し
た。筋衛星細胞の活性化の指標として抗 MyoD/DAPI や筋衛星細胞の分化の指標として抗 myogenin/DAPI の陽性核を測定し
た。統計処理には二元配置分散分析と Tukey の多重比較検定を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

FCSA は，電気刺激をした HU+ES 群及び HU+LM+ES 群は電気刺激をしていない HU 群及び HU+LM と比較して各々有意に
高値を示した。また，レモンマートルを摂取した HU+LM 群及び HU+LM+ES 群は生理食塩水を摂取した HU 群及び HU+ES
群と比較して各々有意に高値を示した。筋核数，筋衛星細胞数に関しても各群間において FCSA と同様の有意差が認められた。
MyoD と myogenin は，電気刺激をした HU+ES 群及び HU+LM+ES 群は電気刺激をしていない HU 群及び HU+LM と比較し
て各々有意に増加し，さらにレモンマートルを摂取した HU+LM+ES 群は生理食塩水を摂取した HU+ES 群と比較して有意に
増加した。一方で，HU+LM 群の MyoD は HU 群と比較して有意な増加を認めたが，myogenin は HU 群と HU+LM 群の間に有
意差を認めなかった。

【結論】

電気刺激はレモンマートル摂取による栄養サポートで，電気刺激単独で行うよりも筋萎縮が予防された。また，この効果には筋
衛星細胞の活性化が関与することが明らかになった。
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大腿部の血流制限を伴う下腿三頭筋への電気刺激が骨格筋に与える肥大効果
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1）神戸大学大学院保健学研究科，2）大阪河崎リハビリテーション大学，3）大阪行岡医療大学，
4）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 血流制限・中周波電気刺激・筋肥大

【はじめに，目的】レジスタンス運動の効果は運動強度に依存するが，低強度のレジスタンス運動では筋肥大は生じない。一方，
血流制限下での低強度レジスタンス運動は，成長ホルモンの分泌を促進させ，筋タンパク質合成系を活性化し，筋肥大効果をも
たらすと報告されている。また，電気刺激はレジスタンス運動と同様に筋タンパク質合成系を活性化させる。さらに，虚弱高齢
者に対しても実施可能でありレジスタンス運動と比較し対象者の範囲が広いという利点がある。そこで血流制限下での低強度
電気刺激が筋肥大や筋タンパク質合成経路を活性化することが期待できるのではないかと考えた。本研究では大腿部の血流制
限環境下での下腿後面部への低強度電気刺激がヒラメ筋に与える肥大効果について検証した。

【方法】11 週齢 Wistar 雄性ラットを対照群（Con 群），大腿部に血流制限のみを行う血流制限群（Bfr 群），下腿部に電気刺激の
みを行う電気刺激群（ES 群），大腿部の血流制限に加え下腿部に電気刺激を行う血流制限＋電気刺激群（Bfr+ES 群）の 4 群に
分類した。電気刺激は中周波電気刺激（変調波 100Hz）を用い，刺激サイクルを 1 秒 on，2 秒 off とし，最大筋張力の 30% の強
度で 5 分間を 4 回実施した。Bfr 群には大腿部にカフ（Hokanson）を用い 80mmHg の圧を 5 分間加えた。Bfr+ES 群には電気刺
激開始直前に大腿部に 80mmHg の圧を加え電気刺激を実施した。介入は週に 3 回，8 週間実施した。被験筋をヒラメ筋とし，筋
重量を測定した後，筋横断面積の解析を ATPase 染色にて実施した。また，筋タンパク質合成の指標として Western blotting
法でリボゾームタンパク質 S6（rpS6）の発現量を測定した。

【結果】ヒラメ筋の相対重量比は Bfr+ES 群が Con 群，Bfr 群と比較し有意に高値を示した。また，ヒラメ筋の筋横断面積は Bfr
+ES 群が Con 群，ES 群と比較し有意に高値を示した。rpS6 の発現量は Con 群と比較し，Bfr 群，Es 群で有意な差は認められ
なかったが，Bfr+ES 群では Con 群と比較し有意に増加が認められた。

【結論】血流制限を伴う下腿三頭筋への電気刺激は，低強度刺激においても筋タンパク質合成経路の活性化が生じ，筋肥大効果
をもたらすことが明らかになった。
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加齢による骨格筋組織内蓄積脂肪の増加
マウスヒラメ筋を用いた検討
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1）豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科，2）豊橋創造大学大学院健康科学研究科

key words 加齢・骨格筋組織内脂肪・アンジオポエチン様因子

【はじめに，目的】

近年，加齢性筋肉減少症（サルコペニア）に脂肪の蓄積を合併したサルコペニア肥満が社会問題化している。サルコペニア肥満
は加齢性の骨格筋量減少に加え，糖尿病などの代謝性病変を合併するリスクを有することから，サルコペニア単独よりも高齢者
の QOL を阻害することが報告されている。また，サルコペニア肥満では骨格筋組織内の蓄積脂肪量が増加し，相対的な骨格筋
細胞量の減少を伴うことから，運動機能の維持の観点からも骨格筋内の脂肪量をコントロールする意義は大きい。しかし，骨格
筋内脂肪蓄積量増加の機序は未解明であり，有効な対抗策は未だ確立していない。

アンジオポエチン様因子（angiopoietin�like protein；Angptl）ファミリーは肝臓や脂肪組織でその発現が確認されているタンパ
ク質で，糖・脂質代謝やエネルギー代謝に深く関与している。したがって，骨格筋内脂肪蓄積の制御因子として機能している可
能性が示唆されるが，骨格筋における Angptl ファミリーの働きには不明な点が多く，サルコペニア肥満との関係性も明らかで
はない。よって，本研究の目的は加齢による骨格筋内脂肪蓄積メカニズムを Angptl ファミリー発現動態から検討することであ
る。

【方法】

実験には若齢（10 週齢；n=6）および加齢（100 週齢；n=7）の C57BL/6J 雄性マウスを用いた。マウスの両後肢よりヒラメ筋
を摘出し，即座に結合組織を除去して筋湿重量を測定後，右側は組織学的検索に，左側は分子生物学的検索に供した。組織学的
検索では凍結横断切片作成後に蛍光色素 LipiDye により染色し，骨格筋内脂肪滴の分布を評価した。分子生物学的検索では定量
real time RT�PCR 法にて Angptl2，Angptl 4 および Angptl6 発現量を評価した。

【結果】

加齢マウスヒラメ筋重量は若齢マウスヒラメ筋と比較して有意に低値を示した（p＜0.05）。一方，加齢マウスヒラメ筋では，
LipiDye で染色される領域が若齢マウスヒラメ筋と比較して増大した。また，Angptl2 および Angptl4 mRNA 発現量は加齢マウ
スヒラメ筋で有意に低値を示したが（p＜0.05），Angptl6 mRNA 発現量は加齢マウスヒラメ筋で低値を示す傾向を認めたが統計
的有意差は認めなかった。

【結論】

加齢によりヒラメ筋重量は低下し，骨格筋内脂肪滴の著明な蓄積を認めた。また，Angptl2 および Angptl4 mRNA 発現量は加
齢により低下した。したがって，加齢に伴う Angptl2 および Angptl 4 発現の低下が骨格筋組織内脂肪蓄積の増加に関与してい
ることが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）16：50～17：50 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（基礎）16】

O-KS-16-2

長期間でみた筋再生能の頭部筋と下肢筋の比較

吉岡 潔志1,2），瀬古 大暉1,2），土屋 吉史1,2），藤巻 慎1,2），藤田 諒1,2），北嶋 康雄1,2），
小野 悠介1）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科幹細胞生物学研究分野，2）日本学術振興会特別研究員

key words 再生・筋損傷・頭頚部

【はじめに，目的】

骨格筋は成熟した身体内においても，高い再生能を持つ。打撲や高強度の運動，外科的手術などにより損傷をうけても，筋の周
囲に存在するサテライト細胞とよばれる骨格筋幹細胞により，筋は再生・修復される。我々はこれまでに，頭部筋と下肢筋のサ
テライト細胞は，両骨格筋間で質的に著しく異なる集団であること，損傷から 2 週間後において，下肢筋は損傷前と同じ湿重量
にまで戻る一方で，頭部筋は有意に小さいままであることを報告した。我々の先の報告を含め，多くの筋再生能を評価する研究
において，損傷前と同じ筋サイズに戻るまでの経過を追った報告が多い。しかし，長期間の経過を観察した報告はほとんどない。
本研究では，成体内骨格筋の損傷からの再生を長期間観察し，頭部筋と下肢筋の筋再生能を比較することを目的とした。

【方法】

10 週齢の雄性マウス（C57BL/6J）を用い，左側の咬筋（MAS）及び前脛骨筋（TA）にカルディオトキシン（CTX）を注射し，
対象筋全体にわたって筋損傷を誘発した。筋損傷から 1 週，2 週，40 週間後（1w，2w，40w）にそれぞれの筋を摘出し筋湿重
量を測定した。2w，40w で回収した筋サンプルの組織横断切片を作成し，HE 染色により組織の観察をおこなった。2 群間の比
較には対応のない T 検定を，多群間の比較には一元配置分散分析を用い，有意差を認めた場合には，多重比較検定に Tukey
の方法を用いた。有意水準は P＜0.05 とした。

【結果】

MAS・TA ともに，1w の筋湿重量は，非損傷側と比べ有意に小さな値を示した（MAS；78.4±4.1%，TA；82.1±2.0%）。2w
の筋湿重量は，MAS で有意に小さいままであった一方で，TA では非損傷側との有意差がみられないレベルにまで戻った

（MAS；81.7±10.0%，TA；108.3±6.3%）。この時，中心核を特徴とする再生筋の筋線維横断面積は，TA では非損傷側ではほと
んど見られない 5000μm̂2 を超えるものが多く確認された一方で，MAS では有意に小さい値を示した。筋損傷後 40w の筋湿重
量は，MAS では非損傷側との差は見られなくなったが，TA では損傷側の方が非損傷側よりも有意に大きくなった（MAS；
101.6±5.3%，TA；145.4±3.0%）。

【結論】

頭部筋は下肢筋と比べ，非損傷側と同じ質重量まで戻るのに長期間を要し，筋再生能力は身体部位によって異なることが明らか
となった。骨格筋を対象とした介入において，過負荷により筋出力が向上することは広く知られている。しかし，頭部筋の筋再
生能は低く，過剰な負荷は逆に頭部筋の出力を低下させる恐れがあり，同じ骨格筋であっても，頭部筋の筋機能向上のためのリ
ハビリテーション介入方略は，分けて考える必要があることを示唆する結果が得られた。また，損傷から長期間たった TA の筋
湿重量は非損側よりも大きくなったことから，生物の成体内でみられる組織の再生とは，必ずしも元の組織と同じものを生みだ
す過程ではないことを示唆する結果が得られた。
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O-KS-16-3

加齢ラットに対するトレッドミル走行運動が脊髄前角エリアにおけるGDNFの
発現に与える影響

中本 幸太1），村田 健児2），国分 貴徳2），白勢 陽子3），桑原 希望3），金村 尚彦2）

1）医療法人名圭会白岡整形外科，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，3）埼玉県立大学

key words 走行運動・脊髄前角エリア・グリア細胞株由来神経栄養因子

【はじめに，目的】

神経栄養因子の一つである GDNF は運動ニューロンを栄養する有力な分泌タンパク質である。神経細胞の生存，遺伝子発現制
御，発生過程のシナプス除去などに重要な役割を担っており，特に脊髄の運動ニューロンの発生と分化，生存に深く関与してい
ると報告されている。神経栄養因子は運動により効果を発揮するが，脊髄レベルでの GDNF の影響について詳しい見解が得ら
れていない。

本研究は，加齢ラットに対しトレッドミル走行運動を実施することで，脊髄前角エリアにおける GDNF の発現量を比較し，神
経可塑性に与える影響を検討することで，運動療法の効果検証をすることを目的とした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 1 年齢 10 匹を対象とし走行群，非走行群の 2 群に振り分けた。走行群は小動物用トレッドミルを使用し，
傾斜 0 度で走行実験初日および 2 日目は走行速度 3.6m/min にて 30 分，3 日目は走行速度 3.6m/min（10 分）→5.8m/min（20
分）計 30 分，4 日目は走行速度 3.6m/min（10 分）→5.8m/min（30 分）計 40 分，5 日目は走行速度 3.6m/min（10 分）→5.8
m/min（40 分）の計 50 分，5 日目以降は走行速度 3.6m/min（10 分）→5.8m/min（50 分）の計 60 分を 1 日 1 回，週 5 回，4
週間行った。

実験終了後，組織学的評価として蛍光免疫組織化学染色法にて，抗 GDNF 抗体，抗 Hu/D 抗体を用い，2 重染色を行った。KEY-
ENCE 蛍光顕微鏡（BZ�X700）で L4�L5 脊髄の LAMINAIX エリアに対し陽性ニューロンの輝度，総計を算出し，対応のない
T 検定を用いて比較した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

LAMINAIX エリアの運動ニューロンの輝度平均は，走行群（68.4）は非走行群（37.0）に比べて有意に増加した。また総計にお
いても走行群（21951,0μm2）は非走行群（8208,0μm2）に比べ有意に増加した。

【結論】

本研究結果より，運動による LAMINAIX エリアの運動ニューロン活性化が認められた。脊髄の運動神経は脳からの指令を骨格
筋へ伝える遠心性の情報伝達路である。先行研究から GDNF は骨格筋細胞と同様に脊髄内の運動ニューロン，オリゴデンドロ
サイトで産出され，運動により発現が増加することが示されている。また，骨格筋で生成された GDNF は運動することで脊髄
に逆行性輸送されると報告されている。これらから本研究では運動により骨格筋で生成された GDNF が脊髄の運動ニューロン
に逆行性輸送されたため，脊髄前角の LAMINAIX エリアにおける輝度平均および総計の値が増加したと考えられた。また中等
度の運動（トレッドミルを用い，10m/min で，1 日 2 時間）を短期間（2 週間）行わせた場合，脊髄レベルの神経栄養因子の発
現を高め，それ以上の強度の運動では発現を減少させることが先行研究より示されている。本研究では低強度でも長期間の運動
を継続させることで脊髄における運動ニューロンの活性化が認められた。これらより低負荷でも長期間の運動を継続すること
で神経機能が活性化され，運動療法の効果が示唆された。
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O-KS-16-4

廃用性筋萎縮に対する再荷重の影響の検討―微細筋損傷と IL�6，IL�15 に着目し
て―

相原 正博1,2），勝田 若奈3,4），廣瀬 昇1,5），斉藤 史明5），丸山 仁司2），萩原 宏毅1,3,5）

1）帝京科学大学医療科学部理学療法学科，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学理学療法学分野，
3）帝京科学大学大学院理工学研究科バイオサイエンス専攻医療科学分野，
4）国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション部，5）帝京大学神経内科

key words 微細筋損傷・再荷重・マイオカイン

【はじめに，目的】廃用性筋萎縮は筋の不活動により生じ，高齢者においては寝たきりや ADL の低下を引き起こす要因の一つで
ある。そのため，廃用性筋萎縮の予防や機能改善が重要な課題である。廃用性筋萎縮に対する理学療法介入は，伸張刺激や持久
運動，電気刺激等と数多くの報告がなされている。一方で，筋萎縮に対する再荷重は，骨格筋の微細筋損傷を誘発することが報
告されており，筋萎縮を増悪させる可能性もある。このため，至適な再荷重の負荷を行うことが重要である。しかし，至適な負
荷について有用な指標が存在していない。近年，骨格筋から種々のホルモン様の生理活性物質として分泌されるマイオカインが
注目されている。特に，骨格筋から分泌されるマイオカインのうち IL�6 や IL�15 などは，運動時における生理学的機能に関す
る報告が多い。しかし，筋萎縮に対する再荷重の影響と関連するかは，ほとんど検討がなされていない。そこで，廃用性筋萎縮
に対する再荷重による微細筋損傷の有無と IL�6，IL�15 の変動について検討した。

【方法】10 週齢のマウス（C57BL6）を使用し，コントロール群，ギプス固定群，再荷重群に分けた。筋萎縮誘発方法は，膝関節
伸展，足関節背屈位にてギプス包帯を用いてギプス固定を実施し，固定期間は 2 週間とした。前肢と一側後肢を用いてケージ内
を移動し，餌と水は自由に摂取できるようにした。飼育中は，全身状態観察，体重計測を実施し，ギプス固定の緩みや浮腫が生
じた際は，その都度巻き直しを行った。2 週間の固定期間後，ギプス包帯を除去し，再荷重を 1 日行った。前脛骨筋，腓腹筋，
ヒラメ筋を単離した後，筋湿重量計測を実施し，凍結横断切片を作成した。HE 染色にて，微細筋損傷でみられる炎症細胞，壊
死線維，間質の拡大，中心核の有無を観察した。また，マイクロアレイ法にて，遺伝子の発現を網羅的に検討した。また，採血
後に血清を得て，IL�6，IL�15 の血中濃度をマルチプレックスサスペンションアレイ解析にて定量化した。

【結果】筋湿重量はコントロール群と比較して，ギプス固定群と再荷重群で有意に低下した。再荷重群では明白な筋萎縮の改善
はみられなかった。微細筋損傷は，腓腹筋の HE 染色では明らかではなかった。骨格筋のマイクロアレイ法では，コントロール
と比較して IL�6 が約 20 倍に発現が上昇し，IL�15 は再荷重時に 0.5 倍に発現量が減少していた。血清での IL�6，IL�15 はコン
トロール群，再荷重群，ギプス固定群の順に高値を示した。

【結論】血中濃度やマイクロアレイ解析の結果から，IL�6 や IL�15 は筋萎縮誘発や再荷重のプロセスにおける病態を反映し，バ
イオマーカーとなりうる可能性が示唆された。微細筋損傷は再荷重 1 日の腓腹筋では明らかではなかった。今後は再荷重期間の
延長や微細筋損傷を受けやすい抗重力筋であるヒラメ筋等を対象とした，微細筋損傷の評価について検討が必要である。
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O-KS-16-5

運動の時間配分が肥満を伴う 2型糖尿病ラットのブドウ糖負荷応答に及ぼす影
響

藤田 直人1,2），青野 沙紀2），唐崎 航平2），世羅 布実2），黒瀬 智之1,2），藤野 英己3），
浦川 将1,2）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，2）広島大学医学部保健学科，3）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 2型糖尿病・インスリン抵抗性・運動

【はじめに，目的】運動は 2 型糖尿病を改善し，その効果は運動時間に依存する。アメリカスポーツ医学会による糖尿病に対す
る運動処方の指針では，長時間の運動が困難な場合は運動を数回に分けて実施することが推奨されているが，運動の時間配分に
よる影響は不明である。本研究では，同一時間の運動を単回で実施した場合と複数回に分けて実施した場合の違いを，2 型糖尿
病のブドウ糖負荷応答に着目して検証した。

【方法】肥満を伴う 2 型糖尿病モデル動物として 20 週齢の雄性 OLETF ラットを用い，正常動物として同一週齢の雄性 LETO
ラットを用いた。動物はトレッドミルを用いた走行運動を行う群と運動を行わない非運動群に区分し，走行運動を行う動物は 60
分間の運動を 1 日 1 回行う群（Ex60 群）と 20 分間の運動を 1 日 3 回行う群（Ex20×3 群）に分けた。トレッドミルを用いた走
行運動は，週に 5 回の頻度で 4 週間継続して実施し，走行速度は 18 m/min とし，傾斜角度は上り 10 度に設定した。最終運動の
2 日後に経口ブドウ糖負荷試験を行い，空腹時，ブドウ糖負荷 30 分後，60 分後，120 分後に血糖値と血清インスリン値，血清遊
離脂肪酸濃度（FFA）を測定した。また，最終運動の 4 日後に血漿 TNF�α 発現量，体重，肝臓と精巣上体脂肪の湿重量を測定
した。各群間の比較には一元配置分散分析と Turkey HSD の多重比較検定を用いた。測定値間の関連性はピアソンの積率相関係
数を用いて検討した。全ての統計処理に関して有意水準は 5% 未満とした。

【結果】経口ブドウ糖負荷 30 分後と 60 分後における血糖値は，OLETF ラットの各群では LETO ラットの各群に比較して有意
に高値を示した。また，Ex60 群と Ex20×3 群は非運動群に比較して低値を示した。OLETF ラットの Ex60 群と Ex20×3 群の
血糖値に差は認めなかった。空腹時における血清インスリン値と FFA は，OLETF ラットの非運動群では LETO ラットの各群
に比較して高い傾向を示した。一方，OLETF ラットの Ex60 群，Ex20×3 群，LETO ラットの各群の間には有意差を認めず，
同程度であった。TNF�α の発現量は全ての動物において低く，群間差を認めなかった。経口ブドウ糖負荷 30 分後と 60 分後に
おける OLETF ラットの血糖値は，体重，肝臓重量，精巣上体脂肪量との間に有意な正の相関を認めた。

【結論】本研究の経口ブドウ糖負荷の結果より，OLETF ラットにおける高インスリン血症を伴うインスリン抵抗性が示唆され
た。また，運動は時間配分に関わらず，OLETF ラットに生じるブドウ糖負荷応答を改善したことから，インスリン抵抗性を軽
減した可能性がある。インスリン抵抗性の軽減には脂質の減少が関与している可能性が示されたが，脂質を減少する可能性があ
る長時間運動に優位性が確認できなかった点に関して，今後は検討する必要がある。
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脳梗塞発症前の運動がもたらす発症後障害軽減効果に関する検討

杉山 佳隆，石田 和人

名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻

key words 脳梗塞・アストロサイト・低酸素誘導因子

【はじめに，目的】脳梗塞発症前に一定期間の運動を行うことで，発症後の障害が軽減されることが先行研究より報告されてい
る。しかし，その作用機序に関してはいまだ不明な点が多く，また多くの先行研究はニューロンに着目したものであり，グリア
細胞に着目した検討は少ない。グリア細胞の一種であるアストロサイトは脳梗塞発症後，梗塞部周辺領域において活性化するこ
とが知られており，様々な神経保護因子の放出や神経伝達物質の取り込みなどの作用から，神経保護に関与することが報告され
ている。また血管新生やエネルギー代謝などに関与する多数の下流因子の発現を制御することによって，虚血耐性を高めること
が報告されている低酸素誘導因子（HIF）�1α は，脳梗塞後のアストロサイト活性化に関与することが報告されている。そこで本
研究は，脳梗塞発症前のトレッドミル運動がもたらす障害軽減効果の作用機序に関して，梗塞周辺領域におけるアストロサイト
活性化と，アストロサイトにおける HIF�1α 発現に着目して検討することを目的とした。【方法】実験動物は雄性 CB�17 系（CB�
17/lcr�+/+Jcl）マウス（6 週齢）20 匹を用い，無作為に偽手術（Sham）群と Sham+運動（Ex）群，脳梗塞（MCO）群と MCO
+Ex 群の 4 群に分けた。運動群は 12 週間のトレッドミル走行運動（20 m/分，50 分/日）を行い，非運動群は同期間通常飼育し
た。12 週間後，左中大脳動脈皮質枝を焼灼することで脳梗塞モデルを作成し，手術後 48 時間の時点でマウスの感覚運動機能の
評価（Grid walking テスト，Adhesive removal テスト，握力テスト）を行い，脳組織を採取した。採取した脳組織から凍結冠状
断切片を作成し，Nissl 染色により梗塞体積を測定した。また免疫組織化学染色により GFAP（アストロサイトマーカー），HIF�
1α を染色し，梗塞周辺部における GFAP 陽性細胞面積を測定することでアストロサイト活性を評価し，陽性細胞数を測定する
ことでアストロサイトにおける HIF�1α 発現を評価した。【結果】脳梗塞後 48 時間の時点の感覚運動機能評価において，全ての
テストで MCO 群の有意な障害が確認された。また Adhesive removal テストにおいて MCO+Ex 群が MCO 群よりも障害が有
意に軽減され，Grid walking テストにおいて軽減の傾向がみられた。梗塞体積は MCO+Ex 群が MCO 群と比較して有意に減少
していた。また免疫組織化学染色により，MCO+Ex 群が MCO 群と比較して，梗塞周辺部における GFAP 陽性細胞面積の有意
な増加と，GFAP/HIF�1α 陽性細胞数の有意な増加が認められた。【結論】本研究は脳梗塞発症前の長期的な運動が発症後の感
覚運動機能障害を改善することを示し，運動による梗塞周辺領域におけるアストロサイト活性化の促進と，アストロサイトにお
ける HIF�1α 発現の増加が，その作用機序として神経保護に関与する可能性を示した。
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不動化したラットヒラメ筋における筋核数の変化がマクロファージの動態にお
よぼす影響
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【はじめに，目的】

所属研究室の先行研究では，1，2 週間，骨格筋を不動に曝すと線維化が惹起され，筋性拘縮が発生するが，この分子機構にはマ
クロファージの集積を発端とした IL�1β/TGF�β1 シグナリングの活性化が関与すると報告されている。しかし，このマクロ
ファージ集積のメカニズムに関しては，これまで明らかにできていない。一方，筋性拘縮発生時には筋線維萎縮が併発し，この
メカニズムにはアポトーシスの誘導による筋核数の減少が影響すると報告されている。つまり，筋核にアポトーシスが誘導され
るとその筋核が制御していた細胞質領域の貪食のためにマクロファージが集積すると仮説できる。そこで，本研究では 1，2
週間不動化したラットヒラメ筋を検索材料に，上記の仮説を検証した。

【方法】

実験動物には 8 週齢の Wistar 系雄性ラット 20 匹を用い，両側足関節を最大底屈位にてギプスで 1，2 週間不動化する不動群
（各 5 匹，計 10 匹）と同週齢まで通常飼育する対照群（各 5 匹，計 10 匹）に振り分けた。各不動期間終了後は各ラットの足関
節背屈可動域を測定し，採取したヒラメ筋から凍結横断切片を作製した。そして，抗ジストロフィン抗体に対する免疫組織化学
染色ならびにヘマトキシリンによる核染色を施し，各筋試料につき 100 本以上の筋線維について横断面積と筋核数を計測した。
加えて，各筋線維について横断面積を筋核数で除したデータを 1 つの筋核が制御する細胞質領域，すなわち筋核ドメインと規定
し，上記と同様に 100 本以上の筋線維について算出した。

【結果】

不動群の足関節背屈可動域と筋線維横断面積は不動 1，2 週とも対照群より有意に低値を示し，不動期間で比較すると不動 2
週は不動 1 週より有意に低値を示した。また，不動群の筋核数は不動 1 週で対照群より有意に低値を示したが，不動期間による
有意差は認められなかった。さらに，不動群の筋核ドメインは不動 1 週では対照群と有意差を認めなかったが，不動 2 週では対
照群より有意に低値を示した。

【結論】

足関節背屈可動域の結果から，筋性拘縮は不動 1 週から発生していたと考えられる。そして，筋線維横断面積の結果は筋線維萎
縮が不動 1 週で発生し，不動 2 週でさらに進行することを示唆している。加えて，不動 1 週で筋核数は有意な減少を認め，これ
は筋核のアポトーシスが影響していると推察される。一方，筋核ドメインは不動 2 週でのみ有意な減少を認めた。つまり，不動
1 週での筋線維萎縮には筋核数の減少が直接的に影響し，不動 2 週での筋線維萎縮の進行には，このことに加え，筋構成タンパ
ク質の分解亢進が影響していると推察される。したがって，不動 1 週でのマクロファージの集積は筋核が制御していた細胞質領
域の貪食のためではないかと推察され，このことが発端となって線維化発生の分子機構が活性化するのではないかと考えられ
る。
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廃用性筋萎縮に対する低周波電気刺激及びパルス磁気刺激の予防効果の比較
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【はじめに，目的】

廃用性筋萎縮を予防する手段の一つとして低周波電気刺激（ES）が広く用いられているが，刺激誘導時に皮膚や脂肪の電気抵抗
による刺激電流の減衰が報告されている。このため，ES は表層に存在する筋に対しては効果的であるが，深層に存在する筋の
予防効果は不十分であると報告されている。一方，パルス磁気刺激（MS）は磁場を発生させることで生体内に渦電流を生じさ
せて筋線維を収縮させるため，刺激強度が減衰することなく筋を刺激することができ，深層筋の予防に効果的であると考えられ
る。そこで本研究では，廃用性筋萎縮に対する ES と MS の予防効果の相違を比較検討した。

【方法】

雄性 Sprague�Dawley 系ラット（615±7 g）を，対照群（CON 群），2 週間の後肢非荷重群（HU 群），後肢非荷重期間中に低周
波電気刺激を用いた群（HU+ES 群），後肢非荷重期間中にパルス磁気刺激を用いた群（HU+MS 群）に区分した。低周波電気刺
激には SEN�3301（日本光電）を用い，パルス磁気刺激には Pathleader（IFG）を用いた。ES 及び MS の骨格筋刺激強度は，電
気刺激の超最大刺激により足関節底屈筋を最大収縮させた際のトルク（MVC）を算出し，20% MVC となる刺激強度に設定した。
刺激周波数 50 Hz，パルス幅 350 μsec にて 1.3 秒間 on，1.7 秒間 off の周期で 20 回×5 セット/日の頻度で 2 週間実施した。実験
期間終了後，腓腹筋内側頭とヒラメ筋を摘出し，急速凍結した。凍結した筋から作製した薄切切片を ATPase 染色（腓腹筋内側
頭；pH 4.45，ヒラメ筋；pH 4.20）し，筋線維横断面積を計測した。統計処理は一元配置分散分析と Tukey の多重比較検定を用
い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

腓腹筋内側頭の筋線維横断面積は，CON 群に比較して HU 群で有意に低値を示したが，HU+ES 群及び HU+MS 群では有意な
低値は認められなかった。また，HU+ES 群と HU+MS 群の間に有意な差は認められなかった。ヒラメ筋の筋線維横断面積は，
CON 群に比較して HU 群，HU+ES 群及び HU+MS 群で有意に低値を示した。一方，HU 群に比較して HU+ES 群では有意な差
は認められなかったが，HU+MS 群では有意に高値を示した。

【結論】

本研究の結果から，表層筋である腓腹筋内側頭では低周波電気刺激とパルス磁気刺激に予防効果に差は認められなかったが，深
層筋であるヒラメ筋ではパルス磁気刺激が低周波電気刺激に比較して高い予防効果があることが明らかになった。
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電気刺激を用いた単収縮と強縮のコンビネーションプログラムが筋性拘縮と廃
用性筋萎縮におよぼす影響
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【目的】

従来から，電気刺激は筋萎縮の予防や筋力増強を目的に広く臨床で活用されており，その際の刺激周波数は骨格筋の強縮を誘発
する高周波帯域が推奨されている。一方，われわれは線維化を主病態とする筋性拘縮を電気刺激によって予防するためには，骨
格筋の単収縮を誘発する低周波帯域の刺激周波数が効果的であることを報告してきた。ただ，筋性拘縮発生時は廃用性筋萎縮が
併存することが多く，臨床ではいずれの機能障害に対しても効率良い対応が求められる。従ってわれわれは，低周波・高周波帯
域の刺激周波数での通電を交互に行い，骨格筋の単収縮と強縮を誘発できるコンビネーションプログラムの開発を産学共同研
究で進めている。そこで，本研究では不動化したラットヒラメ筋を検索材料に本プログラムの効果を検証した。

【方法】

実験動物には 8 週齢の Wistar 系雄性ラット 20 匹（各群 5 匹）を用い，1）無処置の対照群，2）両側足関節を最大底屈位の状態
でギプス固定し，4 週間不動化する不動群，3）不動の過程で 10 Hz の刺激周波数によってヒラメ筋に単収縮を誘発する Twitch
群，4）同様に 10 Hz と 50 Hz の刺激周波数によってヒラメ筋に単収縮と強縮を交互に誘発する Dual 群に振り分けた。なお，
Twitch 群と Dual 群においてはリード線付き表面電極を貼付した状態でギプス固定し，ギプスを装着したまま以下の条件で電
気刺激を行った。具体的には，刺激強度 10 mA 以下，パルス幅 250 μsec の条件で，30 分/日（6 回/週），延べ 4 週間，電気刺激
を行った。実験期間終了後は各ラットを麻酔し，両側足関節の背屈可動域を測定した。そして，両側のヒラメ筋を採取し，右側
試料については凍結横断切片を作製し，ATP 染色を施した後，タイプ I・II 線維の筋線維横断面積を計測した。一方，左側試料
については real time RT�PCR 法に供し，タイプ I・III コラーゲン mRNA 発現量を定量化した。

【結果】

足関節背屈可動域は実験群の 3 群とも対照群より有意に低値であったが，この 3 群間では Twitch 群と Dual 群が不動群よりも
有意に高値を示した。また，タイプ I・II 線維の筋線維横断面積は実験群の 3 群とも対照群より有意に低値であったが，この 3
群間ではタイプ I 線維のみ Dual 群が不動群や Twitch 群より有意に高値を示した。次に，タイプ I・III コラーゲン mRNA 発現
量はいずれも不動群が対照群より有意に高値であったが，Twitch 群と Dual 群は対照群と有意差を認めなかった。

【結論】

今回の結果から，Twitch 群では骨格筋の線維化の発生が抑えられ，筋性拘縮の進行抑制効果が認められたが，廃用性筋萎縮の
進行抑制効果は認められなかった。一方，Dual 群では筋性拘縮の進行抑制効果に加え，廃用性筋萎縮の進行抑制効果も認められ
た。つまり，単収縮と強縮のコンビネーションプログラムを用いた電気刺激は不動によって惹起される筋性拘縮と廃用性筋萎縮
の進行抑制に効果的であると推察される。
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O-KS-17-4

乳酸刺激によるErk1/2 の活性化が骨格筋肥大に及ぼす影響

大野 善隆1），横山 真吾1），後藤 勝正2）

1）豊橋創造大学，2）豊橋創造大学大学院

key words 筋肥大・乳酸・乳酸受容体

【はじめに，目的】骨格筋は可塑性に富み，運動（筋収縮）により筋肥大が生じるが，その分子機構の全貌は未だ解明されてい
ない。筋収縮の際に骨格筋細胞は乳酸を産生・分泌し，筋細胞由来の乳酸は血中に移行して様々な器官で利用される。乳酸受容
体 G protein�coupled receptor 81（GPR81）は脂肪細胞に豊富に存在し，GPR81 の活性化は cAMP 濃度低下を介して，脂肪分解
を抑制する。一方，骨格筋細胞にも GPR81 は存在するため，乳酸は筋細胞自身にも影響を及ぼすことが示唆されるが，その作
用は明らかになっていない。近年，GPR81 作動薬を脂肪細胞や骨格筋細胞に負荷すると，GPR81 を介して extracellular signal�
regulated kinase 1/2（Erk1/2）が活性化することが報告された。Erk1/2 は骨格筋肥大に寄与する細胞内シグナル伝達因子の 1
つと考えられているが，乳酸が Erk1/2 を介して骨格筋肥大を引き起こすかは明らかになっていない。そこで本研究では，培養
骨格筋細胞を用いて，Erk1/2 の抑制が乳酸刺激による骨格筋肥大に及ぼす影響について検討し，乳酸刺激による骨格筋肥大に
おける Erk1/2 の役割を明らかにすることを目的とした。

【方法】実験対象にはマウス筋芽細胞由来 C2C12 を用いた。筋芽細胞を播種し増殖培地にて増殖させた後，分化培地にて培養し
筋管細胞に分化させた。乳酸ナトリウム（乳酸，0～20mM），GPR81 のアゴニストである 3,5�ジヒドロキシ安息香酸（3,5�Dihy-
droxybenzoic acid：3,5�DHBA）を分化培地に添加し，乳酸刺激による骨格筋肥大における GRP81 の関与を検討した。さらに，
乳酸刺激による骨格筋肥大における Erk1/2 の役割を検討するために，乳酸および U0126（Erk1/2 阻害剤）を分化培地に添加し
た。各物質添加後に筋管細胞の直径を測定し，protease inhibitor と phosphatase inhibitor を含むタンパク質抽出液を用いて筋細
胞を回収した。筋細胞におけるタンパク質量を Bradford 法により測定すると共に，ウェスタンブロット法により Erk1/2 リン酸
化レベルを評価した。実験で得られた測定値の比較には，一元配置分散分析および多重比較検定を用いた（有意水準 5％）。

【結果】乳酸は濃度依存性に筋管細胞直径を増加させた。3,5�DHBA も乳酸と同様に，筋管細胞直径を有意に増加させた。さら
に，乳酸ならびに 3,5�DHBA は筋細胞の Erk1/2 リン酸化レベルを有意に増加させた。一方，U0126 による Erk1/2 の抑制は，
乳酸による筋管細胞直径の増大を抑制した。

【結論】乳酸による骨格筋肥大効果には，乳酸受容体 GPR81 を介した Erk1/2 活性化が関与することが示唆された。本研究の一
部は日本学術振興会科学研究費（挑戦的萌芽，16K12942，16K13022；基盤 C，26350818）ならびに内藤記念科学振興財団「内
藤記念科学奨励金・研究助成」，豊橋創造大学大学院健康科学研究科「先端研究」の助成を受けて実施された。
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O-KS-17-5

無血清培地を使用したヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の樹立および培養方法の検
討

猪村 剛史1），中川 慧1），大塚 貴志1），Looniva Shresta1），品川 勝弘2），城戸 皓輝1），
河原 裕美3），長谷川森一4），高橋 信也5），末田泰二郎5），栗栖 薫2），弓削 類1,3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学教室，
3）株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ，4）株式会社ツーセル，5）広島大学病院心臓血管外科

key words 頭蓋骨・間葉系幹細胞・無血清

【はじめに，目的】

中枢神経疾患に対する再生医療への期待が膨らんでおり，そのなかで，移植に用いられる細胞の有力な候補として間葉系幹細胞
（mesenchymal stem cells：MSCs）が知られている。MSCs は，由来する組織によって分化能や増殖能が異なることが報告され
ている。我々は，神経系疾患に対する細胞治療の新たな細胞ソースとして，神経堤由来のヒト頭蓋骨から間葉系幹細胞（cranial
bone marrow derived MSCs：cMSCs）の樹立に成功し，その神経分化特性について報告してきた。従来の培養方法では，動物
由来成分である血清を使用するのが一般的であり，これまでに樹立した cMSCs においてもウシ胎仔由来の血清を使用した培養
を行ってきた。しかし，臨床応用を考慮するとアニマルフリー状態での培養が強く望まれる。そこで本研究では，cMSCs の臨
床応用を見据え，有血清のみでなく無血清培地での cMSCs の樹立を試み，樹立された細胞の特性について解析することを目的
とした。

【方法】

cMSCs の樹立は，脳神経外科手術時に得られる頭蓋骨片を有血清もしくは無血清培地で培養容器に播種することで行った。各
条件で樹立された cMSCs の多分化能評価として，骨・脂肪・神経細胞への分化誘導を行った。骨・脂肪分化では，cMSCs をコ
ンフルエントまで培養した後に，骨分化誘導培地または脂肪分化誘導培地に交換することで分化誘導を行った。神経分化は，70%
コンフルエントの時点で，神経分化誘導培地に交換し分化誘導を行った。分化後の解析には，位相差顕微鏡を用いた形態学的解
析に加えて，アリザリンレッド S 染色，オイルレッド O 染色，Neurofilament の免疫染色を行った。また，細胞の連続継代を実
施し，各条件で樹立された細胞の増殖能を評価した。

【結果】

有血清培地または無血清培地で培養容器に播種した結果，播種 7～10 日後付近で接着細胞が出現し，継代培養を経て細胞の樹立
が可能であった。分化誘導を行った結果，両条件で樹立された細胞ともに，骨芽細胞・脂肪細胞様の形態となり，アリザリンレッ
ド S 染色・オイルレッド O 染色にて陽性細胞が観察された。神経分化においても，両条件ともに Neurofilament 陽性の細胞が確
認された。連続継代の結果，両条件ともに増殖能が確認された。

【結論】

本研究の結果，血清を用いない培養条件であっても，有血清培養と同様に cMSCs の樹立・培養が可能であることが示された。
今後は，臨床応用に向け，無血清で培養した cMSCs の神経疾患に対する移植効果についても検討する必要がある。さらに，MSCs
移植後に理学療法を実施することで機能回復に与える影響について検討し，神経再生医療分野における理学療法の効果および
その作用機序についても検討したい。
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O-KS-17-6

廃用性筋萎縮に伴う筋線維の速筋化に対する乳酸菌R30 株摂取の予防効果

池治 拓也1），平山 佑介2），中西 亮介2），立垣 愛郎3），小野 紘平1），前重 伯壮4），藤野 英己4）

1）神戸大学医学部保健学科，2）神戸大学大学院保健学研究科，3）カネカメディカルデバイス開発研究所，
4）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 乳酸菌R30株・筋線維タイプ・酸化的エネルギー代謝

【はじめに，目的】

不活動に伴う骨格筋萎縮では筋線維の速筋化や酸化的エネルギー代謝の低下が生じ，運動耐容能低下が惹起される。筋線維の速
筋化や酸化的エネルギー代謝低下には転写共役因子である PGC�1α の発現量低下が関与している。PGC�1α 発現の調節因子と
して一酸化窒素合成酵素（eNOS）が報告されており，eNOS 発現は骨格筋内の血流量増加によって誘導されることが確認され
ている。我々は先行研究においてラットに乳酸菌 R30 株（R30）を摂取させることで骨格筋の血流量が増加することを確認して
いる。そこで，長期間の R30 摂取は骨格筋の血流量を増加させ，eNOS を介し PGC�1α 発現を誘導して，骨格筋線維の速筋化や
酸化的エネルギー代謝低下を抑制できるのではないかと予測される。本研究では R30 の摂取が不活動に伴う骨格筋の速筋化や
酸化的エネルギー代謝に与える効果を検証した。

【方法】

11 週齢 Sprague�Dawley 雄性ラットを 15 匹用いて，対象群（CON，n=5）と後肢非荷重群（HU，n=5），後肢非荷重+R30 摂取
群（HU+R30，n=5）の 3 群に分類した。R30 は生理食塩水に溶解し，500 mg/kg/day を経口摂取させた。1 週間のプレ投与の
後に 2 週間の後肢懸垂を行い，後肢懸垂期間中も摂取させた。CON 群及び HU 群には同量の生理食塩水を摂取させた。実験期
間終了後，ヒラメ筋を摘出し，急速凍結した。凍結した筋はクリオスタットを用いて薄切切片を作製し，ATPase 染色した。光
学顕微鏡で筋線維タイプを分類し，タイプ I 線維の割合を算出した。また，酸化的エネルギー代謝の評価としてクエン酸合成酵
素（CS）活性を測定した。さらに eNOS と PGC�1α のタンパク発現量を Western Blot 法で測定した。統計処理は一元配置分散
分析と Tukey�Kramer の多重比較検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

タイプ I 線維の割合は，HU 群及び HU+R30 では CON 群と比較して有意に低値を示したが，HU+R30 群では HU 群と比較して
有意に高値を示した。CS 活性は，HU 群では CON 群と比較して有意に低値を示したが，HU+R30 群では CON 群と比較して有
意な差を認めなかった。また，eNOS の発現量は，HU+R30 群では HU 群に比較して有意に高値を示した。さらに PGC�1α 発現
は，HU 群では CON 群と比較して有意に低値を示したが，HU+R30 群では HU 群と比較して有意に高値を示した。

【結論】

乳酸菌 R30 株摂取により，骨格筋内の eNOS，PGC�1α 発現量が増加し，不活動による骨格筋の速筋化，酸化的エネルギー代謝
を予防することが明らかとなった。
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O-KS-18-1

反復的他動運動後の皮質脊髄路興奮性の変化―関節運動範囲による影響―

大塚 遼平1），佐々木亮樹2,3），立木 翔太2,3），齋藤 慧3），犬飼 康人3），大西 秀明3）

1）新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科，2）新潟医療福祉大学大学院，
3）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words 経頭蓋磁気刺激・反復的他動運動・関節運動範囲

【はじめに，目的】

反復的他動運動による体性感覚入力は，皮質脊髄路興奮性を変化させることが報告されている。Mace ら（2008）は 60 分間の手
関節掌背屈他動運動後に皮質脊髄路の興奮性が増大したと報告している。一方，Miyaguchi（2013）らは 10 分間の示指外転他動
運動後に皮質脊髄路の興奮性が低下したと報告しており，一致した見解が得られていない。その理由として，関節運動範囲や持
続時間，運動速度などの他動運動条件の違いが異なる影響を及ぼしていると考えた。そこで，本研究は関節運動範囲に着目して，
10 分間の反復的他動運動が皮質脊髄路の興奮性に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 14 名とした。皮質脊髄路興奮性の評価には，経頭蓋磁気刺激によって誘発される運動誘発電位（MEP）を使用
した。刺激部位は左一次運動野手指領域とし，右第一背側骨間筋から MEP を導出した。刺激強度は MEP 振幅値が約 1 mV
となる強度とした。他動運動課題は右示指の内外転反復他動運動とし，外転 15̊ から内転 15̊ の外転内転（abd�add），外転 15̊
から中間位の外転中間（abd�mid），中間位から内転 15̊ の中間内転（mid�add），内転 15̊ から内転 30̊ の内転内転（add�add）の
4 条件とした。角速度は 15̊/秒，運動時間は 10 分で行った。MEP は介入前（pre）と介入直後（post0），介入後 5 分後（post
5），介入後 10 分後（post10）に各 12 波形計測し，得られた 12 波形の最大値と最小値を除外した 10 波形を加算平均し，peak�
to�peak 値を算出した。統計解析には，介入条件および時間を要因とした反復測定二元配置分散分析を使用し，事後検定には
Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

反復測定二元配置分散分析の結果，介入の主効果は認められなかったが（F=1.25，p＞0.05），時間の主効果（F=10.926，p＜0.01）
および交互作用（F=2.475，p＜0.05）が認められた。事後検定の結果，abd�add 条件では pre（0.99±0.01 mV；平均値±標準誤
差）と比較して post5（0.78±0.06 mV）で MEP 振幅値の有意な低下が認められた。一方，abd�mid 条件では有意な変化は得ら
れなかった。mid�add 条件では pre（1.00±0.02 mV）と比較して post0（0.76±0.05 mV），post5（0.71±0.05 mV）で MEP 振幅
値の有意な低下が認められた。また，add�add 条件では pre（1.01±0.02 mV）と比較して post10（0.81±0.05 mV）で MEP 振幅
値の有意な低下が認められた。

【結論】

反復的他動運動による皮質脊髄路興奮性の低下は，関節運動範囲に依存することが明らかになった。
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O-KS-18-2

反復的他動運動が皮質内抑制回路に与える影響

佐々木亮樹1,2），中川 昌樹1,2），立木 翔太1,2），宮口 翔太1,2），小島 翔1），齊藤 慧1,2），
犬飼 康人1,2），正木 光裕1），大鶴 直史1），大西 秀明1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）新潟医療福祉大学大学院

key words 反復的他動運動・運動頻度・運動誘発電位

【はじめに，目的】

他動運動はリハビリテーション分野で幅広く用いられている運動療法の一つである。この他動運動を反復的に行うことで，一次
運動野（M1）の興奮性が減弱すると報告されているが（Miyaguchi, et al., 2013），M1 興奮性の減弱がどのような機序で起こって
いるのか不明である。そこで本研究は，反復的他動運動が M1 内の抑制回路に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は同意の得られた健常成人 12 名（22.1±1.4 歳）であった。M1 興奮性の評価には，経頭蓋磁気刺激によって誘発される運動
誘発電位（MEP）を用いた。刺激部位は左 M1 手指領域とし，右第一背側骨間筋から単発刺激による MEP（single MEP）と二
連発磁気刺激によって誘発される MEP（SICI）を記録した。SICI の条件刺激強度は活動時運動閾値の 70% とし，刺激間隔は 3
ms とした。介入前（pre）の single MEP と SICI の試験刺激の強度は安静時運動閾値の 115%，120%，125%，130% とし，介入
後は 125% とした。他動運動課題は 10 分間の反復示指外転運動とし，運動頻度は 1，3，5 Hz の 3 条件とした。single MEP と
SICI は pre と介入終了後 0 分から 4 分までの 2 分毎（post0，post2）に各 12 回計測した。解析対象は single MEP と SICI の振
幅値とし，各時間で得た MEP 振幅の加算平均値を算出した。統計解析は介入と時間を要因として反復測定二元配置分散分析を
行い，事後検定には Turkey 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

反復測定二元配置分散分析の結果，single MEP と SICI において時間の主効果と交互作用が認められた。事後検定の結果，single
MEP は 1 Hz 条件で pre（1.08±0.08 mV）と比較して post0（0.82±0.10 mV）で有意な低下を認めた。一方，3 Hz 条件では有意
差は認められなかった。5 Hz 条件では，pre（1.11±0.12 mV）と比較して post0（0.84±0.09 mV）と post2（0.84±0.10 mV）で
有意な低下を認めた。SICI は 1 Hz 条件で pre（0.73±0.11 mV）と比較して post0（0.50±0.08 mV）で有意な低下を認めた。一
方，3 Hz 条件では有意差は認められなかった。5 Hz 条件では，pre（0.73±0.09 mV）と比較して post0（0.52±0.11 mV）で有意
な低下を認めた。

【結論】

反復的他動運動によって誘起される M1 興奮性の減弱は，皮質内抑制機能の増大によるものであり，その影響は他動運動の頻度
によって異なることが明らかになった。
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下肢他動サイクリング運動と腕振り運動が下肢一次運動野の興奮性に与える影響
経頭蓋磁気刺激法による検討

越本 浩章1），美馬 達哉2），安藤 啓司3）

1）訪問看護ステーション友楽園，2）京都大学大学院医学研究科附属脳機能総合研究センター，
3）神戸大学大学院保健学研究科

key words 下肢他動サイクリング運動・腕振り運動・皮質興奮性

【はじめに】脳卒中後の下肢重度運動機能障害に対する有効性の高いリハビリテーション介入の報告は，ほとんどみられない。
しかし，下肢重度運動機能障害を有する患者においても他動運動や腕振り運動は実施できる可能性がある。近年の脳イメージン
グ研究では，肢の他動運動による一次運動野や運動関連領域の活性化が報告されている。しかし，運動誘発電位（Motor evoked
potential：MEP）や皮質内抑制（Short�interval intracortical inhibition：SICI）の測定による運動皮質の興奮�抑制機構の変化や
皮質脊髄路の興奮性の変化を調査した研究はほとんどみられない。一次運動野の興奮性や皮質内抑制の変化は，脳卒中患者の運
動機能・動作能力の回復に影響しているとの種々の報告から，重度運動機能障害を有する脳卒中患者でも実施可能な運動によ
る，それらの変化を検証することは有益であると考えられる。以上より，本研究では，健常成人に対する下肢他動サイクリング
運動と腕振り運動が下肢一次運動野の興奮性に与える影響を，経頭蓋磁気刺激（Transcranial magnetic stimulation：TMS）を
用いた MEP と SICI の計測により検討した。

【方法】対象は，健常成人 7 名とした（平均年齢 26.6±2.7 歳）。運動課題は，下肢他動サイクリング運動（Passive Cycling：PC
条件），腕振り運動（Arm Swing：AS 条件），両者の同時遂行（PC�AS 条件），安静（Control：CON 条件）の 4 条件とし，そ
れぞれの対象者は，すべての介入条件を別日に実施した。実験手順は，Pre�test（Pre）として，左一次運動野下肢領域への TMS
にて右前脛骨筋（TA）から導出された MEP，SICI 及び右足背屈筋力を測定し，その後，各々の条件に応じた介入を 15 分間実
施した。SICI は，運動時閾値の 80% の条件刺激の 3 ミリ秒後にテスト刺激した MEP とテスト刺激のみの MEP の比として産出
した。介入後に再びそれぞれの帰結評価を Post�test（Post）として行った。また，15 分間の安静時間をとり，その後 Follow
up�test（Follow up）を実施した。統計学的分析は，全対象者の MEP，SICI，右 TA 等尺性筋力値を測定時期と介入条件を要因
とした反復測定による二元配置分散分析にて処理した。その後，多重比較検定として Tukey 検定を行った。

【結果】MEP は，各群ともに測定時期・介入条件の要因のいずれにも有意な主効果はみられなかった。SICI は，交互作用を認め，
AS 条件において 0.6±0.07（Pre），0.77±0.08（Post）であり，Pre と比較し Post の時点にて有意な増加を認めた（抑制の減少）。
PC�AS 条件においても，0.63±0.04（Pre），0.7±0.05（Post）であり，Pre と比較し Post の時点にて有意な増加を認めた。しか
し，PC 及び CON 条件では，測定時期の要因に有意差を認めなかった。TA 筋力は，測定時期の要因，介入条件の要因に有意差
はみられなかった。

【結論】本研究では，SICI が AS 条件及び PC�AS 条件にて増加したことから，腕振り運動により下肢一次運動野の皮質内抑制が
減少する可能性が示唆された。
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低強度の神経筋電気刺激による生体内機能変化
―筋線維伝導と深部温より―

三和 真人1），雄賀多 聡1），大谷 拓哉1），小川 真司2）

1）千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
2）浜松赤十字病院リハビリテーション科

key words 神経・筋電気刺激・深部温・筋線維伝導速度

【はじめに，目的】

理学療法の治療法の一つである神経・筋電気刺激（NMES）は広く臨床応用され，整形外科疾患や中枢性神経麻痺の運動機能回
復，痙縮抑制や疼痛軽減など様々な目的に応じて用いられてきた。しかしながら，生体内の電気的変化は表在や深部の温度変化
から捉えた論文は散見されるが，NMES による筋線維伝導速度から生体内の変化を捉えた論文は見当たらない。そこで本研究は
Synder�Markler（1994）らの論文を参考に，20%MVC の低い刺激強度で深部温と筋線維伝導速度（MFCV）の関係を明らかに
することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 10 名（男：女=4：6，21.9±0.7 歳）とし，被験筋を右前脛骨筋とした。3 回の足関節 MVIC を測定したうちの最
大値の 20% を目標刺激強度とした。除外基準は整形外科疾患，神経・筋疾患の既往がある人とした。実験プロトコールはパルス
幅 0.35msec，周波数 20Hz で筋疲労を抑制するために，Benton（1981）らの研究を基に刺激 1 秒，休止 5 秒の 10 分間，60 サイ
クルとした。

NMES の実験は RESPOND SYSTEM の使用機器を用い，刺激電極 3.5cm×4cm の電極間距離 15cm の双極方法とした。測定の
評価は，コアテンプ CM�210 による深部温は開始前と終了後，サーモグラフィによる表面温度は開始前，5 分後，終了後，電極
間距離 0.5cm，塩化銀電極 7 本の Array 電極による MFCV（500 回加算平均）は開始前と終了後でそれぞれ測定した。統計学的
解析は，深部温と MFCV は対応のある t 検定，皮膚表面温度は一元配置分散分析を行った。なお，有意水準は 5％ とした。

【結果】

電気刺激前後の表面温度変化は，開始前 33.8±0.7（32.3～34.7）℃，5 分後 34.0±0.5℃（32.9～35.3），終了直後 33.9±0.7（32.2～
34.6）℃と群間に差は見られなかった。深部温度変化は，開始前 34.3±0.6（34.4～35.0）℃と終了後 35.2±0.5（33.4～35.8）℃で
有意差（p＜0.001）がみられた。また，MFCV の開始前 3.59±1.5（1.7～5.8）m/s と終了直後 4.48±1.7（1.8～7.7）m/s で有意差

（p＜0.05）が認められた。

【結論】

本研究の低刺激強度 NMES の Modality では，Malty（2007）らが電気刺激によって刺激電極間の筋腹中央の皮膚温上昇を皮膚
血流量（skin blood flow）の上昇として報告していることとは異なるため，皮膚温上昇はみられなかった。しかし，深部温と
MFCV が上昇しており，双極刺激法による刺激電極間で生体内に磁力線が密集して，運動神経の筋枝部に磁界が集中するため，
生体組織に熱が生じるものと考えられる。つまり，深部温が上昇することとなり，MFCV が速くなるものと考えられた。

今後の本研究の課題は，同一 Modality で刺激電極間距離の違いが磁力線密度間隔に影響を与え，発熱変化を生じるのか検討を
進めることが必要と考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）【口述演題（基礎）18】

O-KS-18-5

外乱の予測に応じた足関節底背屈筋の皮質脊髄路興奮性の事前調節

藤尾 公哉1），小幡 博基2），河島 則天1），中澤 公孝3）

1）国立障害者リハビリテーションセンター研究所，2）九州工業大学教養教育院，
3）東京大学大学院総合文化研究科

key words 皮質脊髄路・予測・前脛骨筋

【はじめに，目的】

運動野から脊髄運動ニューロンに下降する皮質脊髄路（CST）は，ヒト二足立位の制御に関わる神経経路の一つである。これま
での研究で，足関節底背屈筋 CST の興奮性は，不安定な環境に暴露された際に上昇することが報告されており，フィードバッ
ク情報に応じて，姿勢要求に見合うように変調していると考えられる。

一方，姿勢外乱により不安定な環境が予測される時，CST がどのように調節されるかは明らかではない。CST が予測情報を利
用して興奮性を調節しているのであれば，予測される外乱に応じてあらかじめ応答を設定していると考えられる。

本研究の目的は，足関節底背屈筋 CST の興奮性が，外乱の方位・強度の予測情報に応じて，先行して変調するかを明らかにす
ることであった。

【方法】

対象は健常な成人男性 12 名（27.3±5.6 歳）であった。経頭蓋磁気刺激装置（TMS）を用い，姿勢外乱が印加される 50ms 前の
運動誘発電位（MEP）を計測した。参加者には，プラットフォーム上（Motion�Base MB�150）で立位姿勢を保持するように指
示した。外乱は，足底支持面の前後方向への水平移動を負荷した。今回の研究では，強度および方位を変えた 3 種類の外乱を用
いた。実験条件は，それぞれの外乱が単独で加わる①前方・弱（3.5cm，10cm/s），②前方・強（7.0cm，25cm/s），③後方（7.0
cm，25cm/s）と，3 種の外乱が順不同に加わる④ランダム，さらに，外乱を負荷しない⑤外乱なし，を設けた。筋活動応答を，
前脛骨筋（TA），ヒラメ筋（SOL）から導出した。統計処理は，各条件で得られた MEP の差を一元配置分散分析により比較し
た。統計的有意水準は 5% とした。

【結果】

前脛骨筋 MEP は，外乱なし，後方，前方・弱，ランダム，前方・強条件の順に増大していた。分散分析の結果，前脛骨筋 MEP
には条件間の主効果が認められた（F2.2 24.7=14.9，p＜0.001）。事後解析において，後方以外の他の条件で外乱なし条件よりも有意
に増大していた。またこれは外乱の強度・方位の影響を受け，前方・強条件で前方・弱および後方条件よりも有意な増大を示し
た。一方，ヒラメ筋 MEP については，条件間の主効果が認められなかった（F4 44=2.2，p=0.09）。

【結論】

本研究の結果から，外乱の予測によって TA の CST の興奮性が事前に変調することが明らかとなった。また，この変調は，外
乱の強度および方位に応じてスケーリングされることが分かった。このことは，無意識・無自覚に調節される立位の制御におい
ても，随意運動と同じように，予測情報を利用して中枢神経系の応答が事前設定されていることを示唆している。また，TA
と SOL の間で予測の効果が異なっており，このことは立位姿勢における両筋の役割の違いや，皮質脊髄路との連絡の強さの違
いを反映していると考えられる。
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前方足圧中心移動時の高齢者の反応時間の遅延と下肢筋活動抑制の低下

笠原 敏史，齋藤 展士

北海道大学大学院保健科学研究院機能回復学分野

key words 姿勢制御・加齢・筋活動

【はじめに】高齢者の健康上の問題として，骨折があげられる。骨折の原因の多くは，姿勢調節の障害に関係する転倒である。
高齢者の姿勢調節は，視覚情報への高い依存度，股関節戦略の利用，反応時間の遅れ，運動自由度の低下などを特徴とする。ま
た，高齢者の立位バランス時の下肢筋活動の同時収縮も特徴の一つである。これまでの姿勢制御に関する研究報告では，下肢筋
の活動（興奮性）に着目して同時収縮を主に評価している。しかしながら，動筋の作用を効率よくするためには，拮抗筋の抑制
も重要である。本研究では，拮抗筋の抑制性に着目し，動的運動課題時の反応時間と下肢筋活動の加齢の影響について調べた。

【方法】対象は健康若年者 29 名，健康高齢者 26 名とし，1 年以内に転倒歴のない者であった。測定肢位は安静直立位とし，床反
力計上に立たせた。運動課題は視覚誘導型の足圧中心（COP）を用いた追跡課題とし，被験者に「眼前に設置したコンピュータ・
モニター内に提示された目標に COP を一致して下さい」と指示した。被験者は課題を 10 試行行った。モニター内の目標の動き
は上方へのステップ状の離散運動とし（振幅 5.0cm），実際の運動は COP の前方移動とした。COP データから目標に対する運動
反応時間，前後の最大速度，運動停止時間を算出した。導出筋は，利き足側の脊柱起立筋，腹直筋，大腿直筋，大腿二頭筋，前
脛骨筋，腓腹筋とした。各筋の活動と抑制の発現率，活動時間，抑制時間を計測した。COP のデータのグループ間と筋の各時間
のグループ間の比較は t 検定，各筋の発現率はカイ二乗検定を用いて統計解析を行った。有意水準は 0.05 未満とした。

【結果】高齢群の COP の運動反応時間は若年群に比べて有意に遅延し（若年群 341.3±5.4 msec，高齢群 363.9±9.2 msec，p＜
0.05），高齢群の運動停止時間は有意に延長していた（若年群 2078.0±163.3 msec，高齢群 4828.3±201.4 msec，p＜0.01）。COP
の前方および後方最大速度に年齢差はなかった。高齢群の大腿四頭筋の活動の発現率が有意に高く（大腿四頭筋：若年群 77.3%，
高齢群 100.0%，p＜0.05），高齢群の大腿二頭筋と腓腹筋の抑制の発現率は有意に低かった（大腿二頭筋：若年群 90.9%，高齢群
64.7%，p＜0.05，腓腹筋：若年群 100.0%，高齢群 88.2%）。高齢群の前脛骨筋，脊柱起立筋，大腿二頭筋，腓腹筋の活動時間は若
年群より有意に延長し，高齢群の脊柱起立筋，大腿二頭筋，腓腹筋の抑制時間は有意に短縮していた。

【結論】本研究より，高齢者の運動開始前の拮抗筋の抑制と運動停止時の動筋の抑制は若年者に比べて低いことが明らかとなっ
た。円滑な足圧中心や重心移動には筋の抑制も重要であるこを示唆する。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（基礎）19】

O-KS-19-1

踵腓靭帯の形態的多様性に関する肉眼解剖学的研究
腓骨筋腱の tensioner 機能を有する可能性

吉塚 久記1,2），柴田健太郎3），岩城 彰4），浅見 豊子5），倉岡 晃夫3）

1）専門学校柳川リハビリテーション学院，2）佐賀大学大学院医学系研究科，
3）佐賀大学医学部解剖学・人類学分野，4）けいめい記念病院整形外科，
5）佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科

key words 肉眼解剖学・踵腓靭帯・腓骨筋

【はじめに，目的】

足部内反捻挫に伴う外側靭帯損傷は最も一般的なスポーツ損傷であり，これまで前距腓靭帯や踵腓靭帯（CFL）に関する複数の
肉眼解剖学的検討が成されているが（Matsui, et al., 2016），それらは各靱帯の平均値，最大・最小値など一元的な解析に留まり，
個体差に着目した報告はない。この点の解明は，受傷機転の相違など外側靭帯損傷のさらなる理解に重要と考えられる。そこで，
CFL の走行角度・長さ・幅を計測し，これらの分布状態を出現頻度別に検討した。

【方法】

対象は解剖実習体 54 体（男性 32 体，女性 22 体，死亡時年齢 77.7±12.3 歳）の両側 108 肢とした。計測は距腿関節・距骨下関
節 0̊ 肢位で行った。CFL の走行角度は Ruth（1961）に従い，腓骨長軸と CFL の成す角度を計測し，記録の最小単位は 5̊ とし
た。靱帯長は Yildiz and Yalcin（2013）に従い，腓骨付着部から踵骨付着部近位端，あるいは遠位端までの距離を各々 Shortest
length（SL），Longest length（LL）とした。また，靱帯の最小幅（Min�W）と最大幅（Max�W）を計測した。長さと幅の記録
の最小単位は 0.5mm として，1.5mm 毎に出現頻度を集計した。

【結果】

すべての CFL は腓骨筋腱の深層側を横切って走行していた。腓骨長軸と CFL の成す角度は 0～70̊ の範囲で 65̊ を除くすべて
の値が認められ，30̊ が 24 例（22.2%）で最多であった。0̊ も 7 例（6.5%）認められた。SL の計測結果は 11.0～30.0mm にわた
り，27.0～28.5mm の範囲を除くすべての値が認められ，15.0～16.5mm ならびに 17.0～18.5mm の範囲が各々 23 例（21.3%）で最
多であった。同様に LL，Min�W，Max�W の計測結果と最多頻度は，各々 18.0～38.0mm/26.0～27.5mm（20 例，18.5%），2.5～
8.5mm/5.0～5.5mm（41 例，38.0%），3.5～14.0mm/8.0～9.0mm（44 例，40.7%）であった。SL，LL，Min�W，Max�W の最大値
と最小値の比は，各々 2.7，2.1，3.4，4.0 に達した。

【結論】

本研究により，CFL の形態的多様性が初めて明らかとなった。一般に CFL は内反時の制動を担うが，Sarrafian と Kelikian
（2011）は，底背屈位において CFL の緊張が一定でないことを指摘しており，今回示した靱帯構造の多様性がこの機能的個体差
の要因である可能性が強く示唆される。

また，CFL は形態的多様性を持つ反面，今回 108 例のすべてに共通する所見として，CFL は腓骨筋腱の直下を横切る状態で存
在していた。したがって，内反位での CFL の緊張は腓骨筋腱のリフトアップをもたらすことで，tensioner としての共通の機能
を有しているとも考えられる。実際，踵骨内反位における腓骨筋の遠心性および等尺性収縮は重要な機能であり，日常生活やス
ポーツ場面において，この収縮形態は非荷重位よりも荷重位に多く，CFL や腓骨筋はそもそも荷重位を想定した形態と推察され
る。理学療法における腓骨筋の筋力増強運動には，この点の考慮が重要と考えられる。
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関節内周辺組織は，前十字靭帯損傷の自己治癒に寄与しうるか？
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【はじめに，目的】

前十字靭帯（ACL）は，高頻度に生じるスポーツ外傷で，完全損傷すると自己治癒しないことが知られており，自家腱を用いた
外科的再建術が一般的な治療法である。これに対し，筆者らは，損傷後に膝関節に生じる異常関節運動が ACL の治癒に影響し
ていると仮設を立て，異常関節運動を制動するオリジナルモデルを作製し，同モデルでは ACL が自己治癒することを明らかに
した（Kokubun, et al., 2016）。このモデルでは，関節運動の変化が，関節内組織である ACL 損傷断端に何らかの影響を及ぼすこ
とが考えられたが，未解明である。本研究では，同モデルを用いて，ACL 損傷後における関節運動の影響を明らかにし，ACL
損傷に対する積極的リハビリテーション確立の基礎となるデータを得ることを目的とした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 12 週齢 50 匹をモデルとして使用した。①対照群，②ACL 切断群，③ACL 切断＋運動群，④ACL 切断後
制動群，⑤ACL 切断後制動＋運動群の 5 群に各 10 匹ずつ分類し，運動群には小動物用トレッドミルにて，1 日 1 時間の運動を
負荷した。介入後 1 週・2 週経過時点において，膝関節より ACL と膝蓋下脂肪体を採取した。採取した組織から Qiagen 社の kit
を使用し，Total RNA を抽出した逆転写反応により作成した cDNA を鋳型とし，損傷靭帯の治癒関連因子（α�SMA，TGF�β）
のプライマーを使用して real�time PCR 法により各群の発現量を比較した。

【結果】

α�SMA の mRNA 発現量は，ACL 実質部・脂肪体部で同様に更新を認めた。運動の有無による影響では，ACL�T，制動群とも
に運動群で増加傾向を示した。

一方，TGF�β の mRNA 発現量は，ACL 実質部では全群で対照群と差が見られなかったが，脂肪体部においては全群で発現量
の増加を認めた。また，損傷後 1 週時点においては，特に運動を行った群で顕著な傾向を示した。

【結論】

本研究の結果は ACL 損傷後の関節内においては，関節運動の変化が ACL 実質部のみならず周辺組織へも影響を及ぼし得る可
能性を示した。特に膝蓋下脂肪体で，損傷靭帯の治癒に positive な影響を及ぼすとされる α�SMA，TGF�β の発現量が増加して
いたことは，ACL の治癒に何らかの影響を及ぼしている可能性が示唆された。脂肪体は臨床上，易炎症性組織として知られて
おり，メカニカルストレスの影響を受けやすい。この臨床上の所見を考慮しても，脂肪体を介したメカノトランスダクションメ
カニズムによる損傷 ACL の治癒促進メカニズムが存在する可能性が示唆された。今後，このメカニズムを詳細に解明していく
ことで，ACL 損傷急性期における理学療法介入の意義を明らかにできる。
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薬物を用いたラット変形性膝関節症モデルにおける膝蓋大腿関節の病理組織学
的変化
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【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，OA）は整形外科分野及び理学療法分野において治療対象となることが多い疾患の 1 つである。膝関節
は脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節から構成されており，ヒト OA ではその両関節に変化が生じることが報告されている。しかしな
がら，動物を用いた基礎研究では脛骨大腿関節を対象としており，膝蓋大腿関節における OA の組織学的変化や病態解明を目的
とした基礎研究はほとんど行われていない。そこで演者らは既に確立されている Monosodium iodoacetate（ヨード酢酸ナトリウ
ム；以下 MIA）の関節内投与によって膝蓋大腿関節にも組織学的変化が生じるのではないかと仮説を立て，膝蓋大腿関節にお
ける関節軟骨の組織学的変化を検討した。

【方法】

対象として 9 週齢の Wistar 系雄性ラット 20 匹を使用した。麻酔下にて両膝関節内に生理食塩水 30μl を溶媒として MIA0.2mg，
もしくは 1.0mg を投与した。実験動物はそれぞれを 5 匹ずつ 2 週，4 週群とし，溶質量と飼育期間により 4 群に無作為に分類し
た。外科的処置後は，膝関節の固定および免荷や関節可動域練習は実施しなかった。飼育期間後，両膝関節より矢状面および前
額面標本を作成し，薄切後，ヘマトキシリン・エオジン染色およびサフラニン O 染色を実施した。その後，光学顕微鏡を用いて
矢状面標本より膝蓋大腿関節における膝蓋骨と大腿骨滑車部の，前額面標本より内側脛骨大腿関節における脛骨と大腿骨の関
節軟骨を観察し，それぞれ OARSI Histological score（0：正常～24：重症）に基づいて評価した。

【結果】

OARSI Histological score は MIA1.0mg を投与した群の膝蓋大腿関節の膝蓋骨部では，術後 2 週で 4.8±1.6，術後 4 週で 12.0±
4.4 であり，大腿骨部は術後 2 週で 4.8±1.6，術後 4 週で 8.0±4.4 であった。また，MIA0.2mg を投与した群の膝蓋骨部は，術後
2 週で 4.0±0.0，術後 4 週で 3.6±0.5 であり，大腿骨部は術後 2 週で 4.0±0.0，術後 4 週で 3.4±0.8 であった。

MIA1.0mg を投与した群の脛骨大腿関節の脛骨部は，術後 2 週で 7.2±3.0，術後 4 週で 12.0±5.7 であり，大腿骨部は術後 2 週で
4.0±0.0，術後 4 週で 11.2±6.4 であった。また，MIA0.2mg を投与した群の脛骨部は，術後 2 週で 4.0±0.0，術後 4 週で 7.2±3.0
であり，大腿骨部は術後 2 週で 4.8±1.6，術後 4 週で 5.6±2.0 であった。

【結論】

MIA の関節内投与によって膝蓋大腿関節と脛骨大腿関節の双方に組織学的変化が生じ，その程度は MIA 投与量によって増大
することが明らかとなった。また，膝蓋大腿関節に生じる組織学的変化はこれまで報告されている MIA を使用したラット OA
モデルの脛骨大腿関節における組織学的変化と一致していた。以上のことから MIA の関節内投与は膝蓋大腿関節症モデルとし
て今後展開可能であると考える。
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変形性股関節症患者における中殿筋の筋萎縮に関連する因子の検討
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【はじめに，目的】変形性股関節症（以下，股 OA）患者における中殿筋の筋萎縮は股関節外転筋力の低下を招き，前額面上での
歩行の不安定性の原因となる。臨床の場面において，股 OA 患者の歩行能力の改善を目標として，股関節外転筋力の向上に取り
組むことが多い。より適切に股 OA 患者の歩行能力の改善を図るためには，股関節外転筋力の低下の原因となる中殿筋の筋萎縮
に関連する因子を明確にする必要がある。しかし，これらの因子を詳細に検討した報告は少ない。本研究の目的は，股 OA 患者
の中殿筋の筋萎縮に関連する因子を身体所見及び画像所見から明らかにすることである。

【方法】片側の進行期または末期の股 OA 患者 52 名（年齢 64.6±9.8 歳，BMI22.9±3.8kg/m2，男性 10 名，女性 42 名）を対象と
した。身体所見として股関節屈曲・伸展・外転角度，股関節痛（VAS を用いて評価）を測定した。画像所見として当院整形外
科医の処方により撮影された股関節正面の X 線画像から脚長差，Central�edge angle（以下，CE 角），骨盤前傾角度を測定し，
CT 画像から中殿筋の筋断面積を測定した。中殿筋の筋断面積の測定は，仙腸関節最下端での水平断における CT 画像を採用し，
画像解析ソフト（TeraRecon 社製）を用いた。さらに，得られた筋断面積から中殿筋の筋萎縮率として患健比×100% を算出し
た。中殿筋の筋萎縮率と各測定項目の関連性の検討には SPSS ver.18 を使用し，Pearson の相関係数，Spearman の順位相関係
数，ステップワイズ法による重回帰分析を用いた。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】中殿筋の筋萎縮率は 77.2±13.8%（患側 2066.3±486.1mm2，健側 2698.7±528.6mm2）であり，脚長差 12.8±11.5mm（r
=�0.51），患側の股関節屈曲角度 91.6±16.7̊（r=0.53），CE 角 17.8±10.4（̊r=0.28）と有意な相関関係を認めた。一方，その他の
測定項目については有意な相関関係を認めなかった。さらに，中殿筋の筋萎縮率を従属変数，脚長差，患側の股関節屈曲角度，
CE 角を独立変数としたステップワイズ法による重回帰分析の結果，股 OA 患者の中殿筋の筋萎縮率に関連する因子として，脚
長差（β=�0.49），患側の股関節屈曲角度（β=0.34）が選択された（調整済み R2=0.47）。

【結論】本研究の結果から，股 OA 患者の中殿筋の筋萎縮が進行している症例では，脚長差が大きく，患側の股関節屈曲制限が
顕著であることが明らかとなった。脚長差が大きく，股関節屈曲制限が顕著であると大腿骨頭が外上側変位や扁平化を呈してい
ると考えられ，その結果，中殿筋の筋長が弛み機能不全となることで，中殿筋の筋萎縮を招いていると考えられた。これらのこ
とから，股 OA 患者において，脚長差が大きく，股関節屈曲制限が顕著である場合は中殿筋が筋萎縮を呈している可能性を考慮
し，股関節外転筋のアプローチを実施していく必要性があると示唆された。
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磁気加振式温熱治療器による下腹部刺激が経口摂取した流動物の胃内滞留を抑
制する
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【はじめに，目的】

胃食道逆流は食道の刺激により逆流性食道炎を惹起し，強い逆流は誤嚥性肺炎の原因となる。胃食道逆流の予防には胃内容物の
胃内滞留時間を減少させることが有効であり，そのためには腸内の蠕動運動を促進する必要がある。マッサージや温熱等による
腸への物理刺激は腸内運動を活性化することが報告されているため，胃内滞留にも影響することが期待される。そこで，今回振
動や温熱，磁気の物理的刺激を複合的に提供する磁気加振式温熱治療器にて小腸・大腸直上の下腹部を刺激し，その胃内滞留に
与える影響を検討した。

【方法】

成人男性 6 名（年齢 28.8±5.4 歳，身長 170±6.6cm，体重 70±7.8kg）を対象に食前の空腹時に実施した。同一の対象者に対して，
磁気加振式温熱治療器（マイクロウェルダー，チュウオー社製）を温度 42 度，振動モード 2 に設定して下腹部を 20 分間刺激す
る介入条件，または治療器と同等の重さの重錘を下腹部に 20 分間のせたコントロール条件を実施した。その後 100ml のとろみ
を加えた水を摂取し，飲水後 15 分まで 1 分毎に超音波エコー（LOGIQS6，GE Healthcare 社製）にて胃の直径を計測し，コン
トロール条件に対する介入条件の効果を解析した。また，この比較検討を昼食前および夕食前両方で実施し，時間帯による効果
の違いを分析した。結果は二元配置分散分析で統計学的に解析し，有意水準を 5％ とした。

【結果】

摂取後の胃直径の最大値および最大値を示す時間において，介入条件による有意な減少を認めた。また，刺激後 3 分から 15
分までの間，胃直径において介入条件による有意な減少を認めた。全測定項目における昼夕の差異による有意な差は検出されな
かったが，刺激後 4 分から 6 分の間の胃直径において交互作用が有意傾向であり（P＜0.1），昼の介入が夕方の介入より減少が強
くなる傾向を示した。

【結論】

磁気加振式温熱治療器による腸への事前刺激が流動物摂取時の胃内滞留および胃拡大を抑制することが明らかになり，胃食道
逆流管理への適用可能性が示唆された。
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キセノン光の星状神経節近傍照射を用いた下肢骨格筋血流量増加の可能性に関
する検討

中村 洋平1），吉田 英樹2），志田 航平3），嶋田 有紗4），天坂 興2,5），佐藤 輝1），
前田 愛1），松本 健太1），向中野直哉1），前田 貴哉2,5）

1）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）弘前大学大学院保健学研究科，
3）首都大学東京大学院人間健康科学研究科，4）松田病院リハビリテーション科，
5）弘前記念病院リハビリテーション科

key words キセノン光・星状神経節・下肢骨格筋血流

【はじめに・目的】

生体深達性の高い近赤外線に富むキセノン（Xe）光の星状神経節近傍照射では，上肢領域の交感神経支配にかかわる星状神経節
機能が抑制されることで上肢骨格筋血流量が増加すると報告されている（前田，2014，2015）。一方，Xe 光の星状神経節近傍照
射が下肢骨格筋血流量に及ぼす影響については十分な検討が行われていないのが現状である。星状神経節は交感神経機能の中
枢である視床下部と線維連絡を有しており（Westerhaus，2001），Xe 光の星状神経節近傍照射の影響は下肢骨格筋を含む全身に
波及する可能性がある（Lipov，2008）。以上から本研究の目的は，Xe 光の星状神経節近傍照射が下肢骨格筋血流動態に影響を
及ぼし得るか否か明らかにすることとした。

【方法】

健常者 17 名を対象とし，近赤外分光法を用いた血流量の測定対象筋は左右の大腿直筋，外側広筋，内側広筋，前脛骨筋，長腓
骨筋，腓腹筋の 6 筋とした。対象者に対しては，安静仰臥位を 15 分間保った（馴化）後に，同一肢位にて両側の星状神経節へ
の Xe 光照射を 10 分間受ける条件（Xe 光条件）と，馴化後に Xe 光照射を受けることなく安静仰臥位を 10 分間保ち続ける条件

（コントロール条件）の 2 条件を無作為順序で 1 日以上の間隔を空けて実施した。Xe 光の照射条件は，先行研究と同様に，発光
間隔は最初の 1 分間は 1 秒に 1 回，それ以降は 3.5 秒に 1 回とし，1 回の発光時間及び発光エネルギーはそれぞれ 5msec，18
W とした。各条件の実施中，交感神経活動指標である心拍変動周波数成分（低周波数成分と高周波数成分の比：LF/HF）と前
述の下肢骨格筋の筋血流量の指標である酸素化ヘモグロビン量（HbO2）を連続測定した。その上で，各条件実施前後での LF/
HF を Wilcoxon の符号付順位和検定，各条件実施中の 6 筋の HbO2の経時的変化を Dunnett 法にて検討した。

【結果】

LF/HF については，コントロール条件の実施に伴う明らかな変化を認めなかったが，Xe 光条件の実施に伴う有意な低下を認め
た。HbO2については，コントロール条件の実施に伴う明らかな変化を認めなかったが，Xe 光条件の実施に伴う増加傾向を全て
の筋で認め，外側広筋，大腿直筋，長腓骨筋では有意な増加を認めた。

【考察】

本結果は，Xe 光の星状神経節近傍照射が交感神経活動の抑制に基づく下肢骨格筋血流量の増加を引き起こす可能性を示してい
るものの，実際に筋血流量の有意な増加を認めた下肢骨格筋は測定された 6 筋中 3 筋に止まった。この理由として，下肢骨格筋
は星状神経節の直接的な支配を受けていないため，下肢骨格筋への視床下部を介した Xe 光の星状神経節近傍照射の影響は相対
的に弱いことが推察される。今後の更なる検証は必要だが，下肢骨格筋血流の増加が求められる症例への Xe 光の星状神経節近
傍照射の適応が期待される。
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観察課題と測定上肢の肢位の違いが脊髄神経機能の興奮性へ与える影響について
前腕肢位の違いにおける検討

髙崎 浩壽1,2），末廣 健児3），田中 有美1），石濱 崇史1），鈴木 俊明2）

1）医療法人社団石鎚会田辺中央病院，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科，
3）医療法人社団石鎚会法人本部

key words F波・運動観察・脊髄神経機能

【はじめに，目的】

先行研究として我々は，第 50 回日本理学療法学術大会において右母指の静止映像，右母指の運動映像，右足関節の運動映像を
それぞれ観察させながら右母指球の筋腹上より誘発筋電図で F 波を導出した。その結果，右母指の運動映像を観察させた際に他
の 2 課題と比較して有意に脊髄神経機能の興奮性が高まると報告した。

本研究では，観察対象と測定上肢の肢位の違いによって脊髄神経機能の興奮性へ与える影響が変化するか否かについて，誘発筋
電図の F 波を用いて確認することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 10 名（男性 6 名，女性 4 名，平均年齢 25.4±1.1 歳）とした。対象者は右上肢を台上に乗せた安楽座位にて，右
前腕回外位で手掌面を上方に向けた肢位（条件 A），および右前腕回内外中間位で手掌面を左側方に向けた肢位（条件 B）の 2
条件を測定肢位に設定した。また，視線の 70cm 先にパソコンを設置した。F 波は右正中神経刺激時に右母指球の筋腹上より導
出した。刺激強度は M 波が最大となる強度の 120％，刺激頻度は 0.5Hz，刺激持続時間は 0.2ms，刺激回数を 30 回とした。

測定の流れは，条件 A・条件 B いずれかの測定肢位にて，まず閉眼で安静時の F 波を測定し，続いて閉眼で 4 分間の休憩後，
1 分間映像を観察させながら同時に F 波を測定した。提示する映像は，右母指の掌側内転・外転運動を橈側から撮影した動画と
した。測定項目は F 波出現頻度，振幅 F/M 比とした。

統計処理は，正規性を認めないデータが含まれていたため，条件 A，条件 B それぞれにおいて安静時と観察時を各測定項目で比
較するために，wilcoxon の符号付順位和検定を実施した。さらに，条件 A，条件 B の観察時の変化量を各測定項目で比較する
ため，各々安静時を 1 とした観察時の相対値を求めた上で wilcoxon の符号付順位和検定を実施した。有意水準はいずれも 5%
とした。

【結果】

条件 A は安静時に比べ観察時で振幅 F/M 比が有意に高い値を示した（p＜0.05）。また，条件 B は安静時に比べ観察時で F 波出
現頻度，振幅 F/M 比共に有意い高い値を示した（p＜0.05）。さらに，条件 A と条件 B を比較した際に，振幅 F/M 比相対値が
条件 A に比べて条件 B で有意に高い値を示した（p＜0.05）。

【結論】

Wright らは，右母指対立運動の映像を観察させた際に右手の筋から導出した運動誘発電位は，右手の静止画を観察させた時よ
りも明らかに増大したと報告している。本研究結果を踏まえると，測定肢位に関わらず右母指の運動映像を観察したことによる
視覚刺激が皮質へ何らかの影響を与え，下行性線維を介して脊髄神経機能に対し興奮性に作用したことが示唆された。さらに，
測定上肢の肢位の違いによる比較においては，観察対象と対象者の上肢肢位が近似している方が，脊髄神経機能の興奮性はより
高まる傾向にあることが考えられた。
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筋リラックスイメージは小脳経頭蓋磁気刺激による対側運動野興奮性抑制効果
を増大する

田中 宏明1），松木 明好2），澳 昴佑2），森 信彦3），岡田 洋平4）

1）社会医療法人ペガサス馬場記念病院，2）四條畷学園大学リハビリテーション学部，
3）和歌山医科大学付属紀北病院リハビリテーション科，4）畿央大学理学療法学科

key words リラックスイメージ・小脳抑制・経頭蓋磁気刺激

【目的】ヒトの運動野（M1）に経頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stimulation：TMS）を行うと，四肢体幹筋の筋電図上に
運動誘発電位（Motor evoked potential：MEP）が観察できる。この MEP の振幅は運動野興奮性を反映し，運動実行イメージ
中は増大，筋弛緩（リラクゼーション）イメージでは減少する（Kato ら 2015）。他方，運動には小脳も関わっている（Scott 2004）
ことから，このリラクゼーションイメージ中の運動野興奮性減少に小脳が関わっていると考えられるが，未だ明らかではない。
そこで，筋のリラクゼーションイメージ中の小脳�運動野間の機能的連結の変調について，小脳抑制，つまり小脳 TMS による対
側運動野興奮性抑制法（Cerebellar brain inhibition：CBI）（Ugawa ら 1995）を用いて検討した。

【方法】対象は 21～26 歳の健常成人 11 名とした。被験者は椅子に座らせ，右手指が動かないように固定した。被験者の目前の
モニターに表示される右 first dorsal interosseous muscle（FDI）の electromyography（EMG）波形を見ながら筋の最大収縮，
完全弛緩を繰り返させ，筋が完全に弛緩（リラックス）する感覚を覚えるように指示をした。練習後，筋リラックスイメージ中
に運動野 TMS のみによる MEP（M1�ReI），小脳条件刺激を加えた conditioned MEP（CBI�ReI），および何もイメージしない
条件下での MEP（M1�NoI），conditioned MEP（CBI�NoI）を各 10 試行，右 FDI から記録した。なお，試験 MEP は約 1mV
の振幅になるように刺激強度を調整した。統計は対応のある二元配置分散分析（イメージ×刺激条件），および Post�hoc test

（t 検定）を行った（α=0.05）。

【結果】分散分析の結果，MEP 振幅は刺激条件間に有意差を認めた。Post�hoc test にて，M1�No Image と M1 Re Image 間には
有意差はなかったが，CBI�ReI は CBI�NoI より有意に小さかった。

【結論】リラックスイメージによって小脳条件刺激による MEP 抑制は有意に増大した。このことは，筋のリラックスイメージを
行うと小脳から運動野に対する抑制作用が増大する可能性を示唆する。このことは，小脳疾患患者では筋をリラックスするイ
メージによる運動野興奮性の抑制，および対象筋の弛緩作用が小さいことを裏付ける基礎的知見となる可能性がある。
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運動�感覚の不一致によって生じる運動感覚システムの変容

中島 優希1），大住 倫弘2），西 祐樹3），西 勇樹3），信迫 悟志2,3），座間 拓郎4），
嶋田総太郎4），森岡 周1,2,3）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，
3）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
4）明治大学理工学部認知脳科学研究室

key words 運動感覚システム・身体所有感・脳活動

【はじめに】運動指令とそれに対する感覚フィードバックが一致することで，違和感なく円滑な運動を遂行することができる。
しかし，それらに不一致が生じると様々な異常感覚や身体所有感の損失が生じることが明らかになっている。本研究は運動�感
覚の不一致を実験的に作成し，主観的な異常感覚の発現を明らかにするとともに，筋活動及び脳活動も同時に計測し，運動�感
覚の不一致がもたらす運動感覚システムの変容について明らかにすることを目的とする。

【方法】対象は健康大学生 25 名である。運動�感覚の不一致を実験的に惹起させるために我々の先行研究に準じ，映像遅延シス
テムを用いることとした（Shimada, 2010）。被験者の手関節運動をビデオカメラで撮影し，その映像を映像遅延装置（朋栄 YEM
エレテックス）経由で，被験者の実際の手と空間的不一致が生じない形で液晶モニターに投影した。時間遅延がない状況では，
被験者は映像に映し出された手があたかも自分の手のように感じることができるように運動錯覚を生じさせた。この映像遅延
装置を用いて，手の映像に 4 水準の映像遅延（0，150，300，750msec）を挿入し，各々の水準で手関節掌背屈運動時の撓側手根
屈筋，撓側手根伸筋の筋活動を無線筋電計（DELSYS Trigno，サンプリング周波数；1000Hz，bandpass filter；30�500Hz）で
記録し，筋電データからピーク周波数を算出することで運動リズムを定量化，ならびに二乗平均平方根（root mean square；
RMS）を算出することで筋活動量を定量化した。7 名の被験者は課題遂行中の脳波を測定し，運動開始から 1 秒間の時間窓に観
測される対側一次運動野（C3 領域）の運動関連電位を抽出した。また，各々の水準での身体損失感，重さ，疲労感を 7 段階の
リッカート尺度で記録した。各水準はランダムに 3 試行実施され，各試行での手関節掌背屈運動は 20 回とした。統計解析は各
水準間の比較を Friedman 検定で行い，Bonferroni 法で補正した。有意水準は 0.008 とした。

【結果】主観的知覚である身体の損失感，重さ及び疲労は，遅延時間の延長に伴って有意に増大した。また，運動リズム及び筋
活動量は遅延時間増大に伴って有意に緩慢化・減少し，対側一次運動野の運動関連電位の振幅ピーク潜時は遅延時間増大に
伴って遅延する傾向にあった。

【結論】随意運動に伴う視覚フィードバックの時間的遅延を与えることで，主観的知覚の変容が認められただけでなく，運動リ
ズムの緩慢化及び対側一次運動野の活動に変調がみられたことから，運動�感覚の不一致が直接的に運動感覚システムを変容さ
せることが示された。本結果は，運動�感覚不一致が生じているような脳卒中患者の運動障害を説明するモデルの一つになると
示唆される。
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異なる感覚モダリティを用いる運動指導の方法が対象者の短期的な運動技能保持に及ぼす影響
足底圧中心制御課題における検討

佐藤 慎也1,2），長谷川正哉1），金井 秀作1），島谷 康司1），高宮 尚美1），沖田 一彦1）

1）県立広島大学，2）島根大学医学部附属病院

key words 教示・足底圧軌跡・踏み返し動作

【はじめに，目的】

理学療法士は様々な方法を用いて対象者へ運動指導を行うが，対象者がその理解に難渋するケースに遭遇する。我々は先行研究
にて体性感覚情報を利用した教示が，対象者に正確な課題内容の理解を促すとともに治療者側が理想とする動作をより正確に
再現できることを明らかにした。しかし，先行研究では教示直後の効果のみに焦点を当てており，運動技能の保持効果に関する
検討は行われていない。そこで本研究では異なる感覚モダリティを用いた運動指導が運動技能の保持効果に与える影響につい
て検討することを目的とした。

【方法】

対象は健常男性 12 名（平均±標準偏差：年齢 20.8±1.0 歳，身長 172.9±4.8cm，体重 64.3±3.5kg），および健常女性 12 名（年齢
20.0±0.8 歳，身長 155.9±5.5cm，体重 50.3±4.4kg）とした。課題内容は踏み返し動作における足底圧軌跡の制御課題とし，静止
立位から左下肢を振り出し，左下肢を接地し，離地するまでを 1 試行とした。実験条件は，口頭指示による言語条件（以下，言
語条件），対象者の実寸大の足型に足底圧軌跡を描画した図を提示する視覚条件（以下，視覚条件），踵内側，小趾球，母趾球に
直径 5mm のプラスチック製の半球シールを貼付し，順番に踏むように指示した感覚条件（以下，感覚条件）の 3 条件とし，そ
れぞれ同一の足底圧軌跡を教示した。群分けは各群 8 名ずつ，男女比が同程度となるよう無作為に振り分けた。足底圧軌跡の計
測には，足底圧分布測定システム F�SCANII を使用し，計測は教示前，教示直後，教示 30 分後，教示 60 分後にそれぞれ 10
試行ずつ行った。計測後，F�SCANII の領域分割機能を用いて，各試行において今回教示した踵内側，第五中足骨頭，第一中足
骨頭の 3 領域全てを通過した足底圧軌跡の成功試技回数（以下，3 点通過回数）を記録した。その後，3 点通過回数を従属変数
とし，教示条件と計測時間を要因とした二元配置分散分析にて解析を行った。なお，交互作用が認められた場合，教示条件要因
の比較には Kruskal�Wallis 検定，計測時間要因に対しては Friedman 検定を行った後，それぞれ多重比較を行った。統計解析は
SPSS ver.23 を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

教示条件要因および計測時間要因における主効果と交互作用に有意差が認められた（p＜0.01）。多重比較の結果，教示条件要因
では，教示直後，教示 30 分後の 3 点通過回数において言語条件，視覚条件と比較し感覚条件において有意に高い値を示した

（p＜0.01）。計測時間要因においては教示前と比較し教示直後，教示 30 分後，教示 60 分後においてそれぞれ有意に高い値を示し
た（p＜0.01）。

【結論】

体性感覚を利用した運動指導を行うことで，対象者は介入早期の段階から高い運動技能を獲得することが可能であるとともに，
短時間ではあるが，言語や視覚を利用する教示方法と比較して運動技能の保持効果が期待できる。
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Light touch と手すり把持が立位時の前脛骨筋とヒラメ筋の皮質脊髄路興奮性に
及ぼす影響の相違

高橋 真1），岩政 亮平2），三輪 美幸3），清水 麻美4），阿南 雅也5），新小田幸一1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，2）やすもとクリニック，3）浜脇整形外科リハビリセンター，
4）はたのリハビリ整形外科，5）大分大学福祉健康科学部

key words Light touch・皮質脊髄路興奮性・立位姿勢制御

【目的】立位保持中の姿勢動揺は固定点へ指先で軽く触れること（Light touch：LT）により減少する。この姿勢動揺の減少は指
先接触による力学的支持ではなく，求心性情報に基づく脊髄より上位レベルでの神経制御に起因するとされているが，未だ十分
には解明されていない。また，手すりを把持し力学的に支持した場合との相違は明らかではない。そこで，本研究は経頭蓋磁気
刺激（Transcranial magnetic stimulation：TMS）による運動誘発電位（Motor evoked potential：MEP）を指標に，LT 中の前
脛骨筋（Tibialis anterior：TA）とヒラメ筋（Soleus：SOL）の皮質脊髄路の興奮性変化を検討した。

【方法】対象は健常若年者 10 人であった。課題は，1）固定点への右示指の接触なし（No touch：NT），2）固定点への右示指の
LT（接触圧 1N 以下），3）固定点の把持（Hand grasping：HG）の 3 条件における開眼両脚立位保持とした。被験筋は右側の
TA および SOL とし，TMS には磁気刺激装置とダブルコーンコイルを使用した。刺激強度は NT 条件で TA と SOL のいずれか
らも MEP が視覚的に確認できる TMS の最弱強度の 120％ とし，MEP 振幅値を測定した。さらに，刺激前 100ms の背景筋活動
量を算出した。また，床反力計を用いて，足圧中心（Center of pressure：COP）座標から刺激前 10 秒間の前後方向及び左右方
向の 2 乗平均平方根（root mean square：RMS）を算出した。

【結果】TA の MEP 振幅値は LT 条件では NT 条件と比較して有意に高値を示し，HG 条件と NT 条件で有意な差は認められな
かった。一方，SOL では LT 条件と NT 条件で有意な差は認められなかったが，HG 条件では NT 条件と比較して有意に低値を
示した。背景筋活動量は，TA では 3 条件のいずれでも筋活動は認められず，SOL では 3 条件間で有意な差はなかった。COP
の RMS は前後方向，左右方向ともに NT 条件と比較して，LT 条件，HG 条件で有意に低値を示した。

【結論】TA の MEP 振幅値は立位姿勢の不安定さに対応して調整されるが，本研究では姿勢動揺の減少する LT 条件で，TA
の MEP 振幅値は増大した。指先からの求心性情報は感度の高い身体動揺のフィードバック情報であり，そのフィードバックへ
の応答性を高め，予期せぬ外乱に対し，立位姿勢の安定化を図るため，TA の皮質脊髄路の興奮性が増大した結果であると考え
られた。一方，HG 条件では外乱に対して上肢の力学的支持が利用できるため，TA の皮質脊髄路の興奮性を増大させる必要は
なかったと考えられた。SOL は静止立位中に持続的に筋活動が生じ，この活動は脊髄レベルで制御され，LT による求心性情報
は皮質を介するため，LT 条件で皮質脊髄路の興奮性は増大せず，さらに，HG 条件では力学的支持によって神経制御への要求が
低下したため，皮質脊髄路の興奮性が低下したと考えられる。
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味覚刺激により惹起された情動が持続性注意に与える影響

鈴木 悠哉，中里 昂平，野口 遼光，村田 美幸，吉沼 夏美，杉野 一行，山本 竜也

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科

key words 注意機能・定量的評価・視覚的アナログスケール（VAS）

【はじめに，目的】

持続性注意は，ある一定時間刺激に反応し続けるための注意のことである。近年，この機能を要する課題の成功率が，幼い動物
などが撮影された可愛い写真を見ることにより向上することが報告され，快感情が持続性注意に影響を与えることが示唆され
た。しかし，このような影響が視覚とは異なる他の感覚モダリティーによって惹起された情動においても生じるのかについては
未だ不明な点が多い。味覚は甘味・うま味・塩味・酸味・苦味で構成されており，前二者は快感情を，後三者は不快感情を基本
的に引き起こすことが知られている。本研究では，Continuous Performance Task（CPT）を用いて，甘味・苦味・酸味が持続
性注意に与える影響を定量的に評価した。

【方法】

被験者は健常成人 28 名（男性：13 名，女性：15 名，平均年齢：20.5 歳）。味覚刺激として 0.1mol スクロース（甘味），0.025mmol
安息香酸デナトニウム（苦味），0.05mol 酢酸（酸味）を，コントロールとして水（無味）を用いた。刺激前後に CPT（反応時
間課題）を行い，これを 1 日に 2 試行ずつ 4 日間実施した。1 日目の 2 試行および 2�4 日目の 1 試行目には無味，2�4 日目の 2
試行目には甘味・苦味・酸味の条件をそれぞれ計測した。被験者には味覚刺激溶液 1ml を口に 5 秒間含み，その溶液を CPT
開始と同時に飲み込むよう指示した。CPT 終了後，各味覚刺激に対する快・不快の程度を Visual Analogue Scale（以下 VAS）を
用いて評価した。VAS では，長さ 10cm の線分を用いて，左端（�5cm）を「不快」，右端（+5cm）を「快」，中間点（0cm）を

「快とも不快ともいえない状態」と定義した。統計解析では，Friedman 検定および多重比較検定（Dunn 法）を用い，有意水準
を 5％ とした。

【結果】

持続性注意に関する日差変動の有無を評価するために，コントロール条件における CPT 反応時間を比較したところ，各日の間
に有意差はみられなかった。味覚刺激による影響を検証するために，各日の 2 試行目に実施した結果を比較したところ，反応時
間は甘味が有意に短く，次いで，無味，酸味，苦味の順に速かった。各試行における時系列変化を確認するために，1 試行（80
回）を 10 回ずつに区分して反応時間を解析した結果，41�50 回の区間において，甘味条件の平均反応時間が有意に短かった。
VAS の結果，最も快と感じた味覚が甘味（16 人）であった被験者が最多であり，次いで，無味（9 人），酸味（3 人），苦味（2
人）の順に多かった。また，75％ の被験者において VAS の値と反応時間との間には負の相関が認められた。

【結論】

本研究結果は，快感情を惹起する味覚（特に甘味）刺激により持続性注意は一過性に向上すること，また，視覚のみならず味覚
刺激により惹起された情動においても持続性注意は影響を受けることを示唆するものである。
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後方ステップ動作における動作開始時のエネルギー産出

齋藤 雄大1），神先 秀人2）

1）医療法人社団悠愛会介護老人保健施設さくらパレス，
2）山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科

key words ステップ動作・エネルギー産出・動的バランス

【はじめに，目的】

ステップ動作開始時，脚を踏み出すために下肢筋群の求心性収縮によるエネルギー産出（正の仕事）が必要となる。この仕事に
関する所見は筋トルクや筋パワーの情報と共に，動作に対する貢献度や収縮形態の違い等の運動力学的因子を推察する上で貴
重な知見を与えてくれる。前方ステップや側方ステップに関する運動力学的解析の報告は散見されるが，後方ステップに関する
報告は殆ど見当たらない。本研究は，後方ステップ動作における動作開始時のエネルギー産出に焦点を当て，運動力学的特徴と
状況の異なる場面での反応の違いによる差を検討することを目的とした。

【方法】

健常若年成人 27 名（年齢 21±1 歳）を対象とした。使用機器は三次元動作解析装置（VMS 社：Plug�in Gait Full Body Model）
と床反力計（Kistler 社）とし，サンプリング周波数は 200 Hz，1,000 Hz とした。

課題動作は①安定性限界超過後のステップ動作（安定性限界），②振り子運動により体重の 10％ 相当の外力を身体に加えた際の
ステップ動作（物体衝突），③自発的なステップ動作（自発）の 3 課題とした。静止立位から接地後の安定肢位に戻るまでの期
間を測定し，その中でエネルギー産出に関与する運動力学因子（関節トルク，仕事量）は静止立位から接地直前までを解析対象
とした。各関節の正の仕事量は正の関節パワーを積分して求め，体重で正規化した。時空間因子の影響をみるために，ステップ
長や平均ステップ速度を求めた。

各関節での正の仕事量に関する課題間の比較は Friedman 検定，及び Holm の検定を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

ステップ長と平均ステップ速度は安定性限界と物体衝突が自発よりも有意に大きな値を示した。

踏み出し脚では，股関節の正の仕事量（J/kg）は安定性限界 0.14，物体衝突 0.02，自発 0.01 であり，伸展トルクが働いた。膝関
節はそれぞれ 0.14，0.09，0.02 であり屈曲トルクが働き，足関節では殆ど生じなかった。股関節や膝関節では安定性限界と物体
衝突が自発より有意に大きな値を示した。

支持脚では，股関節の正の仕事量は安定性限界 0.08，物体衝突 0.04，自発 0.04 であり，屈曲トルクが働き，足関節は自発以外殆
ど生じなかった。全ての関節で安定性限界が物体衝突より有意に大きな値を示した。

【結論】

後方へ踏み出すためのエネルギー産出は，踏み出し脚膝関節屈曲筋群が全下肢の約 50％，支持脚股関節屈曲筋群が約 30％ を占
め，これらの筋群の求心性収縮が重要であると推察される。支持脚足関節の安定性限界や物体衝突において正の仕事量が殆ど生
じなかった理由として，安定性限界ではステップ開始時の重心線が後方移動する事，物体衝突では衝突時の外的エネルギーをス
テップ動作へ利用する事が考えられる。また安定性限界で大きな値を示した理由としてステップ長や平均ステップ速度の影響
が考えられる。

本研究結果は，バランストレーニング等を行う際に有用な情報として使用可能と考えられる。
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機能制限モデルにおける各種歩行戦略の力学的エネルギーの回復率に関する研
究

樋口 朝美1），川上 真吾2,3），鈴木 博人3），村上 賢一3），藤澤 宏幸2,3）

1）一般財団法人黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーションセンター，
2）東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科，3）東北文化学園大学医療福祉学部

key words 歩行戦略・力学的エネルギー・回復率

【はじめに，目的】歩行は，移動のために最も自動化された運動であり，定型性を示すことで知られ，エネルギーコスト（以下
EC）が最小となるよう運動戦略が形成されると考えられている。

我々は，健常者において股関節の機能制限モデルを用い，歩行の運動戦略の選択基準を酸素摂取量の観点から報告した。その結
果，EC 最小の運動戦略が選択されたが，さらに 1 歩行周期当たりの EC を明らかにする必要性を感じた。

そこで，本研究では股関節の機能制限モデルを用い，歩行における 1 歩行周期当たりの EC を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は健常若年男性 21 名（身長 174.4±6.2cm，体重 66.1±7.9cm，BMI 21.7±2.2，年齢 20.0±0.7 歳）とし，歩行に障害
を有する者を除外した。

測定は，平地歩行とした。三次元動作分析装置（ローカス 3D，MA�5000 ANIMA）のカメラ 6 台を使用し，対象者に赤外線反
射マーカーを 12 ヶ所貼付した。サンプリング周波数は 150Hz とした。

歩容条件は，正常歩行と股関節屈曲制限 0̊ とした制限歩行（後傾型・回旋型・揃え型）の計 4 種類をランダム化した。速度条件
は，遅い速度（30m/min）と速い速度（60m/min）の順とした。

三次元動作解析ソフトにて，測定したデータより 1 歩行周期の重心位置を算出し，その値から解析ソフト Matlab にて力学的エ
ネルギーの回復率を算出した。

統計解析は，二元配置分散分析を用い，従属変数は回復率，独立変数は歩行条件（4 水準）と速度条件（2 水準）とし，事後検
定は Bonferroni の多重比較検定を用いた。なお，統計学的有意水準は，危険率 5% 未満とした。

【結果】回復率は分散分析の結果，各要因間に交互作用はみられなかったが，歩容条件と歩行速度に主効果が認められた。両方
の速度で，揃え型の回復率が最も大きかった。遅い速度では，正常歩行，回旋型，後傾型，揃え型の順，速い速度では，後傾型，
正常歩行，回旋型，揃え型の順であった。歩容条件において，揃え型と後傾型・回旋型・正常歩行の間にそれぞれ有意な差を認
めた。しかし，他の歩容条件の間に有意な差はみられなかった。また，速度が上昇すると回復率も高い値を示した。

歩行率は分散分析の結果，各要因間に交互作用が有意であった。そこで，それぞれの単純主効果を分析した結果，歩容条件と歩
行速度に有意差が認められた。両方の速度で，揃え型の歩行率が最も高く，正常歩行・後傾型・回旋型との間に有意差がみられ
た。しかし，他の歩容条件の間に有意差は認められなかった。また，歩行速度の上昇により歩行率も増加した。

【結論】本研究において，回復率の観点からすると，揃え型は 1 歩行周期の効率が良いことが明らかとなった。一方で，先行研
究において揃え型は選択されなかったのは，制限歩行の中で最も歩行率が高く，結果として単位時間当たりのコストとしては高
くなるためだと考えられた。
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筋骨格モデルシミュレーションによる歩行中の股関節安定化機構に寄与する筋
の検討

川田 将之，木山 良二，大渡 昭彦，前田 哲男

鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 股関節・筋骨格モデル・バイオメカニクス

【はじめに，目的】

股関節は大腿骨頭と寛骨臼による臼状関節であり，安定化機構として，関節唇，靭帯による静的要素と，筋収縮による動的要素
を持つ。安定性低下は股関節疾患の発生，進行のリスクとなる。外傷や加齢により静的要素が阻害されると，動的要素がより重
要な働きを担うとされている。したがって，股関節安定化機構に寄与する筋をトレーニングすることは股関節疾患の進行予防に
有効であると考えられる。遺体解剖で観察される筋の走行から安定機構に関する筋を推察する研究が散見されるが，理学療法に
おいては動作中の動的な股関節安定化機構を考慮することがより重要であると考えられる。

本研究の目的は，歩行中の股関節安定化機構に寄与する筋を明らかにすることである。

【方法】

対象者は健常若年成人男性 11 名とした。三次元動作解析装置（VICON MX），床反力計（Kistler 社）を使用して歩行を計測し
た。関節反力，筋張力の算出には筋骨格モデルシミュレーションソフトウエア AnyBody 6.0 を使用した。対象筋は，右股関節を
またいで走行する筋である，腸腰筋，小・中・大殿筋，大腿筋膜張筋，梨状筋，薄筋，長・大・短内転筋，双子筋，内閉鎖筋，
外閉鎖筋，恥骨筋，大腿方形筋，大腿直筋，ハムストリングス，縫工筋とした。本研究では，前額面における筋張力を，頚体角
に平行な分力（平行分力）と直交する分力（直交分力）に分解し，平行分力が股関節の安定に寄与すると仮定して分析を行った。
立脚前期・後期における股関節反力ピーク時の，全筋の平行分力の総和に対する各筋の平行分力の割合，各筋の全張力に対する
平行分力の割合を算出した。なお，本研究のデータは第 50 回日本理学療法学術大会にて報告したものを再分析したものである。

【結果】

全筋の平行分力の総和に対する各筋の平行分力の割合は立脚初期で中殿筋後部（41.4%），前部（13.6%），大腿二頭筋長頭（8.4%），
立脚後期では中殿筋前部（20.9%），大腿直筋（18.2%），中殿筋後部（9.8%），腸骨筋（9.4%）の順であった。

各筋の全張力に対する平行分力の割合で 90% 以上の高値を示した筋は，立脚初期で中殿筋，小殿筋，大殿筋，梨状筋，短内転筋，
恥骨筋，腸骨筋，双子筋，大腰筋，立脚後期で，中殿筋，小殿筋，長内転筋，大内転筋，短内転筋，恥骨筋であった。

【結論】

本研究の結果から，立脚相にて中殿筋は股関節安定化に最も大きく関与していることが明らかとなった。また，歩行中に活動す
る股関節周囲筋の多くは立脚相において，全張力における平行分力の割合が高く，安定化に寄与することが示された。

本研究の限界は各筋単独の張力の方向のみで股関節安定化への寄与を分析している点であり，今後は筋間の協調作用を含めた
分析を進め，動的な股関節安定化を高めるためのトレーニングについて検討を進める必要がある。
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筋骨格モデルによる健常成人歩行の筋活性度推定とその妥当性の検討

喜多 俊介1），小栢 進也2），藤野 努1），久保田圭祐1），国分 貴徳3），金村 尚彦3）

1）埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修，
2）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻，
3）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 筋骨格モデル・シミュレーション・歩行

【はじめに，目的】

人体には関節の自由度に対し多くの筋が存在し冗長性を持つため，運動に対して筋がどのような働きをしているのかを複雑に
する。現状一般的に行われている三次元動作解析と筋電図による計測では，筋の活動時期や量を運動と比較するのみで，筋がど
の関節のどの運動に働いているかを確証することは困難である。一方で筋の働きを実証する方法として筋骨格シミュレーショ
ンがあり，特定の筋の出力を増減させるなど生体実験で行えないシミュレーションが可能である。筋骨格モデルでは筋冗長性の
配分問題に対し最適化手法を用いその解を得る。一方でシミュレーション結果の妥当性が課題となっている。本研究の目的は筋
骨格モデルで推定される筋活性度と筋電図を比較し，シミュレーションの妥当性を検討することである。

【方法】

対象は健常成人男性 3 名，課題は至適歩行速度で 30 秒間歩行した。計測機器は 17 台の赤外線カメラによる三次元動作解析装置
（VICON；100Hz），床反力計付きトレッドミル（BERTEC；1000Hz），表面筋電図 12ch（DELSYS；1000Hz）を使用した。マー
カーは Plug in Gait fullbody AImodel を用いた。表面筋電図電極は左右の脊柱起立筋，右側の腹直筋，大臀筋，中臀筋，大腿筋
膜張筋，大腿直筋，半腱様筋，大腿二頭筋長頭，大内転筋，内側広筋，外側広筋，腓腹筋内側頭，長腓骨筋，前脛骨筋，ヒラメ
筋の計 16 筋に貼付した。OpenSim を用い順動力学筋骨格シミュレーション解析を行った。モデルは 23 自由度 92 筋を持つモデ
ルを使用し，被験者の体格と姿勢に合わせたモデルを作成，計測した運動学データから動作を再現した。モデルの運動と床反力
の一致度を高める余剰力を算出し，筋活性度を計算した。最適化問題の目的関数は筋活性度の二乗和を最小化するものであっ
た。得られたデータを歩行周期で時間正規化し 4 歩分を加算平均した。

【結果】

対象者の 1 名はシミュレーション過程の誤差により除外した。対象者とモデルの歩行時の関節角度変化はほぼ一致したが，骨盤
と膝関節がそれぞれ前傾，屈曲位で推移した。筋活動においても概ね一致したが，計測データでは脊柱起立筋が対側踵接地で大
きな活動を示す一方，モデルで遅延した。また，大臀筋は計測データ・モデル共に立脚期前半の両脚支持期に活動したが，モデ
ルで活動が延長した。外側広筋はモデルで足底接地の活動を示さなかった。大腿直筋は立脚期前半の活動がモデルで長く，遅延
した。

【結論】

本研究で計測した筋活動は先行研究と類似しており，今回のシミュレーション結果は概ね妥当であったと言える。一方で相違点
もあり，原因としてモデル作成の際に胸椎屈曲などの姿勢を正確に再現できなかった事や，最適化の過程で筋の同時収縮が再現
されなかった事などが挙げられる。これらを改善するモデルや計算手法が今後の課題であるが，生体実験で行うことができない
シミュレーション研究は理学療法の発展に貢献できると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）【ポスター（基礎）P01】

P-KS-01-5

腹臥位股関節伸展運動時の筋活動パターンと歩行立脚期の股関節・骨盤の運動
との関係

雨宮 耕平

渕野辺総合病院

key words 腹臥位股関節伸展・筋活動パターン・歩行

【はじめに，目的】

腹臥位股関節伸展運動テスト（Prone hip extension：以下 PHE）は腰椎骨盤帯の安定性の評価として用いられ，ハムストリング
ス・大殿筋・脊柱起立筋・多裂筋などの活動開始タイミングと，腰椎骨盤帯の過剰な運動の有無を評価する。Bruno（2008），Ta-
teuchi（2012）は，PHE 時の筋活動パターンに応じて，その際の運動パターンも異なると報告しているが，臨床応用する上では
歩行など荷重下の動作との関連性を明らかにする事が重要と考える。そこで，本研究では健常者における PHE 時の筋活動パ
ターンと，歩行立脚期の股関節・骨盤の運動との関連性について検討する事を目的とした。

【方法】

対象は健常若年男性 29 名（19�29 歳）とした。

PHE 課題では，表面筋電計 WEB1000（NIHON�KOHDEN）を用い，股関節伸展運動を行わせた際の両側脊柱起立筋，両側多裂
筋，測定側大殿筋，測定側半腱様筋の筋活動を測定した。データは整流平滑化し，安静時の平均振幅+3SD を 50msec 以上持続
して越えた点を筋活動開始と定義した。各筋の活動開始時間は大殿筋を基準（0）として標準化した。

歩行課題では，三次元動作解析装置（VICON Nexus）とフォースプレート（Kisler）を用いた。VICON Plug�in�Gait 下肢モデ
ルを用い，8m の歩行路を自由速度にて歩行させた際の立脚後期（対側踵接地時）における股関節伸展角度・骨盤前傾角度・骨
盤回旋角度を抽出し，静止立位時の値を基準として標準化した。

いずれの課題も解析側は軸足側とし，3 試行の平均データを用いた。統計解析は PHE 時の各筋活動開始時間と，歩行立脚後期に
おける股関節伸展角度・骨盤前傾角度・骨盤回旋角度について相関分析を行った（有意水準 5%）。

【結果】

PHE 時の同側多裂筋・対側多裂筋・対側脊柱起立筋の活動開始時間と，歩行立脚後期の股関節伸展角度に有意な負の相関を認
めた（相関係数：同側多裂筋=�0.599，対側多裂筋=�0.362，対側脊柱起立筋=�0.360）。

【結論】

PHE 時に多裂筋が早期に活動する者ほど，歩行立脚後期の股関節伸展角度が大きかった。これは PHE 時に多裂筋の活動遅延に
より股関節伸展が減少し骨盤前傾が増大したとする先行研究（Tateuchi 2012）に類似した見解と考える。健常者において多裂筋
は四肢の運動に先行して収縮し腰椎骨盤帯の安定性を高める（Hodges 1997）。この事から，PHE 時に多裂筋が大殿筋に対し早
期に収縮する者では，歩行時も腰椎骨盤帯の安定化が反映され，効率的に股関節伸展が生じたと考えられる。また，対側脊柱起
立筋の活動開始時間と歩行立脚後期の股関節伸展角度についても相関関係を認めた。脊柱起立筋は胸腰筋膜を介して大殿筋と
連結を持つ為，先行収縮によって腰椎骨盤帯の安定性を高める方略を取る者が存在した事がその要因と考えられる。
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免荷後の再荷重時における神経―筋腱の応答
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【はじめに，目的】

免荷装置を利用したリハビリテーションは，様々な疾患や障害に臨床応用されている。ヒトの荷重量変化に対する神経�筋の応
答は，免荷条件でヒラメ筋の筋活動量が減少（e.g., Hwang, 2011）することが報告されているが，免荷からの再荷重時の神経�筋
腱の応答は明らかにされていない。本研究の目的は，免荷後の再荷重時における神経�筋腱の応答を明らかにすることである。

【方法】

対象は，神経学的・整形外科的疾患のない健常男性 10 名（平均年齢 21.1±1.3 歳）とした。測定肢位は立位として，Lower Body
Positive Pressure（Alter G 社製）を用いて荷重量を調整した。荷重量の変化は，自体重（Body Mass：BM）を 100%BM と定義
し，免荷条件では 100%BM，50%BM，20%BM の順に免荷した。次に，再荷重条件では 20%BM，50%BM，100%BM の順に再
荷重した。その際の筋腱の形態的変化は，2 台の超音波診断装置を用いて内側腓腹筋（MG），ヒラメ筋（SOL），腓腹筋アキレス
腱（AT）を撮像し，Image J を用いて MG 筋束長，SOL 筋束長，AT 腱長を計測した。同時に，筋活動量の変化は，MG と SOL
に表面筋電図を貼付して記録した。また，動作解析システムを用いて矢状面からカメラで撮影し，膝関節・足関節角度を算出し
た。統計解析は，荷重量変化に対する MG と SOL の筋束長と AT 腱長の変化，MG と SOL における筋活動量の変化を反復測定
による分散分析後，有意差がみられた場合には Post�hoc として Bonferroni 法を行った。なお，有意水準は 5% とした。

【結果】

免荷条件では，100%BM に比べて 50%BM，20%BM で SOL と MG の筋束長は有意に伸張し（P＜0.001），AT 腱長は有意に短縮
した（P＜0.001）。また，免荷に伴う MG と SOL の筋活動量は有意に減少した（P＜0.001）。一方，20%BM から 50%BM，100%
BM へ再荷重していくと，再荷重条件下における同荷重時 50%BM と 100%BM で比較した時，100%BM の再荷重時のみ SOL
と MG の筋束長が免荷前より伸張位になり，AT 腱長は短縮位になった（P＜0.001）。しかしながら，SOL と MG の筋活動量は
免荷と再荷重条件の同荷重時で有意な差が認められなかった。なお，すべての条件で膝関節・足関節角度には違いが認められな
かった。

【結論】

免荷後の再荷重では，筋が長いまま維持され，腱が短縮位にあった。再荷重による伸張位での SOL と MG の筋束長は，身体運
動中の神経�筋機能に影響する可能性があり，今後の課題となった。また，再荷重による短縮位での AT 腱長は，身体運動時の
力発揮や腱の弾性利用の効率を低下させ，再荷重後の身体運動の運動効率は低下する可能性がある。
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歩行立脚期における足部内在筋への電気刺激が足部・足関節に及ぼす運動学的
影響
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key words 足部内在筋・電気刺激・三次元動作解析

【はじめに，目的】

ヒトの足部内在筋，特に母趾外転筋や短母趾屈筋はサルに比べ非常に発達しており，ヒトの足部に特徴的なアーチ構造の支持へ
の貢献が報告されている。しかしこれまでの報告は静的環境下での検証に限られており，歩行や走行などの動的場面における足
部内在筋の機能的役割は明らかにされていない。これを明らかにすることは足部内在筋の機能に関する理解を深めるだけでな
く，近年検証が進められている足部内在筋トレーニングの効果やその評価方法についての有益な情報となる。そこで本研究で
は，歩行における足部内在筋の機能的役割を解明する目的で，電気刺激を用いて再現した足部内在筋の収縮力の強化が歩行立脚
期の足部・足関節に及ぼす運動学的影響を検証した。

【方法】

対象は健常成人男性 10 名，被験肢は右下肢とした。歩行解析には VICON と床反力計を使用し，反射マーカーは Oxford Foot
Model に定められている 29 点に舟状骨粗面を加えた計 30 点に貼付した。足部内在筋への電気刺激には機能的電気刺激装置
ウォークエイドⓇ（帝人ファーマ株式会社）を用い，母趾外転筋の筋腹に貼付した表面電極を介して立脚中期～前遊脚期までの
期間に電気刺激を与えた。刺激強度は「痛みを感じない最大の強度」とし，VICON との同期によって刺激のタイミングの確認
を可能にした。解析項目は歩行速度と右側立脚時間，右側立脚期における舟状骨高の最小値とそこに達するタイミング，その瞬
間の前足部および後足部の角度，足関節内部底屈・外返し・外転モーメントの最大値，立脚期後半の床反力前方・上方・内方成
分の最大値とした。なお，舟状骨高は踵および第 1 中足骨頭，第 5 中足骨頭に貼付した 3 つのマーカーを通る平面上における舟
状骨粗面マーカーの高さと定義した。電気刺激の有無に伴う各解析項目の変化を対応のある t 検定を用いて比較した。有意水準
は 5％ 未満とした。

【結果】

足部内在筋への電気刺激によって，舟状骨高が最小値に達するタイミングの遅延（73.7±6.7%stance→76.7±5.9%stance）および
その瞬間における前足部内転角度（�8.3±3.8̊→�7.5±3.8̊）と内返し角度（3.1±3.5̊→3.9±3.7̊）の増加，最大足関節外返しモー
メントの増加（118.0±76.2Nmm/kg→164.4±70.3Nmm/kg），床反力上方成分の減少（112.9±5.9%BW→110.7±5.8%BW）が確認
された。

【結論】

前足部内転角度と内返し角度，足関節外返しモーメントの増加は，電気刺激によって母趾外転筋を主とする足部内在筋の収縮力
が増加したことと，電気刺激に対する逃避が生じなかったことを意味する。本研究で再現した足部内在筋の収縮力の強化は，舟
状骨高が最小値に達するタイミングの遅延と床反力上方成分の減少を引き起こし，足部内在筋には立脚終期における足部への
衝撃を吸収する作用があることが示唆された。足部内在筋トレーニングの効果検証は，動的場面におけるこれらの変化にも着目
すべきだと考える。
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P-KS-02-3

坐骨神経の深度が経皮的磁気刺激による誘発収縮力に及ぼす影響

青木 信裕，片寄 正樹

札幌医科大学理学療法学第二講座

key words 磁気刺激・坐骨神経・膝関節

【はじめに，目的】膝関節屈筋は坐骨神経支配であり，電気刺激を用いて坐骨神経を介した最大張力の測定が困難である。我々
は磁気刺激によって坐骨神経を刺激し，膝関節屈曲力を誘発する試みを行っている。これまでに磁気刺激によって坐骨神経の最
大上刺激ができる対象者とできない対象者が存在することを報告した。磁気刺激は対象までの距離が結果に影響を及ぼすため，
刺激部位における坐骨神経の走行と磁気刺激によって得られる誘発収縮力には関係性がある可能性がある。本研究では，殿部で
の坐骨神経の深度が，経皮的磁気刺激によって誘発される収縮力に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】健康な成人男性に対して左殿部に経皮的に磁気刺激を行った。磁気刺激は大型円形コイルを磁気刺激装置に接続し，コ
イル辺縁を刺激部位上に配置して実施した。被験者の姿勢は，ベッド上で股関節，膝関節を屈曲 90̊ とした四つ這い位となり，
腹部に台を入れて支持した肢位とした。左殿部を磁気刺激部位とし，坐骨結節と大腿骨大転子を指標に 15mm 間隔で格子を作成
し，絶対座標系を定義した。経皮的磁気刺激は，直径 20cm の大型円形コイルを磁気刺激装置に接続し，コイル辺縁を刺激部位
上に配置し，末梢方向に誘導電流を流した。刺激部位・条件の決定は我々が報告した方法で実施した。磁気刺激によって誘発さ
れる膝関節屈曲力が最大となる刺激部位を探索し，得られた屈曲力を誘発収縮力とした。その後，超音波画像診断装置を用いて
刺激部位の坐骨神経を撮像し，体表からの深度を計測した。坐骨神経の深度と得られた誘発収縮力について相関関係を求めた。

【結果】坐骨神経の深度と誘発収縮力の間には，有意な負の相関関係があった。

【結論】磁気刺激を用いた坐骨神経刺激では，対象者の坐骨神経の深度を確認することで最大上刺激できる対象者を推定できる
可能性がある。
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P-KS-02-4

高電圧電気刺激を用いた等尺性筋収縮による筋伸張効果の検証

長井 真弓，鈴木 隆盛，浅沼 匠，工藤 晃太，田村 傑，藤原 昌哉，山下 菜月，
小林 武

東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

key words 筋伸張・高電圧電気刺激・Hold relax

【はじめに，目的】

関節可動性を制限する因子として筋・腱の短縮や筋緊張亢進が挙げられ，これらの改善には PNF 法の Hold relax が有効である
ことが報告されている。しかし，Hold relax を実施するためには，対象者が随意収縮を行なえることが前提であり，脳卒中片麻
痺患者や脊髄損傷患者のような随意収縮が困難な患者に対しては適用できない。そこで，本研究は，従来の随意収縮ではなく，
高電圧電気刺激による筋収縮を用いた Hold relax 手技により，筋の伸張効果が得られるか否かを明らかにすることを目的とし
た。

【方法】

対象は下肢伸展挙上（以下，SLR）の関節可動域角度が 75̊ 以下の男子大学生 30 名（21.2±0.8 歳）の右下肢 30 肢とし，各 15
名ずつ随意収縮群（以下，VC 群）と電気刺激群（以下，ES 群）の 2 群にランダムに振り分けた。被験者は，ベッド上に垂直に
立てた固定版に身体背面をつけた側臥位となり，体幹と左大腿部をベルトにてしっかり固定した。そこから他動的に右下肢最大
SLR 位の構えを設定した上で，ハムストリングスに 2 種の Hold relax を行った。VC 群には，収縮時間 8 秒，休憩時間 5 秒を 1
セットとしたハムストリングスの随意的最大等尺性収縮を 3 セット，ES 群には，通電 9 秒，休憩 5 秒とした右ハムストリング
スへの高電圧電気刺激による等尺性収縮を，被験者が耐えうる最大刺激強度で 5 分間施行した。介入前後の SLR 角度は，pull
sensor で牽引力をモニターし，事前に算出した関節トルクを示した時の角度をデジタルカメラで撮像し，パソコンソフト Image
J を用いて算出した。2 種の介入方法と繰り返しの要因が SLR 角度に与える影響について，二元配置分散分析を用いて検定した。
統計的有意水準は危険率 1% 未満とした。

【結果】

繰り返し要因のみ主効果を認め，介入後に有意に SLR 角度が増加した（p＜0.01）。介入前後の SLR 角度差は，VC 群が 6.0±4.6̊，
ES 群が 7.6±5.6̊ であった。しかし，介入方法の主効果および交互作用は有意ではなかった。ES 群の介入中の筋収縮強度は，平
均 18.5±8.4%MVC であった。

【結論】

高電圧電気刺激による Hold relax は従来の随意収縮による Hold relax と同等の筋伸張効果を持つことが証明された。加えて，
ES 群の筋収縮強度がおよそ 20％MVC であったことから，VC 群よりもかなり低い筋収縮強度で同程度の効果が得られること
がわかった。これは，全通電時間の長さが収縮強度の低さを補ったものと考えられた。高電圧電気刺激は低周波電気刺激よりも
刺激痛が少ないこと，そして不随意的に筋収縮を促すことが可能となることからも，随意収縮が困難な患者に対して応用可能と
なるだろう。今後は，刺激強度・時間や長期効果について検討する必要があると考える。
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P-KS-02-5

ホットパックとストレッチングの同時施行の介入効果に関する検討

向中野直哉1），吉田 英樹2），前田 愛1），佐藤 輝1），松本 健太1），川村 真琴1），小西 杏奈1），
島田 瑞希1），高桑奈緒美1），鳴海 萌1），天坂 興2,3），原 幹周2,4），小田桐 伶2,5），前田 貴哉2,3）

1）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）弘前大学大学院保健学研究科，3）弘前記念病院，
4）黒石市国民健康保険黒石病院，5）弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

key words ホットパック・ストレッチング・同時施行

【はじめに，目的】

表在性温熱療法であるホットパック（HP）とストレッチングの同時施行（HP 同時施行）では，皮膚温がピークとなる HP 適用
5 分後（Behrens，1996）という短時間で門制御に基づく筋伸張痛の軽減が得られ，その結果として筋伸張性も即時的に向上す
ることが既に報告されている（一戸，2014，嶋田，2016）。その一方で，HP 同時施行の介入効果の優位性については未だ検討さ
れていない。以上から本研究では，以上から本研究では，HP 同時施行に介入効果の観点からも優位性が認められるか検討する
ことを目的とした。

【方法】

対象は健常者 15 名とし，ストレッチングの標的筋は左右の下腿三頭筋とした。対象をくじ引きにて HP 同時施行群，従来通り
HP をストレッチングの前処置として実施する群（従来 HP 群），HP を適用せずにストレッチングのみ行う群（コントロール群）
の 3 群に 5 名ずつ振り分けた。HP は電熱式 HP（乾熱）を使用し，安静仰臥位の対象者の左右の下腿三頭筋筋腹中央部の皮膚に
適用した。下腿三頭筋のストレッチングについては，HP 同時施行群では HP 開始 5 分後から HP を装着したまま実施し，通常
HP 群では HP 開始 20 分後に HP を取り外した上でストレッチングを実施した。コントロール群では 20 分間の安静仰臥位の後
に実施した。下腿三頭筋のストレッチングは，先行研究の方法（Draper，1998）に準じ，立位での足関節自動最大背屈運動（足
背屈運動）にて実施した。具体的には，膝関節完全伸展位，次いで膝関節 15 度屈曲位での足背屈運動を左右交互に 20 秒実施す
るのを 1 セットとし，1 日 4 セット，4 日間連続で実施した。測定では，ストレッチング開始前とストレッチング開始 5 日目で
の左右の足関節最大他動背屈角度（最大背屈角）を腓骨頭，外果，第 5 中足骨頭および底を指標としたデジタル画像解析により
求めた。また，日々の 1 セット目のストレッチング時の左右の筋伸張痛の程度（筋伸張痛）を NRS にて聴取した。その上で，
3 群間でのストレッチング開始前と開始 5 日目での最大背屈角の変化量と筋伸張痛の程度を多重比較検定にて検討した。

【結果】

最大背屈角の変化量については，コントロール群と比較して HP 同時施行群でのみ有意な増加（平均値で 5.4 度）を認めた。筋
伸張痛の程度については，コントロール群と比較して HP 同時施行群と従来 HP 群の両群で有意な減少を認めた（いずれも中央
値で�3）が，HP 同時施行群と従来 HP 群との間には明らかな違いを認めなかった。

【結論】

本結果は，HP 同時施行群では従来 HP 群よりも確実性の高い介入効果が得られること，さらにストレッチングに伴う筋伸張痛
を大幅に短時間で軽減できることを示している。表在性温熱療法である HP の筋加温効果や筋伸張性改善効果については賛否
両論が存在し，未だ統一見解が得られない状況にあるが，本結果から HP 同時施行を用いることでより強力なストレッチングを
効率よく実施できる可能性が示唆され，今後積極的に活用すべき手法であると考える。
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肩甲骨周囲筋の筋疲労が肩関節外転機能に及ぼす影響

山内 夕佳1），齊藤 明2），新出 卓斗3），半田 翔伍4）

1）医療法人秀友会札幌秀友会病院，2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，
3）市立秋田総合病院リハビリテーション科，4）羽後町立羽後病院リハビリテーション科

key words 肩関節外転運動・肩甲骨周囲筋・筋疲労

【はじめに，目的】

肩関節は肩関節複合体で構成されており，その運動には肩甲胸郭関節の安定性が不可欠である。肩甲胸郭関節の動的安定性には
前鋸筋（serratus anterior muscle：SA）と僧帽筋下部線維（lower trapezius muscle：LT）が重要という報告は散見されるが，
実際に前鋸筋や僧帽筋の機能不全や障害が肩関節機能にどのような影響を及ぼすかは明らかにされていない。そこで本研究で
は，SA や LT への電気刺激による筋疲労を各筋の機能不全の状態と仮定し，SA 及び LT の筋疲労による肩甲上腕関節外転機能
への影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

健常大学生 45 名を対象とし，コントロール群 20 名，SA 疲労群 13 名，LT 疲労群 12 名の 3 群に振り分けた。SA，LT の筋疲労
は低周波治療器 PULSECURE KR�6（OG 技研社製）を用い，電気刺激は周波数 50Hz，刺激強度は各被験者の疼痛閾値で各筋が
疲労するまで実施した。筋疲労は表面筋電計ホルター筋電計 ME3000P（エムピージャパン株式会社製）を使用し周波数解析を
用いて確認した。測定項目は，肩関節外転可動域，肩関節外転筋力，肩甲骨位置率とした。肩外転可動域は立位にてゴニオメー
ターを使用し 5̊ 刻みで測定し，筋力はマスキュレーター GT�30（OG 技研社製）を用いて肩関節外転 90 度前腕回内位での筋力
を測定した。肩甲骨位置率は吉田らの方法に従い上肢下垂位，肩関節外転最終域の肩甲骨位置を測定した。統計学的処理は，3
群間での比較に一元配置分散分析法及び Tukey の多重比較検定を用いて行った。また SA，LT 疲労群における外転可動域及び
筋力と肩甲骨位置率との関係を Pearson の積率相関係数を求めて検討した。有意水準はいずれも 5％ とした。

【結果】

外転可動域は，SA 疲労群がコントロール群と比較し有意に低値を示した（158.25±11.70̊vs143.85±17.93̊，p＜0.05）。筋力は LT
疲労群がコントロール群と比較し有意に低値を示した（38.00±11.78%vs26.84±9.80%，p＜0.05）。肩甲骨位置率は肩関節外転最
終域ではコントロール群と比較し SA 疲労群で有意に肩甲骨上方回旋が減少した（p＜0.01）。また SA 疲労群において肩関節外
転可動域と肩甲骨位置率との間に有意な正の相関を認めた（r=0.677，p＜0.05）。

【結論】

本研究から肩関節外転時においては，SA は自動運動での可動域，LT は肩関節 90 度外転位での筋力発揮への関与が強いことが
示唆された。しかし肩関節外転については，その外転角度に応じて筋活動の割合が変化するとされているため，肩関節外転全可
動域について述べるには更なる検討が必要となる。
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肩外転および水平屈曲角度が肩外旋可動域に与える影響

小山 太郎1），宮下 浩二2,3），太田憲一郎3），谷 祐輔3），岡棟 亮二1,3）

1）まつした整形外科，2）中部大学生命健康科学部理学療法学科，
3）中部大学大学院生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻

key words 肩外旋可動域・肩外転角度・肩水平屈曲角度

【はじめに，目的】

肩外旋可動域に影響を及ぼす要因として，肩外転および水平屈曲角度が挙げられる。しかし，肩外転および水平屈曲角度が，肩
外旋可動域にどのような影響を与えるかを横断的に検討した報告は少ない。そこで，肩外転および水平屈曲角度の角度変化が肩
外旋可動域に与える影響を明らかにすることを目的として本研究を行った。

【方法】

対象は健常男子大学生 12 名とした。体表のランドマーク上に，反射マーカーを貼付したのち，肩外転および水平屈曲角度を変
化させた他動肩外旋可動域を 4 台のカメラで撮影，測定した。可動域の測定肢位は，肩水平屈曲 0 度での外転 70，90，110 度お
よび肩外転角度 90 度での水平屈曲 20，0，�20 度とした。撮影した画像から，各反射マーカーの三次元座標値を得たのち，宮下
らの方法に準じて，肩複合体全体の外旋角度（肩外旋角度），肩甲上腕関節外旋角度，肩甲骨後傾角度を算出した。肩外転角度
および水平屈曲角度の変化による各関節角度の差について，それぞれ一元配置分散分析および多重比較検定として Tukey�
Kramer 法を用いて，比較検討した。

【結果】

水平屈曲 0 度での肩外旋角度は，外転 70 度で 94.3±13.0 度，90 度で 104.6±12.7 度，110 度で 111.6±21.5 度であり，外転 70
度と比較して外転 110 度で有意に大きい値となった（p＜0.05）。外転 90 度での肩外旋角度は，水平屈曲 20 度で 103.7±11.6 度，
0 度で 104.6±12.7 度，�20 度で 86.1±12.6 度であり，水平屈曲 20 度，0 度と比較して水平屈曲�20 度位で有意に小さい値となっ
た（p＜0.01）。

次に，水平屈曲 0 度での肩甲上腕関節外旋角度は，外転 70 度で 71.9±11.5 度，90 度で 74.1±16.6 度，110 度で 75.6±18.3 度であっ
た。外転 90 度での肩甲上腕関節外旋角度は，水平屈曲 20 度で 74.1±15.2 度，0 度で 74.1±16.6 度，�20 度で 63.8±15.8 度であっ
た。いずれの項目も有意な差はみられなかった。

また，水平屈曲 0 度での肩甲骨後傾角度は，外転 70 度で 9.7±4.9 度，90 度で 18.6±6.7 度，110 度で 21.4±10.9 度であり，外転
70 度と比較して外転 90 度（p＜0.05），110 度（p＜0.01）で有意に大きい値となった。外転 90 度での肩甲骨後傾角度は，水平屈
曲 20 度で 14.9±9.2 度，0 度で 18.6±6.7 度，�20 度で 14.1±7.9 度であり，有意な差はみられなかった。

【結論】

本研究の結果，外転，水平屈曲角度とも，肩外旋可動域に影響を与えていることが明らかとなった。外転角度の増加は肩甲骨後
傾角度を増加させ，それにより肩外旋可動域の拡大に貢献していた。また，水平伸展位では，有意な差はみられなかったものの，
肩甲上腕関節外旋角度が小さい傾向を示していたことから，肩甲上腕関節外旋角度が制限されることにより，肩外旋可動域が減
少している可能性が考えられた。以上より，外転角度は肩甲骨後傾角度に，水平屈曲角度は肩甲上腕関節外旋角度に影響を及ぼ
すことで，結果として肩外旋可動域に影響を与えていると考えられた。
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胸郭拡大制限による肩前方挙上運動への影響
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【はじめに，目的】

臨床において胸郭へのアプローチが肩関節機能の改善に奏功することは多い。実際，胸郭は肩複合体の構成要素であり，肩挙上
に伴い胸郭の前後径，横径拡大が生じることが報告されている（花村ら 1977）。しかし，その胸郭拡大が制限された際の肩関節
運動の分析は十分になされていない。本研究の目的は，胸郭拡大制限が肩前方挙上運動に与える影響を三次元動作分析で明らか
にすることである。

【方法】

対象は肩関節に疼痛のない男子大学生 19 名（20.0±1.3 歳）とした。体表のランドマーク上に反射マーカを貼付した。その後，
胸郭拡大制限の有無の 2 条件で立位両肩前方挙上運動を動画撮影した。胸郭拡大制限は，最大呼気状態の胸郭の肩甲骨下角直下
と第 12 胸椎レベルに非伸縮性コットンテープを全周性に貼付するという方法で行った。撮影動画から動画解析ソフトにより各
反射マーカの三次元座標値を得た後，宮下らの方法（2004）に準じて角度算出を行った。算出角度は肩屈曲角度（肩最大前方挙
上時の体幹に対する上腕のなす角度），肩甲骨後傾角度，肩甲上腕関節（GH）屈曲角度とした。胸郭拡大制限の有無の 2 条件に
おける各角度を，対応のある t 検定を用いて比較した。また，対象ごとに胸郭拡大制限の有無による肩甲骨後傾角度および GH
屈曲角度の増減を検討した。

【結果】

肩屈曲角度は制限なし 148.9±16.3̊，制限あり 141.0±15.5̊ で有意差を認めた（p＜0.01）。肩甲骨後傾角度は制限なし 56.1±11.4̊，
制限あり 53.3±11.6̊ で有意差を認めた（p＜0.01）。GH 屈曲角度は制限なし 91.2±15.1̊，制限あり 89.7±14.5̊ で有意差はなかっ
た（p＝0.44）。対象ごとに胸郭拡大制限の有無による肩甲骨後傾角度および GH 屈曲角度の増減を検討すると，制限なしに比べ
制限ありで（a）肩甲骨後傾角度が減少し，GH 屈曲角度が増加（7 例），（b）肩甲骨後傾角度が増加し，GH 屈曲角度が減少（4
例），（c）肩甲骨後傾角度，GH 屈曲角度ともに減少（8 例）の 3 パターンに分類された。

【結論】

肩甲骨の運動は胸郭の形状に影響を受けるといわれる。肩挙上時，胸郭には拡大運動が生じるため，胸郭の形状も変化すると考
えられる。本研究においては，胸郭拡大制限により肩前方挙上に伴う胸郭の形状変化が妨げられたと推察される。その結果，肩
甲骨運動が制限され，肩屈曲角度の減少につながったと考えた。しかし，肩甲骨，GH の動態を対象ごとに分析すると，胸郭拡
大制限によりいずれかの動きを増加させ代償を行うパターン（a，b）と，いずれの動きも制限されるパターン（c）が存在し，
その動態は対象により様々であった。肩関節障害発生の面から考えると，パターン a のような代償方法は GH への負担を増加さ
せるためリスクが高いことが推察される。不良姿勢，胸郭周囲筋群の作用，加齢による肋軟骨の骨化などにより胸郭拡大は制限
されるが，その際の対象ごとの肩甲骨，GH の動態の違いが肩関節障害の発生リスクと関連する可能性がある。
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負荷下における肩関節挙上運動時の肩甲骨の動態
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【目的】我々は，第 51 回日本理学療法学術大会にて肩挙上時の肩甲骨の運動は，男性が女性に比べ大きいことを示し，肩関節の
運動戦略に性差があることを報告した。本研究の目的は，肩挙上時における負荷下の肩甲骨の動態を性別毎に明らかにすること
である。

【方法】対象は若年健常男性 9 名，女性 10 名である。課題は端座位での肩関節屈曲，肩甲骨面挙上，外転であり，上肢下垂位か
ら挙上 130 度間を 10 回/分の速度で 5 回反復した。負荷条件は，負荷なし，ゴムチューブによる負荷ありの 2 種類であり，チュー
ブの一端は被験者が把持，一端は張力計に接続した。肩甲骨の解析は，磁気センサー 3 次元空間計測装置（Polhemus 社製
LIVERTY）を用いた。センサーは上腕骨後面，肩峰，胸骨部に貼付，胸郭に対する肩甲骨の前後傾，上下方回旋，内外旋角度
を Scilab コード（Scilab�5.5.0）にて求めた。上肢下垂位から挙上 30，60，90，120 度位の変化量を検討した。統計解析は，男女
別に挙上角度と負荷の有無を要因とする二元配置分散分析と事後検定に Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】（1）屈曲時の肩甲骨角度：前後傾は，男性のみ挙上角度の主効果および交互作用を認め，負荷あり，負荷なしとも挙上に
伴い後傾し，挙上 120 度において，負荷ありは 8.9±7.7̊，負荷なしは 12.2±6.0̊ であり負荷ありは有意に後傾が少なかった。女
性は，主効果，交互作用とも認めなかった。上下方回旋は，男女とも挙上角度の主効果を認め，挙上に伴い上方回旋したが，そ
の角度は男性で大きかった。内外旋は，男性のみ挙上角度の主効果を認め，女性は，主効果，交互作用とも認めなかった。（2）
肩甲骨面挙上時の肩甲骨角度：前後傾，上下方回旋は，男女とも挙上角度の主効果を認め，挙上に伴い後傾，上方回旋し，その
角度は男性で大きかった。内外旋は，男女とも主効果，交互作用を認めなかった。（3）外転時の肩甲骨角度：前後傾は，男性は
負荷，挙上角度の主効果および交互作用を認め，負荷あり，負荷なしとも挙上に伴い後傾し，挙上 60，90，120 度において，負
荷ありは有意に後傾角度が少なく，挙上 120 度では負荷ありが 11.5±7.4̊，負荷なしは 14.0±5.0̊ であった。女性は，負荷，挙上
角度の主効果を認め，挙上に伴い後傾しその角度は負荷ありが少なかった。各挙上角度の変化量は男性が大きかった。上下方回
旋は，男女とも挙上角度の主効果を認め，挙上に伴い上方回旋した。内外旋は，男性のみ挙上角度の主効果を認め，女性は，主
効果，交互作用とも認めなかった。

【結論】肩関節屈曲および外転運動時において，負荷を加えることで肩甲骨後傾角度は減少し，その変化は男性においてより明
らかであった。このことから，肩挙上運動時において男性は女性に比べ肩甲胸郭関節の運動が大きく関与していると考えられ
た。今後は，この特性を筋力増強プログラムの立案に反映させるべく筋活動についても検証していきたい。
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【はじめに，目的】

近年，肩関節の三次元動態解析により上肢挙上時の肩甲上腕関節および肩甲骨運動に性差が存在することが報告されている。女
性が日常的に着用するブラジャーは，ストラップやバンドなどの構造により肩甲骨を締め付けており，肩甲骨運動が低下するこ
とが予想される。上肢挙上時の肩甲骨運動の減少は，様々な肩関節疾患患者で観察されることが明らかとなっており，その運動
性は重要視されているが，ブラジャーの影響を検討した報告はない。本研究では，女性におけるブラジャーの着用が，上肢挙上
および下降時の肩関節動態に及ぼす影響を調査した。

【方法】

対象は肩に愁訴や既往のない健常女性 19 例の利き手側 19 肩とした。運動課題は端座位での上肢肩甲骨面挙上および下降運動
とし，下垂位から 3 秒かけて最大挙上位，最大挙上位から 3 秒かけて下垂位となるように計測前に十分に練習を行わせた。計測
はブラジャー着用下と非着用下の 2 条件で，各々 2 回ずつ行った。運動学的データの収集は磁気式三次元動作解析装置 LIB-
ERTY（Polhemus 社製）と Motion Monitor softwareⓇ（Innovative Sports Training 社製）を用いた。収集した三次元データか
ら胸郭に対する上腕骨挙上角（HE）を算出した。挙上・下降運動ともに HE20̊ から 120̊ までを解析区間とし，解析区間 10̊
毎の肩甲上腕関節挙上角（GHE），肩甲骨上方回旋角（SUR），肩甲骨後傾角（SPT）を算出し，検討した。角度の算出にはオイ
ラー角を用い，代表値は 2 計測の平均値とした。統計学的検討項目は，測定信頼性の確認と 2 条件間の GHE，SUR および SPT
の差異の検討の 2 項目とした。測定信頼性の確認は級内相関係数（ICC（1,2））を用い，2 条件間での GHE，SUR および SPT
の比較は，二元配置分散分析および Bonferroni の多重比較検定を用いた。統計学的解析には SPSS version 17.0 を用い，有意水
準は 5％ 未満とした。

【結果】

GHE，SUR および SPT の ICC（1,2）は，いずれも 0.9 以上であり測定信頼性は良好であった。2 条件間の比較では，GHE と SPT
においてブラジャー着用の有無と HE の間に有意な交互作用効果を認めた。上肢挙上時の GHE は，HE50̊ 以降で着用下が非着
用下より有意に高値を示し，下降時は全ての HE で着用下が高値を示した（p＜0.05）。SPT においては，挙上・下降時ともに HE
40̊ から 120̊ の間で非着用下が有意に高値を示した（p＜0.05）。SUR においては，有意な交互作用効果は認めなかったが，挙上
時の HE70̊ 以降および下降時の全ての HE で非着用下が有意に高値を示した（p＜0.05）。また，すべてのパラメーターにおいて，
下降時は挙上時のリバースパターンを示した。

【結論】

本研究の結果，ブラジャーの着用により上肢挙上および下降時の肩甲骨運動は減少し，代償的に肩甲上腕関節運動が増加するこ
とが明らかとなった。女性患者における上肢挙上時の肩甲骨運動を評価する際には，ブラジャーの影響を念頭に置く必要があ
る。
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【はじめに，目的】妊娠期での姿勢制御能力の低下の原因は，体重や腹囲増加など運動力学的な要素やホルモン分泌変化による
関節柔軟性増加や神経制御の遅延等が挙げられている。姿勢制御能力低下に対し，介入，生活指導することは重要であると考え
る。このため姿勢制御能力低下の一因を特定することは介入への手がかりとなるが，先行研究では明らかにされていなかった。
本研究では，妊娠期から産褥期にかけて姿勢制御能力低下が運動力学的原因であるという仮説をもとに，重心動揺計を用いて妊
娠期から産褥期での姿勢制御能力の変化を検証した。

【方法】研究対象は，研究の同意を得られた研究協力者が所属する産婦人科に受診している 20～30 代の妊婦 11 名である。計測
は，経時的変化を捉えるため各計測妊娠中期，末期，産後 1 か月の計 2 回実施し，重心動揺計を用いた姿勢制御計測とした。計
測方法は裸足で重心動揺計に乗り，10 秒間静止立位を保持した。次に先ほどの静止立位時での保持と同様，前方，後方，右方向，
左方向の順に各方向にできる限り体重移動し，そして最大移動位置で 10 秒間保持を行った。この重心動揺計のデータを記録す
る課題を計 2 回実施した。統計手法は Friedman 検定後多重比較検定（Bonferroni 法）を用いた。計測項目は最大移動距離と最
大移動時での保持の際の重心動揺とし①各方向の矩形面積②安定性限界面積③IPS の 3 項目とした。

【結果】妊娠経過に伴い体重は増加し，産後では減少していた。安定性限界面積では有意差は見られなかった。矩形面積では，
後方矩形面積のみ妊娠中期から末期にかけて有意に増加し，末期から産後にかけて有意に減少していた（後方：中期 183.1±89.9
mm2，末期 242.6±110.7mm2，産後 185.6±102.6mm2）。IPS では妊娠中期 2.1，妊娠末期 2.0，産後 2.1 となり妊娠中期と妊娠末期，
妊娠末期と産後で有意差が認められた。

【結論】姿勢制御能力を示す IPS は妊娠経過に伴い低下，産後に回復した。後方での不安定性を示す後方矩形面積は妊娠中期か
ら末期にかけて増加し，産後に減少した。望月らは IPS が大きいほど重心が安定性限界から逸脱せず長い時間安定すると定義し
ている。IPS では健常者は 2.1 を示すため，妊娠末期では通常と比較して姿勢制御能力が低下しているものと考えた。妊娠経過
に伴い体重は増加し，産後は減少していた。後方への重心移動課題では，股関節伸展と骨盤後傾，脊柱伸展要素が必要となる。
妊娠期では体幹後傾位を取るようになり経過とともにその傾向が強くなる。妊娠期での床反力作用点は後方に位置するため，後
方重心移動課題では後方の安定域限界から逸脱する可能性が高くなる事が予想される。このため妊娠経過に伴い後方矩形面積
が増加し，産後の姿勢変化により減少していたものと考えられた。これらより妊娠期での姿勢制御能力低下は運動力学的要因に
よるものと考えられた。
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P-KS-04-2

フィードバック遅れ時間を用いた片足立位保持時の関節運動の制御戦略の検討

井原 拓哉1,2），羽田 清貴3），阿南 雅也4），杉木 知武3），新小田幸一5），川嶌 眞之3），川嶌 眞人3）

1）かわしまクリニック，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期，3）川嶌整形外科病院，
4）大分大学福祉健康科学部理学療法コース，5）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門

key words フィードバック遅れ時間・片脚立位・変形性股関節症

【はじめに，目的】

動作・姿勢保持の制御戦略を把握するには，関節制御の時間的構造の理解が重要である。フラクタル解析の一種である De-
trended Fluctuation analysis（以下 DFA）は，データ変動の時間的構造を定量化する解析法である。時系列信号の中には時間領
域によってその性質が持続性相関から反持続性相関へと変化するものがあり，この制御様式が変化する時間（フィードバック遅
れ時間）を検討することは，関節運動の制御戦略の理解の一助となると考えられる。そこで本研究は，まず片脚立位保持中の関
節角加速度のフィードバック遅れ時間の信頼性と制御戦略を把握するための妥当性を検討し，次に変形性股関節症患者の股関
節運動をフィードバック遅れ時間を加味して検討した。

【方法】

健常若年者 10 人 20 脚と両側性変形性股関節症患者 A の末期側の 1 脚を被験肢とした。課題動作には片脚立位を採用し，両脚起
立姿勢から，片側の股関節を屈曲し，10［s］以上同一姿勢を保持するよう指示した。身体各標点に赤外線反射マーカを貼付し，
サンプリング周波数を 100［Hz］とした赤外線カメラ 8 台からなる三次元動作解析システム VICON MX（Vicon Motion Systems
社製）を用いて動作中の身体各標点座標を取得した。取得したデータを基に，腰部側屈と立脚側の股関節内外転，足関節回内外
運動の角加速度の時系列データを算出した。次に MATLAB 2016a（MathWorks 社製）を用いて時系列データの分散，最大変化
量，平均周波数を算出した後，時系列データに対して DFA を実施し，作成された全時間領域のデータを用いて制御様式が変化
するまでに要した時間をフィードバック遅れ時間として算出した。課題動作は 3 回実施した。信頼性の検討には級内相関係数
ICC（1,3）を用い，妥当性は，フィードバック遅れ時間と分散，最大変化量，平均周波数との相関係数を検討した。なお，統計
学的解析には SPSS Statistics 17.0（エス・ピー・エス・エス社製）を用い，有意水準は 5％ 未満に設定した。

【結果】

フィードバック遅れ時間の ICC（1,3）は，0.76�0.85 であった。すべての運動でフィードバック遅れ時間は平均周波数のみと有意
な負の相関関係を認めた（p＜0.05）。また患者 A の股関節は，フィードバック遅れ時間と分散は低値を示し，最大変化量と平均
周波数は高値を示した。

【結論】

ICC の結果から，片脚立位動作中の関節運動のフィードバック遅れ時間は，十分な被験者内信頼性を有していると考えられた。
各関節運動のフィードバック遅れ時間は平均周波数と強い負の相関を示し，十分な併存妥当性が確認された。

フィードバック遅れ時間が短いことは，その関節運動が時間的構造の観点から短時間で系を安定させようとしていると解釈で
きる。従って，患者 A の股関節は，片脚立位を通じて股関節を安定させようと常に制御しているが，不十分であり時に大きな関
節角加速度を生み出してしまっている可能性が示唆された。
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P-KS-04-3

膝立ちからの一歩踏み出し動作の特徴
立位からの step 動作との比較から

二ノ神正詞

島田脳神経外科リハビリテーション科

key words kneeling・step・立位

＜はじめに＞

演者はバイオメカニカルデータの定量解析から kneeling からの step 動作（以下，kneeling 動作）のメカニズムの解明を試み，
足圧中心（以下，COP）は動作開始相で step 脚前方に移動することを報告した。

一方歩き始めや立位からの step 動作（以下，立位動作）では，動作開始相で COP が step 脚後方に移動することがわかっている。

Kneeling 動作と立位動作は最終的には新たな支持基底面内に重心（以下，COG）を移動するという力学的課題は同じであるが，
COP の移動軌跡には相違がみられ，それぞれの動作的特性が内在しているものと思われる。

本研究の目的は，立位動作との比較から kneeling 動作の特徴を明らかにすることである。

＜対象および方法＞

対象は健常男性 11 名で，平均年齢は 21.6 歳であった。

課題運動は kneeling 動作，立位動作とし，本実験では測定者の口頭指示後に自然速での step 動作を 3 回試行させた。課題は
kneeling 動作，立位動作の順で行い，step 脚はボールをキックする脚とし，全被験者が右脚であった。

実験では赤外線カメラ 12 台を含む光学式モーションキャプチャ（MAC3D，Motion Analysis 社製），床反力計（BP6001200，AMTI
社製）4 台を使用した。

分析項目は各方向の床反力（以下，GRF）ピーク値，その時の COP，COG，股関節モーメント（以下，股関節 M）・パワー，体
幹角度，骨盤角度，そして COP，COG 側方最大移動量，体幹，骨盤最大傾斜角とし，kneeling 動作と立位動作の各測定項目に
おける比較検討を行った。

各測定項目の比較には各データを Shapiro�Wilk 検定にて正規性を確認し，正規性が認められた場合は対応のある t 検定を，正
規性が認められない場合は Wilcoxon の符号付順位和検定を行った。有意水準は 5％ とした。

＜結果＞

COG 最大側方移動量，体幹最大左傾斜角度，骨盤最大左傾斜角度は kneeling 動作で 6.3cm/m，7.5̊，18.5̊，立位動作で 4.4cm/
m，2.6̊，3.2̊ といずれも kneeling 動作で有意に大きかった。

左方 GRF ピーク値は kneeling 動作で有意に大きく，その時の左方向 COG 移動量，体幹左傾斜角，骨盤右傾斜角も kneeling
動作で有意に大きかった。一方右股関節外転 M は立位動作で有意に大きく，左股関節外内転 M は立位動作が外転 M だったのに
対して kneeling 動作は内転 M だった。

右方 GRF ピーク値は kneeling 動作で有意に大きく，その時の左方向 COG 移動量，体幹左傾斜角，骨盤左傾斜角も kneeling
動作で有意に大きかった。一方左股関節外転 M は立位動作で有意に大きかった。

＜結論＞

Kneeling 動作は動作開始時に step 脚股関節外転筋活動に加え，支持脚股関節内転筋活動，そして体幹左側屈運動により支持脚
方向への GRF を高めた戦略が行われ，立位動作より体幹・骨盤の左傾斜運動，支持脚への COG 移動が大きいことが明らかに
なった。
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P-KS-04-4

方向転換動作時における下肢運動学と下肢関節間協調性との関係

廣濱 賢太1,2），木藤 伸宏3）

1）広島国際大学大学院医療福祉科学研究科医療工学専攻，
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3）広島国際大学総合リハビリテーション学部

key words 方向転換・三次元動作解析・vector coding

【はじめに，目的】

高齢社会に突入した日本では，健康寿命と平均寿命の乖離が認められ，運動器の疾患は，健康寿命を阻害し，要支援に至る原因
の第 1 位である。健康の維持は重要な課題とされ，運動は加齢に応じた健康な生活の維持に関連し研究が発展している。また，
臨床における観察では，直線歩行よりもむしろ方向転換などに，固有の代償的制御が顕在化することをよく経験する。よって，
本研究の目的は，動的タスクのパフォーマンス中における関節間の協調運動を数値化する vector coding を用いて，歩行，方向
転換制御を理解し，運動療法へ貢献する知見を得ることである。

【方法】

被験者 健常大学生 10 名（男性 5 名，女性 5 名）とした。

方法 計測は約 10 m の歩行路を裸足，快適歩行速度で行った。方向転換地点を定め，左下肢を立脚肢とし，前方へ（gait），立
脚側への 45̊step 動作（cross），遊脚側への 45̊step 動作（tune）を計測した。計測は各動作 5 回行い，立脚期における股関節，
膝関節の運動学データを収集した。解析区間は立脚期の開始から終了を床反力鉛直成分のピーク値を用いて四分位とし，股関節
機能をより反映するとされるフェイズ 1，フェイズ 4 を解析区間とした。動作中の運動学データは，赤外線カメラ 8 台を用いた
3 次元動作解析装置 Vicon MX（Vicon Motion Systems 社，Oxford）を用いてサンプリング周波数 120Hz にて取得した。同時に
動作中の床反力は，床反力計（AMTI 社，Watertown）10 基を用いて，サンプリング周波数 120Hz で取得した。算出するパラ
メーターとして，膝関節，股関節関節角度最大値，最小値，運動量，また算出された各の関節を組み合わせ，9 つの組み合わせ
おいてベクトルアングルを算出，ベクトルアングルの一貫性を示す vector coding variability（VCV）（1 が最も一貫性が低い）を
関節協調性の値として算出し，一元配置分散分析を用いて統計処理を行った。

【結果】

フェイズ 1 において股関節内外転最大値（cross 6.3±3.1，tune 1.7±3.4）に有意な差があり，フェイズ 4 においては股関節回旋
最大値（cross 13.6±6，tune�2.8±8.9），股関節回旋運動量（gait 6.1±3.6，cross 11.3±2.6，tune 4.1±2.3），股関節内外転最小値

（cross�7±5.5，tune�3.6±3.9），膝関節屈曲運動量（gait 30.4±2.9，tune 28.2±2.8）に有意な差が見られた（P＜0.05）。関節協
調性はフェイズ 4 において，股関節前額面/膝関節水平面，（gait 0.68±0.1，cross 0.55±0.1，tune 0.67±0.5）股関節水平面/膝関
節矢状面（gait 0.84±0.1，cross 0.74±0.1，tune 0.83±0.1）の組み合わせにおいて有意な差が見られた（P＜0.05）。【結論】cross
がフェイズ 4 において，より大きな股関節運動を呈し，関節協調性が低いことから運動の冗長性，多様性が求められる運動であ
り，tune がフェイズ 4 において，より小さな膝関節，股関節関節運動を呈し，関節協調性が高いことから運動の冗長性，適応性
が求められる動作であることが示唆された。
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姿勢変化によるサイドステップ速度の変化

藤嶋 弾

松田整形外科

key words 屈曲角度・サイドステップ・筋活動量

［はじめに，目的］

バスケットボールなど多くの球技では，主に一対一の場面で相手の動きに素早く対応するために「構え」姿勢をとる。指導者の
多くは腰を落とせと指導するが，どのような姿勢がディフェンス動作において最も動きやすいのかについては不明である。股関
節，膝関節の屈曲角度を変え外的刺激後にサイドステップを行い，リアクションタイムやその際の筋活動の変化を見ている研究
は多いが，自分のタイミングでサイドステップを行ったときの研究は少ない。そこで，今回は股関節，膝関節の屈曲角度を変化
させ，自分のタイミングでサイドステップ動作を行った時のステップ速度や筋活動の変化などを検討し，関節角度の変化がサイ
ドステップ速度に及ぼす影響を解明することを目的とした。

［方法］

対象は，健常男子学生 11 名。ステップ動作は，開始位置と目標点（40cm）を設定角度で右方向へ一歩行った。計測は設定条件
下で計 10 回（各施行 5 回ずつ）行った。設定角度は，股関節膝関節を 30̊（30̊ 条件），70̊（70̊ 条件）とした。角度は検者が任
意で選択した。開始の合図後，被験者は 5 秒数えた後にサイドステップを最大努力で行った。三次元動作解析装置，床反力計，
表面筋電図を用いて，関節角度，床反力，移動足の大殿筋（GMa），中殿筋（GMe），大腿直筋（RF），内側ハムストリングス

（MHam），前脛骨筋（TA），腓腹筋内側頭（G）の筋活動を求めた。その後に離地から前後 50msec で抽出し，その筋電図を 15
Hz で移動平均を行い，絶対値化を行った後に整流化し RMS を求めた。また，サイドステップの距離，時間を求め，そこからサ
イドステップ速度を算出した。統計学的検討は，統計ソフト SPSS を使用し，正規性を見たのちに Wilcoxon 符号順位検定を用
いた。有意水準は 5% 未満とした。

［結果］

各条件でのステップ速度（mm/msec）に有意差は得られなかった。30̊ 条件と 70̊ 条件での筋活動量の差は，70̊ 条件で RF，GMa，
GMe が有意に増加していた（P＜0.05）。その後，有意に増加していた筋で離地前後の筋活動量の差を比較すると，GMa，GMe
で離地後に筋活動量が有意に増加していた（P＜0.05）。各条件での離地の前後 50msec における関節の動きだしは，30̊ 条件では
股関節が離地後に最大屈曲となっていたが，70̊ 条件では股関節が離地前に最大屈曲となっていた。

［結論］

今回の研究では，股関節や膝関節の屈曲角度によるサイドステップ速度の変化はみられなかったが，屈曲角度を深くすること
で，GMe だけでなく，GMa も股関節外転作用に加わったことが示された。また，関節の動き出しに変化が起こることも示唆さ
れた。これにより，筋活動も変化する。これらの変化による動作全体の協調性をみることで，なぜその姿勢がよいのかについて
の重要なデータになりうると考えた。素早いサイドステップの最適な姿勢について示唆することはできなかったが，姿勢による
筋活動量や関節の動き出しの変化についての課題を提示することができた。
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初期視覚認知における左右大脳半球機能差の検証
高密度脳波計を用いた事象関連電位研究

高宮 尚美1,2），緒方 勝也2），前川 敏彦2），山崎 貴男2），沖田 一彦1），飛松 省三2）

1）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，2）九州大学大学院医学研究院脳神経病研究施設臨床神経生理

key words 視覚・事象関連電位・神経回路

【はじめに，目的】

左半球損傷では失語症，右半球損傷では左半側空間無視といった代表的な高次脳機能障害が表すように，リハビリテーション医
療において左右大脳半球の機能的非対称性に遭遇する機会は多い。しかしながら，障害部位や個人差などにより多岐にわたる病
態が報告されており，その詳細な神経基盤の解明には至っていない。そこで本研究では，初期視覚認知における半球間機能差を
半視野顔・文字刺激を用いて，時系列的，空間的に事象関連電位（event�related potential，ERP）を用いて検証することを目的
とする。

【方法】

対象は 20 歳以上の右利きで健常な男女 18 名である。刺激画像はヒトの顔もしくは物体の写真，あるいは小学 1～2 年生で習得
する漢字 2 字熟語もしくは既存の漢字を 4 分割しランダムに組み合わせたスクランブル文字を左右半視野に提示した。各刺激
300�ms をモニター上に提示した際の ERP を，高密度脳波計（128�ch EEG）で記録した。解析対象は左右後頭部の P100，およ
び左右側頭後頭部の N170 とした。

【結果】

P100 においては，顔・文字といった刺激種類にかかわらず，刺激提示反対側で振幅が増大した（p＜0.01）。N170 について，顔
刺激については左右半球にかかわらず，物体より顔に対して有意に振幅が増大した（p＜0.01）。一方文字刺激については，刺激
種類に対する主効果は認められず，左半球で右視野提示時に振幅が増大した（p＜0.05）。右半球では刺激種類，刺激視野に対す
る主効果，交互作用ともに認められなかった。また，右視野刺激時の顔と漢字に対する左 N170 振幅において高い相関が認めら
れた（r=0.7287，p＜0.01）。

【結論】

P100 成分は一次視覚野（V1）の脳活動を反映すると考えられている。結果より，刺激種類にかかわらず，左右半視野に提示し
た刺激を視覚路に準じて対側半球に情報伝達していることが確認された。一方，N170 成分は紡錘状回顔領域（fusiform face
area，FFA）および語形認知領域（visual word form area，VWFA）近傍後側頭溝に由来すると考えられている。顔 N170 は左
右 FFA に関わらず反応性が高く，特に右半球で機能的優位性が認められた。しかし，漢字 N170 に対応する VWFA の反応は半
球間機能差を認めなかった。すなわち，一般的に顔認知は右 FFA，言語認知は左 VWFA に特化するとされるが，半視野漢字刺
激では機能的左右差が認められなかった。日常的な文字認知は中心視野で行っていることを背景として，文字認知における視覚
路を越えた機能的左右差は全視野刺激でのみ生じると推察された。また，左半球で認められた顔 N170 と漢字 N170 の高い相関
は，初期視覚認知過程における顔・漢字両刺激反応性を表した神経学的機序であることが示唆された。
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P-KS-05-2

ヒト頸髄介在ニューロン系への前庭入力の収束

鈴木 伸弥1），中島 剛1），入江 駿1），有安 諒平1），小宮山伴与志2），大木 紫1）

1）杏林大学医学部統合生理学教室，2）千葉大学教育学部保健体育教室

key words 頸髄介在ニューロン・前庭系・錐体路

【はじめに，目的】

ヒト空間的促通試験を用いた研究により，錐体路興奮を上肢運動ニューロンに中継する頸髄介在ニューロン（IN）系の存在が示
唆されている（Pierrot�Deseilligny 2002）。しかしながら，IN 系に対し前庭神経系の入力が収束しているのか，今のところ不明
である。そこで，本研究は，ガルバニック前庭刺激（GVS）が錐体路と末梢神経のコンバインド刺激による筋電図の空間的促通
効果に影響を与えるのか，検討を加えた。

【方法】

実験は健常成人男性 7 名を対象にした。被験者は椅子に座り，前腕は肘関節 60 度屈曲位にて固定された。筋電図は，右上腕二
頭筋（BB）および第一背側骨間筋（FDI）から単極誘導法にて記録された。被験者が BB の弱い持続収縮（最大力の 3% 程度）
を維持している最中，左右の乳様突起部間に GVS（1.5～2.0 mA）を行った。その間に，1）対側の一次運動野への経頭蓋的磁気
刺激（TMS，活動時運動閾値の 1.1～1.36 倍），2）同側の尺骨神経への電気刺激（FDI の運動閾値の 0.75 倍）ならびに 3）TMS
と尺骨神経刺激のコンバインド刺激（刺激間間隔 10 ミリ秒，尺骨神経刺激先行）を実施した。右 GVS 電極の極性により，陽極
ならびに陰極 GVS 条件を設定した。対照条件として，GVS を行っていない時に上記 1～3）の刺激を行った。空間的促通効果を
定量化するため，単独 TMS による運動誘発電位（MEP）と単独尺骨神経刺激効果の代数和（SUM）を計算した。空間的促通効
果の振幅は，コンバインド刺激時 MEP 振幅の SUM に対する百分率として表した。

【結果】

対照，陽極および陰極条件において，コンバインド刺激による MEP 振幅は，SUM と比して，有意に増大した（p＜0.01）。その
促通量（空間的促通効果）は，対照条件と比べて，陽極ならびに陰極 GVS 条件で有意に大きかった（p＜0.05）。しかしながら，
陽極ならびに陰極 GVS 条件間では，空間的促通効果に有意な違いを認めなかった（p=0.898）。

【結論】

本研究において，錐体路と尺骨神経のコンバインド刺激による空間的促通効果が，GVS によって増大することが明らかとなっ
た。コンバインド刺激の時間間隔（10 ミリ秒），尺骨神経の伝導速度（54.3～83.3 m/s，Macefield, et al., 1989）ならびに尺骨神
経の刺激強度（運動閾値の 0.75 倍）に基づけば，筋に由来した神経入力（例えば group Ia 線維）と錐体路入力を共通して受け
る頸髄 IN 系が，GVS により促通されたと考えられる。サル GVS は，一次前庭神経線維の持続的な発火活動を修飾すると報告
されている（Goldberg, et al., 1984）。従って，本研究の知見は，前庭系からの入力がヒトの頸髄 IN 系に収束していることを示唆
する。
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P-KS-05-3

運動�感覚の時間的不一致が操作運動制御に与える影響と身体の参照効果の検証
映像遅延システムと fNIRS を用いた検討

東谷 光展1），西 勇樹2），信迫 悟志2,3），大住 倫弘3），座間 拓郎4），嶋田総太郎4），
森岡 周1,2,3）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，
2）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，4）明治大学理工学部認知脳科学研究室

key words 参照・運動制御・脳卒中片麻痺

【はじめに，目的】運動と感覚の時間的不一致は，異常感覚や身体所有感の損失に繋がる。しかし，時間的不一致による操作運
動制御への影響は明確ではない。一方，脳卒中片麻痺肢に対して非麻痺肢を参照して使用することで運動機能が向上することが
示されている（Yu, 2016）。本研究では，運動と感覚の時間的不一致が一側上肢の操作運動制御に及ぼす影響について，そして他
側上肢の参照が操作運動制御に与える効果と，その脳活動について調査した。

【方法】対象は右利き健常大学生 20 名。我々の先行研究に基づき映像遅延システム（Shimada, 2010）を用い，運動と感覚の時間
的不一致を作成した。被験者の操作運動をビデオカメラで撮影し，その映像を映像遅延装置（朋栄 YEM エレテックス）経由で，
被験者の実手と空間的不一致が生じない形で液晶モニターに投影した。被験者はこの設定下で映像遅延なし・参照なしでのリ
アルタイム条件（条件 1），映像の 300msec 遅延下での参照あり条件（条件 2）と参照なし条件（条件 3）の 3 条件でペグボード
課題（右手使用）を実施した。参照ありでは左手をペグボード上に置かせ，参照なしでは左手を被験者の腰背部に位置させた。
課題は 3 条件とも 30 秒間で多くのペグを挿入することとし，3 条件を 1 セット，ランダムに計 3 セット実施した。時間内のペグ
挿入本数を成績とした。各条件における主観的難易度を 7 段階リッカート尺度で記録した。各条件時の脳活動は fNIRS（FOIRE
3000，島津製作所）を用いて計測した。計測部位は国際 10�20 法をもと頭頂葉とし，縦 3×横 9 の合計 42ch を用いた。関心領域
を正中頭頂部と左・右頭頂葉とし，Oxy�Hb 濃度長変化から効果量（Effect Size：ES）を算出した。解析は成績と主観的難易度
及び ES の条件間比較（Friedman 検定，Wilcoxon signed�rank test）を行うと共に，それらの相関分析を SPSS Statistics 24（IBM）
を用い実施した（有意水準 5%）。

【結果】条件 1 と比べ条件 3 の成績に有意な減少を認め（p=0.000），条件 3 に比べ条件 2 の成績で有意な増加を認めた（p=0.001）。
条件 1 に対し条件 3 で主観的難易度の有意な増加を認めた（p=0.010）。条件 3 に対し条件 2 で左頭頂葉の ES に有意な増加を認
めた（p=0.010）。成績と左頭頂葉の ES との間に有意な相関を認めた（r=0.323，p=0.011）。

【結論】本研究により，運動と感覚の時間的不一致は操作運動の成績を低下させるが，身体の参照効果により成績が向上するこ
とが示された。そして，この身体の参照効果は頭頂葉によって担われていることが示唆された。本結果は，患肢の運動学習課題
を行う際，健肢を参照として用いることの重要性を示唆する基礎的知見となると考える。
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P-KS-05-4

二重課題下での手指動作課題の動作練習効果の検討
脳磁図を用いた報告

友井 雅浩1），中川 慧1），猪村 剛史1），川口 凌1），大塚 貴志1），橋詰 顕2），栗栖 薫2），
河原 裕美3），弓削 類1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科教室，3）株式会社スペース・バイオ・ラブラトリーズ

key words 脳磁図・運動準備磁界（Readiness Fields：RF）・二重課題

【はじめに，目的】

近年，二重課題（Dual task：以下，DT）下でのパフォーマンスの低下と転倒リスクとの関連性が注目されている。DT 条件下
では，2 つの課題への注意を適切に配分しながら課題を遂行することが要求される。この機能は前頭連合野が担っていると考え
られており，課題に向けられる注意量にも限界があることが知られている。

歩行と同時に認知課題を課した際に，歩行安定性，歩行速度および姿勢制御機能が低下するとの報告がある。その際，動作に不
安がある場合には，注意量が増大することが予想される。このような状態で認知課題を強制させると，動作に対する注意量が減
少するため，動作パフォーマンスの低下が現れると考えられる。

そこで本研究では，手指動作と計算課題を同時に遂行させた際の手指動作に対する脳活動（注意量）が動作練習によって，どの
ように変化するのか検討した。また，注意量の指標は運動準備磁界（Readiness Fields：以下，RF）を評価した。そして，練習
による注意量とパフォーマンスレベルの変化についても検討した。

【方法】

対象は健常成人とした。手指動作課題（利き手 4 指を用いたシークエンス課題）および計算課題の DT を遂行した際の脳磁場応
答を計測した。計測は以下の手順で行った。

①DT 下での脳磁場活動および動作課題の正確性，動作速度および計算課題の正答率を評価した。計測条件は，手指運動課題の
み，手指運動課題＋計算課題（DT 条件）の 2 条件とした。

②毎日 5 分間の手指運動（計測時と同じシークエンス課題）の練習を，1 週間継続して行った。

③1 週間後に再度，①と同様の評価を行い，動作練習前後での比較を行った。

【結果】

練習前と比べて練習後では，運動課題の正確性，動作速度および計算課題の正答率が向上した。また，RF が減少した。

【結論】

1 週間の手指動作練習によって，RF が減少し，運動課題の正確性および動作速度が向上した。また，計算課題の正答率も増加
した。動作の反復練習により，手指動作に要する注意量が減少し，計算課題に充てる注意量が増加したものと考えられる。

本研究では，動作の反復練習が，二重課題下での注意配分の改善につながる可能性を示した。転倒リスクの高い患者への運動学
習方法考案の一助となると期待される。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）【ポスター（基礎）P05】

P-KS-05-5

外部空間位置が両手の触覚情報統合に及ぼす影響

大鶴 直史1），小島 翔1），宮口 翔太1,2），佐々木亮樹1,2），立木 翔太1,2），齊藤 慧1,2），
犬飼 康人1,2），正木 光裕1），大西 秀明1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）新潟医療福祉大学大学院

key words 触覚統合・脳機能計測・外部空間

【はじめに，目的】

触覚において触られた位置を空間的に同定するためには，1）解剖学的空間における位置（解剖学的に体表面のどこを触られた
か）と 2）外部空間における位置（触られた場所が空間的にどの位置にあるか）の情報が必要である。先行研究において，外部
空間における両手の位置が近い場合，両手に提示される触覚刺激の時間順序判断が阻害されることが報告されている

（Yamamoto, et al., 2001）。また，慢性疼痛患者において，この外部空間位置を基準とした触覚統合過程に異常が生じることも報
告されている（Moseley, et al., 2009）。しかしながら，これらの背景にある脳内情報処理過程は明らかとなっていない。そこで本
研究では，外部空間における両手の位置が，脳内の触覚情報統合過程にどのような影響を及ぼすか検討することを目的とした。

【方法】

対象は，同意の得られた健常成人 10 名とした。実験条件は，1）左右の示指を 1 センチ離して電気刺激する条件（near 条件），
2）左右の示指を 30 センチ離して電気刺激する条件（far 条件）とした。各条件において，左右の示指に単独で電気刺激を与え
た際，両側同時に刺激を与えた際の皮質活動を，全頭型 306 チャンネル脳磁場計測装置を用いて記録した。電気刺激にはパルス
幅 0.5 ms の矩形波を用い，刺激強度を感覚閾値の 2 倍とした。加算回数は各刺激 100 回とした。解析には，matlab を用い，各
チャンネルにおいて時間周波数解析を行い，皮質の抑制状態を反映していると考えられている β 帯域の事象関連同期（βERS）強
度を算出した。その後，両手の触覚情報統合の指標として both index［両側刺激時の βERS 強度－（左単独刺激時の βERS 強度
＋右単独刺激時の βERS 強度）」を求めた。条件間における both index の比較には対応のある t 検定を用い，有意水準は 5%
とした。

【結果】

βERS は，両側の感覚運動野領域のチャンネルに限局して生じていた。右感覚運動野領域における βERS の both index は，near
条件で 12.8±3.4，far 条件で 2.7±4.0 であった。また，左感覚運動野領域における βERS の both index は，near 条件で 9.6±2.4，
far 条件で 2.7±3.6 であった。対応のある t 検定により，両側感覚運動野における βERS の both index は，near 条件で有意に増
大することが示された（右側：p=0.03，左側：p=0.04）。このことは，外部空間における位置情報が，脳内における両側の触覚
情報統合に明らかな影響を及ぼすことを示す結果であった。

【結論】

両側刺激に対する触覚情報統合は，外部空間における位置情報により影響を受けることが示された。先行研究において，βERS
の増大は機能的な抑制を反映していると考えられている。よって本研究で認められた結果は，外部空間において近接している両
手刺激時に，両側半球の抑制干渉が強く働くことを示唆している。
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P-KS-06-1

左頭頂葉に対する経頭蓋直流電流刺激（tDCS）が平衡機能に及ぼす影響

岡 真一郎，池田 拓郎，島雄 南，上原 嵯季，柴田 良真，後藤 純信

国際医療福祉大学福岡保健医療学部

key words transcranial direct current stimulation・平衡機能・左頭頂葉

【はじめに，目的】

前庭機能低下を有する高齢者では，転倒や認知機能の低下を併発し，ADL の低下を示すことが多い（Semenov, et al., 2016）。前
庭機能の中枢は，脳幹，小脳だけでなく，大脳皮質での複数領野の関連が確認されている（Naito, et al., 2003）。皮質前庭中枢の
ひとつである頭頂葉は，左右の情報処理特性が異なり，左側を抑制すると右側の機能が賦活される半球間抑制作用を有している

（Xu, et al., 2016）。また，一過性に脳機能を変化させる経頭蓋直流電流刺激（transcranial Direct Current Stimulation：tDCS）を
用いた研究において，左側が末梢前庭情報処理，右側が前庭情報を統合するとされている（Arshad, et al., 2014）。我々は，第 51
回日本理学療法学術大会において，右頭頂葉に対する tDCS 陰極刺激が皮質前庭中枢に影響を及ぼし，開眼時の平衡機能を低下
させることを報告した。本研究の目的は，左頭頂葉に対する tDCS 陰極刺激が平衡機能に及ぼす影響について検討することとし
た。

【方法】

対象は，健常成人 10 名（男性 5 名，女性 5 名，21.8±0.5 歳，全例右利き）とした。tDCS は，DC stimulator plus（Neuroconn）
を使用し，5cm×7cm のスポンジ電極を用いた。刺激電極は，生理食塩水を十分に浸透させた後，国際 10/20 法に準じ P3 に陰
極，右前頭部に陽極を設置した。刺激条件は，刺激強度 1.5mA，刺激時間 15 分とし，刺激開始時の立ち上がり時間と刺激終了
前の減衰時間を 10 秒間設けた。重心動揺検査は，Twingravicoder G�6100（ANIMA）を用い閉脚立位で，開閉眼での 60 秒間と，
開閉眼で頭部回旋 35̊ を 2Hz で回旋中の 10 秒間を測定した。開眼閉脚立位時は，被験者に前方 2m の指標を注視する様に指示
した。頭部回旋立位時のリズムは，メトロノームを使用して調整した。統計学的分析は，SPSS statistics 23.0（IBM）を使用し，
Shapilo�Wilk 検定で正規性の確認を行った後，tDCS 前後の比較について Wilcoxon 符号順位和検定を用いて分析し，有意水準
5％ とした。

【結果】

tDCS 前後の比較について，頭部回旋条件では，開眼時は外周面積が 1.15（0.36�2.38）cm2から 1.24（0.59�6.27）cm2（p＝0.041），
Y 方向実効値が 0.45（0.29�0.88）cm から 0.53（0.27�1.00）cm（p＝0.041）と有意に増加し，閉眼時は総軌跡長が 28.8（15.7�68.9）
cm から 35.5（17.1�110.4）cm（p＝0.050），X 方向軌跡長 20.8（11.0�55.3）cm から 25.8（13.8�83.9）cm（p＝0.021）が有意に増
加した。閉脚立位条件では，開眼時の外周面積が 3.66（2.43�6.98）cm2から 3.53（1.20�7.17）cm2と有意に減少した。

【結論】

左頭頂葉に対する tDCS は，頭部回旋条件での足底圧中心の動揺を増加させたことから，平衡機能における末梢前庭情報処理に
寄与すると考えられる。また，開眼立位時の外周面積の減少は，半球間抑制作用により右頭頂葉の視覚情報処理機能が相対的に
賦活された影響によるものと推察される。
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トレッドミル歩行中の陽極経頭蓋直流電気刺激の適用が歩行時下肢筋活動と皮
質脊髄路興奮性に与える影響

高橋 容子1,2），山口 智史1,3），守屋 耕平2），立本 将士4），前田 和平2），馬場 保人2），
田辺 茂雄4），大高 洋平1,2），里宇 明元1）

1）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室，2）東京湾岸リハビリテーション病院，
3）日本学術振興会海外特別研究員（コペンハーゲン大学），
4）藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科

key words 経頭蓋直流電気刺激・歩行・表面筋電図

【はじめに，目的】

経頭蓋直流電気刺激（tDCS）は，非侵襲的に脳活動を修飾することで，技能向上や学習促進ができるため，リハビリテーショ
ンへの応用が期待されている（Kang, et al., 2016）。しかし，理学療法の治療対象である歩行への tDCS の効果は十分に検討され
ていない。そこで本研究では，健常者における歩行中の tDCS 適用が，歩行時下肢筋活動および皮質脊髄路興奮性に与える影響
を検討した。

【方法】

対象は，神経系疾患や下肢運動器疾患の既往がない健常成人 15 名（女性 7 名，平均年齢±標準偏差：27±3 歳）とした。研究デ
ザインは，double�masked，sham�controlled，cross�over design とした。tDCS の刺激電極は，陽極（anode）を左側一次運動
野（下肢領域）の直上，陰極を対側前額部に貼付した。刺激強度 1 mA とし，トレッドミル歩行中に 10 分間刺激した。偽刺激
条件（sham tDCS）では，最初の 30 秒間のみ刺激した。トレッドミル歩行は，快適速度で 10 分間実施した。課題は，anodal
tDCS＋歩行および sham tDCS＋歩行の 2 条件を，1 週間以上の間隔をあけて実施した。評価は，歩行時下肢筋活動と皮質脊髄
路興奮性とし，課題前，課題終了直後，課題終了後 20 分の時点で実施した。下肢筋活動の評価は，快適速度でのトレッドミル
歩行中に，右の前脛骨筋（TA）とヒラメ筋（SOL）から表面筋電図を記録した。筋電図は，全波整流後に 30 歩行周期分を加算
平均し，立脚相と遊脚相に分けて Root Mean Square（RMS）値を算出した。RMS 値は，各相における最大値で除し筋活動の代
表値とした。皮質脊髄路興奮性の評価は，経頭蓋磁気刺激法を用いて左一次運動野を刺激し，右の TA と SOL から運動誘発電
位（MEP）を記録した。刺激強度は，TA の運動時閾値の 140% とした。運動時閾値は，20％ 最大背屈運動時に 100μV 以上の
MEP が 10 回中 5 回誘発される刺激強度とした。各評価時点で 15 発の MEP を記録し，最大振幅値を求め，平均値を算出した。
統計解析は，二要因反復測定分散分析（要因：課題条件，時間）と多重比較検定（Bonferroni 法）を用いた。有意水準は 5%
とした。

【結果】

分散分析の結果，立脚期の TA 筋活動と遊脚期の SOL 筋活動において，時間に有意な主効果，TA の MEP において有意な交互
作用を認めた（すべて p＜0.05）。多重比較検定の結果，立脚期の TA 筋活動は，両条件ともに課題前と比較し，課題終了直後で
有意に減少した（それぞれ p＜0.05）。TA の MEP は，anodal 条件において，課題前と比較し，課題終了直後で有意に増大した

（p＜0.05）。

【結論】

歩行中の anodal tDCS により，TA の皮質脊髄路の興奮性が増大する一方で，TA の筋活動には課題間での差を認めず，両者の
活動に乖離を認めた。歩行中の anodal tDCS による皮質脊髄路興奮性の増大は，歩行時筋活動に影響を与えないことが示唆され
た。今後，tDCS が歩行に与える効果とそのメカニズムを，疾患例で検討する予定である。
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【はじめに，目的】

経頭蓋直流電流刺激（tDCS）は，大脳皮質の興奮性を変調させることが可能な非侵襲的脳刺激法の一つである（Nitsche, et al.,
2000）。また，末梢神経電気刺激も皮質の興奮性を変化させることが可能である。Ziemann ら（2004）は，皮質の興奮性が低下
している際には，その後に皮質の興奮性が高まりやすい状態となることを報告している。そのため我々は，皮質興奮性を低下さ
せる陰極 tDCS を行った後に，皮質興奮性を高める PES を行うことで，皮質脊髄路の興奮性がより増大するのではないかと考え
た。そこで，本研究では陰極 tDCS 後の PES が皮質脊髄路興奮性に与える影響について明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 8 名であった。皮質脊髄路の興奮性評価には，経頭蓋磁気刺激によって誘発される運動誘発電位（MEP）を使用
した。刺激部位は左一次運動野（M1）手指領域とし，右第一背側骨間筋から MEP を導出した。磁気刺激の強度は，介入前に約
1 mV の MEP 振幅値を導出する強度とした。MEP は介入前の 2 区間（pre1，pre2）と，介入終了直後から 20 分後まで 5 分毎
に各 15 回計測した（post0，post5，post10，post15，post20）。介入は陰極 tDCS（c�tDCS）のみの条件，PES のみの条件，c�
tDCS 終了直後に PES（c�tDCS+PES）を行う条件の合計 3 条件を設定した。c�tDCS は左 M1 に陰極電極，右眼窩上に陽極電極
を貼付し，1 mA で 10 分間実施した。PES は右尺骨神経に対して刺激頻度を 30 Hz，強度を 110% 運動閾値，4 秒 on 6 秒 off
の duty cycle で実施した。解析対象は，MEP 振幅値とし，各区間で得られた MEP 振幅の加算平均値を算出し，pre1 を基準と
して MEP ratio を求めた。統計解析には，反復測定二元配置分散分析を用い，事後検定には Fisher’s LSD 法を用いた。有意水準
は 5% とした。

【結果】

MEP ratio において，時間の主効果（F=2.99，p=0.02）と交互作用（F=2.25，p=0.02 が認められた。c�tDCS 条件では pre（104.7
±7.8%）と比較して post0（50.4±0.11%），post5（76.2±13.6%）で MEP の有意な低下を認めた。また，PES 条件では pre（90.6
±6.2%）と比較し post5（122.7±16.0%），post10（131.3±20.9%），post15（122.6±11.6%）で MEP の有意な増大を認めた。一方，
c�tDCS+PES 条件では，MEP の有意な変化を認めなかった。

【結論】

陰極 tDCS 直後の PES 介入は，皮質脊髄路の興奮性を増大させないことが明らかになった。
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【はじめに，目的】

リハビリテーション分野において，軽負荷の反復運動は関節可動域の改善や運動学習の促進，脳卒中患者の随意運動促通などを
目的に幅広く用いられている。先行研究では軽負荷の反復運動後に一次運動野の興奮性が一過性に低下する現象（運動後抑制）
が生じることが報告されている（Teo, et al., 2011）。しかし運動後抑制の程度を変化させる要因については明らかになっていな
い。そこで本研究は，運動課題の様式に着目し，軽負荷の単純運動および調節運動による運動後抑制の変化を明らかにすること
を目的とした。

【方法】

対象は健常成人 12 名（23.8±2.9 歳）であった。運動課題は右示指の等尺性外転運動とした。単純運動では，被験者はパーソナ
ルコンピューター（PC）から出力される 2 Hz の音に合わせて示指の外転運動を遂行した。調節運動には視覚追従課題を用いた。
被験者は PC 画面上を 0.2 Hz，0.3 Hz，0.4 Hz の頻度でランダムに上下に移動するターゲットに対し，発揮した示指外転張力に
より移動するカーソルを正確に重ねるように示指の外転運動を遂行した。どちらの運動課題も，収縮強度は最大随意収縮の 20%
とし，運動時間は 3 分間とした。皮質脊髄路の興奮性の評価には経頭蓋磁気刺激を用いた。左一次運動野手指領域を刺激し，右
第一背側骨間筋から運動誘発電位（MEP）を計測した。磁気刺激の強度は運動前に 1 mV の MEP を 10 回中 5 回以上導出する
強度とした。MEP は運動前，運動後 1 分，運動後 5 分，運動後 10 分に，各 16 波形ずつ計測し，加算平均値を算出した。MEP
の比較には二元配置分散分析（運動条件×時間）を用いた。事後検定には Tukey HSD 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

二元配置分散分析の結果，時間要因（F（2.137，21.137）=3.563，p＜0.05）の主効果および交互作用（運動条件×時間）（F（3，30）=13.534，
p＜0.01）が認められたが，運動条件における主効果は認められなかった。単純運動における MEP の値（平均値±標準誤差）は，
0.99±0.06 mV（運動前），0.58±0.10 mV（運動後 1 分），0.88±0.12 mV（運動後 5 分），0.94±0.15 mV（運動後 10 分）となった。
また調節運動における MEP の値は，0.95±0.06 mV（運動前），1.01±0.14 mV（運動後 1 分），1.05±0.13 mV（運動後 5 分），1.04
±0.17 mV（運動後 10 分）となった。事後検定の結果，単純運動では，運動前に比べ運動後 1 分において MEP の有意な低下

（p＜0.01）が認められたが，調節運動においては MEP の有意な変化は認められなかった。

【結論】

運動後抑制は，単純運動後には生じるものの，調節を要する運動後には生じないことが明らかになった。
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経頭蓋磁気刺激による皮質脊髄路興奮性に関する研究
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【はじめに，目的】

我々は，視覚誘導性自己運動錯覚（kinesthetic illusion induced by visual stimulation：KiNvis）を脳卒中片麻痺患者の治療に応
用するための臨床試験を始め，製品開発が進んでいる。現在は，麻痺した四肢遠位端を人工的に生成した身体像の運動に置き換
えることで実現する。これにロボティックデバイスや神経筋電気刺激装置を統合したシステムとするには，ヘッドマウントディ
スプレイ（HMD）を用いた方法が有効である。しかし HMD を用いると KiNvis が誘導されにくく，治療として有効である脳活
動を誘導することが困難であると予測される。そこで上記問題を解決するため，HMD を用いた KiNvis を一定期間付与するト
レーニング効果を多角的に調べる研究を遂行している。本研究は，KiNvis トレーニングの反復が視覚刺激を付与している最中の
皮質脊髄路（CoST）興奮性に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健康な成人男女 21 名とした。介入として，KiNvis を反復するトレーニングを実施した。その前後に経頭蓋磁気刺激
（TMS）による CoST 興奮性検査，および標的筋からの最大上 M 波記録検査を行なった。介入では，自身の右手関節掌背屈運動
を撮影した動画を視覚刺激とした。HMD で 20 分間観察させ，5 日間反復した。初日と最終日の介入後に検査を実施した。TMS
検査の背景条件は，手関節中間位の静止画（静止画条件）と掌背屈運動の動画（KiNvis 様条件）の 2 条件とした。TMS は，単
発および 2 連発刺激を用い，2 連発の刺激間隔（ISI）は 2ms，3ms，13ms とした。運動誘発電位（MEP）は，右橈側手根伸筋
および右橈側手根屈筋から記録し，TMS は動画の伸展相で行なった。初日の単発 TMS 強度は，安静時閾値の 1.2 倍とした。最
終日は，初日の M 波で正規化された MEP 振幅を基準とし，正規化 MEP 振幅が±10％ 以内となるように刺激強度を調整した。
身体所有感と運動錯覚感（自身の本物の手が動いているように感じたか）を 7 段階リッカートスケールで評価した。統計学的解
析として単発 TMS は背景条件と測定日を要因とした二元配置分散分析，二連発 TMS は各 ISI で測定日を要因とした対応のあ
る t 検定を行なった（p＜0.05）。

【結果】

動画内の身体に身体所有感が生じたのは，初日は 13 名だったが最終日には 17 名に増加した。錯覚感の強さは有意に変化しな
かった。初日は背景条件間で単発 TMS 検査結果に差がなかったが，最終日は KiNvis 様条件で有意に増大していた。KiNvis
様条件での 2 連発 TMS では，ISI�13ms の MEP 振幅比が初日よりも最終日は有意に大きかったが，ISI�2ms と 3ms では変化し
なかった。

【結論】

HMD を用いると，KiNvis 様条件でも必ずしも KiNvis を生じるとはいえず，トレーニングでも明らかに変化することはなかっ
た。しかし CoST 興奮性はトレーニング効果が得られることが示され，治療として KiNvis 様条件での視覚刺激提示を反復する
ことは意義あるものと推測され，今後の臨床試験が必要である。
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無意識の表情識別で本物の笑顔を見抜く

松尾 篤，冷水 誠，前岡 浩，奥田 彩佳，小寺 那樹，堀 めぐみ，山田悠莉子

畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 表情認知・コミュニケーション・共感

【はじめに】

我々は，患者の表情から体調やリスク，また気分を察知し，医学的・心理的対応を臨機応変に修正しながら理学療法を実践する。
このように，他者の表情からその心の状態を想像することは医療専門家として重要である。しかしながら，このような表情識別
は意識的に実行されるわけではなく，無意識的かつ自動的に行われており，他者のことをわかろうと積極的に努力しているわけ
ではない。よって，この無意識的な表情識別の過程を検証することで，医療コミュニケーション教育の基礎的知見になると考え
る。そこで，本研究では本物と偽物の表情を観察している際の視線行動を分析し，他者理解の潜在的な能力を検討する。

【方法】

研究参加者は，健常大学生 99 名（男性 49 名，女性 50 名），平均年齢 20.5±2.1 歳とした。実験 1 として，視線行動分析課題を
実施した。笑顔と痛みの表情を本物と偽物をそれぞれペアで提示し，提示時間 5 秒，インターバル 3 秒で合計 16 画像を観察し
た。その際の視線停留時間をアイトラッカー（Tobii 社）で記録した。次に実験 2 として，表情識別課題を実施した。実験 1
で使用した笑顔と痛みの画像を 1 枚ずつ PC 画面上に提示し，参加者には本物か偽物かを可能な限り早くボタンで回答するよう
求めた。実験 3 では，共感性のテストとして，目から感情を読み取る課題（アジア版 RMET）を実施した。PC 画面上に目の画
像を 1 枚ずつ合計 36 枚提示し，各画像の四隅に表示した感情用語から目が表す感情を選択する課題を実施した。実験 2 と 3
の正答率および反応時間を SuperLab5.0（Cedrus 社）で記録した。実験 1 と 2 の統計分析は Wilcoxon matched�pairs signed
rank test を実施し，実験 2 と 3 の関連性検証には Spearman の相関分析を使用した。

【結果】

（実験 1）笑顔の場合には本物の方を有意に長く注視することが示された（本物 1.92±0.7 秒 vs 偽物 1.79±0.6 秒，P=0.002）。し
かし，痛みの画像では注視時間に有意差を認めなかった。（実験 2）笑顔の本物正解率は平均 74.1% であり，正解率が平均以上の
参加者では，実験 1 の本物の笑顔に対する注視時間が有意に長かった（本物 2.00±0.4 秒 vs 偽物 1.78±0.4 秒，P=0.01）。（実験
3）RMET の正答率が高いほど，本物の笑顔識別が有意に高かった（r=0.2，P=0.03）。

【結論】

我々は，無意識的に高い精度で本物の笑顔を識別しており，本物の笑顔をより長い時間観察することによって，その識別能力を
可能にしていることが示唆された。また，共感性が高い人ほど笑顔識別能力が高いことから，他者理解と表情認知は密接な関連
があることが示唆された。しかしながら，痛み表情ではこれらを認めず，笑顔と痛み表情の社会的意義の相違が表情認知に関係
することが推察された。
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名詞の視覚提示が上肢の把持・挙上動作の力学的制御に及ぼす影響
名詞重量錯覚課題による検討

上田 将吾1），信迫 悟志1,2），森岡 周1,2）
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2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 上肢機能・視覚情報・言語

【はじめに，目的】上肢の把持・挙上動作に視覚情報が及ぼす影響として，寸法重量錯覚（Gordon, 1991）や材質重量錯覚（Buck-
ingham, 2011）が報告され，視覚的に対象物を重いと予測した場合，より強い力で把持・挙上動作を行うことが知られている。
また，対象物に記載された形容詞や動詞は上肢の到達・把持動作における運動学的パラメータに影響することが報告されてい
る（Gentilucci, 2000；2003）。しかしながら言語の運動力学的パラメータへの影響や，名詞提示による影響は検討されていない。
今回，材質重量錯覚のパラダイムを用いて名詞重量錯覚について検証し，名詞重量錯覚と材質重量錯覚の運動力学的な違いを明
らかとすることを目的に実験した。

【方法】対象は中枢神経疾患および右上肢の整形外科疾患の既往のない健常成人 28 名とし，うち 14 名（平均年齢 29.6±6.5 歳）
は材質重量錯覚課題を，残りの 14 名（平均年齢 29.1±6.3 歳）は名詞重量錯覚課題を実施した。使用機器は Motion 3D Force
Plate（以下 M3FP；テック技販）とし，M3FP を把持・挙上する際の負荷力および把持力を測定した。M3FP に錘を取り付ける
ことで重量を 700g とし，サンプリング周波数は 1000Hz とした。両課題ともに「鉄」条件と「発泡スチロール」条件を設定し，
材質重量錯覚課題ではそれぞれの写真を，名詞重量錯覚課題ではそれぞれの名詞が書かれた用紙を，M3FP に貼付した。把持・
挙上課題は各条件で 20 試行反復した。課題前には視認した 2 条件のうちどちらが重いと予測するかを問い，「発泡スチロール」
を重いと予測した被験者は解析から除外した。手指が M3FP に接触した時点から 1000msec を解析区間とし，負荷力の最大値で
ある最大負荷力と把持力の最大値である最大把持力を算出した。両課題にて，条件要因と回数要因の反復測定二元配置分散分析
を実施し統計処理した。なお，有意水準は 5% とした。

【結果】材質重量錯覚課題では 1 例が「発泡スチロール」が重いと予測したため，解析から除外した。最大負荷力では交互作用
（p＜0.05）および条件要因の主効果（p＜0.05）と回数要因の主効果（p＜0.01）を，最大把持力では交互作用（p＜0.05）と回数
要因の主効果（p＜0.01）を認めた。名詞重量錯覚課題では全例で「鉄」が重いと予測した。最大負荷力では回数要因の主効果

（p＜0.01）を，最大把持力では条件要因の主効果（p＜0.05）と回数要因の主効果（p＜0.01）を認めた。

【結論】本研究により，名詞重量錯覚が生じることが示された。また，材質重量錯覚では最大負荷力と最大把持力が影響を受け
たのに対し，名詞重量錯覚では最大把持力のみが影響を受けた。以上の結果から，名詞の視覚提示は運動力学的パラメータに影
響し，把持力への影響が大きいことが示唆された。
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感覚－運動の不一致による異常知覚と身体運動への影響

片山 脩1,2），大住 倫弘3），高村 優作1），西 祐樹1），森岡 周1,3）
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【はじめに，目的】身体運動時は予測される感覚情報と実際に入力される感覚情報の比較が繰り返し行われ，それに基づき運動
が制御される。この一連の過程は感覚－運動連関（以下，感覚－運動）と呼ばれている。この感覚－運動に不一致が生じた場合，
疼痛を有する患者では，健常者に比べ痛みの増悪，重さの知覚変容，そして異常知覚が惹起されることが示されており（McCabe
2007），感覚－運動の不一致が疼痛を助長すると考えられている。このように，これまでの研究では，感覚－運動の不一致が知
覚の変容に影響することが示されたが，それに基づく身体運動への影響は明らかにされていない。本研究の目的は，感覚－運動
の不一致による異常知覚と身体運動の変化を明らかにすることである。

【方法】対象者は健常成人 10 名（27.9±4.3 歳）である。鏡を両上肢の間に設置して対象者には右側から鏡に映る右手を見せた。
その肢位で両手関節の掌背屈運動を同時に行う条件（鏡対称条件）と一側を掌屈する際にもう一側を背屈させる条件（鏡非対称
条件）を毎秒約 1 回の速さで実施した。コントロール条件は，鏡でなくボードを右側から見せ掌背屈運動を実施した（ボード対
称条件，ボード非対称条件）。各条件において 1 試行は 30 回の掌背屈運動とし 5 試行実施した。惹起した異常知覚の種類と強さ
は，各条件後に 14 種類の異常知覚を評価する質問紙（Foell 2013）を用いて Numerical Rating Scale（NRS）で評価した。掌背
屈角度は電子角度計（Biometrics 社製）を用いて計測した。掌背屈運動の最大背屈位から次の最大背屈位までの時間を周期運動
時間とし，運動の正確性を定量化するために周期運動時間のばらつきを示す平均絶対偏差（Mean Absolute Deviation；MAD）を
求めた。統計学的分析は鏡非対称条件と他の条件との比較を Bonferroni 法による多重比較検定にて行った。有意水準は全て 5%
とした。

【結果】異常知覚の NRS は，感覚－運動が不一致した鏡非対称条件で鏡およびボード対称条件と比較して有意に強い奇妙さが惹
起された（p＜0.01）。異常知覚の数は，鏡非対称条件が鏡対称条件と比較して有意に多く惹起された（p＜0.01）。掌背屈運動の
周期運動時間の MAD では，左手において鏡非対称条件が他の条件と比較して有意に高値を認めた（p＜0.01）。

【結論】感覚－運動が不一致した鏡非対称条件にて，多くの異常知覚が惹起された。また感覚－運動が不一致した左手では掌背
屈運動の周期運動時間の MAD が有意に大きかった。MAD の増大は，運動の正確性の低下（Debaere 2003）を意味することか
ら，感覚－運動の不一致により異常知覚が惹起され運動の正確性が低下することが明らかとなった。末梢神経障害などで感覚－
運動の不一致が生じた症例に対しては異常知覚だけでなく，運動の正確性についても評価・アプローチしていく必要性を示唆
する結果であると考える。
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意図的な視線偏向は視覚刺激の格率分布に依存する
―情動喚起刺激を用いて―

中村 和寛1），西 祐樹2），高村 優作2），大松 聡子2），森岡 周1,2,3）
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【はじめに，目的】左半側空間無視が生じると空間的注意が右方に偏ることがよく知られているが，我々は左半側空間無視が改
善するにつれて軽微な無視症状になったケースでは，視線がむしろ左偏向となり，そのケースでは前頭葉が過活動することを明
らかにした（Takamura, 2016）。前頭葉は行動発現のための意図に関わるが，こうした視線の偏りは経験依存的な意図が関連す
るのではないかと仮説をたて，それを明らかにするため以下の実験モデルを作成し検証した。一方，恐怖喚起画像が視覚的注意
を引きつける（Vuilleumier, 2008）ことが明らかにされており，視線の偏りを解放させる目的で，情動喚起画像の呈示が効果を
示すか明らかにすることを目的に実験を行った。

【方法】健康な大学生 30 名（平均年齢 21.21 歳）を対象に，視線計測装置内蔵 PC モニタに表示された水平方向で等間隔に配置
された 5 つ標的を，自らの視線で追跡・注視する選択反応課題を行った。注視標的として顔画像（中性的な顔または恐怖を感じ
ている顔）を 0.3 秒間提示し，呈示後 1.5 秒間安静状態を設けた。条件は，標的の呈示割合が全て 20% の control 条件，呈示割合
が左から 40%，30%，10%，10%，10% とした left 条件の 2 条件に，標的が全て中性的な顔で neutral 課題と右端および右から
2 番目の標的に恐怖を感じている顔を呈示する fear 課題の 2 つの課題を組み込み， 計 4 課題を 50 試行ずつ無作為に実施した。
視線分析には Tobii TX300（Tobii Technology）を用い，視覚刺激提示プログラムは LabVIEW（National Instruments）を用い
て作成した。刺激提示前（�100msec～0msec）の視線座標の平均値（視線偏向）と視線座標が各標的の座標と，重なるまでの時
間（反応時間）を課題間で比較するために Friedman 検定を行い，bonferroni 法にて補正した。有意水準は 0.005 に設定した。

【結果】視線偏向は課題にかかわらず control 条件と比して left 条件で有意な左方偏向を認めた。一方，neutral 課題と fear 課題
の間に有意差はみられなかった。同様に，左 2 つの標的に対する反応時間は課題に関わらず control 条件と比して left 条件で有
意に短縮したが，条件に関わらず neutral 条件と fear 条件に有意差はみられなかった。

【結論】標的呈示を左に偏らすことで，刺激呈示前より視線が左に偏向し，左への反応が高まることが明らかになった。つまり，
刺激呈示が多い空間に対して意図的なバイアスを生じさせ視線を偏向することが示された。一方，中立表情と恐怖表情の間には
有意差を認めず，表情を用いた情動喚起刺激に効果がみられなかった。今後は空間的注意に関与する saliency 刺激を考慮し検討
する必要がある。
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目的共有が運動主体感と運動学習を促進する
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【はじめに】

理学療法士と対象者の目的共有が運動パフォーマンスの効果を左右する（Levack，2006）。しかし，目的共有によるその効果の
促進がどのような要因によって引き出されるかは明らかでない。本研究では，目的共有によって生じる運動の主体性（運動主体
感）が運動学習（motor leraning：ML）効果に関連するという仮説を立て，運動主体感（sense of agency：SoA）を定量的に評
価する手続きである Intentional Binding（IB）課題を作成し，その仮説を検証した。

【方法】

対象を健常若年者 18 名とし，共有群（10 名）と非共有群（8 名）に無作為に分けた。ML 効果と IB を計測する ML 課題を Lab-
VIEW（National Instruments 社）を用いて作成した。共有群の課題は，PC ディスプレイ上で横方向に 67.5cm/sec の速度で反
復運動する円形オブジェクトを被験者がキー押しによって画面中央で止め，その止められた場所から再び縦方向に動き出す円
形オブジェクトをもう 1 人がキー押しによって止めた。2 人によって止められた円形オブジェクトと画面中央との誤差（エラー）
の座標データに基づいて課題成績をスコア化して表示し，スコアを多く獲得するという目的共有課題を実施した。一方，非共有
群では，ペアで交互に課題を行うがパートナーの結果は反映されず，自分のスコアだけが表示されるようにした。課題は 18
試行含まれるブロックを 10 ブロック実施した。ML 指標はエラーの標準編差とし，学習段階を初期（1�3 ブロック）・中期（4�
6 ブロック）・後期（7�10 ブロック）に分け，初期�中期の学習効果（初期から中期を除した値），初期�後期の学習効果（初期か
ら後期を除した値）を算出した。IB は，キー押しの 200，500，700msec 後に beep 音を鳴らし，被験者とパートナーには押した
直後から何 msec 後に beep 音が聞こえたかの回答を求めた。なお SoA が惹起されているほど，キー押しと beep 音の間隔を短
く感じることから（Haggard，2002），被験者とパートナーの回答時間を SoA の定量的数値（SoA 値）とした。そして，被験者
とパートナーの SoA 値の差分を算出した。この値が 0 に近いほどパートナーのキー押しに対しても SoA が生起されていること
を意味する。各学習段階での学習効果を t 検定，SoA 値をマンホイットニーの U 検定を用い群間比較した。有意水準は 5% とし
た。

【結果】

ML 効果は非共有群よりも共有群の方が初期�中期で有意に学習効果が高かった（p＜0.05）。SoA 値は共有群�4.6msec，非共有群�
23.5msec であり，共有群の方が自己とパートナーの SoA 値の差が有意に小さかった（p＜0.05）。

【結論】

目的共有が初期から中期の ML を促進させることが明らかとなった。また，目的共有によって他者の行為を観察している際にも
自己が運動している時と同様に SoA が惹起していた。目的共有による学習促進効果は，主体性をもった運動観察によるもので
あることが示唆され，対象者が理学療法士の行為を観察することは有効な手段である可能性が示唆された。
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P-KS-08-1

ヒトの視覚運動変換におけるカルマンフィルタモデルによる隠れ状態推定のシ
ミュレーション

山本 昌樹

姫路獨協大学

key words 視覚運動変換・確率統計モデル・シミュレーション

【目的】ヒトの視標への手先到達運動は視覚－運動変換研究の典型的な実験課題の一つである。本研究はプリズム順応を用いた
視覚運動変換の脳ダイナミクスを確率統計モデルによりシミュレーションを行った。目的は変換におけるヒトの内的システム
の状態推定を隠れ状態変数の推定と仮定し，情報の選択から推定に至る変換アルゴリズムをモデルシミュレーションすること，
さらに計算理論的に変換特性を明らかにすることである。

【方法】対象は成人健常者学生 15 名（平均年齢 21.4±2.6 歳）であった。対象者は三個の発光ダイオード（LED）が 3.4cm 間隔
で水平に配置されたパネルに対座した。LED はマイコン制御（IMTEC 社製）でランダムに点灯する。課題は LED への右示指
の到達運動とした。実験は三ブロックで構成され，ブロック 1 は裸眼でブロック 2 はプリズム眼鏡下にて，ブロック 3 は再び裸
眼であった。試行回数は各ブロック 30 回であった。プリズム眼鏡の視野屈折変位量は左水平方向へ 12diopter とした。ブロック
2 で二つの異なる視覚フィードバックを設定した（Location：手先軌道（－）到達位置（＋），Path：手先軌道（＋）到達位置

（－））。Location は手先軌道を遮るフードを設置した。Path は LED 点灯後 400msec に眼前の液晶パネル（竹井機器工業社製）に
より到達位置を遮蔽した。フィードバック操作のない群をコントロール（Control）とした。課題はハイスピードカメラ（EX�F
1 CASIO 社製）による動画撮影後，二次元動作解析機器（Frame�DIAS DKH 社製）により LED と到達位置との誤差距離を算
出した。ブロック 2 の誤差推移を線形離散モデル（Kitazawa 1997.）とカルマンフィルタモデル（カルマンモデル：Kalman 1961.）
によりシミュレーションした。

【結果】順応の残効（ブロック 2 と 3 の比）は一元配値分散分析で有意な主効果があり，多重比較検定で Control と Location
は Path との間に有意差を認めた（p＜0.05）。モデルの適合基準は赤池情報量基準（Akaike 1992.）を採用した。Control は，線
形モデルは 109.0，カルマンモデルは 24.0 であった。Location はそれぞれ 133.9 と 42.1，Path は 172.4 と 49.7 であった。カルマ
ンモデルの補正係数であるカルマン利得（システム誤差と観測誤差比）の平均は，Control は 0.15±0.08，Location は 0.22±0.11，
Path は平均 0.65±0.38 であった。

【結論】カルマンモデルは視覚運動変換の脳ダイナミクスを確率統計的に隠れ状態変数の推定として上手にシミュレートした。
そのアルゴリズムはシステムの事前推定値をカルマン利得により補正し更新していく。Control と Location のカルマン利得が
低い場合，状態推定は観測値よりも事前推定値にもとづき決定される。一方，利得の大きい Path では事前推定の信頼度が低い
ため，状態推定は試行毎でシステム誤差と観測誤差の双方に影響を受けた。ヒトは内的な推定とフィードバックとの信頼度にも
とづき推定アルゴリズムをスイッチングしている。
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段階的に変化する外乱が後続する再適応過程に及ぼす影響

森川 健史，池田 由美

首都大学東京人間健康科学研究科

key words 運動学習・運動制御・内部モデル

【はじめに，目的】

新たな環境の中で外部環境や身体を含む内部環境を学習し適応していく過程を運動適応と呼び，外部環境や運動システムの外
乱に対して運動指令を補正する学習の一種とされている。運動適応によって内部モデルを生成し予測制御を可能にしており，新
たに学習した環境から以前に学習した環境へと適応していく過程を再適応と呼び，別のメカニズムとして研究されている。しか
し，メカニズムや再適応する条件の違いなど，再適応についての十分な知見は得られてはいない。

そこで本研究では，一度適応した状態から再適応していく過程を，介入する外乱を段階的に変化させるものと段階的な外乱を加
えないものとで比較し，段階的な外乱がその後の再適応過程に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は利き手が右側の健常成人 14 名（平均年齢 22.7±2.5 歳）とした。

課題運動は，右手でハプティック・デバイス（力覚提示装置）を操作してディスプレイの中心（開始位置）から 8 方向にランダ
ムで表示される目標となる地点へカーソルを移動させ，さらに開始位置へ戻す到達運動課題とした。適応する力場には手先の進
行方向に対して右向きに，速度に比例する外乱を加えた。外乱を加えない力場（Pre phase）から一定の外乱を加える力場（Ad-
aptation phase），さらに外乱を加えない力場（Post phase）への連続した課題を行った。Adaptation phase と Post phase の間に，
段階的に外乱が小さくなる力場を挿入した群（gradual 群），段階的な力場の変化を含まない群（abrupt 群）の二群に被験者を
無作為に割り付けた。各試行の運動軌跡が目標軌跡に対してどの程度逸脱したかを，二乗平均平方根誤差（RMSE）を用いて算
出し運動適応の指標とした。

統計学的処理は，Post phase を試行回数が均等になるように 5 つのセクションに分け，各セクションの平均 RMSE と群間の二
要因による二元配置分散分析を有意水準 5% で行った。

【結果】

セクションと群間の主効果は認められたが，交互作用は認めなかった。セクション 2 以外において abrupt 群の平均 RMSE に比
べて gradual 群が有意に低値となった。abrupt 群でセクションを要因とする多重比較を行ったところ，セクション 1 の平均
RMSE はセクション 3 とセクション 4 の平均 RMSE より有意に高値となった。同様に gradual 群ではセクション 1 の平均
RMSE はセクション 2 を除いて有意に高値となった。

【結論】

段階的に外乱が小さくなる力場を挿入した群（gradual 群）では，段階的な力場の変化を含まない群（abrupt 群）に比べて，初
めの段階で速い再適応がみられることと，設定した試行回数内での力場への再適応がより進む可能性が示唆された。

本研究のように外乱の変化が緩やかで潜在的な適応の側面を持つ場合，速い適応よりはゆっくりとした適応がみられ，学習した
課題の保持が長いことが知られているが，再適応の場合ではその特性が変化する可能性が示唆された。
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他者との協力関係が上肢運動学習に与える影響

冷水 誠1），岡田 洋平1），前岡 浩1），松尾 篤1），伊東 剛志2），松川 広紀3）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）高井病院，3）大東中央病院

key words 運動学習・他者・協力

【はじめに，目的】

ヒトの社会生活は他者との関係性により成り立っており，新たな課題を学習していく際には他者と共同注意し，円滑な協力関係
を築きながら信頼しあうことで意欲的な行動学習が促進されると考えられる。そこで本研究では，円滑な協力関係が運動学習促
進効果に与える影響を検証するために，学習課題を個人または複数名のグループにて取り組むことによる学習効果を検証した。

【方法】

対象は健常大学生 72 名（男 37 名，女 35 名）とし，18 名ずつコントロール群，グループ学習群として 2 名単位グループ群（以
下 2 人組），3 名単位グループ群（以下 3 人組），そしてビデオ観察群に分類した。学習課題は SPEED STACKS とし，マット上
に端から 3�6�3 個に重なったカップをそれぞれピラミッド型に積み上げ，再び最初の形にまで可能な限り速く戻す課題であり
その所要時間を計測する。課題は baseline テストを実施した後，10 試行を 1trial として計 5trial を実施した。コントロール群で
は 1 人で反復し，2 人組および 3 人組では学習者が 1 トライアル終了毎に休憩をはさみ次の学習者に交代した。2 番目（2 人組）
および 3 番目（3 人組）の学習者には，実施者を観察するよう指示し，休憩中は課題学習のための戦略に関して話し合うように
し，タイムを短縮させるために協力するよう指示した。さらに，グループ学習群では協力効果だけでなく，他者の運動を観察す
ることによる効果が考えられるためビデオ観察群を設けた。このビデオ観察群では 1 人で課題を実施し trial 実施毎に同じ条件
で課題を行っている学習者の手元のみの映像を観察しながら実施した。

統計学的分析は各 trail における所要時間を反復測定二元配置分散分析（trial×群）にて検定した。また，各グループ内における
対象者の関係性について友人関係尺度アンケートを実施し，その友人関係性と学習量の関係をスペアマン順位相関係数にて検
定した。なお，有意水準はすべて 5% 未満とした。

【結果】

所要時間は trial 段階における差および群による差（p＜0.01）を認めたものの，交互作用（p=0.87）は認められなかった。友人
関係尺度と学習量の相関関係については，2 人組では学習量と友人関係性に有意な関係性が認められなかったのに対し，3 人組
では他者との深い関わりを避けた点数が高い対象者ほど学習量が小さく（r=�0.53，p＜0.05），他者と面白さを指向して関わった
点数が高い対象者など学習量が大きいという有意な相関関係（r=0.50，p＜0.05）が認められた。

【結論】

本研究の結果から，学習課題に対する単なる協力関係による取り組みは，個人練習と比較して運動学習における特異的効果がえ
られないものの，グループ複数名で取り組む際に，円滑な協力関係を構築できた場合には高い学習効果をもたらす可能性が示唆
された。
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Mirror Therapy における運動機能の習得に与える影響―運動する手の左右の違
いに着目して―

石橋 眞1），池田 由美2）

1）首都大学東京健康福祉学部理学療法学科，2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words ミラーセラピー・半球優位性・利き手

【はじめに，目的】ミラーセラピー（Mirror Therapy：MT）では，健側肢の随意運動を鏡に映し，その鏡像を患側肢に投影さ
せ観察させる。これにより，運動同側の一次運度野を含む皮質脊髄路が活性化され，患側肢に運動覚を誘発させると考えられて
いる。MT に関して多くの研究が行われているが，MT の効果と半球優位性に関する研究は見当たらない。そこで，本実験では，
MT 介入中に用いる運動する手の違いが運動機能の習得に与える影響について検討した。

【方法】対象者は右利きの健常成人 32 名（男性 18 名，女性 14 名，平均年齢 21.1 歳（19�22 歳））とし，介入課題として MT
を行う MT 介入群と，行わないコントロール群とに無作為に分けた。さらに MT 介入群は，MT 介入時にボール回転運動を実施
する手の側により，左手 MT 群と右手 MT 群とに分け，コントロール群は，運動課題を実施する手の側により，右手コントロー
ル群と左手コントロール群とに分けた。運動課題は一側手掌上で 2 つのゴルフボールを可能な限り速く回すボール回転運動と
した。左手 MT 群は右手で，右手 MT 群は左手で運動課題を行った。すべての群に対して，運動課題実施側の手にて 30 秒間の
運動課題を 1 セットとし 3 セット実施し，各セットのボールの回転数を測定した。その後，MT 介入群では運動側の手による
ボール回転運動の鏡像によって非運動側の手の運動として錯覚させる方法により，運動課題の学習を行った。MT の介入は 30
秒間のボール回転運動を 10 セット実施した。コントロール群では MT 介入の代わりに音読を行った。両群とも，MT 介入なら
びに音読終了後，運動課題を再び行った。被験者ごとに，介入前・後それぞれについて，3 セットのボール回転数の平均値を求
め各群の平均値を算出した。介入前・後におけるボールの回転数について，群内ならびに群間の比較を行った。また，被験者ご
とに介入後のボールの回転数の増加率を算出し，各群の平均増加率を算出した。増加率については MT 介入群間，コントロール
群間，左手 MT 群と右手コントロール群間，右手 MT 群と左手コントロール群間で比較した。

【結果】全ての群において介入後のボール回転運動は有意に増加した。また，介入前・後のボールの回転数は群間には有意差は
認められなかった。増加率について，群間の比較では，右手 MT 群が左手コントロール群より有意に大きく（p＜0.02）。右手コ
ントロール群が左手コントロール群より有意に大きかった（p＜0.001）。その他の 2 群間には有意差は認められなかった。

【結論】MT 介入により，左手および右手の錯覚を生じさせても，どちらも同等の運動課題遂行能力の改善が得られた。しかし，
対象者の非利き手である左手で運動課題を実施する場合は運動課題を反復するよりも，MT 介入の方が運動遂行能力は改善す
ることがわかった。
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内部モデルと運動錯覚リアリティの関係性

池町 知哉1），山崎 倫2,4,5），平野 達朗2,3），長尾 翔汰1），坂本 年将1,2,5）

1）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，2）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，
3）神戸学院大学総合リハビリテーション学研究科，4）神戸学院大学総合リハビリテーション学研究科，
5）神戸リハビリテーション病院

key words 錯覚・感覚・記憶

目的

運動障害や疼痛へのアプローチとして，視覚による錯覚体験を利用したミラーセラピー法（以下，MT）がある。MT の臨床効
果については多くの報告がなされているが，未だそのメカニズムは明らかではない。我々は MT により引き起こされる錯覚に着
目し，人為的に外部感覚の入力量を操作した場合や，運動学習により内部モデルを縦断的に操作した場合において運動錯覚のリ
アリティ強度が変動することを明らかにした。この結果より，錯覚による運動感覚（以下，運動錯覚）の生起は個々の運動を表
象する感覚記憶（内部モデル）と運動時に起こる末梢受容器を介した感覚体験との相互作用によるとの仮説を第 50 回ならびに
第 51 回日本理学療法学術大会にて報告した。今回我々は，上記仮説の一端を立証することを目的に，内部モデルの強度と MT
における運動錯覚のリアリティ強度との間の関係性を定量的に検討した。

方法

健常人 38 名（男性 17 名，女性 21 名，平均年齢 20.9±1.1 歳）を対象とした。実験に先立ち，第三者の手掌上で 2 個のプラスチッ
クボールを回す映像をタブレット（iPad）に録画した（1 分間あたり 30 回のペースで 30 秒間）。タブレットを被検者の左手と重
なるように設置し，左手を動かさないよう指示した上，前述の映像を観察させた。その後，映像の手の動きがどの程度自分の左
手の動きとして感じたかを Numeric Rating Scale（以下，NRS）を用い 0 から 10 までの 11 段階で評価した。次に映像と同様の
課題である 30 秒間のボール回しを被験者自身で出来るだけ早く行うよう指示し，その回数（内部モデルの強度）を記録した。
得られた NRS 値（錯覚リアリティの強度）とボール回しの回数（内部モデルの強度）との間の相関性を Pearson の相関係数を
用いて表した。有意水準は 5％ とした。

結果

被験者が行ったボール回しの回数（内部モデルの強度）と NRS 値（錯覚リアリティの強度）の間に強い正の相関がみられた
（r=0.774，p＜0.05）。

結論

今回の実験結果から，内部モデルの状態（ボール回し遂行能）は運動錯覚強度を決定づける大きな要因であることが定量的に示
された。これは我々の仮説である錯覚操作を介した運動感覚の生起が内部モデルと運動時に起こる末梢受容器を介した感覚体
験との相互作用によることを強く支持するものである。この知見は，運動障害を有する患者において感覚構築促進のための基礎
的情報を提供すると共に，ヒトが MT において知覚する運動錯覚の認知的メカニズムの一端を明らかにするものである。
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P-KS-09-1

感覚閾値以下のランダムノイズ振動刺激が触覚機能に及ぼす影響

大住 倫弘1），西 祐樹2），住谷 昌彦3），森岡 周1,2）

1）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，2）畿央大学大学院健康科学研究科，
3）東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部/麻酔科・痛みセンター

key words 確率共鳴現象・振動刺激・体性感覚

【はじめに，目的】

感覚検知閾値以下の微小なノイズ振動刺激をランダムな周波数で同時に与えるだけでヒトの体性感覚機能が向上することが報
告され，確率共鳴現象と呼ばれている（Collins 1995）。しかし，先行研究で用いられている体性感覚閾値の計測方法では信頼性
が乏しいことも指摘されており（Moss, et al., 2005），確率共鳴現象（ランダムノイズ刺激）の効果は未だ明確ではない。本研究
では，ヒトの体性感覚閾値の計測で最も信頼性の高い恒常法を用いて，ランダムノイズ刺激が体性感覚機能へ与える影響を心理
物理的に検証することを目的とした。

【方法】

健常成人 20 名を対象に，指先での触振動刺激検出（tactile detection：TD）課題を実施した。被験者に対して 100Hz の正弦波
を 9 段階の振幅強度で無作為に 10 回ずつ与え（合計 90 回），被験者は指先で触振動刺激を検出できた時のみフットスイッチで
回答した。本実験で与えた 9 段階の振幅強度は，実験前に被験者ごとに極限法にて規定した触振動覚閾値の 40，60，80，100，
120，140，160，180，200% とした。確率共鳴現象の有効性を検証するために，指の基節部に確率共鳴刺激［ランダムノイズ振
動刺激（low pass：500Hz）］を感覚検知閾値以下で付与しながら TD 課題を実施する条件（確率共鳴条件）と，指の基節部には
何も刺激を与えずに TD 課題を実施する条件（コントロール条件）を設けた。被験者は上記の 2 条件を無作為に振り分けられた
順に実施した。それぞれの被験者における TD 課題の成績を定量化するために，X 軸を TD 課題で用いた刺激強度，Y 軸を被験
者が刺激を検出できた回数（正答率）とし，それぞれの被験者のデータをプロットして，プロットされた座標点に対してロジス
ティック曲線を回帰させた。回帰させたロジスティック曲線から，50% の確率で検出できた刺激強度（point of subjective equal-
ity：PSE）を算出し，確率共鳴条件とコントロール条件を比較した（paired t�test）。なお，振動刺激はピエゾアクチュエーター

（OPTO SCIENCE）で付与した。

【結果】

確率共鳴条件での PSE（mean 97.6±7.6 SE%）は，コントロール条件（108±5.4%）よりも有意に低かった（p＜0.01）。この結果
は，ランダムノイズ条件では弱い触振動刺激でも検出できていたことを示しており，触覚機能が向上していることを意味してい
る。

【結論】

本研究で用いた恒常法は，体性感覚閾値の計測方法の中で最も信頼度が高いとされている心理物理的手法である。したがって，
本研究で得られた感覚検知閾値以下のランダムノイズ振動刺激によって確率共鳴現象が達成され，ヒトの触覚機能を高めるこ
とが確認できた。末梢神経障害などによる触覚鈍麻は運動技能とも関連し，患者の QOL を低下させる。確率共鳴現象は感覚検
知閾値以下の刺激を用いることから，痛覚過敏を有する神経障害性疼痛患者に対しても適用可能で，神経障害患者に対する新し
い物理療法の開発基盤となることが示唆された。
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P-KS-09-2

視覚フィードバック・負荷の有無が関節位置覚に及ぼす影響
―若年者と高齢者の比較―

竹林 秀晃1），津野沙也加2），滝本 幸治1），奥田 教宏1），宮本 謙三1），宅間 豊1），井上 佳和1），
宮本 祥子1），岡部 孝生1）

1）土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科，2）愛仁会リハビリテション病院

key words 関節位置覚・視覚フィードバック・加齢

【はじめに，目的】

ヒトの運動は，視覚等の感覚系，筋・腱・関節等の固有感覚系との協調により成り立ち，種々のフィードバック（Feedback：
FB）情報により複雑な運動制御が行われている。関節位置覚の低下は，関節位置の誤認やバランス反応の遅延を生じさせ，転
倒を引き起こす原因にもなり，視覚の有無や，視覚から得られた情報を基に運動を調節する能力の低下も重要な要因となる。そ
こで今回，視覚フィードバックに加えて重量負荷の要素も加味し，関節運動にどのように影響するかを，加齢の影響も含めて検
討した。

【方法】

対象は，地域在住で日常生活に支障のない 65 歳以上の高齢者 26 名（73.7±5.7 歳）と健常成人 27 名（21.1±0.4 歳）とした。測
定動作は，端座位にて 90 度から最大伸展位を 100% とした 60％ 角度を 6 秒保持，90 度を 6 秒保持させる矩形波様の視標を HU-
MAC360（CSMi 社製）を用いて，リアルタイムに PC 画面上に呈示し，負荷無しと 2kg の重錘負荷条件で自己の関節位置が表
示される視覚フィードバック有りと無しの条件をそれぞれ 5 回，計 10 回連続で測定した。また，下肢の状態が見せえいように
ボードを設置した。データは，運動課題の 60％ 角度 6 秒保持のうち中央 4 秒間を分析区間とし，各 FB 条件 5 回のうち，適切
に計測した 3 回分の平均値を分析対象とした。呈示した位置情報と自己位置情報の相対誤差と絶対誤差と変動係数を算出した。
統計学的分析は，三元配置分散分析（FB×年齢×負荷）と多重比較（Bonferroni 法）を用いた。

【結果】

結果，絶対誤差では，FB の要素において主効果が認められ，FB 無しにおいて若年者・高齢者ともに有意に誤差が大きかった
（p＜0.01）。さらに，年齢×負荷の間に交互作用が認められ，若年者の負荷有りでは，負荷無しと比較して誤差が小さくなったが，
高齢者では誤差が大きくなるという交差型パターンが認められた（p＜0.05）。変動係数においては，高齢者の FB 無しの負荷有
りにおいて有意に高値を示した（p＜0.01）。相対誤差は，特に高齢者の FB 無しでより正の誤差が有意に大きくなった（p＜0.01）。

【結論】

高齢者は視覚誘導性運動能力が低下している報告や FB 無しでは，記憶の要素も要求されるため高齢者においてより誤差が大き
くなると思われた。しかし，本研究の課題特性が，関節位置を目標位置で保持をする等尺性収縮での位置決め課題あったため，
FB 要素では絶対誤差に違いが認められなかったと思われる。一方，負荷の有無においては，高齢者では若年者とは異なり有利
に働かない結果となった。特に高齢者の FB 無しでは，変動係数が大きく，相対誤差がで正の誤差が大きいことは，高齢者の力
量感覚は，筋紡錘由来の Ia 群線維活動の変容のため力が入りすぎ overestimate してしまう報告（吉武 2011）と一致している。
こうした制御特性の知見を考慮し，関節運動の評価・トレーニングにおいて視覚フィードバックや負荷の有無による難易度を
変化させることが必要である。
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P-KS-09-3

下肢調整能力測定装置の開発
年代別の課題遂行時間と正確性

平井 達也1），藁科 弘晃1），小山田有希1），間瀬 陽祐1），鶴田 聖寿1），石川 康伸2），若月 勇輝2），
吉元 勇輝3），佐中 孝二4），桐山 直紀4），阿部 友和5），石井 大1）

1）いしい外科三好クリニック，2）医療法人田中会西尾病院，3）医療法人和光会介護老人保健施設清風苑，
4）有限会社名南機械製作所，5）株式会社フィジカルイノベーションズ

key words 下肢・運動調整能力・年代別データ

【はじめに，目的】

従来，下肢の調整能力は踵膝試験や片脚立位保持などにより評価されてきた。しかしそれらは定性的であることや体幹や頭部の
機能を含んだ評価であり，下肢そのものの調整能力を十分反映していない可能性がある。そこで，我々は，下肢の調整能力を定
量的に測定する目的で，PC 画面上に描かれた目標軌跡（円・星）をマウスが内蔵された下肢装着デバイス（デバイス）でなぞ
り，その指標（運動時間〔MT〕および目標軌跡からの逸脱面積〔EA〕）を算出する下肢調整能力測定装置（装置）を作成した。
これまで健常高齢者において，信頼性，妥当性および転倒との関連が示されている。本研究の目的は，本装置による指標の基礎
データを作成するため年代別データを取り，指標が加齢を反映するかを検討することである。

【方法】

対象は日常生活が自立している 133 名（女性 95 名，男性 38 名）であった。対象を年代別に分けた（20 歳代 20 名，40 歳代 6
名，50 歳代 14 名，60 歳代 6 名，70 歳代 70 名，80 歳代 17 名）。下肢調整能力測定は椅子座位にて測定足にデバイスを取り付け，
股関節 90̊，膝関節 90̊ を開始姿勢とした。PC モニターに円・星コースのいずれかを写し，「早くかつ正確に」目標軌跡上をデバ
イスでポインタを動かすよう指示した。各コースには開始と終了場所が示され，運動時間（MT〔秒〕），と目標からの逸脱面積

（EA〔pixels〕）を記録した。統計的分析は，年代間の比較について ANOVA を行い，多重比較を行った（有意水準は 5％）。

【結果】

下肢調整能力指標の平均値±標準偏差は，円の MT（秒）は 20 歳代 8.5±4.9，40 歳代 18.3±12.8，50 歳代 7.3±2.9，60 歳代 18.5
±14.9，70 歳代 24.7±31.7，80 歳代 31.3±33.6 であった。円の EA（pixels）は 20 歳代 28893±14022，40 歳代 16260±9802，50
歳代 47132±33010，60 歳代 19454±18364，70 歳代 26296±25629，80 歳代 31549±58259 であった。星の MT（秒）は 20 歳代
15.3±6.2，40 歳代 32.2±20.8，50 歳代 13.4±5.8，60 歳代 28.3±16.7，70 歳代 34.0±29.5，80 歳代 68.8±86.9 であった。星の EA
±pixels は 20 歳代 24049±10236，40 歳代 13792±5606，50 歳代 36790±16675，60 歳代 13798±6469，70 歳代 21902±13426，
80 歳代 32707±58663 であった。円の MT において，有意な主効果（F（5,127）=2.40，p=0.04）があり，年代間の多重比較で有
意差はなかった。円の EA における有意な主効果はなかった。星の MT において，有意な主効果（F（5,127）=4.59，p＜0.01）が
あり，年代間の多重比較で 80 歳代が 20 歳代，50 歳代，70 歳代より有意に遅かった（すべて p＜0.01）。星の EA に有意な主効
果はなかった。

【結論】

課題遂行の正確性（EA）に年代間の差はなく，遂行速度に年代間の差があったことから，高齢になるに従い，若年者と同様の
正確性を得るためにより時間を掛けることが示された。本装置による指標は加齢による下肢調整能力の低下を反映し得ること
が示唆される。
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P-KS-09-4

骨盤傾斜角度が座位における前後方向の体幹位置知覚能に及ぼす影響

遠藤 壮馬1），淺井 仁2）

1）金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻リハビリテーション科学領域理学療法科学講座，
2）金沢大学医薬保健研究域保健学系リハビリテーション科学領域理学療法科学講座

key words 座位・体幹位置知覚・骨盤傾斜角度

【はじめに，目的】

これまで我々は座位における前後方向の体幹位置知覚能の測定法を検討し，前後方向における位置知覚能は体幹参照角度毎に
一様ではなく体幹位置の影響を受けることを明らかにした。ところで座位では体幹傾斜角度が同じであっても，骨盤傾斜角度に
よって脊椎の弯曲は大きく異なる。さらに骨盤の傾斜角度によって，筋活動や固有受容器からの感覚情報，坐骨結節や仙骨にお
ける座圧分布状態が変化すると考えられる。したがって，骨盤の傾斜角度は座位における体幹位置知覚能に影響すると考え，健
常若年者を対象に座位における骨盤の前後傾が体幹の前後方向の位置知覚能に及ぼす影響について検討した。

【方法】

対象者は健常若年者 13 名（男性 8 名，女性 5 名，22±1.0 歳）であった。体幹傾斜角度は肩峰と大転子を結んだ線と垂線とのな
す角度とし，傾斜角度計（イトー社，BM�801）を取り付けた体幹角度計で測定された。この角度計は軸を中心に矢状面上を 180̊
回転する。また，角度計全体が前後にスライドし軸を着座時の大転子の位置に一致させることができる。

開始肢位は以下のように定めた。被験者を座面高が可変な測定用椅子に着座させ，大腿部が水平，膝関節が 90̊ 屈曲位，足関節
0̊ で足底面全体を接地させた。

体幹位置知覚能は被験者が参照した体幹の傾斜角度と，それを再現した角度との絶対誤差で評価された。被験者は閉眼および手
を胸元で交差し，以下の手順で知覚能の測定が行なわれた。①被験者は安静座位を 3 秒間保持する。②被験者は体幹を前後傾し，
体幹角度を参照角度に一致させる。③被験者は参照角度を 3 秒間保持し，その位置を記憶する。④被験者は安静座位に戻らず起
立し，安静立位を 3 秒間保持する。⑤その後，被験者は着座し安静座位を 3 秒間保持する。⑥被験者は参照角度を再現し，検者
がその角度を測定する。参照から再現までが短期記憶の保たれる 20 秒以内に行われた。体幹角度は垂直位を 0̊ とし前傾をプラ
ス，後傾をマイナスとした。�15，�10，�5，0，5，10 および 15̊ の 7 つの体幹角度での参照と再現がそれぞれ 5 試行ずつランダ
ムな順序で測定された。また，以上の試行が骨盤前傾位，中間位，後傾位の 3 条件にてそれぞれ別日に測定された。

【結果】

体幹再現角度の絶対誤差に体幹参照角度および骨盤傾斜角度が及ぼす影響を検討するため二元配置分散分析を行った結果，両
者の交互作用が認められた。その後の多重比較検定の結果，体幹を 15̊ 前傾したとき，骨盤前傾位に比べ後傾位で絶対誤差が有
意に大きかった。すなわち，座位における体幹位置知覚能は，体幹が前傾したときのみ，骨盤前傾位と比べて骨盤後傾位で有意
に低かった。

【結論】

座位における骨盤傾斜角度は，体幹前傾位においてのみ体幹位置知覚能に影響を及ぼす可能性が示唆された。しかし，体幹後傾
位および中間位付近では別の要因が影響する可能性が考えられた。
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P-KS-09-5

回復期脳卒中患者のSEP下肢感覚機能評価とSIAS 下肢運動麻痺との関連性に
ついて

高橋 和洋1），長井 亮祐1），伊藤 修一1），高橋 修2）

1）市川市リハビリテーション病院，2）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

key words SEP・感覚障害・脳卒中

【はじめに，目的】

脳卒中患者の運動麻痺と感覚障害について客観的なデータを持って証明された先行研究は未だに少ない。感覚を客観的に評価
する方法として，体性感覚誘発電位（somatosensory evoked potential：以下 SEP）があり，脳卒中患者の感覚機能評価法とし
て診察上行われている。本研究の目的は回復期脳卒中患者の SEP の下肢感覚障害と下肢運動麻痺重症度との関連性を検討する
ことである。

【方法】

本研究は後方視によるコホート研究である。対象は平成 25 年 1 月から平成 27 年 5 月の間に当院に入院した初発脳卒中片麻痺
患者 48 名（男性 23 名・女性 25 名，平均年齢 69.1 才±12.5 才，発症から平均 36 日）。除外項目は糖尿病，両片麻痺，小脳失調，
多発性脳梗塞を有するものとした。使用データは臨床検査科の SEP の検査データと SIAS 下肢運動機能とした。SEP の評価は導
出される波形を良好・不全・不良の 3 タイプに分類。SISA は股関節，膝関節，足関節の運動を 0～5 の 6 段階で評価。下肢 SEP，
SIAS の評価は入院後 1 週間以内に実施した。下肢 SEP 検査と波形判別は，熟練した臨床検査技師 1 名により実施された。SEP
による下肢感覚障害と SIAS による下肢運動麻痺の関連性について統計ソフト R を使用し，Sperman の順位相関係数を用いて
検討した。

【結果】

SEP と SIAS の関連性については P＜0.01 で股関節の相関係数は 0.60，膝関節の相関係数は 0.52，足関節は相関係数 0.48，3 項目
合計の相関係数は 0.54 であった。感覚機能と運動麻痺が一致しない例がいくつか見られた。特徴的なのは感覚機能が不良だが運
動麻痺が比較的良好な例と感覚機能は良好だが運動機能が不良な例がいくつか見られた事である。また，末梢部では感覚機能と
運動麻痺との関連性が弱くなる事が示唆された。

【結論】

本研究の結果から運動麻痺と感覚機能の関連性について客観的な指標からは強く相関していないと言える。これは病巣の部位
によって感覚機能に強く影響を与えやすい部位と運動機能に強く影響を与えやすい部位が特異的に障害されていたと考えられ
る。そのため，運動機能が良好であれば感覚機能も良好であるとは言い切る事が出来ない。また，末梢部ではその症状がより顕
著に出ている事が言える。脳卒中発症から比較的初期の回復期でも高次脳機能障害など適切に感覚機能を評価する事が困難な
患者も多い。先行研究より SEP は客観的に感覚機能の評価を行う事が出来る。そのため，SEP による感覚機能評価と共に CT
および MRI による画像診断で病巣の特定と PT による運動麻痺の評価を合わせる事でより具体的に脳卒中患者の病態を理解
し，リハビリテーションにおいて病態に即した治療アプローチの立案を出来る事が期待できる。
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P-KS-10-1

マーカーを用いたKinect 測定値の信頼性検証

石井 達也，岡田 裕太，丸毛 達也

医療法人社団愛友会上尾中央総合病院

key words Kinect・信頼性・動作解析

【目的】

Kinect（Microsoft 社製）は，これまでの 3 次元動作解析装置と比較して安価であり，測定が簡便である。Kinect の利点はマー
カーを用いずに関節中心を推定でき，1 つの計測機器で 3 次元の情報を得られることである。そのため，姿勢・動作を解析する
ツールとして有効とされている。しかし，動作によっては関節中心を読み取れず，誤差を生じやすいとの報告がある。マーカー
を使用した場合，簡便性は損なわれるが，Kinect をより誤差の少ない状態で姿勢・動作解析に使用できると考えられる。本研究
ではマーカーを用いて撮影した場合の Kinect 測定値の信頼性を検証することを目的とする。

【目的】

計測機器には Kinect1 台，動作解析ソフト ICpro，東大型角度計（以下，角度計）を用いる。Kinect の設置位置は計測点より 3
m 離し，高さを 70cm とする。Kinect のマーカー抽出精度を検証するため，角度計の両端及び中心部に赤外線反射マーカーを貼
付する。角度計を任意の角度でランダムに設定し，マーカー貼付面（以下，貼付面）が Kinect の撮影面に対し 0̊，45̊，90̊ とな
る角度でそれぞれ撮影する。撮影後，動作解析ソフト ICpro を用いて各マーカーが成す角度を算出する。角度計の数値と，Kinect
による測定値の両方を記録する。測定は貼付面の角度ごとにそれぞれ 10 回繰り返す。同様に，身体にマーカーを貼付した場合
の測定値を検証する。被検者は健常成人男性 1 名とし，大転子，膝関節中心および外果に赤外線反射マーカーを貼付する。測定
肢位は座位とし，被検者の任意の膝関節屈曲角度を測定する。撮影は矢状面より行い，大転子�膝関節中心�外果が成す角を膝関
節角度と定義し，動作解析ソフト ICpro を用いて算出する。同時に，検者が角度計を使用して膝関節角度を測定する。計測は 10
回実施する。各測定において，信頼性を評価するため，級内相関係数（ICC）の算出を行い，Kinect 測定値と角度計の数値の検
者間信頼性を求める。有意水準は 5％ 未満とする。統計処理には SPSS Statistics 21 を用いる。

【結果】

貼付面が Kinect の撮影面に対し 0̊，45̊，90̊ の測定の場合，検者間 ICC はそれぞれ r=0.99（p＜0.01），r=0.99（p＜0.01），r=
0.83（p＜0.01）であった。すべての測定で高い検者間 ICC を得られたが，90̊ の測定のみ，0̊，45̊ の測定と比較して低い検者間
ICC を示した。被検者を用いた測定の検者間 ICC は r=0.99（p＜0.01）であった。

【結論】

マーカーを貼付した測定にて，Kinect によって信頼性の高い測定値を得られた。特に，マーカー貼付面が撮影面を向いている場
合の測定値の信頼性が高い。よって，Kinect はマーカーを用いて臨床上の姿勢・動作解析に活用できる可能性があり，特に，撮
影面と同一面上の動作を解析するのに有効であると考える。
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P-KS-10-2

フォワードランジの踏み出しの有無が膝関節への機械的ストレスに及ぼす影響

熊澤 浩一1,2），幸田 仁志3），坂東 峰鳴1），山野 宏章4），梅山 和也1），粕渕 賢志5），
福本 貴彦1），今北 英高1）

1）畿央大学大学院健康科学研究科，2）関西学研医療福祉学院理学療法学科，
3）京都橘大学健康科学部理学療法学科，4）南大阪病院診療支援部リハビリテーション科，
5）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科

key words フォワードランジ・膝関節・機械的ストレス

【はじめに，目的】

フォワードランジ（以下，FL）とは，片脚を前方へ踏み出し，踏み出した脚の膝と股関節を曲げることで，姿勢を変えて体重を
前脚にかける運動である。FL によって下肢の筋力，柔軟性，バランスの総合的な評価とトレーニングを行うことができ，スポー
ツ選手から高齢者まで幅広く用いられる。臨床現場において，膝前十字靭帯損傷など下肢運動器疾患を有する人を対象に FL
を行う際では，踏み出し時に加わる膝関節への負荷を考慮して，前後に脚を広げた状態を開始肢位として行う場合もある。しか
しながら，FL に関する先行研究では踏み出しの有無による膝関節への負荷軽減効果については分析されていない。そこで，本
研究の目的は，膝関節への機械的ストレスの指標とされる外部膝関節モーメントを用いて，FL 時の踏み出しの有無が膝関節へ
及ぼす影響を検討することとした。

【方法】

対象は，下肢に整形外科疾患の既往のない男性 12 名（年齢 20.8±2.0 歳，身長 171.6±7.6cm，体重 63.9±7.6kg）とした。測定に
は，三次元動作解析装置（Vicon 社）と床反力計（AMTI 社）を用いた。対象者は利き足（ボールを蹴る足）を前脚とした踏み
出し有りと無しの FL を各 3 回ずつ実施した。その際，踏み出し及び前後開脚幅は棘果長の 80%，足幅は上前腸骨間距離，前脚
足尖方向は前方と規定した。踏み込みの速度を統一するためにメトロノームを用い，2 秒で踏み込み，2 秒で開始肢位に戻るよ
う指示した。また，FL 時は可能な限り前脚に体重をかけ，前脚踵が床から離れない範囲で足尖方向に膝を屈曲させた。動作中
の外部膝関節屈曲モーメントと外部膝関節内外反モーメントを体重で除して正規化し，3 回計測した平均値のピーク値を解析対
象とした。統計学的解析には，踏み出しの有無の違いによる各モーメントの差異について対応のある t 検定を用いた。なお，有
意水準は 5% とした。

【結果】

外部膝関節内外反モーメントは，全例内反モーメントを示した。踏み出し有りの FL では，外部膝関節屈曲モーメント 0.89±0.19
Nm/kg，外部膝関節内反モーメント 0.65±0.23Nm/kg であった。踏み出し無しの FL では，外部膝関節屈曲モーメント 0.75±0.19
Nm/kg，外部膝関節内反モーメント 0.65±0.13Nm/kg であった。踏み出し無しでの FL は踏み出し有りと比較して，外部膝関節
屈曲モーメントが有意に減少しており（p＜0.05），外部膝関節内反モーメントには有意な差がなかった（p=0.89）。

【結論】

踏み出し無しの FL は，踏み出し有りと比較して膝関節へ加わる外部膝関節屈曲モーメントを軽減できるが，外部膝関節内反
モーメントは軽減されないことが示された。踏み出し有りの FL は，外部膝関節内反モーメントを増加させることなく，外部膝
関節屈曲モーメントを加えることができる。臨床では，踏み出し無しの FL が一様に膝関節への機械的ストレスを軽減するもの
では無いことを念頭におき，運動方法を選択する必要があろう。
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歩行時の足部・足関節アライメント評価に関する研究
タブレット端末を用いた二次元動作分析の基準関連妥当性の検討

宮﨑 宣丞1,2），木山 良二3），川田 将之3），米 和徳3）

1）垂水市立医療センター垂水中央病院，2）鹿児島大学大学院保健学研究科，3）鹿児島大学医学部保健学科

key words 足部アーチ・動的アライメント・歩行分析

【はじめに，目的】

足部・足関節評価の重要性が指摘されているが，理学療法の現場において，客観的な評価は困難である。静的スクリーニングと
しては，Foot Posture Index（FPI），Arch Height Index（AHI），Navicular Drop Test（NDT）などが用いられている。一方で，
これらの静的な足部アライメントの評価は動的アライメントとの関連性は低いとする報告も見られる。したがって，足部・足関
節の機能や病態を把握するためには動的アライメントを含めた評価を行うことが必要と考えられる。

臨床現場ではビデオカメラやダブレット等を用いた 2 次元動作解析が簡便であり，足部・足関節の動的評価にも利用できると
考えられる。しかしその基準関連妥当性を検証した研究は見当たらない。本研究の目的は，3 次元動作解析を外的基準とし，タ
ブレットを用いた歩行時の足部アライメント評価の妥当性を検証することである。また，静的なアライメント評価である FPI，
AHI，NDT と足部の動的アライメントの関係についても検討を行った。

【方法】

健常若年成人 30 名（男性 15 名，女性 15 名）の右下肢を対象とした。安静立位と坐位で FPI，AHI，NDT を測定した後に，歩
行の測定を実施した。対象者の下腿，足部に反射マーカーを貼付して multi�segment foot model を作成した。測定にはタブレッ
ト（iPad air2），3 次元動作解析装置（VICON MX3）を用いた。タブレットは歩行路中央から 130 cm 側方から，右足部・足関
節の内側を測定した。2 次元解析，3 次元解析ともに踵骨内側，舟状骨，第 5 中足骨頭に貼付したマーカーからアーチ高を算出
した。

得られた各種評価の結果を比較し，2 次元解析による動的評価の妥当性，静的評価と動的評価の関連性を検証した。2 次元解析
と 3 次元解析の比較では，MSt と PSw の際の ICC（2,1）を算出した。また，静的評価（FPI，AHI，NDT）と動的評価（3 次元）の
関連性については，Spearman の順位相関係数を用いて分析した。

【結果】

FPI，AHI，NDT と歩行時の足部アライメント（3 次元解析）には有意な相関関係を認めなかった（FPI，rs=0.07，P=0.700；AHI，
rs=�0.35，P=0.060，NDT，rs=0.06 P=0.770）。2 次元解析と 3 次元解析の ICC は，中等度の一致度を認めた（MSt，ICC（2，1）=
0.64，P＜0.001；PSw，ICC（2，1）=0.66，P＜0.001）。

【結論】

タブレットを用いた 2 次元解析による歩行時の足部・足関節の動的アライメント評価の妥当性が示された。先行文献と同様に，
静的な足部アライメントと動的アライメントの関連性は低く，タブレットなどを用いた動的なアライメント評価の重要性が示
唆された。今後，足部アライメントに異常を持つ症例を対象に研究を進めていきたい。
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若年健常成人における分節ごとの腰部可動性の検討

兎澤 良輔1,2），荒巻 英文1），川崎 翼1），加藤 宗規1）

1）了德寺大学健康科学部理学療法学科，2）葛西整形外科内科リハビリテーション科

key words 腰椎・可動域測定・超音波画像解析

【はじめに，目的】

非特異的腰痛は，筋・筋膜性や椎間関節性，椎間板性，仙腸関節性の要因によって引き起こされる。これらの要因は腰部可動性
に変化を生じさせることなどから，腰部可動性と腰痛との関連が示唆されている。腰部可動性についてはこれまで，関節可動域
検査や指床間距離，modified Schober test の報告が多いが，これらは腰部全体の評価方法である。腰痛者では可動性が低下して
いる分節前後の分節の可動性に過可動性が出現するなど代償的な作用が現れるとされており，既存の腰部全体の評価方法で測
定しても異常値にならないことがあるため，分節ごとの可動性評価は重要である。本研究では超音波診断装置（以下 US）を用
いて，若年健常者を対象とした分節ごとの定量的腰部可動性評価を実施し，分節ごとの可動性の特徴を検討することを目的とし
た。

【方法】

対象者は整形外科的既往のない男性 8 名，検者は理学療法士 1 名とした。使用機器は US（GE Healthcare 社製 vivid�i），プロー
ブは周波数 6.3MHz，分解能 2.0mm のリニア式プローブ（GE Healthcare 社製 8L�RS），また，撮影時は超音波ゲル（日本光電
工業社製）を使用した。対象者 8 名について，正座にて股関節・腰椎を最大屈曲した姿勢（屈曲位），腹臥位（中間位），パピー
肢位（伸展位），の 3 つの姿勢にて撮影を行った。検者は対象者の L1�5 を触診し，マーキングを行った。マークを目印にプロー
ブを脊柱に対して平行，かつ棘突起の直上に垂直に置き，腰椎棘突起の画像を撮影した。部位は L1�2，L2�3，L3�4，L4�5 間の
4 分節とし，各姿勢でそれぞれ 3 回連続撮影した。分析は画像内の棘間を US の計測機能を使用し 1mm 単位で計測した。3 回測
定の平均値を代表値とし，腰椎の総可動距離（屈曲位�伸展位），屈曲可動距離（屈曲位�中間位），伸展可動距離（中間位�伸展
位）を算出した。総可動距離における屈曲，伸展可動距離の割合を算出し，総可動距離，屈曲可動距離，伸展可動距離における
分節ごとの可動割合を算出した。

【結果】

腰部可動距離の平均値（標準偏差）は総可動距離が 5.3（0.8）cm，屈曲可動距離が 4.2（0.5）cm，伸展可動距離が 1.2（0.5）cm
であった。屈曲可動距離は総可動距離の 78.4%，伸展可動距離は 22.6% であった。総可動距離の分節ごと（L1�2，L2�3，L3�4，
L4�5）の可動割合の平均値は，20.7%，22.3%，24.7%，32.3% であった。屈曲可動距離では，15.3%，21.8%，29.1%，33.8% であ
り，伸展可動距離では，43.5%，23.9%，7.5%，25.1% であった。

【結論】

腰部の総可動距離における分節ごとの可動性は下部腰椎の可動性が大きく，上部腰椎の可動性が小さいという通説と同様の結
果が得られた。しかし，さらなる分析で，腰部可動距離を屈曲可動距離，伸展可動距離に分けて検討した所，屈曲可動距離と伸
展可動距離において異なるパターンの存在が明らかになった。今後は，疾患を有する対象者において検討し，臨床応用を図って
いく。
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分娩方法により生じる骨盤形態の変化因子の検討

増田 一太1,2）

1）いえだ整形外科リハビリクリニック，2）立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構

key words 骨盤形態・骨盤のねじれ・骨盤の開き

【はじめに，目的】

女性の骨盤帯に生じる疼痛の発生は，妊娠中の 45％，分娩後の 25％ に生じるとされる。この原因は妊娠初期から分娩後数日ま
で分泌するとされるレラキシンにより靭帯が弛緩するため，分娩後以降にも恥骨結合や仙腸関節部のアライメント異常が生じ
る可能性がある。このような骨盤輪不安定症や仙腸関節障害に伴う疼痛において，妊娠や分娩は発症リスクとなる事が報告され
ている。しかし，分娩方法により骨盤への負荷は異なるにもかかわらず，各々の骨盤形態への影響を検討した報告はない。

そこで今回，骨盤外計測を用い経産婦の分娩方法の違いによる骨盤の開きやねじれの要因を検討したので報告する。

【方法】

対象は 19 歳～79 歳までの女性の内，研究への同意が得られた 52 名とした。内訳は異常分娩や緊急帝王切開を除外した経腟分娩
例（以下 VD 群）33 名（54.7±12.6 歳），帝王切開例（CS 群）8 名（51.2±14.1 歳），非経産婦例（MP 群）11 名（28.9±13.1
歳）である。方法は骨盤外計測，年齢・身体計測および無記名他記式面接調査法による分娩方法・数や出生児などに関する調査
を行った。骨盤の評価は骨盤計測器（Breisky 型）を用い，日本産科婦人科学会が制定する骨盤外計測法により計測を試みた。
計測部位は左右の上前腸骨棘（以下 ASIS）間距離（前棘間径），左右の上後腸骨棘（以下 PSIS）間距離（後棘間径），左 ASIS
と右 PSIS との距離（第 1 外斜径），左右逆転した（第 2 外斜径）を計測した。骨盤の開き度は前棘間径を後棘間径で除した値と
し，骨盤のねじれ度は第 1 外斜径と 2 外斜径の差の絶対値とした。得られた両値は，尺骨長にて除し正規化した。測定は，一人
の女性検者により行い，測定姿位は両脚を正中線に並列して伸ばし両膝を密着させて起立させた状態で行った。

統計学的処理は，一元配置分散分析を行い，事後検定として Tukey�Kramer 法にて検定を行った。なお有意水準は 5% 未満とし
た。

【結果】

骨盤の開き度は VD 群と MP 群，CS 群と MP 群間に有意差（p＜0.05）を認め，経産婦（VD 群・MP 群）において骨盤が開い
ている結果となった。骨盤のねじれ度は VD 群と CS 群，VD 群と MP 群に有意差（p＜0.05）を認め経腟分娩が最も骨盤のねじ
れ度が高値であった。

【結論】

VD 群における骨盤の開き度・ねじれ度ともに関連が強い因子は，最終分娩からの経過年数と調査時年齢にそれぞれ中等度の正
の相関を認めた。女性は，より早期の分娩が骨盤の開き度・ねじれ度に影響を及ぼす可能性がある。

一方 CS 群は骨盤の開き度のみに有意差を認め，BMI と平均出生児重量と最大出生時重量に中等度の正の相関を認めた。出生体
重が大きい場合，腹筋群への手術侵襲が大きく，腹筋群の機能低下がより強く生じた結果，骨盤の開き度が増大した可能性があ
る。

分娩の中でも経腟分娩が骨盤へのストレスが大きい分娩方法であることが分かった。
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腓腹筋筋線維束長に与えるEccentric calf raise の効果

佐藤 貴徳1），工藤慎太郎2,3,4）
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key words プライオメトリックトレーニング・Eccentric calf raise・筋線維束長

【はじめに，目的】

プライオメトリックトレーニング（PT）は，主にパフォーマンス向上を目的に処方されることが多い。PT の効果については，
パフォーマンスの面だけでなく，それに関連する筋出力や筋断面積（Potteiger, et al., 1999），腱の硬度や弾性力（Wu, et al., 2008）
の変化が報告されている。伸長�収縮サイクル（SSC）は，筋，腱が伸張され，弾性エネルギーや伸張反射を利用することによっ
て通常よりも大きく効率の良い運動が可能になる特性があるため，筋線維束長（FL）が延長する効果があると推測する。しかし
ながら，FL の形態変化を検討している研究は少なく，FL との関係は不明確な現状がある。そこで本研究の目的は SSC の特徴
をもつ PT を用いて，運動前後における腓腹筋内側頭の FL の変化を検討することとした。

【方法】

健常成人 21 名 42 肢を対象とし，無作為に，Eccentric calf raise（ECR）群 11 名 22 肢（男性 8 名，女性 3 名，平均年齢 21.2
±3.9 歳）と通常の calf raise（NCR）群 10 名 20 肢（男性 6 名，女性 4 名，平均年齢 19.6±0.7 歳）に分類した。計測項目は FL，
羽状角，筋厚，足関節背屈角度，筋硬度とした。FL，羽状角，筋厚は My Lab.25（esaote 社製）の超音波画像診断装置（US）を
用い，測定モードは B モード，12MHz のリニアプローブを使用した。腹臥位にて下腿長の近位 25％ の高さを足関節底背屈 0̊
で撮像し，Image�J（NIH）を用いて計測した。足関節背屈角度は東大式角度計を用いて膝関節伸展位で計測した。筋硬度は NEU-
TONE TDM�N1（尾崎製作所製）を用いて，US 撮像時と同部位を計測した。全ての計測は 3 回ずつ実施し，平均値を採用した。
初回計測後，先行研究により負荷量を同一にするため ECR 群は 1 日 15 回×2set を毎日，NCR 群は 1 日 20 回×2set を毎日行
い，9 週間実施した。CR の速度は 60bpm とし，計測は 3 週間毎とした。両群ともに，初回，3 週目，6 週目，9 週目の各計測デー
タを，多重比較検定を用いて有意水準 5％ 未満で検討した。

【結果】

FL は ECR 群で初回－6 週目間，3 週目－6 週目間に有意な延長を認めた。足関節背屈角度は ECR 群で初回－3 週目間に有意な
増加を認めた。筋厚は初回－3 週目間に有意な増加を認めた。羽状角，筋硬度については ECR 群で有意差を認めなかった。NCR
群は全てにおいて有意差を認めなかった。

【結論】

川上らは筋厚と羽状角との間には有意な正の相関があるとしており，筋厚増加は羽状角増加を伴うと考えられる。しかし，筋厚
の増加は認められたものの，羽状角の増加は認められず，これを FL の延長によって代償していると考えられた。また，足関節
背屈角度は初回－3 週目間で有意に増加し，その後は変化を認めなかった。これは，運動初期は筋の滑走性が向上し，背屈角度
が増加したが，継続した伸張刺激下での筋収縮により FL の延長が起きたものと考えられた。本研究から PT によるパフォーマ
ンス向上には FL の延長が関与しており，少なくとも 6 週間の継続が必要であることが示唆された。
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超音波診断装置を用いたヒラメ筋筋束長の測定再現性の検討

田中 浩基1），池添 冬芽2），中村 雅俊3），佐伯 純弥2），廣野 哲也2），南角 学1），
池口 良輔1,4），松田 秀一1,4），市橋 則明2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，
3）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，4）京都大学医学部整形外科
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【はじめに，目的】

超音波診断装置を用いて筋を縦断的に撮像すると，筋線維の束（筋束）の長さ（筋束長）を測定することができる。我々は内側
腓腹筋（MG）の筋束長が足関節角度と収縮強度によって変化すること，筋短縮位・低強度での足底屈筋力トレーニングを実施
するとトレーニング角度より筋が伸長された角度での最大筋力が向上すること，つまりトレーニングによる筋力向上効果は腓
腹筋の筋束長に依存している可能性があることを報告した（J Strength Cond Res, 2016）。足関節底屈筋の筋束長の測定におい
て，MG や外側腓腹筋（LG）の筋束長がその代表としてよく測定され，高い測定再現性も確認されている。一方，ヒラメ筋（SOL）
は深層筋であり筋束を明瞭に撮像することが難しく，適切な測定部位も明らかになっていない。SOL は下腿三頭筋の中で最も筋
体積が大きく，底屈筋力発揮に大きく貢献していることや，MG や LG とは異なり単関節筋であるという特徴を持つため，SOL
の筋束長を測定することも重要であると考えられる。 そこで本研究の目的は超音波診断装置を用いて SOL の筋束長を測定し，
再現性高く撮像できる部位を検討することとした。

【方法】

対象は健常若年男性 10 名（23.8±2.7 歳）とした。超音波診断装置を用いて SOL の筋束を内側腓腹筋直下（UMG），内側腓腹筋
遠位（DMG），外側腓腹筋直下（ULG），外側腓腹筋遠位（DLG）の 4 つの部位で測定した。UMG と ULG は膝窩から外果を結
ぶ線の近位 30% の高さでそれぞれ MG，LG の筋腹の直下で測定した。また，DMG は大腿骨内側顆～内果の遠位 1/3，DLG
は大腿骨外側上顆～外果の遠位 1/3 で測定した。測定条件は足関節背屈 20̊ 位（D20）と底屈 30̊ 位（P30）で，それぞれ安静時

（安静）および最大筋力発揮時（最大）の 4 条件とした。得られた超音波画像から先行研究に従って，筋束の延長線と表層の腱
膜の延長線の交点から筋束起始部までの距離を筋束長として計測した。実験は 1 日以上の間隔を空けて同一検者が 2 回測定を
行い，級内相関係数（ICC）を用いて検者内信頼性を求めた。

【結果】

最大筋力発揮条件での最大筋力値の変動係数（CV）は D20 で 8.2%，P30 で 11.5% であり，各試行において安定した筋力発揮が
されていることが確認できた。最大 P30 における筋束長の測定は UMG では 10 人中 9 人，DMG では 2 人において超音波画像が
不明瞭のため筋束長の計測が不可能であった。測定の再現性（ICC（1.1））について，UMG は安静 D20：0.64，最大 D20：0.67，
安静 P30：0.70，最大 P30（n=1）：検定不可，DMG は安静 D20：0.41，最大 D20：0.68，安静 P30：0.39，最大 P30（n=8）：0.60，
ULG は安静 D20：0.76，最大 D20：0.79，安静 P30：0.85，最大 P30：0.78，DLG は安静 D20：0.08，最大 D20：0.84，安静 P30：
0.52，最大 P30：0.74 となり，ULG がすべての条件で 0.76～0.85 と高い値を示した。

【結論】

SOL の筋束長は膝窩から外果を結ぶ線の近位 30% の高さで LG 筋腹の直下で測定すると，再現性の高い測定ができることが示
唆された。
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大腿四頭筋マッスルセッティング時に起こる各筋の筋収縮は均等か？
―超音波エラストグラフィを用いて大腿直筋と中間広筋での検討―

吉村 祐哉，宮﨑 純弥，北出 一葉，宮原 結衣

京都橘大学健康科学部理学療法学科

key words 大腿四頭筋・マッスルセッティング・超音波エラストグラフィ

【はじめに，目的】近年，超音波エラストグラフィ（以下 UEG）を用いて，筋腱の硬度を測定する技術が考案された。UEG を用
いることで軟部組織の変性と疾患との関係を調べることが可能となり，理学療法領域においても非常に有効な手段として用い
られている。我々の UEG を使用した研究過程で大腿四頭筋 muscle setting（以下 MS）の際に大腿直筋（以下 RF）と中間広筋

（以下 VI）の筋収縮に個人差が大きいことが観察された。MS は理学療法場面で多く用いる手技であり，そのメカニズムを解明
することは重要と考えられる。そこで本研究の目的は，MS 時の RF と VI の収縮に差があるかを検討することとした。

【方法】対象者は K 大学に在学中の健常男子学生 45 名の 90 下肢とした。本研究では UEG（株式会社メディケアー）を用い，音
響カプラー（ソノカプラ UACK�003A，東芝）をプローブの先端に取り付け，測定部位とプローブの間に介在させた。測定部位
は RF および VI とした。測定位置は，上前腸骨棘から膝蓋骨上縁を結んだ線の中点とした。なお，MS の測定肢位は背臥位，股
関節内外旋中間位にて固定し，膝窩部にタオルを挟み実施した。基準部位（A），対象部位（B）として画像内に 2 つの測定範囲
を設定し，基準部位を対象部位で除した値（B/A）を算出することで両者の筋弾性（strain ratio：SR）を算出した。硬い組織で
は低値を示し，軟らかい組織では高値を示す。統計処理は安静時と収縮時の測定値に対し，対応のある t 検定を使用した。有意
水準は 5％ として処理した。

【結果】RF と VI の硬さの変化が個人間によって異なったことから，安静時から収縮時の SR 値の低下率の平均（Ave）を算出
し，Ave�0.5 標準偏差以下の値を優位群と定義した。RF の収縮が優位な A 群，VI の収縮が優位な B 群，RF と VI ともに優位
に収縮している C 群，RF と VI に収縮が不十分な D 群の 4 つに分けた。A 群では RF の硬さが有意に増加し，VI は有意差を認
めなかった（RF の安静時：11.7±3.5，収縮時：6.5±2.6，VI の安静時：8.5±2.7，収縮時：9.2±2.3），B 群では VI の硬さが有意
に増加し，RF は有意差を認めなかった（RF の安静時：10.0±2.1，収縮時：9.8±2.8，VI の安静時：10.1±2.3，収縮時：5.6±1.4）。
また，C 群は，RF，VI ともに硬さが有意に増加しており（RF の安静時：12.4±2.9，収縮時：5.7±1.2，VI の安静時：11.2±3.3，
収縮時：5.3±1.5），D 群は RF，VI ともに有意差を認めなかった（RF の安静時：9.5±2.3，収縮時：10.2±2.6，VI の安静時：8.7
±2.7，収縮時：8.8±3.0）。

【結論】本研究の結果から MS において RF と VI は同様の筋収縮を示していない可能性が示唆され，MS 時の筋収縮は個人差が
大きい可能性がある。これまで MS で一括して大腿四頭筋のトレーニングを行っていたが，これからは個々の筋収縮状況を把握
し，筋収縮の状態にあわせたトレーニングが必要と考えられた。また，外側広筋・内側広筋についても検討が必要と思われた。
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P-KS-11-4

高負荷等尺性収縮トレーニング前後における大腿四頭筋の筋厚と周径との関係

福田 大輔1,2），兼岩 淳平1,2），野村 陽子1），棚次 恵梨1），山下 龍太1），工藤慎太郎2,3）

1）医療法人社団有隣会東大阪病院リハビリテーション部，2）森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科，
3）森ノ宮医療大学大学院保健医療学部研究科

key words 筋厚・周径・大腿四頭筋

【はじめに，目的】

筋力トレーニングは臨床上頻繁に用いられる運動療法である。しかし，筋力トレーニングを実施する際の負荷量は治療者の主観
や経験によって決定されていることが多い。トレーニング目的に応じて，至適な運動負荷量を予測する簡易な指標があれば，安
全かつ定量的に運動負荷量を決定できると考えた。筋力トレーニング後の骨格筋の状態は超音波画像診断装置により確認でき，
画像から測定された筋厚は筋肥大の重要な要素の一つである筋腫脹の状態を反映するとされる。筋腫張による筋厚の変化と周
径の変化に相関があれば最適な負荷量を周径から予測できると考えた。しかし，安静時の大腿四頭筋の筋厚と大腿周径は相関を
示すことが報告されているが，トレーニング前後の筋腫張による筋厚と周径の変化の関係性は明らかになっていない。そこで本
研究の目的は，トレーニング前後の筋腫張による筋厚の変化率と周径の変化率の関係性を検討することとした。

【方法】

対象は健常男性 19 名（年齢 28.3±6.7 歳，身長 170.4±4.2cm，体重 63.2±7.9kg，BMI21.7±2.8）の右下肢 19 脚とした。測定に
は超音波画像診断装置 Noblus（日立メディコ）の B モードを使用し，5～18MHz の可変式リニアプローブと自作の固定装置を
用いた。測定部位は，大腿長の 50％ の高さで上前腸骨棘と膝蓋骨直上を結んだ線上とし，大腿四頭筋（大腿直筋，中間広筋）の
超音波縦断画像を記録した。測定課題は，端坐位から殿部を 10cm 挙上し，同肢位を保持できる最大時間まで大腿四頭筋の等尺
性収縮を行うものとした。運動前，運動後の安静座位にてそれぞれ大腿四頭筋の超音波画像を記録した。また運動前と運動後に
同部位にて大腿周径を測定した。統計学的分析には，運動前後の筋厚と周径それぞれについて対応のある T 検定，運動前の筋厚
と周径，運動前後の筋厚と周径の変化率について pearson の相関係数を用いて検討した。統計処理には R8.2.1 を用い，有意水準
は 5% 未満とした。

【結果】

大腿四頭筋の筋厚は運動前 33.5±3.7mm，運動直後 37.6±4.6mm，終了 1 分後 38.3±4.4mm。大腿周径は運動前 47.2±3.4cm，運
動後 48.6±3.9cm と有意に増加した。（p＜0.05）運動前の大腿四頭筋の筋厚－大腿周径に中等度の相関を認めた（r=0.46）が，運
動前後の大腿四頭筋の筋厚変化率－大腿周径変化率の間に相関は認めなかった（r=0.17）。

【結論】

筋力トレーニング後の筋腫張による即時的な筋厚の変化が周径により予測できるのではないかと考えたが，結果は運動後の筋
厚，周径ともに増加するも，その変化率に相関は認めなかった。先行報告では安静時の大腿四頭筋の筋厚と周径に相関が認めら
れたとされているが，本研究のようにトレーニング前後の筋腫張による短時間での水分の移動は，周径では反映されないことが
考えられる。したがって，筋力トレーニングの負荷量の目安となる筋腫張は周径では予測できないことが明らかになった。
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P-KS-11-5

FAI 患者における股関節深層外旋筋群筋断面積計測の信頼性の検討

高橋 誠1），樋口 周人1），立石 聡史1），明日 徹1），白石純一郎2），岡崎 哲也2）

1）産業医科大学若松病院リハビリテーション部，2）産業医科大学若松病院リハビリテーション科

key words Femoroacetabular impingement・MRI画像・筋断面積

【はじめに，目的】

Femoroacetabular Impingement（FAI）は股関節唇損傷や軟骨損傷を引き起こす病態である。FAI の理学療法では，股関節の
動的安定性を担う深層外旋筋群の評価が重要であるが，個々の筋力評価は困難である。筋力以外の筋の評価として，画像を用い
た個々の筋形態情報を得る方法は臨床的に有用と思われる。本研究の目的は，MRI 画像を用いて FAI 患者の股関節深層外旋筋
群の筋断面積を計測し，検者内・検者間の信頼性を検討することである。

【方法】

2015 年 4 月以降に当院整形外科を受診し，FAI と診断された男性 21 名，女性 5 名，計 26 名（年齢：31.7±15.5 歳，身長：171.0
±7.5cm，体重：66.7±12.9kg）を対象とした。検者は経験年数 17 年と 1 年の理学療法士の 2 名とした。計測画像は手術前に当
院放射線技師により撮像された MRI（SIEMENS 社製 MAGNETOM Skyra 3T，スライス厚 0.5mm，TR23msec，TE14mm，NSA
1，SCAN Matrix 384×307）画像を用いた。撮像時の患者の肢位はすべて背臥位・股関節内旋位であった。各検者は 26 名分の
患者の MRI 画像を無作為に抽出し，コンピューター画面上の T2*強調横断画像から検者が最大筋断面積と判断したスライスで，
患側外閉鎖筋・内閉鎖筋・梨状筋の最大筋断面積を SYNAPSE VINCENT（FUJIFILM 社製）を用いてトレース法にて計測し
た。検者内信頼性の検討のため，各検者とも 1 回目の計測から 3 日以上間隔をあけ 2 回目の計測を実施した。検者間信頼性の検
討のため，各検者はもう一人の測定結果を確認できないように配慮した。信頼性の検討に級内相関係数（Intraclass correlation
coefficient：ICC）を用いた。また，系統誤差（固定誤差，比例誤差）の検討には Bland�Altman 分析を用いた。

【結果】

検者内相関係数 ICC（1，1）は，各検者共に外閉鎖筋が 0.98，内閉鎖筋が 0.98，梨状筋が 0.98～0.99 であった。検者間相関係数
ICC（2，1）は，外閉鎖筋が 0.97，内閉鎖筋が 0.98，梨状筋が 0.98 であった。また，Bland�Altman 分析にて，各筋ともに固定
誤差，比例誤差は認められなかった。

【結論】

本研究より検者内・検者間相関係数ともに 0.97 以上と高い信頼性が得られ，系統誤差も認められなかったことから，MRI 画像
を用いた深層外旋筋群の最大筋断面積の計測は，臨床的に有用な指標になりうることが示され，FAI 患者の個々の筋の評価や理
学療法プログラム立案の一助となりうると考えられた。今後は筋力値に加え，MRI 画像上での筋形態評価との組み合わせで FAI
患者の股関節機能評価や理学療法に役立てていきたい。
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P-KS-12-1

2 型糖尿病患者における表面筋電図を用いた骨格筋変性の評価
周波数解析を用いて

宮川 良博1），額賀 翔太1），森 拓也1,3），井上 純爾1），杉岡 辰哉1），後藤 桂2,3），
川原 勲1,3）

1）医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科，
2）医療法人和敬会星田南病院リハビリテーション科，
3）奈良県立医科大学大学院医学研究科分子病理研究室

key words 表面筋電図・周波数解析・2型糖尿病

【はじめに】

日本において糖尿病は，60 歳以上の高齢者の約 6 人に 1 人が罹患している疾患である。糖尿病の病態は，インスリンの作用不足
による糖代謝異常である。糖代謝において骨格筋は，運動による筋収縮によって血液中に含まれるグルコースの約 70～80％ を
処理する人体最大の糖代謝器官であるため，適切な運動療法は治療として効果的である。そのため糖尿病治療において骨格筋に
着目することが非常に重要であると言える。Hickey らは，2 型糖尿病患者の下肢骨格筋では，typeIIB 線維の割合が高く，typeI
線維や typeIIA 線維の割合が低いことを報告している。つまり骨格筋変性の評価が重要であるが，非侵襲的な評価法は確立され
ておらず，表面筋電図にて 2 型糖尿病患者の骨格筋変性を報告したものはない。そこで本研究は，表面筋電図による周波数解析
を用い，2 型糖尿病患者における骨格筋変性の特徴を明らかにすることを目的とする。

【方法】

対象は当院入院中の病棟内歩行自立した者を対象とし，2 型糖尿病患者（以下 DM 群）3 名（性別：女性年齢：77.9±8.0 歳），2
型糖尿病非罹患患者（以下非 DM 群）3 名（性別：女性 年齢：80.4±2.6 歳）の計 6 名である。糖尿病の判定は，医師による診
断と HbA1c 値が国際基準値以上であることとした。測定は表面筋電図（Noraxon 社製 myosystem 1400）を用い，胸部脊柱起立
筋を標的筋とした。筋電電極（Ambu 社製ブルーセンサー）は標的筋に対して筋線維の長軸方向へ平行となるようにし，電極間
距離を 20mm とした。貼付方法は Hermie らの方法に従って貼付した。筋疲労による結果への影響を考慮し測定は 1 回，腹臥位
での 5 秒間の最大等尺性収縮にて行い，安定した中 3 秒間を採用した。得られた筋電図波形をパワースペクトル分析し，永田ら
の報告に基づき 0～40Hz を typeI 線維，40～80Hz を typeIIA 線維，80Hz 以上を typeIIB 線維と規定し，周波数比率を（各周波
数毎の発揮パワー/全発揮パワー）にて算出した。

【結果】

両群とも対象者の胸部脊柱起立筋 MMT は 4 であり，DM 群の HbA1c 値（%）は 7.0±0.1 であった。脊柱起立筋におけるそれ
ぞれの周波数帯の比率（平均±SD%）は，0～40Hz（DM 群 25.5±5.0：非 DM 群 39.3±4.5），40～80Hz（DM 群 40.7±5.3：非 DM
群 37.2±2.6），80Hz 以上（DM 群 33.8±7.9%：非 DM 群 23.5±6.9%）であった。

【結論】

本研究の結果は，脊柱起立筋において typeI 線維（0～40Hz）の比率が低くなり，typeIIB 線維（80Hz 以上）の比率が高くなる
ことを示し，筋生検を用いた先行研究の報告と一致した。Seok らは 2 型糖尿病患者において筋内脂肪量の増加，骨格筋内の酸
素代謝の減少，相対的解糖系代謝の増加により typeI 線維が選択的に萎縮することを報告しており，同様の機序で，今回対象と
した 2 型糖尿病患者においても筋萎縮が起こっていると考えられる。以上より，臨床における評価手段として用いやすい表面筋
電図により骨格筋変性が評価でき，治療の標的とする筋を明確にできる可能性が示唆された。
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Cancer Functional Assessment Set を用いた終末期がん患者の身体機能評価に
関する検討

岡田 努1,2），三浦 靖史2）

1）淀川キリスト教病院，2）神戸大学大学院保健学研究科

key words 評価尺度・がん・離床

【はじめに，目的】

Cancer Functional Assessment Set（以下，cFAS）は，宮田らによって開発された“がん患者の身体機能”の評価尺度である。
cFAS は関節可動域・筋力・感覚・バランス・動作能力・活動性に関する 15 項目について評価し，最高点は 102 点となる。
cFAS の特長は，簡便に短時間に評価が可能な点である。当院では，2013 年 1 月からリハビリテーションを実施するがん患者に
対し，cFAS での記録を行っている。今回，cFAS による終末期がん患者の身体機能の評価の変化について解析を行った。本研
究の目的は，cFAS による身体機能評価のリハビリテーションを実施している終末期がん患者における有用性を検討することで
ある。

【方法】

対象は，2013 年 1 月 1 日～2014 年 3 月 31 日に当院でがんリハビリテーションとして理学療法を開始し，転帰が死亡となったが
ん患者。診療情報を，カルテより後方視的に抽出・分析した。属性として，性別・年齢・がんの原発部位・cFAS の合計点数

（以下，点数）・cFAS を記録した回数（当院では，1 週毎に記録することとしている）・最終離床日・最終離床状況（介助下も含
む）・最終離床日～死亡日までの日数を抽出した。次に，最終離床日～死亡日が 7 日以内だった群（以下，7 日以内）と，8 日以
降だった群（以下，8 日以降）に分けて比較検討した。

【結果】

対象期間内に理学療法を開始し転帰が死亡となった症例は，合計 41 例であった。このうち，開始時から一度も離床できなかっ
た症例，がん以外で死亡した症例，記録が不十分であった症例を除いた 32 例を対象とした。32 名の内訳は，男性 16 例，女性
16 例，年齢 74.9±10.2（45～91）歳，がんの原発部位：血液 8 例・肺 7 例・肝臓・大腸・子宮各 3 例・胃・胆管・乳腺・膀胱 2
例，cFAS 点数 53.9±19.2（6.0～84.7）点，cFAS の記録回数 3.2±4.6（1～24）回，最終の離床形態：歩行・車いす乗車・トイレ
移動・ポータブルトイレ移動等，最終離床日～死亡日までの日数 11.9±8.9（1～32）日，7 日以内は 14 例（男性 8 例，女性 6
例），年齢 73.7±12.0（45～86）歳，cFAS 点数 62.5±13.5（34.0～84.7）点，最終離床日～死亡日までの日数 4.3±1.9（1～7）日。
8 日以降は 18 例（男性 8 例，女性 10 例），年齢 75.8±8.8（62～91）歳，cFAS 点数 47.2±20.5（6.0～79.0）点，最終離床日～死
亡日までの日数 17.8±7.7（8～32）日であった。cFAS を複数回記録した症例の点数については，その平均点を採用した。

7 日以内の群の cFAS 点数は，8 日以降の群と比べ有意に高かった（p=0.025）。

【結論】

cFAS は，がん患者の生命予後の予測ならびに，それに基づくがんリハビリテーションの計画立案に有用であることが示唆され
た。
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入院患者の身体活動量と日常生活動作との関連
―身体活動量はただ増えればいい？―

小関 友宏

特定医療法人社団春日会黒木記念病院

key words 身体活動量・日常生活動作・身体機能

【はじめに，目的】

患者の活動水準を高めることは，リハビリテーションの重要な目標のひとつである。近年，身体活動量（以下 PA）を高めるこ
とが運動機能改善を加速させる要素として着目されている。また，運動器疾患において，日常生活での活動量が低い状態にある
と，将来的に身体機能の低下が生じやすいことが報告され，この背景をもとに多くの取り組みが報告されている。しかしながら
PA の増大とともに身体機能も比例的に向上するかについては，明確にはされていない。本研究では，PA と身体機能の関連性
について検証することを目的とする。

【方法】

2013 年 4 月から 2014 年 5 月の期間で回復期リハ病棟に入棟し，入棟直後と退院前に PA の測定が可能であった 35 名を対象と
し，疾患は，心不全 4 名，大腿骨頸部/転子部骨折 21 名，廃用症候群 10 名であった。PA は，歩数計（株式会社スズケン，ライ
フコーダー GS）で連続 5 日間以上測定し，初日と最終日を除く，実測歩数平均値（歩/日），低～中強度活動時間平均値（分）を
算出した。日常生活動作は，Functional Independence Measure（以下 FIM）を評価した。その後，入棟直後と退院前で測定さ
れた値から，疾患ごとに，歩数と FIM 利得，活動時間と FIM 利得について，Spearman の順位相関係数を用いて比較した。ま
た，歩行能力を①手放し歩行自立，②T 字杖歩行自立，③T 字杖を除く歩行補助具使用や監視を有する歩行，④歩行不可の 4
段階とした。T 字杖以上の歩行形態で自立した群（以下自立群）と自立しなかった群（以下非自立群）に分け，疾患ごとに，退
院時の歩数の平均を比較した。統計処理は，Mann�Whitney の U 検定を行い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

疾患ごとに相関係数を算出した結果，歩数と FIM 利得では，心不全での歩数と FIM 利得（0.903）に中等度以上の正の相関を認
めた。大腿骨頸部/転子部骨折での歩数と FIM 利得（0.166），廃用症候群での歩数と FIM 利得（0.169）では相関を認めなかっ
た。活動時間と FIM 利得でも同様に，心不全で中等度以上の正の相関を認め（0.950），大腿骨頸部/転子部骨折と廃用症候群で
は相関を認めなかった。

また，自立群と非自立群で，退院時の歩数の平均を比較すると，廃用症候群において，自立群は，歩数 2229.25（歩/日），非自
立群は，歩数 305.16（歩/日）であり，有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

今回，歩数と FIM，活動時間と FIM の関連を調査した結果，心不全では，歩数や活動時間の増加と FIM 利得の増加は，高い正
の相関が認められた。一方で，大腿骨頸部/転子部骨折と廃用症候群では，相関は認めなかった。この結果より，心不全では，
歩数と活動時間を増やす関わりは，日常生活動作を改善するが，運動器疾患や廃用症候群では，歩数と活動時間をただ増加する
だけでは，身体機能は改善せず，セラピストの専門性を活かした運動の質の管理への関わりが欠かせないといえる。
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脊椎脊髄疾患患者の日常生活活動制限には痛み対する自己効力感も影響してい
る

新田 元1），平賀慎一郎2），瀧野 皓哉3），松原 崇紀4），増田 洵也1），肥田 朋子5）

1）藤枝平成記念病院リハビリテーション部，2）大阪大学大学院医学研究科分子神経科学，
3）岐阜ハートセンター心臓リハビリテーション室，4）名古屋大学大学院医学系研究科神経性調節学，
5）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words 慢性疼痛・脊椎脊髄疾患・自己効力感

【はじめに，目的】痛みによる日常生活活動（ADL）制限は身体活動量，下肢筋力や複合動作能力などの運動機能，うつ状態や
転倒恐怖感といった精神・心理機能に影響することが報告されている。しかし，疼痛が慢性化しやすく，術後の治療も長期化す
る脊椎脊髄疾患患者の ADL 制限に影響を及ぼす因子についての検討は行われていない。そこで，我々は慢性疼痛を訴える脊椎
脊髄疾患患者に対して多面的な調査を行った。

【方法】外来リハビリテーションに 6 ヶ月以上通院している脊椎脊髄疾患患者を対象とし，疼痛に影響を与える合併症や各種評
価が実施困難な者を除外した 22 例（男性 16 例，女性 6 例，平均年齢 72.3 歳±9.1 歳）から得られたデータを解析した。患者の
ADL 制限重症度には疼痛生活障害評価尺度（PDAS）を用い，この中央値から軽症群（11 例）と重症群（11 例）に振り分けた。
疼痛部位は口頭や身体模式図により調査し，痛みの性質の調査には日本語版 Short�Form McGill Pain Questionnaire 2 を用い
た。身体活動量は，生活習慣記録計（ライフコーダ GS，スズケン社製）を使用して 7 日間連続で測定し，低・中・高強度活動
時間を算出した。運動機能は Timed Up and Go Test（TUG），最大歩行速度，5 回立ち座り試験，握力により評価した。精神・
心理機能は Hospital Anxiety and Depression Scale（HADS）を用いて，不安（HADS�A）と，うつ（HADS�D）の評価と Pain
Self�efficacy Questionnaire（PSEQ）を用いて痛みに対する自己効力感を評価した。統計学的解析には，Mann�Whitney の U
検定を用いて項目ごと 2 群間を比較し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】PDAS により分類された軽症群と重症群間の基礎データに有意差はみられなかった。両群（軽症群 vs 重症群）の生活習
慣記録計により算出された 1 週間の低強度活動時間（339.6 vs 173.6 分，P=0.047），中強度活動時間（58.7 vs 7.8 分，P=0.007），
高強度活動時間（1.5 vs 0.1 分，P=0.016）に有意差を認めた。また，TUG（7.3 vs 8.9 秒，P=0.006），HADS�D（4.0 vs 7.0, P=
0.008），PSEQ（41.0 vs 30.0，P=0.013）についてもそれぞれ有意差を認めた。その他の項目については有意差を認めなかった。

【結論】慢性疼痛を訴える脊椎脊髄疾患患者の ADL 制限には，身体活動量，複合動作能力およびうつ状態に加え，痛みに対する
自己効力感の関連が示唆された。
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統合失調症患者におけるADL評価
FIMと Rehab の関連と影響因子について

一関 優1），畠山 和利2），渡邉 基起2），若狭 正彦3）

1）久幸会今村病院理学療法室，2）秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部，
3）秋田大学大学院医学研究科保健学専攻理学療法講座

key words 統合失調症・FIM・精神科リハビリテーション行動尺度

【はじめに，目的】慢性期の統合失調症（Schizophrenia；以下 Sz）は，日常生活・対人関係・問題解決の能力低下が起こるとさ
れている。Sz の評価の中でも精神科リハビリテーション行動尺度（Rehabilitation Evaluation of Hall and Baker；以下 Rehab）は
汎用性や信頼性，妥当性が高い。しかし，Rehab は理学療法領域で十分認識されておらず，FIM との関連性について述べた報告
は渉猟しうる限りない。本研究の目的は，慢性期 Sz の FIM と Rehab の関連性を明らかにすることである。

【方法】対象は慢性期 Sz 31 例（男性 18 例，女性 13 例，平均年齢 49.0±12.0 歳）である。評価は FIM および Rehab を用いた。
Rehab は，日常生活動作や社会的活動性などの項目で構成される。1 週間以上患者を観察し，合計点が 0�40 点「社会生活が可能」，
41�64 点「中等度困難」，65�144 点「社会生活が困難」と分類される。比較的評価項目が少なく（23 項目），評定基準が示されて
いる。統計は SPSSver20 を用い，FIM と Rehab 各項目の関連性を Spearman の相関係数を用いて検定した。その後，Rehab
合計点が 65 点以上の患者に対し，重回帰分析を行った。有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】FIM 大項目での関連は，FIM セルフケア・Rehab セルフケア（r=�0.65），FIM コミュニケーション・Rehab 言葉の分か
りやすさ（r=�0.592），FIM 合計・Rehab 合計（r=�0.528）で有意に負の相関がみられた。Rehab 合計点が 65 点以上であった患
者は，31 例中 18 例だった。重回帰分析の結果，Rehab 合計点・FIM セルフケア合計点（β：�0.723，p=�0.02），Rehab 合計点・
FIM 小項目間では整容（β：�0.684，p=0.009）とトイレ動作（β：�051，p=0.027）が抽出された。

【考察】FIM と Rehab のセルフケアやコミュニケーション，合計点に負の相関がみられた。慢性期 Sz は，身辺整理や周囲に対
する関心が欠如するとされている。本研究はこれを支持する結果だった。重回帰分析から，Rehab 合計点は FIM セルフケア合
計点が，FIM 小項目では整容とトイレ動作が抽出された。これは活動性や問題解決能力の低下など，複数要因からセルフケアに
助言・援助が必要であるためと考える。Rehab は，評価期間と項目内容から Sz を詳細に評価が出来る。しかし，FIM のトイレ
動作と整容の 2 点に着目すると，短時間で容易に Rehab 全体の点数が把握できる可能性がある。

【結語】慢性期 Sz の FIM と Rehab の合計点は関連していた。他の要因など検討の余地はあるが，互換性が期待できる。さらに，
Sz はトイレ動作と整容の 2 点に着目すると全体の点数が推測出来る可能性がある。
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健常若年女性に対する胸背部圧迫刺激が自律神経活動，手指皮膚温に及ぼす影響
簡易的な圧迫刺激装置を用いた研究

島雄 南，岡 真一郎，田中 晴菜，筒井 友美，上原 嵯季，原野 真伍

国債医療福祉大学福岡保健医療学部

key words 胸背部圧迫刺激・自律神経活動・手指皮膚温

【目的】

女性は，男性と比較して高い比率で慢性疼痛に悩んでいる。これまで，徒手での皮膚の圧迫が，皮膚温（皮膚血流），心機能な
ど種々の自律神経活動に影響することを確認しているが，施術者が必要であり，技量の影響を受けることが問題である。我々は，
脊柱側部への定量的で簡易的な圧迫刺激が可能な圧迫刺激装置の開発をした。本研究は，圧迫刺激装置による胸背部圧迫刺激が
自律神経活動，手指皮膚温に及ぼす影響について検討した。

【対象と方法】

対象は，健常成人女性 10 名とした。冷え性アンケート実施後，室温 25℃ での背臥位にて胸背部圧迫刺激前後の心電図，血圧お
よび右中指指尖皮膚温（以下，皮膚温）を測定した。性周期の確認は，月経周期を 28 日とし，月経期（7 日目）・排卵期（14
日目）・黄体期（28 日目）の 3 期間に分けた。胸背部への圧迫刺激は，圧迫刺激装置 KM214�018（ユニークメディカル）を使用
し，右第 2－4 胸椎棘突起の 1 横指下外側に突起部を当ててゴムバックを固定し，アネロイド型血圧計メーターで 50 mmHg に調
整し，刺激後 5 分後に再度圧迫刺激を行った。体表温度は防水型デジタル温度計 SK�250WP（佐藤計量器製作所）を使用し，皮
膚温を 1 分間隔で測定した。心電図測定および心拍変動解析は，心拍ゆらぎ測定機器 Mem�calc（Tawara）を使用した。自律神
経活動の指標は，LF（0.04～0.15 Hz）が心臓交感・副交感神経活動，HF（0.15～0.40 Hz）が心臓副交感神経活動，CVRR が迷
走神経活動，LF/HF が交感神経活動とされている。血圧測定は，Lifemate N（日本光電）を使用し，刺激前後に測定した。測
定プロトコールは，圧迫前後の安静 10 分，胸背部圧迫 10 分とした。統計学的分析は SPSS statistics 23.0（IBM）を使用し，圧
迫前後の比較について Wilcoxon 符号順位和検定を用い，有意水準 5% とした。

【結果】

冷え症アンケートでは全例で自覚症状がみられた。月経周期は 10 名中 9 名が黄体期，1 名が排卵期であった。圧迫前後の比較に
おいて，皮膚温は 28.5±4.5℃̊から－0.6±0.7℃ と有意な低下を認めた（p＜0.05）。HF は，571.5±423.2 msec2から 723.0±551.5
msec2と有意な上昇を認めた（p＜0.05）。

【考察】

胸背部への圧迫刺激後，副交感神経活動が上昇した。矢澤らは，鍼刺激では刺激部位に関係なく交感神経が抑制されると報告し
ている。また，女性は，副交感神経の影響を強く受け，エストロゲンの増加が交感神経系の活動を抑制する。今回の対象者 10
名のうち 9 名が，黄体期であったことから副交感神経活動が優位となったと考えられる。また，本実験では刺激中に皮膚温の低
下を認めた。安静時において産熱の大部分は内臓系にて産生される。女性ホルモンによる代謝亢進は，体幹部は熱っぽくなり，
末梢の手足は冷えやすくなると報告している。以上より，核心温を維持するため血液が中枢部に集まった結果，手指皮膚温が低
下したと考えられる。
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VDT作業従事者の肩凝り関連因子の検討
―日常的座位姿勢アライメント，ストレス，生活習慣に着目して―

鳥山 結加1），鈴木 亨2），松澤 明黎3），松原 貴子3）

1）東海記念病院，2）総合犬山中央病院，3）日本福祉大学

key words 肩凝り・姿勢・生活習慣

【はじめに，目的】肩凝りの有訴者数は年々増加傾向にあり，特に女性，VDT（visual display terminal）作業に従事する事務職
者に多い。我々はこれまでに，VDT 作業により生じる forward head posture（FHP）のような不良姿勢が肩凝り有訴者の肩凝
りを増悪・持続させることを報告したが，作業外の日常的な座位姿勢アライメントの肩凝りへの影響は不明である。一方，肩凝
り強度が強い者では，仕事の自覚的負担度や疲労感が強く，心的ストレスや生活習慣の関与が示唆されているが，本邦における
事務職者の肩凝り関連因子についての多面的な調査はほとんど行われていない。そこで，VDT 作業に従事する事務職者の肩凝
りと日常的座位姿勢アライメント，ストレス，生活習慣との関係性について検討した。

【方法】対象は女性事務職者 73 名（30～49 歳）とし，“全く肩凝りを感じない者”または“以前肩凝りを感じたが今は感じない
者”を対照群，“常時肩凝りを感じる者”または“週に何回か肩凝りを感じる者”を肩凝り群に分類した。調査項目は，座位姿
勢アライメント，1 日平均 VDT 作業時間，コーピング・スキル（TAC�24），身体・心理的ストレス反応（PHRF�SCL），習慣
的運動頻度・時間（IPAQ），睡眠時間・満足度，また肩凝り群の自覚的肩凝り強度（VAS）および機能障害度（NDI），肩凝り
随伴症状を調べた。なお，姿勢アライメントは直立座位または安楽座位の 2 条件にて前額・矢状面より撮影し，なで肩（両肩峰
を結ぶ線が第 2 胸椎棘突起以下）の割合および上位頚椎伸展程度（CVA，耳珠�第 7 頚椎棘突起を結ぶ線と第 7 頚椎棘突起の水
平線のなす角度；低値ほど FHP 傾向），上位胸椎屈曲程度（HTA，第 7 頚椎棘突起�第 7 胸椎棘突起を結ぶ線と第 7 胸椎棘突起
の水平線のなす角度；低値ほど FHP 傾向）について解析した。

【結果】肩凝り群は 57 名で，その自覚的肩凝り強度 VAS 48.9±24.1mm，NDI 7.4±4.5 点（「中等度の機能障害」），首筋から背中
の“張り感”や頭痛，頭重感などを随伴していた。肩凝り群において PHRF�SCL の「不安・不確実感」，「疲労・身体反応」が
有意に高値，睡眠時間・満足感が有意に低値であったが，姿勢アライメントや VDT 作業時間，習慣的運動時間などは両群間で
有意差はなかった。

【結論】我々の先行研究において，肩凝り有訴者では VDT 作業により不良姿勢，特に上位頚椎の伸展を伴う“顎を突き出す”FHP
を呈することを報告した。今回の調査において，座位姿勢と肩凝りとの関連は認められなかったことから，肩凝りの発症には，
日常的な座位姿勢より作業姿勢の方が強く関連することが示唆される。一方，今回対象となった女性事務職の肩凝り有訴者は，
中等度の機能障害を呈し，肩凝りのない者と比べて過剰な身体・心理的ストレス応答が出現しており，睡眠障害が認められた。
以上より作業中の不良姿勢や日常の過剰なストレス応答，睡眠障害が肩凝り発症の関連因子であると考えられる。
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炭酸泉の筋疲労回復効果の検討
～筋電図周波数解析と自律神経活動評価から～

原 采花1），本間 茜1），河野 健一2）
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key words 炭酸泉・筋疲労・自律神経

【はじめに，目的】

炭酸泉は皮膚血管拡張，筋血流量増加が起こることが知られており，末梢循環障害，褥瘡，糖尿病性潰瘍などの有効な治療とし
て利用されている。また筋血流量増加により，老廃物や発痛物質が除去され，運動後の筋疲労回復効果があることがわかってい
る。また，炭酸泉には，交感神経活性を抑え，副交感神経活動を賦活する作用があることも分かっている。筋疲労の評価の一つ
に，筋電図の周波数解析を用いた方法があり，筋放電スペクトルが疲労に伴い低周波数領域に移行するとされている。本研究で
は，表面筋電図の周波数解析を用いて，筋疲労に対する炭酸泉の回復効果を自律神経活動の評価とともに明らかにすることを目
的とする。

【方法】

対象は若年健常男性 8 名とした。対象筋である右腓腹筋に対して最大随意収縮（maximum voluntary contraction，MVC）を行
わせ，50％MVC による筋出力の基準値を測定した。筋疲労課題として，片脚立位での足関節底背屈運動を毎分 45 回持続できな
くなるまで実施した。その後，38℃ の炭酸泉浴に 10 分間浸漬させた。比較条件として，淡水浴についても 1 週間の間隔をあけ
実施した。筋疲労の筋電図学的評価は表面筋電図を用いて 50％MVC での足関節底屈運動時の中間周波数（median power fre-
quency，MF）を算出した。測定は，筋疲労課題前，筋疲労課題後，足浴直後，5 分後，10 分後，30 分後の計 6 回測定した。同
時に自律神経活動の評価として，心電図 RR 間隔の周波数解析から算出した HF（high frequency）を副交感神経活動，LF（low
frequency）/HF を交感神経活動の指標とした。炭酸泉の効果を，淡水浴との比較として対応のある t 検定，そして測定した時間
経過の比較として二元配置分散分析にて検討した。

【結果】

筋疲労課題直後 MF を基準とした変化量の比較において，炭酸泉は淡水と比較し足浴後 10 分の時点で有意に MF の上昇が認め
られた（p＜0.05）。また，炭酸泉の時間経過の比較において，筋疲労後と比較し，10 分後において有意な MF の上昇が認められ
た（P＜0.05）。自律神経活動に関しては，足浴中の HF，LF/HF 値を基準とした変化量において，足浴後から 10 分後の炭酸泉
において HF の有意な上昇と LF/HF の有意な低下が認められた（p＜0.05）。

【結論】

炭酸泉は淡水と比較し，MF の有意な上昇を認めたことから筋電図学上の評価において筋疲労の改善効果が高いと推察される。
また，MF の有意な改善が認めた同時期の自律神経活動として，副交感神経活動の働きが高まっており，末梢の血管拡張による
血流改善効果がその機序に関与していると考えられる。
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P-KS-13-4

術後患者の炎症指標として超音波診断装置による血流評価を行った一症例

中道 博

笠岡第一病院リハビリテーション科

key words 超音波診断装置・パワードプラ法・炎症

【はじめに，目的】

今回，人工膝関節全置換（以下，TKA）術後患者の炎症所見（熱感，腫脹，疼痛）と超音波診断装置のカラードプラ法による局
所血流との比較検討を行ったので報告する。

【方法】

症例は 70 代女性，両変形性膝関節症あり，平成 27 年 9 月に右 TKA 施行されている。平成 28 年 7 月に左 TKA 施行され，同年
8 月リハビリ目的にて当院へ転院となった。身体評価として膝関節の関節可動域，MMT による筋力，TUG－T，10m 最大歩行
速度，m－FIM，炎症評価として疼痛部位の体表温を継時的に測定し，最終評価日には周径とカラードプラ法による局所血流画
像評価を行った。

【結果】

（術前～術後 6 週～術後 11 週）膝関節可動域屈曲/伸展：125̊/0̊～100̊/－5̊～115̊/0̊，膝伸展筋力（MMT）：非実施～5 レベル～
5 レベル，TUG―T（杖使用）：25.8 秒～17.4 秒～13.8 秒，10m 最大歩行速度：非実施～17.4 秒～10.2 秒，m－FIM：84 点～70
点～85 点であった。術後より膝蓋骨下縁より遠位 3cm に安静時痛，運動時痛が持続していた。体表温は放射温度計にて膝蓋骨
下縁より遠位 3cm を測定し，術側 35.0±0.4℃，非術側 33.4±0.2℃ であり，術側の体表温が有意に高値を示した（P＜0.01）。周
径は測定したすべての部位で術側の方が大きく，膝蓋骨中央では 1.0cm，上縁では 0.5cm，上縁 3cm では 1.5cm，下縁では 1.0
cm，下縁 3cm では 0.5cm の差を認めた。カラードプラ法による疼痛部位の局所血流画像では血流量増大の所見は認められな
かった。

【結論】

機能障害や能力障害については良好な経過となったが，術後より術創部の遠位 3cm に安静時・運動時痛が残存していた。炎症所
見として周径による腫脹の評価を検討したが，非術側は既往に TKA を施行されており，術側も変形性膝関節症を呈している事
より客観的指標とはなりにくいと考えた。そこで，熱感を炎症の指標として測定し，術側・非術側を比較し約 1.6℃ の違いが認
められ，炎症を起こしているのではないかと仮定した。運動療法は疼痛増強を起こさないよう負荷に注意しながら実施した。最
終評価時には体表温の差を炎症による局所血流量増加と予想し，カラードプラ法による評価を行ったが血流増加の所見は認め
なかった。本症例の疼痛は炎症による痛みではなかった可能性が考えられ，触診による体表温を用いた炎症評価を行う事には注
意が必要である。
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P-KS-13-5

侵害刺激に伴う中枢性感作に対する人工炭酸泉の介入効果に関する検討

朝倉 淳弥，坂野 裕洋

日本福祉大学健康科学部

key words 炭酸泉浴・圧痛刺激・中枢性感作

【はじめに，目的】

炭酸泉浴は，古くから鎮痛を目的に行われている慣習的な水治療法のひとつであり，含有成分である二酸化炭素（CO2）が皮膚
を透過し，末梢組織に特異的作用を引き起こすことが知られている。しかしながら，炭酸泉浴の疼痛抑制効果については科学的
根拠に乏しく，水温の違いが治療効果に与える影響についても不明である。そこで本研究では，水温の違いが人口炭酸泉浴の疼
痛抑制効果に及ぼす影響を明らかとすることを目的に，侵害刺激に伴う中枢性感作に着目して比較検討を行った。

【方法】

健常大学生 80 名を対象に，左前腕を 35℃ の真水に浸漬する 20 名（不感温度対照群），35℃ の CO2飽和水溶液に浸漬する 20
名（不感温度炭酸群），25℃ の真水に浸漬する 20 名（冷浴対照群），35℃ の CO2飽和水溶液に浸漬する 20 名（冷浴炭酸群）の
4 群に無作為に振り分けた。実験は安静 10 分，介入 20 分，回復 10 分の計 40 分とし，介入直前，介入中（10 分経過），直後，
10 分後に評価を行った。評価は，実験中の快度を 5 段階の verbal rating scale（VRS）にて聴取するとともに，右側の僧帽筋，
上腕二頭筋，大腿四頭筋に対して疼痛閾値の圧刺激を 10 回連続で加え，各回の圧痛強度を visual analogue scale（VAS）にて測
定し，得られた VAS 値を基に中枢性感作の指標である temporal summation（TS）mag と TS slope を算出した。なお，統計学
的解析には群内比較に Friedman 検定と Wilcoxon の符号付順位検定（Bonferroni 修正），群間比較に Kruskal�Wallis 検定と
Mann�Whitney の U 検定を行い，有意水準を 5% 未満として比較検討した。

【結果】

快度は，不感温度炭酸群のみで介入中に有意な上昇を認めた。TS mag は，不感温度炭酸群の僧帽筋で回復後，上腕二頭筋で介
入中，大腿四頭筋で介入中と 10 分後，冷浴炭酸群の上腕二頭筋で介入中と直後および 10 分後，大腿四頭筋で介入中と直後およ
び 10 分後に有意な低下を認めた。TS slope は，不感温度炭酸群の上腕二頭筋で 10 分後，大腿四頭筋で介入中と 10 分後，冷浴
炭酸群の上腕二頭筋で介入中と直後および 10 分後，大腿四頭筋で介入中と直後および 10 分後に有意な低下を認めた。一方，両
対照群では，すべての測定部位において TS mag と TS slope の有意な変化を認めなかった。また，冷浴炭酸泉群では，両対照
群と比較して上腕二頭筋で 10 分後の TS mag と TS slope が有意に低値であった。

【結論】

本研究結果より，高濃度炭酸泉は中枢性感作を抑制し，全身的な疼痛抑制効果を得られることが明らかとなった。また，その結
果は低い水温の方が即時的に得られる可能性が示唆された。この理由として，CO2飽和溶解度は水温に依存しており，水温が低
いほど CO2濃度が高くなるため，冷浴の方がより CO2による生理的反応が強く生じたことが考えられる。本研究の意義として，
高濃度炭酸泉の疼痛抑制効果について明らかにしたとともに，疼痛管理における高濃度炭酸泉浴の導入根拠を示す基礎的資料
になると考える。
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P-KS-14-1

スクワット肢位における骨盤傾斜角度と腸腰筋厚との関係

出口美由樹，宮地 諒，西 祐生，米倉 佐恵，原 淳子

石川県済生会金沢病院

key words 腸腰筋・スクワット・骨盤傾斜

【はじめに，目的】

骨盤傾斜の違いに着目しスクワット動作時の下肢筋活動を調べた報告はあるが，下肢伸筋群を対象に測定したものが多く，腸腰
筋との関連をみたものはない。我々の先行研究では腸腰筋厚は立位よりもスクワット肢位で大きく，骨盤後傾位よりも前傾位で
大きいという結果を得た。そこで本研究はスクワット肢位における腸腰筋厚と骨盤傾斜角度，股関節モーメントを計測し，それ
らの関係性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は下肢や脊柱に関節障害などの既往がなく，日常生活に影響する疼痛がない健常成人男性 7 名（25.4±2.5 歳）とした。測定
は骨盤前傾位・中間位・後傾位を伴う，立位と膝関節屈曲 60̊ のスクワット肢位とした。骨盤中間位は被験者の自然立位とし，
骨盤前傾位と後傾位は被験者の最大努力下での骨盤前傾位及び後傾位とした。腸腰筋の撮像には超音波画像診断装置（LOGIQ
e，GE ヘルスケアジャパン社製）を使用した。プローブ位置を一定にするために右鼡径部中央にあらかじめマーキングを施し，
その上にプローブを接触して腸腰筋を撮像した。撮像は B モードにて実施し，プローブはリニアプローブ（10MHz）を使用し
た。取得した超音波画像診断装置の画像から画像解析プログラム Image J によって腸腰筋厚を計測した。関節角度や関節モーメ
ントの測定には三次元動作解析装置（VICON NEXUS，VICON 社製）を使用した。被験者には直径 14mm の赤外線反射マーカー
を plug in gait full body model に基づき所定の位置に計 35 個貼付した。統計処理は各測定項目の立位・スクワット肢位におけ
る骨盤肢位での比較には Friedman 検定を行い，各測定項目の関係性には Spearman の順位相関係数を用い解析した。なお有意
水準は 5% 未満とした。

【結果】

立位とスクワット肢位の両肢位共に腸腰筋厚，骨盤傾斜角度，股関節屈曲角度は骨盤前傾位が後傾位よりも有意に高値を示し
た。股関節屈曲モーメントはスクワット肢位のみ骨盤前傾位が後傾位より高値を示した。さらに，スクワット肢位での腸腰筋厚
と骨盤傾斜角度は有意な正の相関を示し（r=0.59），腸腰筋厚と股関節屈曲角度でも有意な正の相関を示した（r=0.56）。

【結論】

スクワット肢位において骨盤前傾位の方が後傾位よりも腸腰筋厚は増加し，腸腰筋厚と骨盤傾斜角度は相関関係を認めた。スク
ワット動作を行う上での骨盤肢位の調整は腸腰筋厚に影響する可能性がある。
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P-KS-14-2

2 種類の後方歩行による動的バランス能力への効果について

千葉 朋加，牧野 均

北海道文教大学

key words 後方歩行・後方継ぎ足歩行・動的バランス

【はじめに】加齢に伴い感覚障害や筋力低下によりバランス能力が低下し転倒リスクが高くなるため，横歩きや後方歩行などの
応用歩行を転倒予防対策として行う。動的バランス能力の評価指標として，ファンクショナルリーチテスト（以下 FRT）や Cross
test があるが，姿勢制御方略の違いにより相関がない。後方歩行に関する研究は筋活動や特徴など多く存在し，パーキンソン病
患者の前屈姿勢軽減と安定性限界の範囲が拡大した。しかし，健常者を対象とした研究がない。よって本研究は，後方歩行課題
の相違と足底への感覚刺激の生むが動的バランス能力に与える影響を，FRT と Cross test を用いて評価する。【方法】被験者は
健常学生 22 名（男性 12 名，女性 10 名）とした。Cross test の測定は，壁から 2m の位置にある重心動揺計上で，5cm 開脚位で
両上肢を胸の前で組み，壁の一点を注視する。3 秒間の安静立位後にメトロノームに合わせ各方向へ 3 秒間で重心を最大移動し
3 秒間で復位，最後は 3 秒間の安静立位で終了し全体で 30 秒間計測した。FRT の計測は，2 回計測し，移動距離の大きい方を
採用した。課題は，自然な後方歩行を行う A 群，紐上を後方歩行する B 群，継ぎ足で後方歩行する C 群，紐上を継ぎ足で後方
歩行する D 群，コントロールを E 群とし，全対象者にランダムで行った。FRT 結果と Cross test のデータから矩形面積，X・
Y 方向最大振幅を算出する。統計処理は，正規性のあるものには対応のある t 検定を，正規性のないものには Wilcoxon 符号付
順位検定を用い，有意水準を 5％ とした。【結果】FRT は，C・D 群において課題試行により有意に増加した。Cross test での矩
形面積は，B 群において課題思考により有意に増加した。X 方向最大振幅は，A・B 群において課題施行により有意に増加した。
Y 方向最大振幅には，各群の課題施行前後で有意な差は認められなかった。【結論】FRT では，紐の有無に関与せず後方継ぎ足
歩行が影響を与えた。後方歩行は，下肢の相対的筋出力が増加し，継ぎ足歩行では中殿筋の金活動が増加する。つまり，後方歩
行に加えた継ぎ足歩行により股関節周囲筋が賦活し，股関節を中心とした姿勢制御が可能となりリーチ距離の延長に繋がった
と考える。Cross test の X 方向最大振幅においては，後方歩行課題で有意に増加した。安静立位時は前後方向への制御を下腿三
頭筋の筋出力により制御される一方，後方歩行では前脛骨筋が下肢の安定性を高める役割を担う。つまり，後方歩行により下腿
前後面の筋出力の均衡化により足関節周囲が安定しバランス能力向上に繋がったと考える。さらに，後方歩行でも紐有群は，X
方向最大振幅の増加により矩形面積も有意に増加した。紐が足底のメカノレセプターを刺激したこと，また足底で紐を探す探索
課題により足底感覚への注意が促され，体性感覚情報処理の促通へと繋がったと考える。
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P-KS-14-3

腸骨耳状面 3次元形態解析と変性変化との関係について

西 啓太1,2），佐伯 和信2），坂本 淳哉3），弦本 敏行2）

1）医療法人和仁会和仁会病院，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻肉眼解剖学分野，
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野

key words 仙腸関節・3次元形態解析・変性変化

【はじめに，目的】

仙腸関節は古くから腰痛に代表されるような腰部・下肢領域の運動器障害の原因の一つとして考えられている。しかし，仙腸関
節の機能的意義については未だ不明な点が多い。特に仙腸関節の形態には個体差があることが報告されているが，その形態が個
体にどのような影響を及ぼすのかは明らかにされていない。我々の先行研究からは腸骨耳状面の形態的特徴が関節周辺の骨棘
増殖や関節面の磨耗といった構造的な変性変化に影響していることが示唆された。そこで今回，腸骨耳状面の形態をより詳細に
定量評価するために耳状面の 3 次元画像から形態解析を行い，関節の形態と変性変化との関係を調査した。

【方法】

60 歳以上の現代日本人男性晒骨の腸骨 44 体を使用した（平均年齢 69.05±5.68，範囲 60�83）。まず，各腸骨の耳状面を Buckberry
ら（2002）と Igarashi ら（2005）の年齢推定法に準じて評価し，その評価結果から年齢による影響を標準化したものを耳状面の
変性変化の程度を表す指標として，耳状面の変性変化の程度が高度な群（変性群；n=23）と低度な群（非変性群；n=21）に分
けた。腸骨耳状面の 3 次元形態計測は，位置固定したデジタルカメラで角度を少し変えて撮影した 2 枚の耳状面の写真から PC
上で画像処理し 3 次元画像を作成し，さらに計測のために定義した 11 カ所の計測点を 3 次元画像にプロットし，xyz 座標成分
として抽出した。各計測点の xyz 座標から，距離，角度，面積などを示す 21 項目の計測項目を算出した。21 の計測項目の算出
値は，耳状面の変性変化が進行群と非進行群の間で比較された。統計学的分析は，エクセル統計（BellCurve for Excel）を使用
し，両群の正規性を検定後，t 検定を行って比較した。

【結果】

21 の計測項目のうち，耳状面全体の湾曲を示す項目の「くびれ横径」と「後縁角」，耳状面の凹凸の大きさを示す「中間膨隆高」
と「下部膨隆高」において両群間で有意差を認めた。くびれ横径は進行群で有意に大きく（p＜0.01），中間膨隆高，下部膨隆高，
後縁角においては非進行群で有意に大きかった（p＜0.05）。

【結論】

有意差が得られたくびれ横径，中間膨隆高，下部膨隆高，後縁角は仙腸関節の可動性に関与していると考えられる形態学的特徴
である。本研究の結果は，腸骨耳状面の可動性と腸骨耳状面の変性変化の進行の程度の間には何らかの関係があることを示唆し
ている。今後も詳細な検討は必要だが，関節の 3 次元画像による形態解析は，これまで明らかにされていなかった関節の機能を
解き明かすための有効な方法となると考えている。
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P-KS-14-4

腹部深層筋の効率的な収縮課題は？
―超音波画像診断装置を用いて―

奥貞 見奈1），辛嶋 良介1），近藤 征治1），杉木 知武2），川嶌 眞之2），川嶌 眞人2）

1）かわしまクリニック，2）川嶌整形外科病院

key words 腹部深層筋・超音波画像診断装置・効率的な収縮課題

【はじめに，目的】

腹横筋は腹腔内圧の産生や腰椎の安定性に関与しており，腰部機能障害との関連が重要視されている。先行研究においては，腹
横筋の選択的収縮方法として腹部引き込み運動の有効性が報告されている。しかし，臨床上腹横筋の収縮感覚の習得が困難な症
例が多く，その指導に難渋する。そこで本研究の目的は，超音波画像診断装置を用いて筋厚変化率を指標とし，腹横筋の収縮が
効率的に得られる運動課題を明らかにすることとした。

【方法】

対象は健常成人男性 11 名，平均年齢 27.6 歳（20�42 歳），平均身長 173.6±6.7cm，平均体重 62.7±7.0kg であった。超音波画像
診断装置（KONICA MINOLTA SONIMAGE HS1version1.30），4�18MHz のリニアプローブを用いて測定した。被験筋は腹横筋

（以下，TA），内腹斜筋（以下，IO）とした。測定部位は右側前腋窩線上の肋骨下縁と腸骨稜との中央部でマーキングを行いプ
ローブの位置を統一した。尚，側臥位の課題では右側臥位で支持基底面側を測定した。運動課題は，腹部引き込み運動（以下，
ADIM），両膝立ち位での両下肢ボールつぶし運動（以下，BPM）の 2 課題とし，各運動課題を背臥位と右側臥位の 2 肢位で行っ
た。課題の実施する順番による測定値への影響を防ぐ為，ランダムに各課題を実施した。筋厚の測定は安静時筋厚と収縮時筋厚
を 3 回測定し，その平均値を用いて収縮時筋厚を安静時筋厚で除した値を筋厚変化率として算出した。統計学的分析には統計解
析ソフト R2.8.1 を使用し，TA，IO の筋厚変化率の運動課題での差を Steel�Dwass 法を用い多重比較を行い，有意水準は p＜0.05
とした。

【結果】

各課題の筋厚変化率の平均値は，背臥位 ADIM で TA1.9，IO1.3，背臥位 BPM で TA1.4，IO1.2，側臥位 ADIM で TA2.2，IO
1.5，側臥位 BPM で TA1.3，IO1.3 であった。4 課題間における TA と IO の筋厚変化率は，背臥位 ADIM では他の課題と有意な
差を認めなかったが，側臥位 ADIM では背臥位 BPM，側臥位 BPM よりも有意に高値を示した（p＜0.01，p=0.02）。

【結論】

本研究では側臥位 ADIM で TA と IO の筋厚変化率が，先行研究で TA が効率的に収縮するとされている背臥位 ADIM や背臥
位 BPM，側臥位 BPM よりも有意に高値を示したことから，背臥位 ADIM よりも側臥位 ADIM の方が効率的に収縮できる結果
となった。このことは，TA を効率的に収縮させる為には腹部深層筋を意識する運動課題が有用であり，かつ側臥位のように体
幹が不安定な環境下での運動がより効率的に収縮する可能性を示唆した。また，TA と IO の筋厚変化率が側臥位 ADIM で有意
な差を認めたことから，体幹が不安定な環境下では TA と IO が共同して収縮することを示唆する結果となった。臨床では，側
臥位で疼痛が軽減する腰部疾患を呈する症例も少なくない為，側臥位 ADIM は疼痛を助長せずに効率的に腹部深層筋が収縮で
きる課題として有用である。今後は腰部機能障害を有する症例に対する有効性の調査をしていきたい。
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リウマチ患者に対する足部腫脹・圧痛評価とADL動作について

岡里 拓郎1），宮本 梓2），井上 彰1），入山 渉1），荒岡 敏行2），綾部 敬生3）

1）慶友整形外科病院リハビリテーション科，2）慶友整形外科病院研究支援センター，
3）慶友整形外科病院慶友リウマチ医学センター

key words 関節リウマチ・足部・評価

【はじめに，目的】

各関節における腫脹・圧痛チェックは疾患活動性の指標である CDAI，SDAI，DAS�28 を評価するために必要であるが，これら
の評価に足部は含まれていない。過去の報告では，関節リウマチにおける初発関節は足部が 26% と手部に次いで多く，その重要
性について言及されている。当院では 2016 年 4 月より理学療法士による問診と理学所見の調査を行っており，腫脹・圧痛関節
の評価に足部を含めている。本研究の目的は足部における腫脹・圧痛を調査し，その発生率と ADL 動作（歩行と階段）との関
連性を調査することである。

【方法】

対象は欠損データの無い 50 歳以上のリウマチ患者 621 名とした。調査項目は罹病期間，足関節及び足趾の腫脹・圧痛（以下
足腫脹・圧痛群），膝関節の腫脹・圧痛（以下 膝腫脹・圧痛群），足関節及び足趾 VAS（以下 足部 VAS），膝関節 VAS（以
下 膝 VAS），HAQ における歩行 score と階段 score とした。なお，下肢手術例，明らかな活動性低下（HAQ 点数 2.5 以上）は
除外した。統計方法は歩行及び階段 score を障害なし群（score0）とあり群（score1～3）の 2 群に分け，2 群に対する腫脹・圧
痛の影響度をカイ二乗検定におけるオッズ比にてそれぞれ算出した。さらに，罹病期間と足部及び膝 VAS を上記の 2 群で分け
ウィルコクソン符号付順位和検定を用い両群における差をそれぞれ求めた。

【結果】

足部における腫脹・圧痛の発生率は 11.4%（71 名），膝関節では 11.9%（74 名）であった。歩行 score に対する足腫脹・圧痛群
におけるオッズ比は 10.2 倍（p＞0.0001），膝腫脹・圧痛群は 3.5 倍（p＞0.0001）であった。階段 score に対する足腫脹・圧痛群
におけるオッズ比は 2.9 倍（p＞0.0001），膝腫脹・圧痛群は 5.4 倍（p＞0.0001）であった。歩行 score（障害なし群 vs あり群）に
おける罹病期間（6.2 年 vs 8.3 年）（p=0.31），足部 VAS（4.0mm vs 11.9mm）（p＝0.09），膝 VAS（5.1mm vs 16.8mm）（p=0.13）に
有意差は認めなかった。階段 score においても罹病期間（6.0 年 vs 8.4 年）（p=0.12），足部 VAS（4.2mm vs 9.7mm）（p=0.19），膝
VAS（4.3mm vs 17.1mm）（p=0.31）に有意差は認めなかった。

【結論】

Kameda（2010）は足関節及び足趾（MTP）関節を含めた分類を作成し，疾患活動性評価に用いていることから足部評価への重
要性が伺える。本研究では足部腫脹・圧痛関節の発生率は 11.4％ であり，膝関節の発生率とほぼ同様であった。ADL への影響
としては足部腫脹・圧痛は膝腫脹・圧痛よりも歩行能力を反映しており，階段では逆転していた。さらに，VAS 評価のみでは
歩行と階段能力は反映しないことがわかり，腫脹・圧痛評価を合わせて行うことが重要であると考えられる。また，腫脹・圧痛
評価は裸足で行うため足趾における潰瘍を同時に発見でき，その有用性は高いと考えられた。また，歩行能力に影響を及ぼして
いる可能性が示唆されたことより，評価対象として重要な関節である。
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打鍵時の音量変化が体幹および上肢運動制御に及ぼす影響

小林 章1,3），国分 貴徳2），村木 貴洋3），金村 尚彦2）
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3）医療法人親和会訪問看護ステーションホウエイ

key words ピアノ打鍵動作解析・運動制御・障害予防

【はじめに，目的】

ピアニストは長時間の反復練習により，腕や手に特殊な障害を抱えやすい。近年 overuse に加え，身体の misuse も障害発生の
要因と指摘されている。しかし，overuse が前提となっているため，運動療法が処方されることは少ない。強い打鍵や遠位の鍵
盤を打鍵するために体幹も大いに用いる。これまで体幹運動は着目されてきたが，手指と全身を同時に計測する難しさから，ピ
アノ演奏を全身運動として解析されてこなかった。本研究の目的は，ピアノ演奏を全身運動と捉え，強い打鍵時の体幹および上
肢の演奏メカニズムを調査し，新たな理学療法領域拡大の基礎データを示すことである。

【方法】

［対象者］ピアノ未経験者 5 名［仕様機器］3 次元動作解析 VICON，YAMAHA Clavinova（CVP�30），DTM 制作ソフト Garage-
band（Apple 社）［課題］全て同じ音量（mf）で打鍵した（課題 1）。次に 3 回に 1 回，f または ff の強さで打鍵した（課題 2，3）。
テンポは全て 120bpm とした。計測前に十分な練習時間を設けた。［解析方法］体幹傾斜角，上肢関節角度，手指関節角度を計
測した。解析区間は中指 MCP マーカーが最も高くなった時点から鍵盤マーカーが最も沈み込んだ点。各角度が指先への変位量
への寄与度を表す degree of contribution（以下，DOC）と打鍵の運動力学的効率性を表す keystroke efficiency（以下，η）を算
出した。［統計処理］各関節の DOC，η に対し Friedman 検定を実施し，多重比較には Wilcoxon の符合順位検定を実施した。

【結果】

［DOC］体幹の DOC にはいずれの課題においても有意な差は認められなかった。同音量での打鍵動作の繰り返し（課題 1）と比
較して，強い打鍵が求められると（課題 2・3），肩および肘関節の DOC は有意に低下したが（p＜.01），その前後の打鍵では有
意に増加した（p＜.01）。一方で，手関節より遠位関節の DOC は有意に増加したが（p＜.01），その前後の打鍵では有意に低下し
た（p＜.01）。［η］課題 1 と比較して，課題 2・3 の η は有意に増加したが（p＜.01），その前後の打鍵では有意に低下した（p
＜.01）。

【結論】

ピアノ未経験者は上肢を主体とした打鍵であり，体幹運動の寄与は少なかった。しかし，ピアノ未経験者は肩・肘関節による手
の上下運動を手・手指関節伸展運動によって代償する戦略と手指と鍵盤接触角度を大きくつけた打鍵戦略の 2 つを使い分けて
打鍵することが明らかになった。また，強い打鍵の前後では前者の戦略がより顕著になり，打鍵効率性が低下した。このことか
らピアノ未経験者は 2 つの打鍵戦略間の移行がスムーズでなかったことが示唆された。特に打鍵中の DIP 関節の過剰な伸展は
breaking�in of the nail join と呼ばれる。これは音量やテンポの制御に有害であるとされ，手指への機械的ストレスが増大した可
能性がある。今後，ピアニストの演奏を全身動作として捉えた研究により演奏メカニズムが解明されていけば，音楽家の治療に
応用でき，新たな理学療法分野を広げる可能性がある。
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全身姿勢と顎運動が頭頚部の筋活動に及ぼす影響

藤坂 史也，都野守和也，柏原 彩乃，増田 淳志，浅野 剣市，荒木 智子

神戸国際大学リハビリテーション学部理学療法学科

key words 頭頚部・顎活動・筋活動

【はじめに】これまでに頭頚部の筋活動は全身姿勢にも大きく関わるといわれてきた。また，その姿勢習慣により，肩甲帯や脊
柱，腰背部にも疼痛や障害を呈することがあるといわれている。最近では，立位や歩行などの姿勢制御に対する顎関節の関与が
報告されており，頭頚部の筋活動が全身に及ぼす影響は少なくないと考える。

【目的】全身姿勢や顎運動の違いが頭頚部の筋活動にどのような影響を及ぼすかを検討することを目的に行った。

【方法】対象は頭頚部に明らかな既往がない成人男性 4 名，女性 4 名の計 8 名であった。表面筋電図を用い測定した。筋電図の
測定は，右側の側頭筋，咬筋，顎舌骨筋群，胸鎖乳突筋，僧帽筋の計 5 筋で，各筋の中央部で記録した。筋電図の測定は，安静
座位，後方臼歯で咬んだ肢位，座位舌挙上位，座位舌挙上位（キシリトールタブレット使用），安静立位，立位舌挙上位（キシ
リトールタブレット使用），後方臼歯で咬んだ立位（咬合立位）の 7 試行を行った。試行の順序は各被験者でランダムに行った。
筋電図より肢位による活動電位，肢位による変化量，被験者ごとの姿勢変化の影響について検討した。

【結果】全被験者の平均値においては，咬合立位以外の 6 肢位において側頭筋の活動が最も高く，咬合肢位においては顎舌骨筋
群が最も高い活動を示したが，統計的有意差はみとめられなかった。肢位による変化では，統計的有意差はないものの，各被験
者において活動の違いがみられた。次に肢位による変化量については，安静座位とそれ以外の 6 肢位については，姿勢変化に
よって僧帽筋の活動に差が生じることが明らかとなった（p＜0.05）。立位における顎活動での変化量については，いずれの肢位
も有意な変化はみとめられなかった。また被験者ごとにおいては肢位による筋活動に個人差がみられ，肢位変化による特徴的な
傾向はみとめられなかった。

【結論】頭頚部の筋活動において，MVC に対する活動量の比較ではないため，筋ごとの比較は困難である。しかしながら肢位が
変化しても側頭筋の活動が高いことから，姿勢保持に関与していることが考えられる。また安静座位との比較で僧帽筋の活動に
差が生じる点については，座位・立位の変化のみならず，顎活動が僧帽筋の関与に変化をもたらすことが示唆された。また被験
者ごとの検討については，個人差が大きく，安静座位・安静立位の静止姿勢におけるアライメントの違いが個別性に影響を及ぼ
していると考えられる。これらの結果は全身姿勢の変化と顎活動は頭頚部の筋活動に影響を及ぼすことを示すものであり，頭頚
部のアライメントや顎活動を評価することにより介入できると考える。また個人差が大きいことからも，頭頚部の筋に介入する
際には，姿勢評価を行い，どの筋がより強く関与しているかを把握することも必要であると考える。
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P-KS-15-3

股関節回旋筋力に影響を及ぼす身体特性の検証

坂東 峰鳴1,2），瓜谷 大輔1），幸田 仁志3），粕渕 賢志4），福本 貴彦1），今北 英高1）

1）畿央大学大学院健康科学研究科，2）社会医療法人高清会香芝旭ヶ丘病院リハビリテーション科，
3）京都橘大学健康科学部理学療法学科，4）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科

key words 股関節・回旋筋力・身体特性

【はじめに，目的】

股関節回旋筋は，動作時に股関節のみでは無く，膝関節の回旋動作の制御にも寄与する。加えて，股関節回旋筋力の低下は，膝
前十字靭帯損傷や膝蓋大腿関節痛症のような過度の膝関節回旋動作に起因する疾患と関連性があることが報告されている。し
たがって，我々理学療法士は，これらのような疾患への臨床アプローチとして，股関節回旋筋力の評価や治療を行うことが重要
である。しかし，個々の股関節回旋筋力に影響を及ぼす身体的な要因は未だ明らかになっていない。そこで本研究の目的は，身
長，体重，大腿骨前捻角，股関節回旋可動域の身体機能を測定し，股関節の回旋筋力に影響する因子について検討することとし
た。

【方法】

対象は下肢に重篤な整形外科的疾患の既往のない健常成人 44 名（男女各 22 名：年齢 24.3±3.6 歳，身長 165.8±7.7cm，体重 58.1
±8.6kg）88 肢とした。測定項目は最大等尺性収縮での股関節内旋筋力，股関節外旋筋力（以下，内旋筋力，外旋筋力），股関節
内旋可動域，股関節外旋可動域（以下，内旋可動域，外旋可動域），大腿骨前捻角（以下，前捻角）とした。筋力はハンドヘル
ドダイナモメータ（以下，HHD）（ミュータス F�100，アニマ社）を使用し，我々が第 49 回日本理学療法学術大会にて妥当性を
報告した，ベルト固定法で計測した。測定肢位はベッドから両下腿を下垂した背臥位で，股関節屈伸・内外旋中間位，膝関節 90
̊屈曲位とした。股関節可動域の計測は筋力測定と同様の肢位でゴニオメータを用いて実施した。前捻角の測定は，Craig,s test
を用いて行った。また建内らの方法から，各被験者の股関節回旋可動域の中間位（以下，回旋中間位）（（外旋可動域－内旋可動
域）/2）を算出した。統計解析は，股関節筋力と，年齢，身長，体重，外旋可動域，内旋可動域，回旋中間位，前捻角の関連性
の検討をピアソンの相関係数を用いて行った。さらに内旋筋力および外旋筋力を従属変数，その他の項目を独立変数とし，重回
帰分析（ステップワイズ法）を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

外旋筋力は内旋可動域（r=�0.75），外旋可動域（r=0.46），回旋中間位（r=0.72），大腿骨前捻角（r=�0.35）と有意な相関関係を
認めた。また重回帰分析の結果，外旋筋力の独立した影響因子として，内旋可動域，回旋中間位が抽出された。一方，内旋筋力
に有意な相関関係を認めた項目はなかった。

【結論】

外旋筋力には，前捻角および回旋可動域が影響していた。前捻角の増大が回旋中間位を内旋方向に偏位させ，外旋筋の筋長が短
くなることで外旋筋の筋出力を弱めたと考えられる。外旋筋力は，身体構造の違いで得られる値が異なる可能性があり，今後は
さらに股関節角度を変化させた値の調査を行うことで，骨形態や筋長と外旋筋出力の関連性を明らかに出来ると考える。
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P-KS-15-4

片脚ブリッジへの徒手抵抗による大腿筋膜張筋の活動の変化
筋電図学的検討

楠 大吾1），土居 誠治1），白石 恵資2），石川 拓実2），長野 友美2），野村 京平2），石田 裕也2），
渡邊 敦2），青木 健輔2），上田 透2）

1）愛媛十全医療学院，2）愛媛十全医療学院附属病院

key words ブリッジ・表面筋電図・大腿筋膜張筋

【はじめに，目的】

ブリッジ動作は股関節周囲筋に対する運動として一般的に用いられる。片脚ブリッジでは股関節外転筋群の活動が得られる報
告もあり，股関節伸展筋と外転筋の筋力増強運動として有用である。しかし，一方では股関節外転筋の中で大腿筋膜張筋（TFL）
の過活動が問題となる症例を散見する。TFL は中殿筋（GMD）と筋の走行が近く，作用が類似し GMD の代償として活動する
ことも多い。そこで，本研究の目的は片脚ブリッジと片脚ブリッジに抵抗を加えた際の股関節外転筋の活動の変化を明らかにす
ることとした。

【方法】

対象は整形外科的疾患の無い健常男性 14 名（平均年齢 30±6.8 歳）とした。基本課題動作は開始位置を両股関節内外転，内外旋
中間位，支持脚（利き脚）で測定側の膝関節屈曲 130̊，挙上側股関節膝関節 90̊ 屈曲，両上肢を胸の前で組んだ肢位とし，股関
節屈曲 0̊，10̊，20̊ を最終位とした片脚ブリッジ（F0̊，F10̊，F20̊）とした。また抵抗を加えた片脚ブリッジは各肢位で水平面
で股関節内転方向に抵抗を加えた片脚ブリッジ（R0̊，R10̊，R20̊）と，水平面から床面へ 45̊ の傾斜で股関節内転内旋方向に同
様の抵抗量を加えた片脚ブリッジ（DR0̊，DR10̊，DR20̊）を最終位で各 5 秒保持させた。抵抗は μTasF�1（アニマ社）を使用
し，抵抗量は各対象の体重で除した値が一定値となるよう設定し大腿骨遠位外側部に加えた。測定機器は表面筋電計（EMG
マスター）を用い，測定筋は TFL，GMD，大殿筋上部線維（UGM），大殿筋中部線維（GM）とし電極を電極中心間距離 2cm
で貼付し計測した。サンプリング周波数は 1KHz とした。解析周波数帯域は 15�300Hz，解析は各肢位を保持した 3 秒間の積分
筋電図とし，各筋の等尺性最大随意収縮（MVC）で除し%MVC とした。統計学的解析は同一肢位における 3 群間の比較を Fried-
man 検定後，多重比較検定に Steel�Dwass 法を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

股関節屈曲 0̊ の TFL では F0̊：37.4±13.3%，R0̊：18.8±8.3%，DR0̊：18.7±8.1% で F0̊ に対し R0̊，DR0̊ で有意に低下（p
＜0.01）した。GMD では F0̊：45.8±11.0% に対し DR0̊：35.7±12.6% で有意に低下（p＜0.01）した。股関節屈曲 10̊ の TFL
では F10̊：24.7±7.1%，R10̊：12.7±6.9%，DR10̊：14.4±6.3% で F10̊ に対し R10̊，DR10̊ で有意に低下（p＜0.01）した。股関
節屈曲 20̊ の TFL では F20̊：20.9±7.5%，R20̊：9.8±7.1%，DR20̊：11.8±7.3% で F20̊ に対し R20̊，DR20̊ で有意に低下（p
＜0.01）した。その他の項目は有意差を認めなかった。

【結論】

各股関節角度で抵抗時に TFL が有意に低下した。TFL は股関節外転筋の中で最も股関節内旋作用が強い。片脚ブリッジは支持
脚の外部股関節外旋モーメントに抗するため，股関節内旋筋の活動が必要である。しかし抵抗時は肢位保持のため股関節外転，
外旋筋の活動が必要となり，股関節回旋作用が相反し TFL の活動が減少したと考える。研究意義として片脚ブリッジへの抵抗
により TFL の活動が減少することを量的に示したことである。
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P-KS-15-5

片脚ブリッジ運動が股関節周囲筋の柔軟性に与える効果

川淵 敬太，山根 健太，北村 智之，間庭 奨大，出口 晴香

鳥取県立中央病院リハビリテーション室

key words ブリッジ運動・股関節・筋柔軟性

【はじめに，目的】

大殿筋は多くの筋と筋連結しており，ブリッジ運動による大殿筋収縮後に股関節周囲筋の柔軟性が即時的に改善することを経
験する。しかし，ブリッジ運動における筋電図学的検討をした研究は散見されるが柔軟性についての報告は渉猟する限りみられ
ない。本研究の目的はブリッジ運動が柔軟性に及ぼす効果を検証することである。

【方法】

対象は整形外科的疾患の既往のない健常成人男女 17 名（年齢 30.1±7.5 歳，身長 168.2±8.0cm，体重 60±9.4kg）であり，これ
を対照群（以下 C 群）8 名と片脚ブリッジ群（以下 SB 群）9 名に無作為に割り付けした。SB 課題は，背臥位で利き足を支持脚
として膝関節屈曲 110̊ に固定，対側下肢は股関節・膝関節 90̊ 屈曲位とし，両上肢は腕の前で組み合わせ頭部を挙上させた状態
で殿部を挙上させた。課題は 7 秒間保持を 5 セット実施し，セット間に 5 秒間の休息を挟んだ。筋短縮検査として利き足側の
Popliteal Angle（以下 PA），Thomas Test（以下 TT），Ober Test（以下 OT），Heel Buttock Distance（以下 HBD）を同一検
者が実施した。角度計測にはアカツキ製作所コンパクトデジタル水平器 DI�100M を使用し，設置位置は HBD・PA は脛骨前面
中央部分，TT は大腿前面中央部分，OT は大腿外側面中央部分とし，角度は 0.1̊ 単位で 3 回計測した平均値を代表値とした。
C 群は安静前・安静 5 分後の，SB 群は実施前・実施直後・5 分後の角度を計測し，実施前と比較した変化量（実施直後以降の値
と実施前との差）を算出した。統計処理は，各検査の再現性について ICC（1，1）を求め，SB 群内の比較を反復測定による分
散分析と Dunnett 法を用い，変化量の比較を一元配置分散分析と Tukey 法を用いて解析した。統計解析ソフトは SPSS を用い，
有意水準は 5％ とした。

【結果】

ICC（1，1）はすべて 0.9 以上だった。SB 群内の比較では，TT，OT，HBD において介入直後および 5 分後の角度が有意に増
加した。変化量は OT，HBD において介入直後および 5 分後の角度変化が有意に増加した。

【結論】

SB 実施後は腸腰筋，大腿筋膜張筋，大腿四頭筋の柔軟性が即時的に改善し 5 分間持続することが明らかになった。これらの筋
が股関節屈曲作用を有することから，SB による大殿筋収縮が相反抑制作用として拮抗筋の伸張性を向上させたと考える。また
OT，HBD の変化量が有意に増加した理由として，大殿筋は上部繊維と腸脛靭帯，下部繊維と大腿四頭筋が連結し，収縮により
それぞれ後上方，後内側上方へ牽引する作用があり，これにより受動的に筋腱移行部が伸張され柔軟性が向上した可能性があ
る。本研究より SB は大腿筋膜張筋や大腿四頭筋の柔軟性改善を目的とした運動療法として応用できる可能性が示唆されたが，
今後は超音波診断装置などを併用して検討する必要があると考える。
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P-KS-16-1

立位バランスに寄与する要素の一考察
―健常高齢者を対象にして―

上條 史子1），上田 泰久1），大竹 祐子2）

1）文京学院大学，2）文京学院大学スポーツマネジメント研究所

key words 高齢者・立位バランス・姿勢安定度評価指標

【はじめに，目的】高齢者の自立した生活を阻害する身近な問題として転倒が挙げられる。転倒は，様々な身体変化に加え，バ
ランス能力が低下することが原因と考えられる。今回は，高齢者において脊柱が分節的に動きにくくなることが立位バランスに
影響を与えていると考え，立位バランスと体幹の可動性との関係を検討し，若干の考察を得たので報告する。

【方法】健常高齢者 12 名（平均 74.8±5.1 歳）とした。下肢に感覚障害がないこと，日常的にめまいを感じることがない者を選
定の基準とした。測定機器は，脊柱計測分析器 Spinal Mouse（Index co.）と重心動揺計（UMC co.）とした。Spinal Mouse では，
静止立位姿勢，前屈姿勢，後屈姿勢における第 7 頚椎棘突起から第 4 腰椎棘突起までの脊柱の形状を測定した。後屈姿勢では，
腰痛発生のリスクを避けるため「お腹に力をいれ，腰はなるべく反らないようにして後屈して下さい」と指示した。Spinal Mouse
の計測値は，杉野らがその測定値の信頼性を報告しており，練習の後 1 回の計測値をデータとした。重心動揺計では，望月らが
報告している姿勢安定度評価指標（Index of posture stability；IPS）の計測を実施した。IPS 計測の肢位は閉脚立位とした。IPS
の測定値も望月らは，その測定の再現性を報告している。今回は動作確認を数回行なった後に計測を実施し，1 回の測定値をデー
タとして用いた。Spinal Mouse からは，静止立位での角度を基準とした第 7/8 胸椎伸展角度（T7/8 角度），第 8/9 胸椎伸展角度，
第 9/10 胸椎伸展角度，胸椎全体の伸展角度，股関節伸展角度を抽出した。角度は屈曲を正，伸展を負の値として算出した。閉
脚 IPS と IPS の値に関与する安定性限界面積，安定性限界面積の径（前後・左右），重心動揺面積（平均・中央・前方・後方・
右方・左方），各関節角度との相関を検討するために Shaprio�Wilk 検定を行なった後，Spearman の順位相関係数を用いた。統
計ソフトは SPSS ver.23 を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】閉脚 IPS と相関を認めたのは，T7/8 角度（r=0.577）と股関節伸展角度（r=�0.600）であった。T7/8 角度は，IPS の構
成要素である安定性限界面積と正の相関を示した（r=0.584）。股関節伸展角度は安定性限界面積と負の相関（r=�0.593），安定性
限界面積の前後径と負の相関（r=�0.737），中央重心動揺面積と正の相関（r=0.607）を示した。

【結論】高齢者では上位脊柱を可動させる際，胸椎を固め制御する関節を少なくし，高齢者特有である股関節戦略優位で対応し
ていた者ほど IPS が良好であったと考えられる。この股関節制御を利用するには，少なくとも股関節伸展角度の確保が必要であ
る。研究内容の再検討をして，他のバランスへの身体機能要素の検討を行なっていく必要があるが，股関節の伸展可動性を確保
することは高齢者の立位バランスに重要と考えられる。
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P-KS-16-2

立位時の荷重左右差がバランスに与える影響
～Functional Reach Test を用いた 5種類の荷重率評価～

郷間 光正

医療法人横浜柏堤会戸塚共立第2病院

key words バランス・荷重率・転倒リスク

【はじめに，目的】

バランス能力の中には①一定の場所に重心を保持する静的バランス，②支持基底面内で重心を移動させる動的バランス，③新た
に支持基底面を変更して姿勢変換あるいは身体移動を行う動的バランスなどがある。当院患者においては①の静的バランス保
持は可能だが，②③の動的バランス保持が困難なケースが多くみられている。また，中枢・整形疾患等を呈した患者の中には立
位時の荷重左右差が生じているケースが多い。バランス能力の評価として簡易的かつ信頼度の高い Functional Reach Test（以下
FRT）は②の動的バランス評価として多く利用されており，転倒リスクとの相関もある。本研究は 5 種類の荷重率で FRT を実
施し，その変化を検討することを目的とした。

【方法】

健常男性 41 名（年齢 34±7.3 歳，体重 71.5±16.1kg，身長 172.2±5.1cm）を対象とした。測定前に動作方法の確認およびストレッ
チを目的に最大前方リーチを 10 秒×2 回行った。測定は左右重心移動時に過度な回旋が生じないよう両手を合わせ，支持基底面
も対象者の骨格ごとに統一し，2 つの体重計を用いて行った。開始立位の支持基底面は対象者の骨格毎に統一し，2 つの体重計
に片足ずつ乗せて行った。測定順はランダムテストツールを用いて 5 種類の荷重率（利き：非利き a 群 1：9，b 群 3：7，c 群 5：
5，d 群 7：3，e 群 9：1）を無作為に決定した。検討内容は荷重左右差によるリーチ距離の変化，利き足荷重と非利き足荷重に
よるリーチ距離の変化を比較した。研究計画段階では荷重左右差が少ないほどリーチ距離が長くなる，利き足荷重群が非利き足
荷重群よりもリーチ距離が長くなると予測した。統計解析は T 検定の p＜0.05 をもって有意差とし統計学的に分析した。

【結果】

荷重左右差なし群（以下：I 群）と荷重左右差あり群（以下：II 群）の比較では I 群に最も長いリーチ距離が確認され有意な相
関が認められた（p＜0.05）。目視であるが I 群では足関節戦略，II 群では股関節戦略でリーチを行っている対象者が多く見られ
た。II 群の中でも荷重率 a・e 群と b・d 群の比較で有意な相関が認められ，左右差が少ない b・d 群のリーチが長かった（p＜
0.05）。利き足荷重群と非利き足荷重群ではリーチ距離に有意差が認められなかった。

【結論】

今回の結果から，②の動的バランスを評価していく場合に利き足・非利き足を考慮していくことは重要でないことがわかった。
しかし臨床で FRT を評価する際に十分なリーチを獲得できなかった例では，荷重率や関節戦略を注意深く観察する必要がある
ことがわかった。今回は健常者を対象としていたことから不安定環境でも高度な姿勢制御が行えたと考える。また，眞野らは転
倒高齢者 107 例のうち 33％ が側方へ転倒していると述べている。今回は純粋な前方と左右差のある荷重率で前方リーチバラン
スを検討したが，左右リーチの安定性も評価していくことが，将来的な転倒予測に大きな役割を果たすと示唆された。
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到達把持動作の学習過程における姿勢制御の変化
重量の想起が困難な課題を用いて

内藤 卓也1,3），大田 瑞穂2），玉利 誠3,4）

1）福岡リハビリテーション病院，2）誠愛リハビリテーション病院，3）国際医療福祉大学大学院，
4）福岡国際医療福祉学院

key words 到達把持動作・運動学習・三次元動作解析

【はじめに，目的】

到達把持動作は日常生活で多用される動作であり，対象物に手を伸ばし，掴むという 2 つの運動から構成される。これまでの到
達把持動作に関する研究において，動作の反復により脳活動が変化するとともに，正確性も向上することが知られているが，そ
の際の姿勢制御の変化を運動学的に分析した報告は見当たらない。そこで今回，過去の経験に基づく運動イメージの想起が困難
な到達把持課題を設定し，動作の反復に伴う姿勢制御の変化を三次元動作解析装置にて分析した。

【方法】

対象は健常成人男性 17 名（年齢 24.2±4.3 歳）とした。利き手は全員右手で，上肢長は 72.9±3.3cm であった。到達把持動作は
端座位にて両手を机上に置いた肢位から，前方に置かれた 500ml のペットボトルを右手で把持し，肩の高さまで持ち上げる動作
とした。ペットボトルの中身は空（空条件）と鉛（鉛条件）とし，いずれも中身が見えないようにした。ペットボトルまでの距
離は対象者の上肢長の 110％ とし，到達把持動作を 5 回連続で行った。計測には三次元動作解析装置（VICON NEXUS）を用い，
直径 6mm と 9.5mm のマーカーを計 22 点貼付した。分析区間は，右手が机上から離れた瞬間からペットボトルを把持する瞬間
まで（到達区間）と，把持してからペットボトルを挙上する瞬間まで（把持区間）とした。抽出データは 1 試行目と 2～5 試行
目の動作速度最大値，動作速度最大値の出現時期，肘関節伸展角度の変化量，手関節背屈及び尺屈角度の変化量，身体重心の移
動距離，股関節屈曲角度の変化量，動作時間（到達時間と把持時間）とした。統計学的処理には R 2.8.1 を用い，2 条件の 1 試行
目と 2～5 試行目の各抽出データを Mann�Whitney の U 検定にて比較した。

【結果】

空条件では全ての抽出データにおいて 1 試行目と 2～5 試行目との間に有意差は認めなかった。鉛条件では肘関節伸展角度の変
化量は 1 試行目：33.9±6.3̊，2～5 試目：36.8±7.8̊ であり，有意差が認められた（p＜0.05）。手関節尺屈角度の変化量は 1 試目：
18.1±7.5̊，2～5 試行目：14.5±5.5̊ であり，有意差が認められた（p＜0.01）。把持時間は 1 試行目：0.16±0.04 秒，2～5 試行目：
0.12±0.03 秒であり，有意差が認められた（p＜0.05）。

【結論】

空条件では到達把持動作の反復による姿勢制御の変化は認められなかったが，鉛条件では 2～5 試行目において肘関節伸展角度
が有意に増加し，手関節尺屈角度が有意に減少した。また，把持時間が有意に減少した。肘関節は対象物と手の距離の調節に寄
与し，手関節は重量物を挙上する際に背屈・尺屈位となることが知られていることから，鉛条件の 1 試行目では対象物と手の距
離を調節してレバーアームを短縮するとともに，手関節の剛性を高めつつ把持時間を延長して未知な重量に備え，2 試行目以降
は重量のフィードバック情報に基づき姿勢制御を適切に変化させた可能性が示唆された。
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視覚情報が振り向き動作に与える影響

呉屋安優美1），村松 憲2），藤原 大輔1），佐々木幸法1），深沢 周1），田中 隆之1），田中 麗華1）

1）甲州リハビリテーション病院，2）健康科学大学

key words 振り向き動作・視覚情報・表面筋電図

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は，夜，振り向き動作などの回旋運動中に生じやすいことが知られている。これらの転倒の原因は身体能力の低下
に加えて，暗所での視覚情報の減少が影響を与えているものと考えられている。高齢になるにつれ，視覚情報に依存して姿勢制
御をするとの報告があることから，視覚情報は姿勢制御において重要な要素であると考える。そこで，本研究は視覚情報が振り
向き動作に与える影響を調べ，高齢者の夜間転倒のメカニズムに関連する基礎的知見を得ることを目的に行った。

【方法】

対象は神経・整形外科疾患，視覚異常のない健常成人 8 名（男性 4 名，女性 4 名，平均年齢 24.5±1.4 歳）とした。方法は，被
験者は足を腰幅に開き，足角 10 度の立位姿勢から，足部を固定したまま後方に振り向くように指示し左回旋させた。次いで左
回旋位から右回旋し，正面に戻るまでの動作を行った。この際，被験者には開眼（条件 A），アイマスクによる視覚遮断（条件
B），左右反転プリズム眼鏡による体性感覚と視覚の乖離（条件 C）の 3 条件を無作為に与え，各条件下での動作を 3 回行った。
また，動作中の被験者の左右の大腿直筋，半腱様筋から表面筋電図を記録し，筋電計と同期させたビデオカメラにて頭部の水平
面の動作を記録した。終了後，ビデオ映像から回旋運動の開始・終了時間を同定し，平均角速度の算出と筋電図の平均振幅を算
出した。筋電図の平均振幅は絶対値積分処理（時定数 0.3 秒）した波形から算出し，最大随意運動にて記録される各筋の筋電図
振幅に占める割合（%MVC）で表した。統計処理は prism 5 を使用し，各群間での有意差は一元配置分散分析を行った後に多重
比較検定（Bonferroni 法）を行い，統計学的有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

各条件における筋電図の％MVC，回旋運動の平均角速度は各群間に統計学的有意差が認められなかった。一方，左半腱様筋の
筋電図の平均振幅を平均角速度で除した値（回旋運動に必要な筋活動量）は条件 A に比べて条件 C にて優位に増加したが（P
＜0.05），他の筋には差が認められなかった。

【結論】

今回の実験結果から，視覚情報の変化は回旋運動の筋活動量や角速度にほとんど影響を及ぼさないが，条件 C における回旋運動
に必要な左半腱様筋活動量は有意に増加することがわかった。しかし，結果に示すように左半腱様筋の平均振幅，角速度ともに
不変であった。この現象は筋電図を記録していなかった筋の出力の変化，すなわち運動の実行パターンが変化した結果であると
考えられる。本研究は健常者を対象とし，視覚と体性感覚の乖離という特殊な実験条件下における動作を解析対象としているた
め，高齢者の夜間転倒について直接的な関連づけはできない。しかし，視覚情報の種類によって動作の実行パターンが変化する
という知見は，夜間における転倒増加の背景には視覚情報の変化による運動実行パターンの変化が関連している可能性がある
と考える。
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立位における振り向き姿勢を保持する際の筋活動

下沖 泰裕1），池澤 秀起1），井尻 朋人1），鈴木 俊明2）

1）喜馬病院リハビリテーション部，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科

key words 体幹回旋動作・姿勢保持・腹斜筋

【はじめに，目的】振り向き動作は，高齢者の転倒の受傷機転となりやすく，頚部・体幹・股関節の回旋を伴う複合的な動作で
あると述べられている。しかし，各関節の回旋角度は課題により一定ではなく，各関節の回旋可動域がどの程度必要か不明確で
あった。そこで，我々は第 28 回大阪府理学療法学術大会において，振り向き姿勢を保持する際の各関節回旋角度とその変化量
に関して報告した。一方，振り向き姿勢保持の際の筋活動がどの程度必要か明確にされていない。そこで，本研究では振り向き
姿勢保持の際の頸部・体幹・股関節回旋に必要な筋活動を明らかにすることを目的とした。

【方法】健常成人男性 10 名（年齢 25.8±2.6 歳，身長 167.1±2.72cm）とした。課題は，対象者に静止立位をとらせ，右方向へ 90̊，
130̊，180̊ に位置する目標物に，頭部に設置したレーザーポインタを合わせる振り向き姿勢保持とした。各課題時の筋電図積分
値は，筋電計 MQ�8（キッセイコムテック社製）にて計測した。その際の電極貼付は，両側胸鎖乳突筋，両側最長筋，右内腹斜
筋斜走線維，左外腹斜筋（単独部位），右中殿筋前部線維，右中殿筋後部線維とした。測定後の筋電図解析は，1 秒あたりの筋電
図積分値を安静立位の積分値で除した筋電図積分値相対値で示した。また，90̊・130̊・180̊ 課題での筋電図積分値相対値の統計
は，正規性の検定後，Kruskal Wallis 検定と Steel Dwass 法の多重比較検定を用いた。これらの有意水準は 5% 未満とした。

【結果】90̊ 課題に比べて 180̊ 課題で右内腹斜筋斜走線維，左外腹斜筋の筋電図積分値相対値が，有意に増大した。その他の筋の
筋電図積分値相対値は，課題間で有意差は認めなかった。

【結論】今回の研究では 90̊ 課題と比較して 180̊ 課題で右内腹斜筋，左外腹斜筋の筋電図積分値相対値が有意に増大した。この
要因として，90̊ 課題と比較して 180̊ 課題で体幹回旋角度の変化量が増大したことが考えられた。先行研究（下沖。2016）では
90̊ 課題と比較して 180̊ 課題で体幹右回旋角度が有意に増大したという結果が得られている。これらを考慮すると，右側方へ振
り向くよりも真後ろへ振り向く課題では，体幹右回旋角度が増大したため，体幹右回旋の主動作筋である右内腹斜筋と左外腹斜
筋の筋活動が増大した可能性が高いと考えた。また，同様の先行研究で，130̊ 課題と各課題間の体幹右回旋角度に有意差を認め
なかった。このことから，130̊ 課題と各課題間の体幹右回旋筋の活動に有意差が得られなかったのではないかと考えた。
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歩行動作における股・膝・足関節の非線形な kinematic coupling の定量化

徳永 由太1），久保 雅義2），高林 知也2），小島ちあき1）

1）医療法人愛広会関川ナーシングセンター，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words 歩行動作・kinematic coupling・非線形

【はじめに，目的】

歩行動作は，膨大な運動学・運動力学的自由度を合目的的に組織化することで達成されている非線形現象である。組織化された
歩行動作では，kinematic coupling と呼ばれる連動した関節運動が存在することが知られている。多くの先行研究において，kine-
matic coupling は Pearson の積率相関係数によって定量化されている。しかし，Pearson の積率相関係数では線形な関係性しか
検出することができず，非線形な関係性が存在する場合にはその検出が困難であった。近年，非線形な関係性が存在する場合で
あっても高い検出力を示す Maximum Information Coefficient（MIC）が注目を集めている。本研究は歩行動作時の股・膝・足関
節運動の kinematic coupling を MIC および Pearson の積率相関係数により定量化し，2 つの方法における kinematic coupling
の検出力を比較することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人男性 12 名（年齢 24.6±1.3 歳，身長 1.74±0.03m，体重 64.2±11.2kg）とした。計測には 3 次元動作解析装置（VI-
CON�MX：OMG plc.）を使用した。動作課題は快適速度での歩行動作を 10 試行実施した。計測されたマーカー座標位置は 4
次ローパスバターワースフィルタ（遮断周波数 8Hz）により雑音除去を行った。雑音除去を行ったマーカー座標位置を基に骨盤，
大腿，下腿，足部の座標系を定義し，股関節屈曲/伸展・膝関節屈曲/伸展・足関節底屈/背屈角度を算出した。解析区画は初期
接地からつま先離地までの立脚期として，10 試行の角度データの加算平均波形を算出した。加算平均した角度データを用いて
Pearson の積率相関係数と MIC による kinematic coupling の定量化を行った。上記の解析には SCILAB，R を使用した。

【結果】

MIC は股関節屈曲/伸展角度と膝関節屈曲伸展角度の間で 0.76�0.57，股関節屈曲/伸展角度と足関節底屈/背屈角度の間で 0.87�
0.62，膝関節屈曲/伸展角度と足関節底屈/背屈角度の間で 0.80�0.62 であった。Pearson の積率相関係数は股関節屈曲/伸展角度
と膝関節屈曲/伸展角度の間で 0.49�0.03，股関節屈曲/伸展角度と足関節底屈/背屈角度の間で 0.90�0.15，膝関節屈曲/伸展角度と
足関節底屈/背屈角度の間で 0.85�0.04 であった。

【結論】

歩行動作は身体に生じる様々な非線形効果を有する運動力学的因子を組織化することで達成されており，その結果として非線
形な kinematic coupling が発現していることが考えられる。本研究の結果より，MIC を用いることにより Pearson の積率相関係
数では定量化することのできない非線形な kinematic coupling を安定して検出できる可能性が示された。
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足部マルチセグメントモデルを用いた歩行中の前足部回内外運動の機能的役割
に関する運動学的分析

江戸 優裕

文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科

key words 前足部・マルチセグメント足部・歩行

【はじめに，目的】

足部は荷重環境下における様々な要求に応えるべく，衝撃緩衝・体重支持・推進機能を切れ目なく繰り返し果たし続ける重要
な部分である。臨床的には前・中・後足部に分類され，前足部の機能的役割は主に立脚期後半の身体の土台としての支持と前方
への推進力を発揮することである。また，前足部は可動性が大きいため様々な対応を可能としており，特に回内外の可動性は個
人差が大きい。歩行中に前足部の回内外が身体をどのように支持・推進させているかを明らかにすることで，足部への介入意義
を具体的にすることができると考える。

したがって，本研究の目的は歩行中の前足部の回内外運動と下肢関節運動の関係を明らかにし，前足部の回内外が有する機能的
な役割を考察することとした。

【方法】

対象は健常者 16 名（年齢 20.9±1.1 歳・身長 168.9±7.3cm・体重 58.9±12.0kg）とした。

計測は三次元動作解析システム VICON�NEXUS（Vicon motion systems 社）と床反力計（AMTI 社）を使用した。マーカー位
置および算出項目は Oxford foot model と Plug�In�Gait lower limb model に準拠した。計測課題は至適速度での歩行とし，左下
肢を解析対象とした。データは Stance phase（以下 SP）の時間で正規化した後に 3 試行分を平均し，Neumann（2006）の示す
歩行周期各相に相当する 10・35・65・90％SP における値を Loading Response（以下 LR）・Mid Stance（以下 MSt）・Terminal
Stance（以下 TSt）・Pre Swing（以下 PSw）として抽出した。

統計学的分析は，前足部回内外角度と股・膝・足関節パラメータとの関係を Pearson の積率相関係数を用いて有意水準 5％ で
検討した。

【結果】

後足部に対して前足部が回内するほど，膝関節内反（TSt：r=0.63）・内部膝関節外反モーメント（TSt/PSw：r=0.58/0.58）・下
腿に対する前足部回内（LR/MSt/TSt/PSw：r=0.70/0.73/0.59/0.67）・下腿に対する後足部回外（MSt/TSt：r=0.51/0.74）が大き
かった。

下腿に対して前足部が回内するほど，膝関節内反（MSt：r=0.62）・内部膝関節外反モーメント（LR/MSt/PSw：r=0.75/0.55/
0.61）が大きかった。

【結論】

本研究により，主に立脚後半において前足部が回内するほど，膝関節内反角度と内部膝関節外反モーメントが大きいことが分
かった。前足部回内と膝関節内反の因果関係に関して特筆すべき結果は，MSt と TSt という前足部に荷重する時期において，後
足部に対して前足部が回内するほど下腿に対して後足部が回外するという点である。この結果から，立脚期後半の前足部回内に
より，後足部と下腿が外方傾斜することで膝関節が内反し，膝関節内部外反モーメントの増大が生じるものと推論される。

以上の結果から，立脚期後半の前足部回内により膝関節外反ストレスを，前足部回外により膝関節内反ストレスを減ずることが
できる可能性が示唆された。
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軽度脚長差による歩行時の体幹・下肢への運動学，力学的影響

小泉 静久1），鈴木 崇広2），坂井 一哉3），永瀬外希子4），神先 秀人4）

1）山形県立河北病院，2）公立高畠病院，3）山形市立病院済生館，4）山形県立保健医療大学

key words 軽度脚長差・歩行・アライメント

【はじめに，目的】脚長差が 3cm 以内の場合，身体各部位の代償動作により歩行において外観的な異常を認めないという報告や，
3cm 以内の脚長差であっても歩行時の重心偏位や体幹・骨盤の過度の傾斜，跛行などが生じることを指摘する報告もあり，分析
方法により見解が異なる。本研究では体幹・下肢の運動学，力学的因子に注目し，3cm 以内の軽度な脚長差による歩行への影響
を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は健常成人女性 21 名（年齢 21.6±0.8 歳，体重 52.1±7.2kg，身長 159.5±5.5cm）である。運動学・力学データの測
定には三次元動作解析装置（VICON MX）と同期させた床反力計 4 枚を用いた。課題動作は，脚長差 0，1，2，3cm の 4 条件の
歩行で，左下肢（以下，長脚側）の靴底全面に補高板を装着することで人工的な脚長差を作った。歩行速度は快適歩行速度とし，
測定順序は 0 cm を始めに以降はランダムな順で測定した。解析項目は，1 歩行周期における前額面と矢状面上の膝関節・股関
節・骨盤・体幹の関節角度，前後・左右・垂直方向の床反力，重心移動幅である。統計処理は各歩行パラメータに関して 3 試行
の平均値を用いて 4 条件間で比較した。Shapiro�Wilk 検定により正規性が認められた項目では反復測定分散分析及び多重比較
検定を行った。正規分布しなかった場合は Friedman 検定後に Holm 法による多重比較検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】上下方向重心移動は 0～3cm の各条件間で有意差があり（脚長差 0cm：36.6mm，1cm：39.9mm，2cm：43.6mm，3cm：
48.0mm）脚長差増大に伴い増加した。床反力は長脚側立脚期の前後方向床反力最大値（0cm：2.18N/kg，1cm：2.04N/kg，2cm：
1.84N/kg，3cm：1.76N/kg）が脚長差増大に伴い有意に減少した。長脚側では立脚後期の膝関節伸展角度と遊脚初期の股関節外
転角度が脚長差 0cm と比較して，1cm 以上の脚長差がある場合に有意な低下を示し，遊脚後期の股関節屈曲角度は 1cm 以上の
脚長差がある場合に有意な増加を示した。短脚側では垂直方向床反力極小値が 2cm 以上の脚長差がある場合に有意に増加した。
絶対空間における体幹側屈に脚長差の変化による有意差はなかったが，骨盤及び骨盤に対する体幹側屈角度は 1cm 以上の脚長
差がある場合に短脚側傾斜が有意に増加した。

【結論】1cm の脚長差であっても膝関節伸展や股関節外転，骨盤側方傾斜角度などへの影響が生じることがわかった。これらの
結果は上下方向の重心移動や歩行速度の変化の抑制に働き，より効率的な歩行を行うための代償作用と考えられる。また，軽度
の脚長差によって見かけ上明らかな歩容の変化がみられなくとも，骨盤や下肢関節に非対称な動きをもたらし，重心移動や床反
力のような運動力学的因子にも影響を与えることが示唆された。これらは長期間継続することで身体アライメント異常や関節
変形を生じる可能性があるため，軽度の脚長差でも介入を検討する必要性がある。
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革靴着用が歩行に及ぼす影響
運動学的・運動力学的検討

栗原 靖1），田上 未来2），松田 雅弘2），高橋 哲二1），松村 将司3），山田 翔太1）

1）医療法人社団北小岩整形外科，2）植草学園大学保健医療学部理学療法学科，
3）杏林大学保健学部理学療法学科

key words 革靴・歩行動作・三次元動作分析

【はじめに，目的】

生活における歩行環境下では，アスファルトなどの硬い接地面が多く，身体を保護するための履物が必須である。革靴は，日常
生活において広く使用されている履物の一つである。身体を保護するための履物である一方，臨床では，革靴の着用により下肢
に疼痛症状が出現する症例を経験することも少なくない。これまでに，靴の形状と足部とのフィッティングの問題が報告されて
いるが，革靴着用時における下肢関節運動と力学的負荷の関係については十分に分かっていない。本研究では，革靴着用時の歩
行立脚期に着目し，下肢の運動学的・運動力学的観点からその関係を捉えることとした。

【方法】

対象は，整形外科的既往のない成人男性 9 名 18 肢とした。年齢 20�21 歳，身長 170.4±6.3cm，体重 62.2±6.2kg であった。履物
は，革靴およびスニーカーで，全員が同種類の靴を着用し，サイズのみ選択した。計測は，三次元動作解析装置（カメラ 10
台，100Hz），床反力計（2 枚，1000Hz）を用い，反射マーカの貼付は Plug�In�Gait モデルを使用した。第 2 中足骨頭点と踵骨
隆起点のマーカは，同程度の位置になるように各靴に貼付した。運動課題は，革靴とスニーカーを着用した歩行で，「できる限
り速く」という口頭指示の下で各 3 回施行した。データ処理は，各歩行課題を 3 回行った平均値を採用し，歩行立脚期における
矢状面上の下肢各関節角度，体重で正規化した関節（内部）モーメントおよび関節パワーを算出した。角度データは，踵接地時
点を基準に下肢各関節変化量を抽出した。関節モーメントおよび関節パワーデータは，下肢各関節における極値を抽出した。統
計処理は SPSS12.0 を用い，下肢各関節角度変化量，関節モーメントおよび関節パワーの極値について，革靴とスニーカー着用
時の 2 群間比較を対応のある t 検定で行った。その際，有意水準は 5% とした。

【結果】

2 群間の歩行速度，歩幅，歩行率に有意差は認められなかった。角度データは，革靴着用時の立脚初期足関節底屈変化量および
膝関節屈曲変化量が有意に増加した。関節モーメントデータは，革靴着用時の立脚初期足関節背屈モーメント最大値および膝関
節伸展モーメント最大値が有意に増大した。関節パワーデータは，革靴着用時の立脚初期足関節底屈における負のパワー最大値
および膝関節屈曲における負のパワー最大値が有意に増大した。その他，有意差は認められなかった。

【結論】

立脚初期の衝撃吸収および荷重応答は，下肢各関節の作用により行われる。本研究の結果，革靴着用時では立脚初期足関節底屈
変化量および膝関節屈曲変化量が増加する様態に対しブレーキをかけるため，足関節背屈筋群および膝関節伸展筋群による遠
心性収縮活動が増大することが推測された。これらのことから，革靴着用が立脚初期における足関節および膝関節の力学的負荷
を増大させる可能性が示唆された。
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ハイヒール歩行の重心移動解析
裸足歩行との比較

城下 貴司

群馬パース大学保健科学学部理学療法学科

key words ハイヒール・重心移動・歩行分析

【目的】
ハイヒール歩行は骨盤後傾，膝関節屈曲の増加から重心後方化する（Opila�Correia 1990），膝伸展モーメント増加，重心後方化
しレバーアームが延長（Esenyel 2003）などの報告が散見される。

しかしながら，踵が高いにもかかわらず，重心が前方化しないことに疑問点がある。先行研究は実際の重心移動を算出していな
い。

本研究目的はハイヒール歩行の矢状面上の重心移動を中心に動作戦略を明確にすることである。

【方法】
計測機器は三次元動作解析装置 Vicon MX，7 台の赤外線カメラ，3 枚の床反力計とし，全身に 35 個のマーカを貼付し Full plug�
in モデルで計測した。

対象は，ハイヒール歩行をしても問題なく過去 6 ヶ月間，傷害により医療機関にかかっていない健常成人女性 14 名，平均年齢
20.8±0.7 歳，平均身長 160.0.±4.0cm，平均体重 53.9±5.2kg とし，週 3 回以上ハイヒール使用群を Custom 群 7 名，それ以外を
No Custom 群 7 名とした。踵高 6cm の靴を使用した。

計測は自由歩行とハイヒール歩行を各々 5 回行い，1 歩行周期を 100% に正規化した。重心移動は膝関節軸と重心線との矢状面
上の距離で判断した。重心線に対して関節軸が前方を＋とした。

パラメーターは歩行周期 12％，31％，50％ における矢状面上の足および膝関節の角度とモーメント，膝関節軸と重心線との矢
状面上の距離とした。

統計処理は Custom 群と No Custom 群の比較は Mann�Whitney 検定で，裸足とハイヒール歩行の比較は Wilcoxon の符号順位
検定を使用した。各々の有意水準は 5％ 未満とし，解析ソフトは IBM SPSS Statistics 21 を使用した。

【結果】
Custom 群と No Custom 群に分類したが，いかなるパラメーターも統計的な差は示されなかった。

膝関節角度は歩行周期 12％，31％ でハイヒール歩行が裸足歩行と比較して有意に屈曲位だったが 50％ では有意に伸展位で
あった。

足関節底屈モーメントは有意に 31％ で低値を，膝関節伸展モーメントは 31％ で有意に高値を示したが 50％ では有意差を示さ
なかった。

膝関節軸と重心線との距離は 12％，30％ で有意に重心後方化を示した，一方で 50％ では有意に前方化した。以下ハイヒール，
裸足の順：12％*（134.3m，104.2m），30％*（－38.3m，�67.5m），50％*（�178.7m，�174.3m）

【結論】
ハイヒール歩行の膝関節屈曲角度が歩行周期 12％，31％ で増加，伸展モーメントが歩行周期 31％ で増加することは先行研究と
類似した。一方で，膝関節角度が 50％ でより伸展位，膝伸展モーメントが裸足歩行とほぼ同値，膝関節軸からみた重心移動が
50％ では有意に前方化することは報告されていない。

以上から，立脚相前半は膝関節屈曲し膝伸展モーメント増加，重心後方化するが，立脚相後半では膝関節伸展し膝伸展モーメン
ト減少，重心は前方化する対称的な現象となった。

ハイヒール歩行分析は少なくとも立脚前半の現象か，それとも立脚後半の現象かを明確にして臨床的に解釈する必要があると
我々は考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）【ポスター（基礎）P18】

P-KS-18-1

不安定性腰椎圧迫骨折に対する垂直型レッグプレスの使用経験と表面筋電図を
用いた検討

江口 琢磨，高畑起世子，篠原 敦，小田原 創，山近妃呂乃，三好 安

医療法人羅寿久会浅木病院

key words 腰椎圧迫骨折・表面筋電図・レッグプレス

【はじめに，目的】

疼痛や医学的な理由により長期間の臥床を余儀なくされた患者の下肢筋力をいかに維持するかは臨床上の課題である。今回，約
8 週間の臥床を強いられた不安定性腰椎圧迫骨折患者に対し，背臥位で行う垂直型レッグプレス（以下，レッグプレス）を導入
し，骨折前の ADL，下肢筋力を維持することができた 1 症例を経験した。症例報告ならびにレッグプレスと他の臥位で行う運
動を表面筋電図で比較検討したので報告する。

【方法】

症例は 70 歳代，女性。既往に脳梗塞左片麻痺。骨折前の ADL は FIM 運動機能項目（以下，FIM�M）78 点，FIM 認知機能項
目（以下，FIM�C）35 点でシルバーカーにて歩行自立。某日，第 1 腰椎圧迫骨折を受傷し入院。椎体の不安定性を認め，疼痛
は Numerical Rating Scale で背臥位時 6/10，座位時 10/10。入院時の ADL は，FIM�M24 点（歩行 1 点），FIM�C35 点。主治医
より終日臥床の指示があり，ストレッチャー移動で排泄もおむつ内となった。入院翌日より，レッグプレスを開始し，負荷量は
疼痛が増悪しない体重の 25% から徐々に増やして最終的には体重の 50% とし，椎体が安定するまでの 8 週間，400 回/日・週 7
日実施した。8 週間後の非麻痺側の膝関節伸展筋筋力（Isoforce GT330：OG 技研）は 61.7kg（骨折前 58.0kg）で，FIM�M78
点（歩行 6 点），FIM�C35 点と，ADL，筋力ともに維持できた。

表面筋電図測定は，TeleMyo G2（Noraxon 社製）を使用。サンプリング周波数は 1000Hz とし，生波形を全波整流した後，積分
筋電図を算出した。被検筋は非麻痺側の大腿直筋・半腱様筋・前脛骨筋・腓腹筋の 4 筋とした。被検筋上の皮膚を十分に前処理

（皮膚インピーダンス 5kΩ以下）し測定した。下肢伸展挙上運動（以下，SLR），patella setting，レッグプレス（負荷量は体重
の 50%）の各動作を一動作 5 秒間，3 回施行した平均積分値を，高さ 40cm の座面からの起立動作（一動作 5 秒間，3 回施行）に
よる平均積分値で除して百分率で表した。

【結果】

起立動作の筋活動に対して，SLR は大腿直筋 52.5%，半腱様筋 9.8%，前脛骨筋 8.0%，腓腹筋 6.7%。patella setting は大腿直筋
62.9%，半腱様筋 8.8%，前脛骨筋 5.7%，腓腹筋 3.6%。レッグプレスは大腿直筋 108.6%，半腱様筋 132.7%，前脛骨筋 100.0%，腓
腹筋 114.0% であった。

【結論】

約 8 週間の臥床を強いられたにも関わらず，レッグプレスを用いた臥位での運動で下肢筋力や ADL を維持できた症例を経験し
た。表面筋電図測定の結果から，レッグプレスは SLR や patella setting と比較してすべての測定筋において高い筋活動を示し，
離床困難な患者に対してより効果的な運動になり得ることが示唆された。レッグプレスは背臥位で行なえ負荷量を重錘で容易
に調節できるため，病態や身体能力に応じた幅広い活用の可能性がある．
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高齢者の起き上がり動作における呼吸運動分析
―動作開始時に着目して

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

1）仙台青葉学院短期大学，2）東北福祉大学，3）ぱんぷきん（株），4）国立病院機構岩手病院

key words 高齢者・起き上がり動作・呼吸

【はじめに，目的】

急性期理学療法において，開腹術後症例の離床時における術創部の疼痛が問題となる場面も散見される。我々は第 48・49 回日
本理学療法学術大会にて，腹部手術（腎生検と鼠径ヘルニア修復術）後症例に対する起き上がり動作時の術創部疼痛が呼気運動
を促すことで軽減したことを報告した。第 51 回本大会では，起き上がり動作における呼吸状態について健常成人を対象に調査
し，動作開始時の吸状呼態は一回換気量の 50％ 以上が有意に多いことを報告し，開腹術直後の起き上がり動作の呼吸状態は吸
気位であることが考えられた。しかし腹部術症例では高齢者も多く，この調査の対象を高齢者にする必要性が考えられ，その状
況を知ることが腹部術後症例にとって有益な知見と考える。そこで，本研究では高齢者の起き上がり動作における呼吸状態につ
いて調査した。

【方法】

対象者は起き上がり動作に影響する疾患の既往が無い高齢者 23 名（男性 3 名，女性 20 名，平均 78.9±8.2 歳）であった。課題
動作は背臥位から端座位までと，側臥位から端座位までの 2 つの起き上がり動作とし，開始肢位にて安静呼吸を 3 回以上行わ
せ，その後に自由意志で動作を開始させた。ノーズクリップで鼻孔を閉鎖し，呼吸フローセンサーで換気量を計測した。また頭
部拳上時の信号も同期させた。データから呼吸曲線を作図し，一回換気量を算出した。対象者には起き上がり動作を 2 回実施さ
せ，頭部拳上時の換気量における一回換気量に対する割合が 50％ 以上を吸気位，50% 未満を呼気位と定義した。また安静呼吸
時の 1 秒間の平均換気量（安静時換気量）と頭部拳上後から 1 秒間の換気量（動作時換気量）を算出した。吸気位の人数と呼気
位の人数の割合は χ2検定を用い，また安静時換気量と動作時換気量の比較を対応のある t�検定を用いてと検討した。なお，統
計学的有意水準を 5％ とした。

【結果】

起き上がり動作開始時の呼吸状態は，背臥位からの起き上がり動作では吸気位が 20 人，呼気位が 3 人で吸気位の割合が呼気位
よりも有意に多く（p＝0.00039），側臥位からの起き上がり動作でも吸気位が 19 人，呼気位が 3 人で吸気位の割合が呼気位より
も有意に多かった（p＝0.02）。安静時換気量と動作時換気量の比較では，背臥位からの起き上がり，および側臥位からの起き上
がりとも安静換気量よりも動作時換気量が有意に減少した（背臥位から p＝0.014，側臥位から p＝0.00023）。

【結論】

高齢者においては，背臥位からの起き上がり動作および，側臥位からの起き上がり動作とも，動作開始時の呼吸状態は吸気位で，
動作開始後も換気量が減少していた。吸気位では横隔膜が収縮降下し，腹筋群が伸長され，静止張力が多く発生し，活動張力を
減少にすることが可能であり，本研究における起き上がり動作開始時の呼吸状態を吸気位にしていたと考えられる。今後は，起
き上がり動作終了までの呼吸状態も調査する必要性が考えられた。
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二重課題条件下での歩行では体幹運動が左右非対称になる
―脊椎・骨盤・胸郭に注目して―

大泉 真一1），佐々木賢太郎2），木村 剛3），矢代 郷4）

1）恵寿総合病院，2）金城大学大学院リハビリテーション学研究科，3）金城大学社会福祉学部，
4）富山大学附属病院

key words 二重課題・左右差・体幹

【はじめに，目的】

二重課題（dual task：DT）歩行での下肢関節角度の左右差に関する知見の中で，非利き足の遊脚期における toe clearance の最
小値やその変動性は転倒予測の指標とされている。歩行時に体幹は遊脚期下肢の動きと相対的な回旋を行うことで協調的な歩
行が可能になっている。そのため，体幹運動の左右差の増大は転倒を惹起する要因であると考えた。本研究では DT 歩行での体
幹運動に着目し，付加課題の違いによる体幹運動の左右差を明らかにすることを目的とした。

【方法】

地域在住の中・高齢者 17 名（男性 9 名，女性 8 名，71.2±6.2 歳，22.6±3.6kg/m2，右利き：13 名，左利き：4 名）を対象とし
て行った。利き足と非利き足は事前に対象者に問診し，投球側と同側の下肢を利き足とした。3 次元動作解析装置を用い，通常
の歩行（single task：ST）を 3 回施行した。その後，記憶課題，stroop 課題，連続引き算課題の 3 条件の DT 歩行を 3 回施行し
た。各 DT 課題の実施順序はくじ引きにて決定した。測定項目は各足の一歩行周期における水平面上の胸郭，脊椎，骨盤の最大
と最小角度を各課題条件で平均値を求め，利き足側と非利き足側で比較した。統計学的検討として，各条件の利き足側と非利き
足側の回旋角度について， Shapiro�Wilk 検定にて正規性が認められれば Bonferroni 法によって補正した対応のある t 検定を，
認められなければ Bonferroni 法によって補正した Wilcoxon の符号順位検定を用い，5% 有意水準にて検討した。

【結果】

ST 歩行で脊椎は非利き足側への最大回旋角度が有意に大きく（p＜0.01），利き足側では最小回旋角度が低値を示した（p＜0.01）。
また，非利き足側に骨盤の最大回旋角度は増加していた（p＜0.05）。同様に記憶課題，stroop 課題，連続引き算課題においても，
脊椎の非利き足側への最大回旋角度は有意に大きく（p＜0.01），利き足側への最小回旋角度が低値を示した（p＜0.01）。一方で，
3 条件の中でも stroop 課題のみ非利き足側への胸郭の最小回旋角度，骨盤の最大回旋角度は有意に大きかった（p＜0.05）。

【結論】

本研究では 3 条件の DT 歩行の中で stroop 課題が最も歩行時の左右差を認めた。その他の DT 歩行でも脊椎は非利き足側へと
回旋していることが認められたが，stroop 課題においては胸郭・骨盤でも非利き足側への回旋が強く表れており，一歩行周期で
脊椎・胸郭，骨盤は同側方向へと回旋していた。DT 歩行によって要求される注意機能が多くなるほど，自身への姿勢制御は疎
かになることが知られている。

多関節で構成される体幹の回旋を制限することは姿勢制御を容易にさせるが，代償として体幹運動の左右差を増大させること
が示された。今後，DT 歩行時の脊柱の左右非対称性が転倒の指標となり得るかどうかについて検討していきたい。
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高齢者の方向転換開始動作におけるステップ戦略の分析

中村 高仁1），菊本 東陽2），武田 尊徳3），星 文彦2）

1）リハビリテーション天草病院，2）埼玉県立大学，3）上尾中央総合病院

key words 高齢者・方向転換・姿勢制御

【はじめに，目的】

日常生活における歩行中の方向転換動作は複数課題環境下で行われ高齢者にとっては転倒リスクの高い動作である。我々は第
49，50 回本学会にて若年健常成人，脳卒中者を対象に歩行中の方向転換時の予期的姿勢制御におけるステップ戦略について検討
し，フットスイッチを起点とした光刺激方向提示に対する課題特性や疾患特異性を示した。本研究では，高齢者におけるステッ
プ戦略について分析し，加齢に伴う戦略の変化について検討することを目的とした。

【方法】

対象は地域在住の高齢者男性 20 名（年齢：68.6±2.6 歳，10m 歩行：6.4±0.8 秒，Berg Balance Scale：全員満点）。課題は 4～5
m 程度の定常歩行後，方向指示刺激装置（イリスコ社）から矢印ランプで転換方向を提示し（光刺激），その方向にできるだけ
早く左右 90̊ 方向転換するものとした。光刺激はフットスイッチを用いて右または左足踵接地のタイミングとした。光刺激脚

（支持脚）と転換方向の組み合わせから課題を 4 パターンに分類（支持脚/転換方向：左足/左，右足/右，左足/右，右足/左）し，
各 3 試行ずつ計 12 試行実施した。光刺激後のステップ戦略はビデオカメラ（JVC 社；GC�YJ40）を用いて，Hase ら（1999）の
先行研究を参考に step turn と spin turn に分類した。光刺激から頭部・腰部が回旋するまでの潜時は慣性センサ（ATR�Promo-
tions；TSDN121）を用いて方向指示刺激装置と同期して計測した。各パターンにおける頭部・腰部反応時間について，対応の
ある t 検定または Wilcoxon の順位和検定を行い，有意水準は 1％ 未満とした。

【結果】

支持脚と転換方向が同側（支持脚方向）の 2 パターンでは全試行で step turn を行う者が 9 割以上を占め，頭部が腰部に先行し
て回旋（p＜0.01）した（左足/左：頭部 399.2±36.9msec，腰部 469.0±84.6msec，step turn18 名。右足/右：頭部 392.5±40.2
msec，腰部 464.3±59.3msec，step turn19 名）。一方，支持脚と転換方向が反対側（遊脚方向）の 2 パターンでは全試行で統一
した戦略を行う者は半数以下であり，spin turn と step turn を試行間で混合する者の割合が増加した。頭部と腰部の連続した動
き（p＜0.01）は 2 パターンともみられた（左足/右：頭部 383.2±58.7msec，腰部 546.5±74.0msec，spin turn9 名，混合 7 名，
step turn4 名。右足/左：頭部 396.2±56.3msec，腰部 553.2±66.7msec，spin turn9 名，混合 6 名，step turn5 名）。また，各パター
ンにおける頭部反応時間はいずれも差がみられなかった。

【結論】

支持脚方向では課題特性から step turn を選択しやすいが，遊脚方向では歩行・バランス機能が高い本研究の対象者であっても
戦略に定常性が得られにくいことが明らかとなった。虚弱高齢者にとっては遊脚方向で転倒リスクが高くなることが推察され，
その際姿勢第一戦略を用いて安定性を保つことができるかが重要となると考えられた。
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3m timed“Up＆ Go”test 施行中の高齢者と若年者の運動学的差異
―三次元動作解析装置を用いた検討―

岡田 智成1），佐々木賢太郎2），木村 剛3），浅野 慶祐4）

1）医療法人社団博友会金沢西病院，2）金城大学大学院リハビリテーション学研究科，
3）金城大学社会福祉学部，4）社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

key words timed“Up＆ Go”test・下肢アライメント・運動器不安定症

【はじめに，目的】

運動器不安定症の機能評価基準の一つでもある 3m timed“Up ＆ Go”test（TUG）は機能的移動能力を評価する簡便なテストと
して，特に高齢者を対象として広く用いられている。高齢女性と若年女性の至適速度における TUG を比較した結果によると，
所要時間には両群に差は認められないことが報告されている。しかし，全体の所要時間としては両者に差はないものの，各運動
要素（起立・往路・方向転換・復路・着座）には運動学的な差違があるものと考える。特に高齢者ではその身体特性から，立ち
上がってから最初の一歩を出すまでに時間を要し，歩幅が小さいのではないかと考えた。本研究では，高齢者と若年者の TUG
施行中の運動学的な差違について明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，地域在住高齢女性 7 人（69.9±6.5 歳，20.8±2.3 kg/m2）と健常女子大学生 7 人（20.0±1.0 歳，22.3±0.9 kg/m2）とした。
計測には 3 次元動作解析装置（VICON MX OxfordMetrics 社製）を用い，対象者に反射マーカー 16 個を貼付した。TUG は Pod-
siadlo らの方法に従い，至適速度にて 2 回実施し，所要時間をストップウォッチにて計測した。両群間の下肢長の差を考慮し，
歩幅ではなく，矢状面上の股関節角度を採用した。計測区間を，①起立後の一歩目の踵離地時と踵接地時，②最初の一歩を出し
た肢の二歩目における踵離地時と踵接地時，③ ①②と同側肢の方向転換における踵離地時と踵接地時，④方向転換後の復路にお
ける同側肢の踵離地時と踵接地時，以上の 4 区間，8 時点とし，両側の股関節角度を抽出した。これらの時点における股関節角
度を 2 群間で比較，検討した。統計学的手法として，正規性を認める場合は対応のない t 検定，正規性を認めない場合は Mann�
Whitney U 検定を用いて 5％ 水準にて有意判定を行った。

【結果】

至適速度の TUG では，所要時間に差は認められなかった。若年群に比べ，高齢群では①踵離地時点の遊脚肢（p＜0.0001）と立
脚肢（p＜0.0001），ならびに踵接地時点における遊脚肢（p＜0.0001）と立脚肢（p＜0.0001）の股関節屈曲角度が有意に小さかっ
た。②踵離地時の支持脚における股関節屈曲角度が小さく（p＜0.01），踵接地時の股関節伸展角度が大きい（p＜0.01）結果となっ
た。③④には両群間に有意な差は認められなかった。

【結論】

本結果より，両群には TUG 所要時間には差を認めないが，起立後の最初の一歩と同側肢の二歩目に運動学的な差違が認められ
た。若年者では最初の一歩の股関節屈曲角度が大きいことから，起立が完遂する前に骨盤前傾位のままで一歩目を踏み出してい
ることが理解される。一方，高齢者では往路での直進歩行において立脚肢の股関節伸展角度が大きいことから，歩幅を大きくと
ろうとしていることが推察される。今後は被験者数を増やし，最大速度での TUG についても検討していく。
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運動イメージと末梢神経電気刺激併用の介入時間と皮質脊髄路の興奮性変化の
検討

安井 崇人1），山口 智史2,3），田辺 茂雄4），立本 将士1,4），近藤 国嗣1），大高 洋平1,2）

1）東京湾岸リハビリテーション病院，2）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室，
3）日本学術復興会海外特別研究員（コペンハーゲン大学），
4）藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科

key words 運動想起・電気刺激療法・経頭蓋磁気刺激法

【はじめに，目的】

脳卒中患者において，運動イメージと末梢神経電気刺激（電気刺激）の併用は，単独の介入よりも運動機能改善が促進されるこ
とが報告されており，理学療法における介入手段として有用な可能性がある（Hong, et al., 2012）。しかしながら，その介入条件
については，十分に検討されていない。そこで本研究の目的は，健常者を対象に，運動イメージと電気刺激の併用において，介
入時間が皮質脊髄路の興奮性変化に及ぼす影響について検討した。

【方法】

対象は，中枢神経系疾患及び整形外科系疾患の既往のない健常成人 12 名（女性 5 名，平均年齢 25.2±1.9 歳）とした。課題条件
は（1）運動イメージのみ，（2）電気刺激のみ，（3）運動イメージと電気刺激の併用条件（併用条件）の 3 条件を，5 日以上の間
隔で実施した。運動イメージ課題では，ボールを右手で把握する動画（2 秒把持，3 秒開排）をモニタ上に提示し，動画に合わ
せて運動をイメージするように指示した。電気刺激は，右手関節前面に電極を貼付し，尺骨神経を刺激した。刺激周波数は 10
Hz とし，パルス幅は 1 ms とした。刺激強度は，第一背側骨間筋（FDI）に収縮が生じる最小強度の 0.9 倍とし，2 秒間通電し
3 秒間安静とした。併用条件では，提示動画の把握開始に合わせて，同様の電気刺激を通電した。皮質脊髄路の興奮性変化の指
標として，経頭蓋磁気刺激法（TMS）による運動誘発電位（MEP）を評価した。TMS は，左一次運動野を刺激し，右 FDI と小
指外転筋（ADM）から MEP を記録した。TMS の刺激強度は，FDI において 0.5 から 1 mV の MEP が記録できる強度とし，介
入前に強度を設定しその後は同じ強度で実施した。評価は介入前，介入 5 分後，介入 10 分後，介入 15 分後，介入 20 分後の合
計 5 回行った。それぞれの時点で，15 回分の MEP を測定した。データ解析は，MEP の最大振幅値の平均値を算出した。各条
件内における時間的な変化の検討および各評価時点における条件間の比較を目的に一元配置分散分析を用いた。事後検定は多
重比較検定（Bonferroni 法）にて実施した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

一元配置分散分析の結果，条件内の比較では，すべての条件で，有意な主効果を認めなかった（p＞0.05）。一方で，条件間の比
較では，介入後 20 分においてのみ，有意な主効果を認めた（F＝3.87，P＝0.031）。多重比較検定の結果，介入後 20 分の併用条
件において，運動イメージ条件と比較し，有意に MEP の増大を認めた（p＝0.035）。その他の評価時点では，条件間に有意差を
認めなかった（p＞0.05）。

【結論】

運動イメージと電気刺激を反復することで，運動イメージのみと比較し，介入 20 分後時点で，有意に大脳皮質興奮性の増大が
認められた。一方で，本研究の設定では，条件内での時間的な興奮性変化を認めなかったことから，適切な条件での設定を検討
していくことが必要である。
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運動観察干渉効果とミラーニューロンシステムとの関連性
脳波を用いた検討

首藤 隆志1,3），西 祐樹1），信迫 悟志1,2），森岡 周1,2）
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2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，3）野上病院

key words 運動観察・ミラーニューロンシステム・脳波

【はじめに，目的】自己と一致しない他者運動の観察は，実行中の自己運動に影響を及ぼすとされ，この影響を示す行動学的指
標として運動観察干渉効果がある（Kilner, 2003）。この干渉効果は，他者運動の観察による自動模倣と自己運動が干渉し合うこ
とで生じ，自動模倣の程度を示すとされている。この神経基盤にミラーニューロンシステム（Mirror Neuron System：MNS）が
考えられているが，それを実証した研究は存在しない。そこで本研究では，この干渉効果が MNS 活動を反映する行動学的指標
となるか否かについて，干渉効果とその脳活動について脳波を用いて調査し，その関連性を検討した。

【方法】対象は右利き健常成人 8 名（平均年齢 23.8±4.7 歳）とした。被験者にはディスプレイ上の他者運動を観察しながら，Tab-
let PC 上に垂直線を反復して描画することを求めた。観察条件は観察対象が上肢の垂直反復運動を行う一致条件，上肢の水平反
復運動を行う不一致条件の 2 条件を設定した。手順は 5 分間の開眼安静後，2 条件を各 2 試行ずつ実施し，その際の脳活動を脳
波にて測定した。Tablet PC 上に描いた運動軌跡の X 座標の標準偏差を Y 座標の標準偏差で除し，100 を掛けた値を干渉指数と
して算出した。なお，この干渉指数が大きくなるほど運動軌跡に歪みが生じていることを示す。また，不一致条件から一致条件
の干渉指数を引いた値を干渉効果として算出した。脳波解析には，MNS 活動との関連が示されている μ 波の減衰効果

（Muthukumaraswamy,2004）を採用した。計測はサンプリング周波数 1024Hz，記録電極数を 32ch（国際 10�20 法）とし，デー
タに 0.1�30Hz bandpass filter，average reference を適用後，独立成分分析を用いてノイズ成分を除去し，高速フーリエ変換にて
感覚運動野を示す C3 領域における μ 波帯域（8�13Hz）のパワー値を抽出した。そして，各条件の μ 波平均パワー値を安静時の
μ 波平均パワー値で除し，その Log 値を μ 波の変化量とした。なお，この比が負の値となれば安静時と比較し各条件時に μ 波が
減衰したことを意味する。また，不一致条件から一致条件の μ 波の変化量を引いた値を μ 波の変化量の差とした。統計学的検討
として，干渉指数と μ 波の変化量の条件間比較，干渉効果と μ 波の変化量の差の相関分析を実施した。有意水準は 5% とした。

【結果】干渉指数は，一致条件と比較して不一致条件で有意な増加（p＜0.05）を認めた。μ 波は，不一致条件と比較して一致条
件で減衰効果が強い傾向（p=0.25）を示した。相関分析では，干渉効果と μ 波の変化量の差に有意な負の相関関係（r=�0.83，p
＜0.05）を認めた。

【結論】本研究より，干渉効果が大きいほど両条件での μ 波の変化量の差が小さくなり，両条件で同程度の μ 波の減衰効果が生
じることが示された。したがって，干渉効果が大きいほど，両条件ともに MNS 活動が増加していることを示し，今回用いた干
渉効果が MNS 活動の行動学的指標となり得ることが明らかとなった。
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指尖への末梢電気刺激が一次体性感覚野の活動性に及ぼす影響
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正木 光裕1,2），大鶴 直史1,2），大西 秀明1,2）
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key words 末梢電気刺激・刺激強度・体性感覚誘発電位

【目的】

ヒトの感覚機能を変化させる手法のひとつに末梢電気刺激（PES）がある。その効果として刺激した指尖の 2 点識別覚を向上さ
せることが分かっている（Schlieper ＆ Dinse, 2012）。また，この PES の効果は刺激強度に依存することが明らかになっており，
刺激強度が強いほど 2 点識別覚が向上する。この効果には一次体性感覚野の活動性増強が関与していると考えられているが，十
分に検証されていない。本研究では，体性感覚誘発電位（SEP）を用いて，PES が一次体性感覚野の活動性に及ぼす影響を検証
することを目的としている。

【方法】

対象は健常成人 18 名（男性 8 名，女性 10 名）とした。PES は右示指末端部に対して，20 Hz の刺激パルスを 1 秒 on�5 秒 off
の刺激サイクルで 30 分間与えた。刺激強度は痛みの生じない最大強度から 0.1 mA を減算した強度（高強度 PES）と刺激を知覚
しはじめる強度に 0.1 mA を加算した強度（低強度 PES）の 2 条件とした。一次体性感覚野の活動性評価として，右正中神経を
刺激することで生じる SEP を PES 前後で記録・比較した。電極位置は国際 10�20 法に基づき，記録電極を C3’，基準電極を Fz，
接地電極を右前腕とした。SEP を誘発するための電気刺激は刺激周波数を 1.5 Hz，刺激強度を運動閾値の 0.9 倍とし，運動閾値
は筋収縮が出現する強度とした。データ解析には，各測定時間において，N20 と P25 の peak�to�peak 値（N20/P25），電気刺激
開始前 20ms を基準とした N20 と P25 の baseline�to�peak 値を算出した。統計解析には刺激強度（高強度，低強度）と測定時間

（刺激前後）を要因とした二元配置分散分析を行った後，事後検定として，Tukey 法を実施した。有意水準はいずれも 5％ とし
た。

【結果】

二元配置分散分析の結果，N20/P25 では測定時間に主効果を認め，P25 では刺激時間と測定時間の間に交互作用を認めた。一方，
N20 では主効果および交互作用を認めなかった。N20/P25 において，高強度 PES では刺激前が 10.8±5.4 μV，刺激後が 12.3±6.5
μV であり，刺激後に有意に増大した。また，低強度 PES でも刺激前が 11.0±5.6 μV，刺激後が 12.0±6.3 μV であり，刺激後に
有意に増大した。P25 において，高強度 PES では刺激前が 6.8±3.5 μV，刺激後が 8.3±4.9 μV であり，刺激後に有意に増大した。
しかし，低強度 PES では刺激前が 7.4±3.9 μV，刺激後が 7.4±5.4 μV であり，刺激前後で有意な変化は認められなかった。

【結論】

いずれの PES でも一次体性感覚野の活動性増大が生じ，高強度 PES では主に 1 野の活動性が増大している可能性が示唆され
た。
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体性感覚刺激の刺激列が皮質脊髄路の興奮性に及ぼす影響
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【はじめに，目的】

体性感覚刺激である電気刺激や機械的触覚刺激を示指先端に与えることにより，刺激から 20�30 ms 後に大脳皮質一次体性感覚
野が著明に活動し，両刺激によって誘発される皮質活動パターンは類似している（Onishi, et al., 2013）。一方，末梢神経を一定時
間電気刺激することにより皮質脊髄路の興奮性は増大するが（Chipchase, et al., 2011），示指先端に単純な機械的触覚刺激を与え
ることにより皮質脊髄路の興奮性は減弱する（小島，他。第 51 回日本理学療法学術大会）。このように電気刺激と機械的触覚刺
激による皮質反応は部分的に異なっていると推察できる。そこで本研究では，一定時間の反復的な体性感覚刺激が皮質脊髄路の
興奮性に及ぼす効果を詳細に検討するために，電気刺激または機械的触覚刺激の刺激列が皮質脊髄路の興奮性に及ぼす影響を
明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 10 名（24.7±3.5 歳）であった。皮質脊髄路興奮性の指標には，経頭蓋磁気刺激（TMS）により誘発される運動
誘発電位（MEP）を用いた。TMS の刺激部位は左一次運動野手指領域とし，磁気刺激強度は，右第一背側骨間筋より 1 mV
の MEP が誘発される強度とした。体性感覚刺激には電気刺激および機械的触覚刺激の 2 種類を用い，刺激部位は右示指先端と
した。電気刺激は ring 電極を用い，刺激強度は感覚閾値の 3 倍とした。機械的触覚刺激は点字様の刺激ピンを 4 ピン使用し，ピ
ン突出時間は 1 ms とした。各体性感覚刺激の刺激列は 4 条件（1 発，2 発，3 発，4 発）とし，連発刺激の刺激間隔は 50 ms
とした。各刺激列の最終刺激と TMS の刺激間隔は 27 ms（電気刺激時）および 30 ms（触覚刺激時）に設定し，TMS 単発を含
めた各 5 条件（電気刺激 4 条件または機械的触覚刺激 4 条件）の刺激をランダムに行い，各 15 波形の MEP を記録した。データ
解析は，MEP 振幅値として 15 波形の加算平均波形より peak�to�peak 値を算出した。統計処理には，反復測定二元配置分散分
析（刺激の種類×刺激列）後，事後検定として Dunnett 法を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

反復測定二元配置分散分析の結果，両要因の主効果および交互作用を認めた。電気刺激時の MEP 振幅値（mean±SEM）は，
0.96±0.07 mV（TMS 単発），0.53±0.09 mV（1 発），0.70±0.09 mV（2 発），0.48±0.09 mV（3 発），0.59±0.10 mV（4 発）とな
り，TMS 単発時に比べ全ての刺激列において有意に小さな値を示した（p＜0.01）。一方，触覚刺激時の MEP 振幅値は，0.96
±0.06 mV（TMS 単発），0.70±0.08 mV（1 発），1.08±0.17 mV（2 発），1.06±0.10 mV（3 発），1.20±0.13 mV（4 発）となり，
TMS 単発時に比べ有意な差は認められなかった。

【結論】

電気刺激時には全ての刺激列において皮質脊髄路の興奮性が低下したが，触覚刺激時には皮質脊髄路の興奮性変動が認められ
なかった。この結果から，電気刺激と触覚刺激による介入効果は異なる神経回路が関与する可能性が示唆された。
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非荷重位での股関節外旋・内旋角度と荷重位での骨盤傾斜角の関係性
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【はじめに，目的】

石井らによると，骨盤と下肢との間で 3 軸運動が組み合わさった規則性のある運動が波及する背景には，下肢の回旋運動が深く
関わっているとされている。荷重位において骨盤から下肢へ波及する下行性運動連鎖では，骨盤が後傾すると伸展・外転に加
え，骨頭は臼蓋の関節面に押し出されるように前方へ変位し，大腿骨頚部のレバーアームが大腿を外旋させる。このように下行
性運動連鎖は骨盤から足部に向かって生じる運動連鎖を指している。同様に非荷重位においても運動連鎖が多数報告されてお
り，臨床上，股関節機能を用いた骨盤帯の評価が応用されている。そこで今回，非荷重位での股関節機能と荷重位の骨盤傾斜角
の関係について検証した。

【方法】

対象は上下肢・体幹機能・脚長差に問題のない男女 30 名（男性 15 名，女性 15 名：身長 164.04±9.95cm，体重 57.393±13.3kg，
年齢 24.867±2.33 歳）を対象とした。股関節外内旋角度の測定は，日本整形外科学会，日本リハビリテーション医学会の定めた
関節可動域測定法を用い，股関節外内旋を自動・他動運動で左右測定を行った。骨盤の前後傾には X 線での前額断での骨盤腔を
利用，骨盤腔の計測には，土井口らの X 線学的測定法（骨盤腔の縦径/横径＝L/T）を用いた。また，骨盤傾斜角には近似式

（男性＝�67×L/T+55.7，女性＝�69×L/T+61.6）を用いた。1 つの画像につき 3 回ずつ測定した。検者内信頼性として，Shrout
らの級内相関係数 ICC（1,1）を求め，各回の検者間信頼性として ICC（2,8）をそれぞれ求めた。統計処理は SPSS を用い，左右
股関節内外旋角度（自動・他動）と骨盤傾斜角の関係に Pearson の相関係数を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。結果は平均
±標準偏差で表記した。

【結果】

右股関節自動内旋可動域と骨盤傾斜角に正の相関を認めた（r＝0.412，p＝0.024）。左股関節自動内旋可動域と骨盤傾斜角に正の
相関を認めた（r＝0.428，p＝0.018）。左右股関節他動内旋可動域と骨盤傾斜角には相関を認めなかった。左右股関節自動・他動
外旋可動域と骨盤傾斜角には相関を認めなかった。

【結論】

非荷重時での股関節外旋の自動・他動運動では，骨盤傾斜角と相関を認めなかったことより，骨盤帯への影響が少ないと考え
る。一方，非荷重時の股関節自動内旋と骨盤傾斜角に相関を認めたことより，股関節内旋における努力性筋収縮は，骨盤帯に影
響を与えることが示唆され，さらに荷重時の骨盤傾斜角にも影響が及ぶことが示された。今回の研究では骨盤腔と骨盤傾斜角に
対象に行ったが，骨盤の回旋については行っていないため，骨盤の左右差を出すためにも今後の課題となる。
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P-KS-20-2

観察によるClinical Assessment Test of 180�degree Standing Turn Strategy
（CAT�STS）の信頼性の検討

小林 将生1），田畑 直人1），臼田 滋2）

1）老年病研究所附属病院，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words 立位回転動作・動作戦略・信頼性

【はじめに，目的】

立位回転動作の動作戦略を評価する指標に Clinical Assessment Test of 180�degree Standing Turn Strategy（CAT�STS）があ
る。ビデオを用いた検討では信頼性が報告されているが，観察による CAT�STS の信頼性は報告されていない。したがって，本
研究は観察による CAT�STS の信頼性を検討することとした。

【方法】

回復期リハビリテーション病棟入院患者 10 名（脳血管疾患 5 名，整形外科疾患 5 名）を対象とした。取り込み基準は，歩行と
立位回転動作が見守りまたは自立レベル，動作の指示理解が良好なこととした。対象の平均年齢，身長，体重，FIM 合計得点，
歩行速度はそれぞれ，66.6±12.4 歳，157.9±6.9cm，55.1±10.1kg，103.5±16.5 点，0.68±0.35m/s（平均値±標準偏差）であった。
立位回転動作の動作戦略の評価は CAT�STS を用いた。CAT�STS は，進行方向，運動の範囲，足の運び，開始，停止，不安定
性，非流動性の 7 項目から成り，進行方向を除く 6 項目から合計得点（6～13 点）を算出する。検者 A と検者 B が CAT�STS
を用い，右回転と左回転の立位回転動作を評価した。翌日に検名 A が再評価を実施した。同時に動画の撮影を行い，所要時間と
歩数を測定した。課題は快適速度で行った。統計学的分析は，SPSS 23.0 J for windows を用いた。CAT�STS の各項目の検者内
および検者間信頼性は一致率とカッパ係数を算出し，立位回転動動作の所要時間と歩数，合計得点は Intraclass correlation coef-
ficients（ICC）の（1.1）および（2.1）を用いた。ICC を算出する際，右回転と左回転を合わせて解析を行った。

【結果】

立位回転動作の平均所要時間と歩数は，左回転が 5.2±3.1 秒，7.1±4.2 歩，右回転が 6.5±5.4 秒，9.0±8.8 歩，再テストでは，左
回転が 5.4±3.2 秒，6.6±2.9 歩，右回転が，5.5±3.1 秒，7.0±3.5 歩であった。立位回転動作の所要時間と歩数の ICC（1.1）は，
0.770 と 0.677 であった。CAT�STS の合計得点は，検者 A が左回転と右回転，それぞれ，11.1±1.4 点，10.6±1.8 点，検者 B
はそれぞれ，10.5±2.0 点，10.7±1.8 点であり，再テストでは，それぞれ 10.7±1.7 点，10.6±1.7 点であった。検者内信頼性は，
進行方向，運動の範囲，足の運び，開始，停止，不安定性，非流動性において，それぞれ，一致率が 100％，95％，90％，100％，
85％，90％，90％，カッパ係数が 1.000，0.876，0.000，1.000，0.571，0.737，0.800 であり，検者間信頼性はそれぞれ，一致率が
100％，85％，80％，80％，65％，95％，90％，カッパ係数は 1.000，0.568，�0.111，�0.081，0.146，0.875，0.800 であった。CAT�
STS の合計得点の ICC（1.1）と（2.1）は 0.847，0.577 であった。

【結論】

観察による CAT�STS 各項目の一致率は概ね高い一致率が得られた。CAT�STS の合計得点の検者内信頼性は高かったが，検者
間信頼性は乏しかった。しかし，観察による CAT�STS は臨床場面で簡単に用いることができるため，臨床上での活用も十分可
能と考えられる。
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健常高齢者における立位の主観的安定度と立位バランスの評価との関連

石川 康伸1），平井 達也2），藁科 弘晃2），吉元 勇輝3），若月 勇輝4），松下 耕三5）

1）医療法人田中会西尾病院，2）医療法人恵鉄会いしい外科三好クリニック，
3）医療法人和光会介護老人保健施設清風苑，4）医療法人田中会介護老人保健施設いずみ，
5）医療法人三仁会あさひ病院

key words 主観的安定度・立位バランス・評価

【はじめに，目的】

理学療法における立位バランスの評価は重心動揺検査や Timed up and go test（TUG）などパフォーマンスによる客観的な指標
と転倒自己効力感や modified Gait Efficacy Scale（mGES）などのセルフレポートによる主観的な指標，また，自身の安定度を
主観的に捉える主観的安定度がある。パフォーマンスを遂行した際の客観的な指標と主観的な安定度の一致または不一致を評
価することは，転倒リスクの把握や理学療法プログラムを決定していくうえで重要である。しかしながら，主観的安定度の理学
療法に資する検討は十分にされていない。健常高齢者の主観的安定度に関連する要因を知ることは臨床での推論を行ううえで
有用な知見となると考える。本研究は，健常高齢者における立位の主観的安定度と立位バランスの評価との関連について検討す
ることである。

【方法】

参加者は日常生活が自立している健常高齢者 89 名（平均年齢 76.1±5.0 歳）とした。参加者に対して重心動揺検査，TUG および
日本語版 mGES を測定した。重心動揺測定は，重心動揺計（アニマ社製）上に閉脚立位をとり，開眼および閉眼の 2 条件で 30
秒間測定した。条件別に総軌跡長と外周面積を算出した。立位の主観的安定度の評価方法について，開眼と閉眼の重心動揺検査
の計測を終了した直後の参加者に対して，「0：実行不能～10：完全に安定」の 11 段階で構成された主観的安定度評価尺度（望
月 2009）を評価するよう求めた。統計解析として，立位の主観的安定度と立位バランスの評価との関連を Spearman の順位相関
係数を用い検討した。なお，主観的安定度と重心動揺は開眼と閉眼条件を対応させた。有意水準はすべて 5％ とした。

【結果】

各評価の測定値について，主観的安定度の中央値（範囲）は開眼 5（3�10），閉眼 5（2�10）であった。重心動揺値は総軌跡長が
開眼 52.2±18.4cm，閉眼 73.9±28.9cm，外周面積が開眼 2.9±1.3cm2，閉眼 4.0±2.3cm2であった。TUG は 7.1±1.6 秒，mGES
は 76.8±19.3 点であった。主観的安定度の開眼は，総軌跡長の開眼（rs=�0.26，p=0.01），mGES（rs=0.41，p＜0.01）との間に
有意な相関関係を認めた。主観的安定度の閉眼は，軌跡長の閉眼（rs=�0.23，p=0.02），外周面積の閉眼（rs=�0.20，p=0.04），
mGES（rs=0.32，p＜0.01）との間に有意な相関関係を認めた。

【結論】

立位の主観的安定度と重心動揺との間に有意な相関関係が認められ，Schieppati（1999）らが示した主観的安定度と重心動揺と
の関連を支持する。また，心理状態を反映する mGES との有意な相関関係が認められたことから，立位の主観的安定度は心理面
からの影響も受けていると考えられる。以上のことから，従来の立位のバランス評価に主観的安定度の評価を加えることで，よ
り多角的な評価を実施できる可能性が考えられる。今後，理学療法への有用性を確認するため，転倒との関連やバランスの改善
との関連について検討すべきである。
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地域高齢者の転倒発生に関する調査

瀧 昌也1），寺谷 章弘1），浅野 光香1），村土 実於1），戸田 芙美2），馬渕まりえ3）

1）独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院リハビリテーションセンター，
2）独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院リハビリテーション科，
3）独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院整形外科

key words 高齢者・転倒・聞き取り調査

【はじめに，目的】当院が位置する名古屋市南区は，名古屋市の中でも高齢化率が 28.2% と最も高く，要支援・要介護者数も年々
増加している。要支援の方が要介護になる原因として，「高齢による衰弱」，「関節炎」，「骨折・転倒」がある。転倒事故に関す
る内閣府の調査では，60 歳以上の男女 2062 人のうち，1 年間に転んだことのある人は 9.5%，そのうち 85 歳以上では 19.4% で
あったこと，また転倒した人の 3 人に 2 人が何らかのけがを負っているとの報告があり，加齢とともに転倒リスク，骨折のリス
クが高くなることが分かる。また，転倒の発生状況は様々で身体的条件としての内的因子，環境的な条件としての外的因子があ
り，高齢者の転倒発生を把握することは転倒予防にも重要であると考える。本研究では，転倒による骨折で当院に入院した高齢
者の生活活動能力と転倒発生状況を聞き取り調査にて分析したので報告する。

【方法】調査は，平成 28 年 4 月から 9 月に転倒による骨折で入院した 75 名のうち，認知症がなく本研究の主旨を理解し聞き取
りが可能であった 26 名を対象とした。聞き取り調査項目は，転倒発生状況・転倒時の動作・場所・時間帯，過去 1 年間の転倒
歴（転倒歴），睡眠時間，運動習慣，転倒予防に関する知識の有無とした。生活活動能力には，古谷野らの老研式活動能力指標
を使用した。転倒発生状況の分類は，聞き取り調査で得られた発言を KJ 法におけるグループ分けの手法を使用して 5 人の療法
士が分類を行った。また，聞き取り調査項目について，老研式活動能力指標総得点が低い群（10 点以下）と高い群（11 点以上）
の群間差を χ2検定にて比較した。

【結果】調査対象の平均年齢は 81±9 歳，21 名が後期高齢者であった。性別は男性（7 名）よりも女性（19 名）が多かった。転
倒発生状況はふらつきが最も多く（38%），次につまずき，自転車走行，滑ったの順に多かった。転倒場所は屋内が多く（62%），
居間・寝室が 30％ であった。屋外では道路での転倒が多かった。転倒時の動作は，歩行が 46% と最も多く，次いで自転車，立
ち上がりの順に多かった。転倒予防に対する知識は，20 名（77%）がないと答えた。老研式活動能力指標総得点の低い群・高い
群の比較において，各項目には差が認められなかった。

【結論】転倒の原因は，ふらつきや目まいで転んだなどの内因性，つまずいた，滑ったなどの外因性に分けられ，屋内では内因
性が多い傾向にあると言われている。本研究の調査対象者は後期高齢者が多く，転倒の場所は屋内，発生状況はふらつきが多く，
同様の結果となった。また，生活活動能力の違いによる調査項目間に差が認められなかったことから，活動能力が高い方が転倒
しないとは言えない。生活活動能力の違いに関わらず，転倒・骨折のリスクに対する知識を得ることが転倒予防に貢献できる可
能性があると考える。
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加速度計を用いた動作分析の検討

梅山 和也，福本 貴彦，今北 英高

畿央大学大学院健康科学研究科

key words 加速度計・腰部・機械的ストレス

【はじめに，目的】

腰痛は生活に支障を与える疾患で第 1 位といわれている。腰痛が原因で 4 日以上の休業を要した件数は職業性疾病の 6 割を占
めており，その評価や予防が重要視されている。腰痛の発症や増悪は多因子的に起こるといわれているが，生活習慣や動作の影
響が大きいことから，動作を客観的に評価する必要がある。現在，動作を客観的に評価するのに，三次元動作解析装置などが先
行研究として多く用いられている。しかし，三次元動作解析装置は大規模な装置を必要とすることから臨床応用が困難である。
その一方で，加速度計は現在，歩行分析や機械的ストレスを定量化するのに用いられている。そこで，本研究の目的は，動作中
の腰部負荷を力学的に分析するのに加速度計は信頼性と妥当性があるか検討することとした。

【方法】

対象は，整形外科疾患の既往のない健常成人 6 名（年齢 22.7±1.1 歳，身長 168.0±7.5cm，体重 60.8±9.1kg）とした。測定には，
三次元動作解析装置（NEXUS2.3，VICON 社製）と床反力計（BP400600�2000，AMTI 社製），加速度計（小型ハイブリッドセ
ンサ，ワイヤレステクノロジー社製）を用いた。対象者は静止立位から体幹の屈曲（膝まで，最大），側屈（左右），屈曲回旋

（左右）を至適速度にて実施した。測定は静止立位から各動作後，静止立位に戻ってくるまでとした。動作中の外部 Waist 屈伸
モーメント（以下，体幹屈伸モーメント）と外部 Waist 側屈モーメント（以下，体幹側屈モーメント）のピーク値を体重で除し
た値を，腰部へ加わる垂直方向への力および左右方向への力として用い，第 3 腰椎部から得られた加速度とニュートンの運動方
程式（F=ma）の値を用いた。統計学的解析には，各動作における加速度の信頼性には級内相関係数を用い，体幹モーメントと
加速度，ニュートンの運動方程式の関連性検討にはそれぞれスピアマンの相関係数を用いた。なお，有意水準は 5％ とした。

【結果】

各動作における加速度の信頼性は，屈伸方向加速度，側屈方向加速度とも 0.56 から 0.98（p＜0.05）であった。体幹モーメント
と加速度における相関は，体幹の屈曲時の屈伸方向で r＝0.83，屈曲左回旋時の屈伸方向で r＝0.83，屈曲右回旋時の側屈方向で
r＝0.83（p＜0.05）であり相関がみられた。体幹モーメントとニュートンの運動方程式における相関は，体幹の屈曲右回旋時で
r＝0.83（p＜0.05）であり相関がみられた。その他では，相関がみられなかった（p＞0.05）。

【結論】

第 3 腰椎部の加速度は，各動作において信頼性の高い値であることが示された。体幹屈曲を含む動作においては，第 3 腰椎部の
加速度と体幹屈伸モーメントには相関があることが示された。加速度計を用いることは体幹への機械的ストレスを客観的に評
価するのに妥当性のある指標の一つとなる可能性がある。臨床では，日常生活や仕事の際の機械的ストレスを客観的に評価でき
るツールとなる可能性がある。
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フリーウェアによる立ち上がり動作時の下肢体幹の運動分析

山中 悠紀，山本 洋之，水野 智仁，村上 仁之，永禮 敏江，石井 禎基

姫路獨協大学医療保健学部

key words 運動分析・立ち上がり動作・フリーウェア

【目的】近年，安価に定量的な運動分析を行う手段としてデジタルカメラと無償の画像解析ソフトウェアを組み合わせた方法が
提案されている。ただ，関節角度などの時系列データを運動パターンの分析などに利用するにはデータの妥当性や適応範囲など
更に検討が必要である。本研究では端座位からの立ち上がり動作を課題として画像上で選択した箇所の座標値を取得できるフ
リーウェアを用いて体幹および下肢関節角度を算出し，3 次元動作解析装置で計測したデータとの比較からその利用可能性につ
いて考察した。

【方法】健常男性 7 名（年齢 21.9±1.4 歳）を対象として，左右の肩峰，鎖骨頭，上後腸骨棘（PSIS），上前腸骨棘（ASIS），大転
子，大腿骨の内側上顆，外側上顆，内果，外果，踵骨，第 2・3 中足骨頭に赤外線反射マーカーを貼付し，40cm 腰掛け台から立
ち上がりを行わせた。対象者の右側 160cm，高さ 70cm の位置にデジタルカメラ EX�ZR1000（CASIO 社）を設置しサンプリン
グ周波数 120Hz で動作を撮影するとともに赤外線カメラ（nac Image Technology 社）8 台と床反力計（AMTI 社）2 基で構成さ
れた光学式 3 次元動作解析装置 MAC 3D system（Motion Analysis 社）を用いて 200Hz で身体標点座標および床反力データを
記録した。2 次元動作解析（2D 解析）にはフリーウェア BMP_measure を用い，40Hz に間引きした画像の肩峰，PSIS と ASIS
を結ぶ線分に大転子からの垂線が交わる点，大転子，外側上顆，外果の座標値間距離から三角関数にて矢状面での体幹傾斜，骨
盤に対する胸腰部と股関節，膝関節，足関節角度を算出した。3 次元動作解析（3D 解析）には EVaRT5（Motion Analysis 社）
を使用し，Davis の推定式と倉林らの推定値から求めた関節中心位置を用いて Skeleton Builder（Motion Analysis 社）で体幹，
骨盤，大腿部，下腿部，足部セグメントを設定し各セグメント間の角度を求めた。得られた時系列データは自然な 3 次スプライ
ン補間で 200 データに正規化し，決定係数（CMD）を用いて波形の類似性を検討した。データ解析には Microsoft Office Excel
2007（Microsoft Japan 社），Scilab 5.2.2（INRIA）を使用した。

【結果】CMD は体幹 0.95±0.03，胸腰部 0.77±0.23，股関節 0.85±0.16，膝関節 0.92±0.09，足関節 0.91±0.06 であった。体幹最
大傾斜までの骨盤に対する胸腰部と股関節の運動比は 2D 解析で 1：2.3̊，3D 解析で 1：2.0̊ であった。

【結論】体幹傾斜，膝関節，足関節角度の時系列データに高い類似性が確認されたが，骨盤に対する胸腰部と股関節角度では CMD
が低値を示し，2D 解析で胸腰部屈曲が小さく，股関節屈曲が大きくなる傾向を認めた。
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歩行時の体幹動揺と頭部動揺の計測とその評価
モーションセンサを用いた計測評価

柊 幸伸，中村 浩，川崎 翼，山田 洋一，平野 正広，兎澤 良輔，勝木 員子，
清水 菜穂

了德寺大学健康科学部理学療法学科

key words 体幹動揺・頭部動揺・モーションセンサ

【はじめに，目的】

歩行時の重心移動や下肢から伝わる衝撃による変位や動揺は，下肢や体幹による緩衝作用で減衰される。加齢による筋力低下や
バランス能力の低下は，歩行時の体幹動揺の増加の要因となり，頭部動揺および視線の動揺をもたらし，転倒リスクの 1 つとな
る。したがって，歩行時の体幹動揺の制御能力の評価が重要であり，その評価手法の確立が必要と考える。

本研究の目的は，歩行時の体幹および頭部の動揺をモーションセンサを用いて評価し，その特徴を明らかにすることであった。

【方法】

被験者は地域の介護予防事業に参加する高齢者 43 名（75.6±6.4 歳）であった。計測にはモーションセンサを 3 セット用い，下
部体幹，上部体幹，頭部に装着し，通常速度と努力速度の歩行を 10 秒間計測した。計測データより 5 歩行周期分のデータを抽
出し，各部の変位幅と軌跡長の平均値を分析対象とした。

【結果】

歩行時の重心動揺の左右方向の変位幅は，通常速度，努力速度ともに下部体幹が最も大きく，それより上部では順次小さくなっ
ていた（通常速度の下部体幹：47.0±16.2mm，頭部：30.0±11.3mm；努力速度の下部体幹：49.1±20.1mm，頭部：25.7±12.0
mm）。下部体幹と上部体幹，下部体幹と頭部の変位幅には有意な差を認めた。前後方向の変位幅も同様の傾向を示し（通常速度
の下部体幹：30.2±8.4mm，頭部：15.2±8.1mm；努力速度の下部体幹：30.5±8.8mm，頭部：12.3±7.0mm），通常速度での下部
体幹と上部体幹，上部体幹と頭部の変位幅に有意な差を認め，努力歩行では各部位間に有意な差を認めた。上下方向の変位幅は
両歩行速度ともに各部位間で差はなかった。

歩行時の重心動揺の水平面上の軌跡長は，通常速度，努力速度ともに下部体幹が最も長く，それより上部では順次短くなってい
た（通常速度の下部体幹：145.2±42.0mm，頭部：80.3±27.1mm；努力速度の下部体幹：156.4±49.3mm，頭部：68.9±28.6mm）。
下部体幹と上部体幹，下部体幹と頭部の変位幅には有意な差を認めた。通常速度歩行時の前額面および矢状面の軌跡長は各部間
で差を認めなかった。努力速度歩行時の前額面および矢状面の軌跡長は下部体幹と頭部の間でのみ差を認め，下部体幹の軌跡長
が有意に長かった。

通常速度と努力速度間の頭部の重心動揺の比較では，左右と前後の変位幅，水平面上の軌跡長に差を認め，いずれも努力速度で
有意に小さな値を示した。

【結論】

歩行時に発生する体幹の重心動揺は，頭部に伝わる過程で減衰していた。努力速度歩行時の頭部の左右および前後変位幅は通常
速度歩行時よりも小さく，重心動揺の減衰作用は早い歩行速度でより大きく作用すると考えた。上下方向の変位幅は頭部に伝わ
る過程での減衰は少なく，視線の上下動揺は制御することが難しいと考えた。

本計測手法でその能力を評価することは，疾患や加齢に伴う動的バランス能力の評価につながり，転倒リスクの評価の 1 つとな
ると考えた。
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3 軸角加速度計を用いた歩行時の体幹および骨盤の動揺性評価方法の再現性

本間 大介1,2），遠藤 直人1），宮坂 大1），今井 教雄3），鈴木 勇人1），堀米 洋二1），
酒井 芳倫4），堂前洋一郎4），湊 泉5）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座整形外科学，
2）新潟万代病院リハビリテーション科，3）新潟大学大学院地域医療長寿学講座，
4）新潟万代病院整形外科，5）新潟臨港病院整形外科

key words 歩行・3軸角加速度計・動揺性

【はじめに，目的】

変形性股関節症患者はトレンデレンブルグ歩行やデュシャンヌ歩行を呈するため，歩行時の体幹や骨盤に着目し評価を実施す
る。臨床現場で客観的に歩行を評価する方法としてビデオカメラを用いた報告があるが，3 次元的な評価は困難である。3 軸角
加速度計という小型の機器は，貼付部位に生じる前後，左右，回旋方向の角速度，加速度を計測できるため，臨床現場でも簡易
的に 3 次元的な評価が実施できる可能性がある。しかし，計測方法は確立されておらず，再現性に関する報告は乏しい。よって
本研究は 3 軸角加速度計を使用した歩行時の体幹と骨盤の動揺性評価および測定方法の再現性について検証した。

【方法】

対象は健常成人 9 名（年齢 26.1±2.0 歳），課題は 16m の自由歩行とした。使用機器は 3 軸角加速度計，ストップウォッチとし，
3 軸角加速度計は第 7 頸椎および両側の上後腸骨棘の中点に貼付し，サンプリング周波数 1000Hz で計測した。測定項目は歩行
時の体幹および骨盤の加速度，角速度，課題動作時の歩数，歩行時間とした。解析区間は 1 歩行周期とし，5 歩行周期の加算平
均値を算出した。歩行周期は骨盤の前後方向の加速度波形より同定した。解析区間内の角速度を積分し，各方向の最大振れ幅

（̊）を求めた。課題動作時の歩数，歩行時間から歩行速度，歩行率，歩幅を算出した。計測は初回計測日に 2 回行い，再度 4
日以上間隔を開け初回の計測と同様の手順を経て再計測を実施した。統計は級内相関係数（以下，ICC）を用い，検者内再現性
を検証した。初回計測日に実施した 2 回の計測間にて同一条件下での再現性を検証し，初回計測と再計測間にて機器の貼付など
を含めた再現性を検証した。各歩行条件における歩行パラメーターの比較には対応のある t 検定を用いた。有意水準は 5% とし
た。

【結果】

初回計測は，体幹前後傾斜 1 回目 4±0.7̊，2 回目 3.8±0.8̊，回旋 1 回目 5.9±1.0̊，2 回目 5.9±1.1̊，左右傾斜 1 回目 3.6±1.3̊，2
回目 3.5±0.9̊ であり，ICC（1.5）は前後傾斜 0.89，回旋 0.83，左右傾斜 0.93 を示した。骨盤動揺は前後傾斜 1 回目 4.3±0.7̊，2
回目 4.3±0.8̊，回旋 1 回目 12.5±2.2̊，2 回目 12.9±2.8̊，左右傾斜 1 回目 8.4±2.8̊，2 回目 8.5±2.8̊ であり ICC（1.5）は前後傾斜
0.86，回旋 0.90，左右傾斜 0.99 を示した。再計測は体幹前後傾斜 4.4±1.0̊，回旋 6.3±1.3̊，左右傾斜 4.0±1.1̊，骨盤前後傾斜は
4.5±1.0̊，回旋 14.2±3.0̊，左右傾斜 9.4±2.0̊ となり，初回計測 1 回目との比較において，ICC（1.5）は体幹前後傾斜 0.65，回旋
0.32，左右傾斜 0.92，骨盤前後傾斜 0.54，回旋 0.65，左右傾斜 0.72 を示した。各計測で歩行パラメーターに有意な差は認められ
なかった。

【結論】

3 軸角加速度計を用いた動揺性評価は固定部位が同一であれば，体幹，骨盤ともに再現性の高い計測が可能だが，縦断的な計測
を行う場合には固定部位の変化と共に再現性が低下する可能性が示唆された。
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側方リーチテストの再現性と Functional reach test との適応について

辻 修嗣1,2），宮﨑 純弥3）

1）京都橘大学大学院健康科学研究科，2）生田病院リハビリテーション科，
3）京都橘大学健康科学部理学療法学科

key words 側方リーチテスト・Functional reach test・再現性

【はじめに，目的】Functional reach test（以下 FRT）は動的バランス能力の評価方法として用いられ，その信頼性や妥当性につ
いても報告されている。しかし，FRT の課題である前方リーチは体幹の運動要素が多く含まれ，体幹回旋等の代償により測定
値に差が出ることが考えられる。また，FRT は前方への安定性の評価だけで，転倒対策を考える時には側方バランスも考慮す
る必要があるが，その側方バランス能力を評価する簡易検査の報告は少ない。そこで本研究の目的は，我々が行っている Lateral
reach test（以下 LRT）の再現性と，両上肢で行う FRT（以下両 FRT）と一般的な FTR との関連性について検討することであ
る。

【方法】対象は，脊柱や上肢に機能障害を有しない健常成人男女 21 名（男性 18 名，女性 3 名）とした。年齢は 34.7±9.6 歳，身
長は 168.8±6.3cm，体重 68.8±16.6kg であった。リーチ動作の測定は，ファンクショナルリーチ測定器（TOEI LIGHT T�2795）
を使用し，測定器の高さを被検者の肩峰に合わせた。FRT と両 FRT は Duncan らの方法に従って行った。LRT の測定は，リー
チを行う右上肢は肩関節 90̊ 外転位で肘関節伸展位とし，両足底は床に接地した状態で，指先でレバーを押して姿勢保持可能な
限界まで右側方へのリーチを行わせた。LRT の測定は 3 名の検者が各 3 回ずつ計測し，5 日後に同様の測定を再度行った。FRT
の測定は，右上肢 90̊ 屈曲位で行い，両 FRT は両上肢を使用しそれぞれ 3 回ずつ計測した。

統計処理は，SPSSversion23.0 を使用し，LRT の再現性については，検者内または検者間級内相関係数（Intraclass correlation
coefficients，以下 ICC）によって検討した。また，右 LRT と，FRT および両 FRT の関係については，各平均値を用い，Shapiro�
Wilk の正規性の検定後に，Pearson の相関係数を用い，FRT と両 FRT の比較には，対応のある t 検定を使用し，いずれも有意
水準 5％ とした。

【結果】LRT のリーチ距離は 1 回目 22.3±2.2cm，2 回目は 22.2±2.3cm であった。検者内 ICC（1.3）は 0.907 で高い再現性を示
した。検者間の再現性においては，ICC（2.1）は 0.880，ICC（2.3）は 0.915 と高い再現性を示した。標準的な FRT は 37.5±3.1
cm，両 FRT は 30.4±3.6cm であった。LRT と FRT の相関は（r=0.668，P＜0.01）で，LRT と両 FRT の相関は（r=0.643，P
＜0.01）といずれも強い相関を認めた。FTR と両 FRT の間には有意差（P＜0.01）を認めた。

【結論】LRT の級内相関係数から検者内および検者間に高い再現性を認めたことから，側方バランスを評価する上では LRT
は簡易で再現性の高い評価方法であることが示唆された。LRT と FRT および両手 FRT との間には強い相関を認め LRT の実
用性を示すものと考えられた。しかし，FRT と両 FRT には約 7.1cm の差を生じており，FRT は体幹の回旋要素で大きく数値
が変わることが示された。このことから安定性や動的バランス能力を評価する上では前方リーチの FRT だけでなく LRT を選
択することが適切である可能性が示唆された。
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物品運搬課題の有無が座位前方リーチ動作の運動学的特性に及ぼす影響

橋立 博幸，藤澤 祐基，八並 光信，齋藤 明彦

杏林大学保健学部理学療法学科

key words 座位前方リーチ・物品運搬課題・運動学的分析

【はじめに，目的】日常生活では物品を操作するためにリーチ動作を実施することが多く，座位前方リーチ動作は日常生活上必
要不可欠な動作である。これまでに単一課題としての座位前方リーチ動作の特性について検討されてきたが，物品操作課題を伴
う座位前方リーチ動作におけるリーチ距離およびリーチ時の運動学的特性については十分に検証されていない。本研究では，物
品運搬課題の有無が座位前方リーチの運動学的特性に及ぼす影響について検討することを目的とした。

【方法】対象は健康な若年男性 36 人（年齢 21.1±0.9 歳，身長 171.4±4.0cm，体重 65.4±8.1kg，BMI22.3±2.6kg/m2）であり，
座位での前方最大右上肢リーチを，課題付加のない通常条件と物品運搬課題付加条件にて実施した。物品運搬課題付加条件では
約 9 割の水を入れた持ち手の付いたコップの持ち手を把持した状態で水を溢さないようにリーチ動作を行った。測定項目は，
リーチ距離，上前腸骨棘移動距離，肩峰と外果のなす角度（A�T 角度），足圧中心前後移動距離（COP 前後移動距離）とした。

【結果】物品運搬課題付加条件のリーチ距離（452.5±77.2mm），A�T 角度（51.1±11.3deg），COP 前後移動距離（185.7±38.0
mm）は，通常条件のリーチ距離（472.5±74.1mm），A�T 角度（54.9±10.0deg），COP 前後移動距離（199.8±39.3mm）と比べ
てそれぞれ有意な低値を示した。上前腸骨棘移動距離は通常条件（93.5±31.4mm）と物品運搬課題付加条件（94.2±29.2mm）で
有意差を認めなかった。各条件において，リーチ距離と他の指標との Pearson 相関係数を算出した結果，リーチ距離と A�T
角度，COP 前後移動距離との間に有意な相関が認められた。さらに，各条件において，リーチ距離を目的変数，A�T 角度およ
び COP 前後移動距離を説明変数，身長を調整変数とした重回帰分析を実施した結果，各条件ともに A�T 角度，COP 距離がリー
チ距離に対する有意な関連項目として抽出された（自由度調整済決定係数：通常条件 0.782，物品運搬課題付加条件 0.826）。

【結論】物品運搬課題付加条件での座位前方リーチ動作では通常条件に比べてリーチ距離，体幹前傾角度，重心前方移動距離が
有意に低い値を示したことから，物品運搬課題を付加することによって姿勢制御への注意配分量の減少を引き起こし，安定性限
界の狭小化とともに体幹前傾角度の減少と重心前方移動の制限が生じた結果，座位リーチ距離が減少したと推察された。また，
物品運搬課題付加の有無にかかわらず，体幹前傾運動と重心前方移動は座位前方リーチ距離に対する重要な関連因子であると
考えられた。
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P-KS-22-3

下腿三頭筋スタティックストレッチング時間と性別の相違が筋硬度と重心動揺
に及ぼす影響

梶原 侑馬1），森田 正治2）

1）株式会社イノフィス（東京理科大学発ベンチャー）技術開発部，
2）国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

key words スタティックストレッチング・重心動揺・筋硬度

【はじめに，目的】

下腿三頭筋の筋硬度は足関節可動域に影響を及ぼすと言われている。そして足関節可動域の低下，重心動揺の増大は転倒に影響
を与えるとされている。転倒による骨折や寝たきりは社会的問題にもなっており，経済的損失も非常に多い。そこで今回，実施
頻度が多く簡便な下腿三頭筋静的ストレッチング（SST）が筋硬度・重心動揺・重心変位に及ぼす影響と男女差について検討し
た。

【方法】

整形外科疾患を有さない健常男性 32 名（平均年齢 24.6±3.7 歳，平均身長 170.6±5.9 cm，平均体重 63.7±7.6kg），健常女性 32
名（平均年齢 24.5±2.7 歳，平均身長 157.8±4.7 cm，平均体重 50.3±6.3kg）の合計 64 名を対象とした。

足関節起立訓練板を使用し，対象者は足関節角度 23 度で自重を利用し SST を 60 秒及び 120 秒で行った。60 秒と 120 秒の順序
は無作為とし，各介入間で 10 分以上休息をとった。SST 介入前後の測定として，下腿三頭筋の筋硬度は筋弾性計 PEK�1（井元
製作所）を用いた。重心動揺はグラビコーダ GS�7（アニマ社）を使用し，開眼にて行い，足位は閉足直立とした。

統計解析として，SST の介入前後変化は性別の比較を二元配置分散分析反復測定法を用い多重比較（Bonferroni 法）も行った。
筋硬度と重心動揺・重心変位についての相関分析はピアソンの積率相関分析を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

下腿三頭筋の筋硬度は SST 後に有意差を認めなかった。開眼重心動揺において男性では外周面積・総軌跡長・単位面積軌跡長
では有意差を認めなかったが外周面積，総軌跡長では増大傾向，単位面積軌跡長では低下傾向にあった。開眼重心動揺において
女性では外周面積・総軌跡長・単位面積軌跡長では有意差を認めなかったが外周面積，総軌跡長では低下傾向，単位面積軌跡長
では低下傾向にあった。男女ともに SST 後の重心平均中心変位は有意に前方へ移動した。筋硬度と重心動揺・重心変位につい
ての相関関係は認められなかった。

【結論】

本研究において 60 秒と 120 秒の SST 時間による重心動揺と筋硬度の相違は認められなかった。SST は筋硬度には影響を与え
なかったが，足圧中心の前方変位を増加させた。女性において SST 効果は期待できたが，足圧中心前方移動が筋硬度の要因に
までは及ぼさなかった。女性において SST 直後はバランスを改善させ転倒予防に有効である可能性が示唆された。重心動揺で
男女差を示した点について，姿勢制御上，佐竹らは男性は腓腹筋（速筋）優位，女性はヒラメ筋（遅筋）優位と報告しており，
本研究で介入した下腿三頭筋 SST が腓腹筋（速筋）優位のストレッチングであったことが結果に影響したと考えられるが，本
研究の評価機器のみでは男女差を明らかにすることが困難であるため，今後は下腿三頭筋を腓腹筋（速筋）とヒラメ筋（遅筋）
に分け，改めて筋電図等による周波数解析等を行っていきたい。
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P-KS-22-4

児童時期における重心動揺計を用いた動的バランス能力の検討

宮﨑 友望1），田村 靖明1），鈴木 康裕2），田邊 裕基2），出口 憲市1），岩目 敏幸3）

1）徳島県鳴門病院，2）筑波大学附属病院，3）徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学

key words MIPS・IPS・動的バランス

【はじめに，目的】

姿勢安定度評価指標（IPS）を閉眼および軟面上立位で行う筑波大式修正 IPS MIPS は動的/複合的な姿勢の安定性を示すと報告
されている。これらの指標と，健常な若年者から高齢者との関連については明らかにされているが，児童に対しては不明であり，
児童時期の運動/複合的な姿勢の安定性に及ぼす身体機能の影響を明確にすることでの際に有効な指標となる可能性がある。そ
こで本研究では，健常男児を対象とした IPS および MIPS と身体機能との関連性について検討した。

【方法】

健常男児 57 名（年齢 10.±80.6 歳）を対象とし，IPS および MIPS の測定は，それぞれ望月および鈴木の考案した方法に伴い実
施した。測定機材には，重心動揺計（アニマ社製）およびバランスパッド・エリート（エアレックス社製）を使用し，開/閉眼
片脚立ち検査 重心動揺計の検査台上にて IPS 検査 検査台上に軟面をセットし，軟面上にて閉眼・直立させる MIPS 検査の
順で実施した。被験者には測定内容および方法を説明し，測定台上で前後・左右への重心移動を行わせ，測定の要領を得た後に
開始した。MIPS の測定における被験者の立ち位置は，通常の重心動揺検査の検査台の上に敷いた軟面上で，足底内側を平行に
10cm 離した軽度開脚立位の足位とした。すべてのデータは平均値±標準偏差で示し，SPSSver24.0 を用いて解析した。IPS MIPS
と開/閉眼片脚立ちとの相関関係を，Pearson の順位相関係数により検討した。なお，危険率は 5% 未満を有意水準として採用し
た。

【結果】

IPS と右閉眼片脚立ちは r=0.337 p＜0.011 左閉眼片脚立ちは r=0.382 p＜0.003 といずれも有意な差を認めた。MIPS と左閉眼
片脚立ちは r=0.322 p＜0.015 と有意な差を認めた。IPS と左右開眼片足立ち，MIPS と右閉眼片脚立ちでは有意な差が認められ
なかった。今回の対象者のほとんどがの利き足が右側であったため軸足となる左側での有意な差が認められたと考えられる。

【結論】

若年者から高齢者を対象とした先行研究では，IPS および MIPS は年齢との関連性が認められているが，本研究では年齢との間
に有意な相関は認められなかった。これは，各年代で十分な対象者数を確保できていないことおよび男児のみを対象とした事が
影響していると考えられる。
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P-KS-23-1

胸郭形状の非対称性に対する分析における検討
胸郭形状の非対称性の強さと換気能との関係

荒牧 隼浩1,2），笹川 健吾1,2），茂原亜由美3），平山 哲郎3），柿崎 藤泰2）

1）IMS（イムス）グループ板橋中央総合病院，2）文京学院大学大学院保健医療科学研究科，
3）昭和大学大学院医学研究科

key words 胸郭形状・非対称性・換気能

【はじめに，目的】

我々の研究グループでは，健常人を対象とした研究にて胸郭形状の非対称性の存在が，呼吸器および運動器の機能に及ぼす影響
について様々な視点から検討している。その結果，胸郭形状の非対称性の存在は呼吸器や運動器の機能と密接な関係があること
を見出し，非対称性の強さが各器官の機能悪化につながることを提言してきた。これらの事象に加え我々は，胸郭形状に非対称
性が形成されるメカニズムやその環境下での胸郭運動の特徴について，さらに検討を進める必要があると考える。

そこで本研究では，胸郭形状の非対称性に対する分析，また胸郭形状の非対称性の強さと換気能との関係性を検討することを目
的とした。

【方法】

対象は健常成人男性 20 名（平均年齢 23.8±3.0 歳）とした。測定肢位は座位とし，課題動作は安静呼吸とした，胸郭形状は 3
次元動作解析装置（VICON�MX，VICON 社），換気能は呼気ガス分析装置（AS�300，ミナト医科学社）を用い，それぞれの機
器を同期させ実施した。胸郭形状は上位胸郭と下位胸郭を測定部位とし，貼付した赤外線マーカーにて，胸郭前後径の左右差を
検討した。上位胸郭は第 3 胸肋関節レベルの胸骨中央部（A 点），A 点の左右水平線上に各 3 点，A 点を背面に投影した棘突起
上の点（B 点）とした。下位胸郭は剣状突起（C 点），C 点を背面に投影した棘突起上の点（D 点），D 点の左右水平線上に各 3
点，計 16 点とした。また，呼気ガス分析装置にて一回換気量，呼吸数，分時換気量を測定した。測定は 3 分間行い，開始 1
分後から 1 分間のデータにおける平均値を代表値とした。

統計学的解析は上位胸郭，下位胸郭の左右比較をそれぞれ対応のない t 検定を用いて検討した。また上位胸郭と下位胸郭の左右
差の関係性，下位胸郭の左右差と換気能との関係性を Pearson の積率相関係数用いて検討した。なお，解析には統計ソフトウェ
ア SPSS（IBM 社製）を使用し，有意水準はそれぞれ 5％ 未満とした。

【結果】

上位胸郭は左側が右側と比べ有意に大きく（p＜0.01），下位胸郭は左側が右側と比べ有意に小さかった（p＜0.01）。上位胸郭の
左右比率差が大きい例で，下位胸郭の左右比率差も大きい傾向が示された（r=0.65）。また，下位胸郭左右比率差と分時換気量は
負の相関を示した（r=�0.50）。

【結論】

本研究でも，胸郭形状の非対称性の存在が確認できた。さらに一側の上位胸郭と対側の下位胸郭が同一方向への形状を呈してい
ることがわかった。また，上位胸郭の非対称性が強い例では，下位胸郭の非対称性も強いことが示された。つまり，胸郭形状の
非対称性が形成されるメカニズムとして対角線の関係にて連鎖していることが示唆された。また，下位胸郭の非対称性が強い例
において，換気能の低下がみられた。下位胸郭と定義したレベルでは横隔膜の付着部との関係が強い。そのため，非対称性が強
くなることで横隔膜の筋長が崩れ，換気能に影響したと考えられる。
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WBI と腰方形筋収縮率の関係
健常群と非特異的腰痛症群の比較検討

大熊 健悟，松岡 健，石崎 仁弥，小野内 雄

福岡県済生会大牟田病院リハビリテーション科

key words 腰方形筋・WBI・非特異的腰痛

【はじめに，目的】

腰痛の約 85％ が，神経症状や重篤な基礎疾患がなく，画像診断と一致しない非特異的腰痛といわれ慢性傾向を示し，結果的に
難治性となることから，医療，個人の生活，社会制度の 3 つの観点から問題となっている。Janda らは，臨床において腰方形筋
は過活動や硬さを呈し，トリガーポイントであると報告している。さらに McGill らは健常者において腰方形筋は脊柱の安定性
に重要な役割を果たすと報告している。また，腰方形筋外側線維は global muscle に，内側線維は local muscle に分類され，脊
柱の動的・静的機能を有するとされており，腰痛群では腰方形筋内側線維の機能が低下し，脊柱の分節的コントロールに影響を
与える事が予測される。そこで今回，超音波診断装置を用い，腰方形筋活動が著明であった脚組および殿部挙上動作における，
WBI と腰方形筋厚との関係，および 2 群間での検討を行った。

【方法】

対象は健常者 9 名，非特異的腰痛患者 8 名の計 17 名とし，筋厚測定には ALOKA 社製超音波診断装置を用いた。測定部位は，
上後腸骨棘からの垂線と，第 3 腰椎高の交点とし，測定肢位は，静止立位・静止座位・脚組座位・脚組座位骨盤挙上とした。測
定値は mm 単位で同機器にて画像確認し，画像処理ソフトを用いて 0.1mm 単位にて計測し安静時筋厚を 100％ としてその変化
率を算出した。体重支持指数（weight bearing index：以下 WBI）測定はハンドヘルドダイナモメーターを用い，最大値を体重
比百分率（％）に換算して行った。測定には膝伸展筋力を用い，下腿下垂した端坐位，体幹垂直位で 5 秒間の最大等尺性収縮筋
力を 2 回測定し，数値の高い方を採用した。統計処理には SPSS を使用し，群間の比較には対応のない t 検定を，群内比較には
一元配置分散分析を用い，その後多重比較検定を行った。WBI との関係には peason の相関係数を用いた。有意水準はいずれも
5% 未満とした。

【結果】

2 群間の比較では，脚組座位，脚組座位骨盤挙上において健常群内側線維で有意に高値を示した（p＜0.05）。肢位別筋厚変化に
有意差は認めなかった。非特異的腰痛群 WBI と健常群 WBI で有意差を認めた（p＜0.05）。さらに WBI と脚組殿部挙上におけ
る内側・外側線維比で両群とも負の相関を認めた（p＜0.05）。

【結論】

非特異的腰痛群では内側線維の機能が低下し，脊柱の分節的コントロールに影響を与えている可能性が示唆された。また，WBI
との関係から，腰方形筋内側線維が筋出力に影響を及ぼしていることが示された。
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P-KS-23-3

片側の体幹の荷重支持機能の向上が動作に与える効果

木下 和昭1,4），橋本 雅至2），中尾 英俊2,4），田頭 悟志3），大槻 伸吾4）

1）四條畷学園大学リハビリテーション学部，
2）大阪河崎リハビリテーション大学リハビリテーション学部，3）野崎徳洲会病院リハビリテーション科，
4）大阪産業大学大学院人間環境学研究科

key words 体幹機能・身体動作・トレーニング

【はじめに，目的】

体幹機能がパフォーマンスの発揮において重要な因子であることは周知の事実である。歩行や走行，ジャンプ動作は体幹に対し
て鉛直方向に荷重負荷が加わりながら，片脚で支持するような場面が求められ，我々はその時の体幹機能の評価方法として座位
での片側の体幹荷重支持機能（Trunk Righting Test，TRT）に着目している。先行研究にて TRT の左右の特徴は side hop test
の左右脚の優位性と関係していることや，TRT の筋活動様式はその同側が支持脚となる片脚立位と類似していることを報告し
てきた。

しかし，このような TRT の向上が，どのような動作能力の向上に効果があるのかは十分に検討できていない。本研究の目的は，
TRT の向上がどのような動作能力の向上に効果を与えるのか検討することとした。

【方法】

対象は健常な男女 36 名（年齢 19.7 歳±0.7 歳，体重 60.5±11.7kg）とした。測定項目は TRT，膝関節伸展の最大等尺性筋力，side
hop test，Triple hop distance test，片脚立位時の総軌跡長と外周面積と重心移動速度，片脚リバウンドジャンプ時の最大床反力
値とジャンプ効率とした。TRT は先行研究に従い，ハンドヘルドダイナモメーター（以下，HHD）を用い，端座位姿勢から 10
cm 外側へ立ち直り動作をさせた姿勢での体幹の支持力を測定した。 膝関節伸展の最大等尺性筋力の測定は端座位にて実施し，
HHD を用いた。side hop test は床面に左右 30cm 間隔にて貼られたテープの間を，片脚にて 10 往復跳び，その時間を測定した。
Triple hop distance test は片脚にて前方へ 3 回跳び，跳躍距離を測定した。片脚立位時の総軌跡長と外周面積，重心移動速度の
測定は重心動揺計を用い，10 秒間の開眼での片脚立位とした。片脚リバウンドジャンプ時の最大床反力値とジャンプ効率の測定
は床反力計を用い，4 回連続で跳んだ際の最後の跳躍とした。ジャンプ効率の計算は足部が床面へ接地してから最大床反力値ま
での到達時間を算出し，最大床反力値を時間で除した。測定値は各項目 3 回実施し，その平均とした。測定は初回の測定（pre
期）を実施した後に体幹トレーニングを 1 ヵ月間実施し，再び測定を実施した（post 期）。また post 期から体幹トレーニングを
2 ヵ月間中断した後に再び測定を実施した（retraining 期）。検討方法は各測定項目を各期においてフリードマン検定を用い，そ
の後にボンフェローニ法にて比較検討した。統計処理は SPSS ver20 を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

pre 期と post 期の間では TRT と膝関節伸展の最大等尺性筋力，ジャンプ効率に有意な増加が認められ，side hop test には有意
な低下が認められた（p＜0.05）。post 期と retraining 期の間では TRT，ジャンプ効率に有意な低下が認められた（p＜0.01）。

【結論】

TRT の向上は効率の良いジャンプ動作の向上に効果を与えることが示唆された。
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P-KS-23-4

腰椎Stabilization Exercise 時における肩甲骨の位置が体幹筋の筋活動に及ぼす
影響

神崎 佑介1），平沢 良和1），奈須 亮介1），谷名 英章1），掛谷 佳昭1），恵飛須俊彦2）

1）関西電力病院リハビリテーション部，2）関西電力病院リハビリテーション科

key words 筋電図・体幹筋・前鋸筋

【はじめに，目的】

体幹筋トレーニングとして腰椎・骨盤を Neutral Position に保持する腰椎 Stabilization Exercise（以下 LSE）が注目されている。
外腹斜筋は肋骨の外側で前鋸筋と筋連結しているとの報告があるが，LSE 時の肩甲骨の位置が体幹筋の筋活動に及ぼす影響に
ついては不明である。そこで今回 LSE 時における肩甲骨の位置に着目し，肩甲骨の位置が体幹筋の筋活動に及ぼす影響につい
て検討する事とした。

【方法】

対象は健常男性 8 名（年齢 27.5±5.0 歳，身長 170.9±5.9cm，体重 64.1±8.4kg）とした。方法は，四つ這い肢位（Hand�knee，
以下 HK），腕立て肢位（Hand�toe，以下 HT），肘立て肢位（Elbow�toe，以下 ET）の 3 肢位，その内の肩甲骨中間位（以下中
間位）と肩甲骨最大外転位（以下外転位）の計 6 肢位で LSE を実施した。施行はランダム化し対象側は利き手側とした。中間
位は開始肢位から，外転位は開始肢位から肩甲骨を最大外転した肢位で計測した。筋活動は表面筋電計（小澤医科器機社製 EMG
マスター）を用いサンプリング周波数 1kHz で記録し，姿勢が安定してから 5 秒間計測した。計測されたデータを筋電図解析ソ
フト（BIODEX 社）を用い，3�500Hz のバンドパスフィルターで処理し筋活動が安定した 3 秒間の筋積分値を算出した。

測定筋は前鋸筋（以下 SA），外腹斜筋（以下 EO），内腹斜筋（以下 IO），腹直筋（以下 RA）の 4 筋とし，各筋における徒手筋
力テストでの Normal に相当する筋活動を基準として正規化し％MVC とした。解析方法は SA，EO，IO，RA の各動作時にお
ける中間位と外転位での筋活動を対応のある t 検定を用いて比較し，各筋間の相関性はピアソンの積率相関係数を用いた。有意
水準は 5％ とした。

【結果】

SA は HK（中間位 26.4±27.3％MVC，外転位 50.1±21.2％MVC，p＜0.01），HT（中間位 46.9±24.9％MVC，外転位 78.6±17.9％
MVC，p＜0.01），ET（中間位 51.5±24.3％MVC 外転位 86.6±38.3％MVC，p＜0.01），EO は HK（中間位 30.6±35.8％MVC，外
転位 34.6±36.2％MVC），HT（中間位 49.2±35.2％MVC，外転位 56.5±45.3％MVC），ET（中間位 55.5±34.5％MVC，外転位 75.8
±41.4％MVC，p＜0.05）であった。

SA，EO は HK，HT，ET の順に筋活動量は増加し，SA は 3 肢位で中間位と比較して外転位の筋活動が有意に増加した。EO
は ET のみ筋活動が有意に増加した。SA と EO の相関係数は HK 外転位（r＝0.61，p＜0.05），HT 外転位（r＝0.69，p＜0.05），
ET 外転位（r＝0.92，p＜0.01）と有意な相関を認めた。

【結論】

肩甲骨を外転すると SA が収縮し EO の筋活動が高くなった事で，ET で EO の筋活動が有意に増加したものと考える。また SA
と EO の筋間では HK，HT，ET の 3 肢位で有意な正の相関を認めた事から，肩甲骨外転位で LSE を行う事で，EO の筋活動が
高くなる事がわかった。LSE を肩甲骨外転位で行う事によって，より体幹筋の筋活動が高いトレーニングが行える事が示唆され
た。
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端座位における体幹伸展屈曲時は腰椎運動が主体である

春名 匡史1），田村 栄治1），立花 孝1），田中 洋2），信原 克哉2）

1）信原病院リハビリテーション科，2）信原病院バイオメカニクス研究所

key words 体幹運動・腰椎・胸椎

【はじめに，目的】端座位において，胸を張った肢位と体を丸めた肢位を反復して行う，体幹伸展屈曲運動は，理学療法の臨床
場面で頻繁に用いられる運動である。しかし，この運動に関する胸椎運動と腰椎運動の運動量や運動パターンを定量評価した研
究はない。本研究の目的は，端座位における体幹伸展屈曲時の胸腰椎運動を動的に定量評価することである。

【方法】対象は健常男性 7 名（平均年齢 25±2.9 歳）とした。体幹伸展屈曲を動的に計測するために，胸椎および腰椎棘突起に赤
外線反射マーカを貼付した。そして，端座位での体幹伸展屈曲中の赤外線反射マーカの位置を光学式モーションキャプチャ・シ
ステム（Oqus 7+；Qualisys Inc., Goteborg, Sweden）を用いて計測した。その際，被検者の最大努力下において体幹伸展屈曲を
30 秒間連続で行わせた。そして，視線前方注視かつ上肢脱力位で行うよう指示した。次に，胸椎および腰椎運動の評価方法につ
いて述べる。上位胸椎（第 1 から第 7 胸椎）と下位胸椎（第 7 から第 12 胸椎），腰椎（第 12 胸椎から第 5 腰椎）に分け，それ
ぞれのマーカ間の距離の和で胸椎および腰椎運動を表現した。そのため，後彎すれば距離は増加することになる。そして，体格
の影響を除外するために，体幹中間位（測定開始肢位）の値を用いて胸椎および腰椎運動の規格化を行い，最大伸展位を 0%，
最大屈曲位を 100% として周期化した。そして，それぞれの椎体での運動相違を明らかにするために，伸展での変化量，屈曲で
の変化量，伸展と屈曲での変化量の比較を周期区間 10% ごとに行った。統計は 3 要因の反復測定分散分析を行った後に，対応の
ある t 検定，ウイルコクソンの符号付順位検定を行い，求めた p 値をボンフェローニ法で補正した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】伸展運動は全区間で腰椎，下位胸椎，上位胸椎の順に有意に変化量が大きかった（p＜.05）。屈曲運動では，最大伸展位
0% から 50% までは腰椎，下位胸椎，上位胸椎の順に有意に変化量が大きかった（p＜.05）。しかし 50% から最大屈曲位 100%
までは腰椎と下位胸椎の変化量に有意差はなく，70% から最大屈曲位 100% までは上位胸椎も含めて有意差がみられなかった。
伸展と屈曲の比較では，腰椎は 40% から 50% 区間を除いて変化量に有意差がみられ，最大伸展位 0% から 40% までは屈曲の変
化量が，50% から最大屈曲位 100% までは伸展の変化量が有意に大きかった（p＜.05）。上位胸椎は 20% から 40% まで，下位胸
椎は 30% から 40%，80% から最大屈曲位 100% まで屈曲の変化量が大きかった。しかし，それ以外の区間では変化量に有意差が
みられなかった。

【結論】端座位での体幹伸展屈曲時の胸腰椎運動の主体は腰椎であった。これは，胸椎より腰椎の方が，伸展屈曲の可動域が大
きいためと考える。しかし，腰椎の動きは伸展と屈曲で運動パターンが異なる。臨床において，体幹伸展屈曲を行う場合に配慮
すべき点と考える。
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立位時の骨盤アライメントおよび非術側の膝内反変形は人工膝関節置換術後に
おける膝関節屈曲拘縮の原因となる

南角 学1），濱田 涼太1），池口 良輔1,2），伊藤 宣2），布留 守敏2），栗山 新一2），
中村伸一郎2），松田 秀一2）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部整形外科

key words 人工膝関節置換術・内反変形・骨盤アライメント

【はじめに，目的】人工膝関節置換術（以下，TKA）後における膝関節屈曲拘縮は歩行能力の低下を招くことから，術後の膝関
節伸展の可動域（以下，ROM）に対する評価や介入は重要である。TKA 術後の理学療法において，効率的に膝関節伸展 ROM
の改善に取り組むためには，術後の膝関節屈曲拘縮の原因となる因子を明確にすることが必要であると考えられる。しかし，
TKA 術後の膝関節屈曲拘縮の原因となる要因を詳細に検討した報告は少なく，不明な点が多い。本研究の目的は，TKA 術後
1 年における膝関節屈曲拘縮の有無に関連する因子を術前の評価項目から検討することである。

【方法】内側型の両側変形性膝関節症により片側 TKA を施行された 53 名を対象とした（反対側の手術は未実施）。術前の測定項
目として，両側の膝関節屈曲・伸展の ROM，膝関節屈曲・伸展筋力と脚伸展筋力，Timed up and go test を計測した。また，
当院整形外科医の処方により撮影された術前の立位レントゲン画像を用いて，両側の内反角（大腿骨頭－膝中心を結ぶ線と脛骨
の骨軸と平行で地面と垂直な線）と骨盤腔の縦径から Kitajima らの回帰式を用いて骨盤前傾角度を算出した。さらに，TKA
術後 1 年での術側の膝関節伸展の ROM を測定し，伸展角度が 0 ̊であった症例（以下，A 群）と 5 ̊以上の伸展制限を認めた症
例（B 群）の 2 群に分類した。統計は対応のない t 検定，ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】両群の割合は A 群 28 名（52.8％），B 群 25 名（47.2％）であり，年齢，性別，BMI については両群間で有意差を認めな
かった。非術側の内反角は A 群 174.0±3.8̊，B 群 169.5±4.7̊ であり，B 群が A 群よりも有意に低い値を示した。骨盤前傾角に
ついては，A 群 27.7±5.9̊，B 群 18.2±5.3̊ であり，B 群が A 群よりも有意に低い値を示した。一方，その他の評価項目について
は，両群間で有意差を認めなかった。さらに，ロジスティック回帰分析より，術後 1 年の膝関節の伸展制限を規定する因子とし
て，術前の骨盤前傾角度（オッズ比 1.31，95％ 信頼区間 1.14�1.51）と非術側の膝内反角（オッズ比 0.97，95％ 信頼区間 0.95�0.97）
が有意な項目として選択された。

【結語】本研究の結果より，術前の立位時に非術側の膝関節の内反変形が大きく，骨盤後傾位での立位姿勢を呈している症例で
は，TKA 術後 1 年では膝関節屈曲拘縮が残存しやすいことが明らかとなった。非術側の内反変形が大きい場合では，術後に非
術側が術側と比較して下肢長が短くなるために，術側の膝関節を屈曲位にして対応するために膝関節屈曲拘縮が起こりやすい
と考えられた。また，骨盤後傾位での立位姿勢を呈している症例では，ハムストリングスが短縮位していることから，膝関節屈
曲拘縮が生じやすいと考えられた。以上から，TKA 術後の膝関節屈曲拘縮の改善を効率的に図っていくためには，これらの結
果を考慮した理学療法プログラムが必要であると考えられた。
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膝関節の屈曲拘縮の程度は立位姿勢における膝圧迫力に影響を与えるか？
力学を用いたシミュレーション研究

稲井 卓真1），久保 雅義2），江玉 睦明2），高林 知也2），中村 絵美2），金谷 知晶2），柳 宗2），
小熊雄二郎1）

1）おぐま整形外科クリニック，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words 膝圧迫力・屈曲拘縮・スティフネス

【はじめに，目的】

膝関節軟骨への過剰な力学的ストレスは膝の痛みを助長することが報告されている。変形性膝関節症（KOA）患者は階段昇降や
立ち上がり動作で膝の痛みを訴えることが多いが，長時間の立位姿勢においても痛みを訴える症例を経験する。立位姿勢におけ
る膝関節の力学的ストレス（膝圧迫力）は立位姿勢のアライメントによって変化すると予測され，KOA では膝関節の伸展可動
域が低下することが先行研究により報告されている。しかしながら，膝関節の伸展可動域の低下と，立位姿勢における膝圧迫力
の関係は明らかになっていない。本研究は，膝関節の伸展可動域の低下（屈曲拘縮）をシミュレーションで再現し，膝関節の屈
曲拘縮の程度が立位姿勢における膝圧迫力に影響を与えるか否かを明らかにすることを目的としている。

【方法】

体幹・両大腿部・両下腿部・両足部の 7 つのセグメントで構成される 2 次元矢状面のセグメントモデルを作成した（身長：1.7
m，体重：65kg）。腸腰筋，広筋群，大腿直筋，大殿筋，大腿二頭筋短頭，半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋長頭，前脛骨筋，
ヒラメ筋，腓腹筋の 11 筋をセグメントモデルに組み込んだ。股関節伸展 20 度から屈曲 40 度，膝関節屈曲 40 度から伸展 0 度，
足関節底屈 40 度から背屈 30 度までの範囲内で，身体質量中心が足長の中間点となる立位姿勢を生成した（743 通り）。膝関節の
スティフネスを操作し，膝関節を屈曲 30 度から伸展させたとき，受動的関節モーメントを生じさせた。先行研究に準じて各筋
の興奮度を推定し，各筋の興奮度の和が最小となったときの立位姿勢を“最適な立位姿勢”として取得した。膝関節のスティフ
ネスを 0（解析開始時）から 1Nm/度刻みで増加させ，3 回連続で同一の立位姿勢が取得されたとき解析を終了とした。関節力
と筋張力から関節間力を求め，その後膝圧迫力を算出した。Scilab�5.5.2 を用いてすべての解析処理をした。

【結果】

解析開始時の立位姿勢（膝関節の屈曲拘縮なし）における膝圧迫力は 6.9N/kg であり，股関節伸展 5 度，膝関節屈曲 10 度，足
関節背屈 11 度であった。また，解析終了時の立位姿勢（膝関節の屈曲拘縮あり）における膝圧迫力は 13.4N/kg であり，股関節
屈曲 7 度，膝関節屈曲 30 度，足関節背屈 20 度であった。膝関節の屈曲拘縮の程度が強くなることで，立位姿勢における膝圧迫
力も同様に増加するふるまいがみられた。

【結論】

膝関節の屈曲拘縮の程度が強くなることで，立位姿勢における膝圧迫力は増加した。本研究で示した膝圧迫力は，階段昇降や立
ち上がり動作における膝圧迫力よりも小さいが，“長時間の立位姿勢”という視点からみれば膝圧迫力をより軽減する必要があ
ると考えられ，膝関節の伸展可動域の拡大や屈曲拘縮の予防が立位姿勢における膝圧迫力の軽減につながる理学療法といえる
可能性がある。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）【ポスター（基礎）P24】

P-KS-24-3

膝関節と脊柱のアライメントが足圧中心動揺に及ぼす影響

岡田 裕太1），石井 達也1），篠田 祐介1），濱野 祐樹1），白石 和也2）

1）上尾中央総合病院，2）上尾中央医療専門学校

key words 変形性関節症・身体アライメント・足圧中心動揺

【はじめに，目的】

臨床では，膝関節と脊柱に変形性関節症（以下 OA）を併発している者が散見される。OA 患者では姿勢制御能力が低下してい
るため，それらの OA が姿勢制御能力に及ぼす影響を理解することは重要である。そこで，本研究では膝疾患患者を対象に膝関
節と脊柱のアライメントの関係を確認し，それらの身体アライメントが足圧中心（以下 COP）動揺に及ぼす影響を明らかにする
ことを目的とした。

【方法】

対象は，2015 年 12 月から 2016 年 3 月までの間に当院の外来リハビリテーションに通院された膝疾患患者とし，荷重時痛が強い
者や神経疾患を呈している者は除外とした。身体アライメントの計測には，膝関節アライメントに FTA を用い，脊柱アライメ
ントには脊柱傾斜角，骨盤傾斜角，後弯指数を用いた。姿勢制御能力の計測には重心動揺計を用い，COP の総軌跡長および前後
方向と左右方向の速度と実効値を用いた。また，立位姿勢時の COP 位置より前後位置割合と左右荷重割合を算出した。統計処
理には，膝関節と脊柱のアライメントの関係およびそれらの身体アライメントと COP の位置と動揺の関連を検討するために
Pearson の相関係数を用いた。

【結果】

対象者は 57 名であり，身体アライメントは FTA が 178.9±3.6 度，脊柱傾斜角が 7.3±6.5 度，骨盤傾斜角が 10.7±6.3 度，後弯
指数が 11.6±2.7 であった。それらの身体アライメントの間に有意な相関は認められなかった。COP 位置において，前後位置割
合は 39.5±8.0％ であり，左右荷重割合は 3.6±10.5％ であったが，身体アライメントとの間において有意な相関は認められな
かった。COP 動揺は，総軌跡長が 455.5±167.0mm であり，速度は前後方向が 11.0±3.9m/s，左右方向が 8.2±3.6m/s，実効値は
前後方向が 7.5±2.7，左右方向が 5.3±2.3 であった。身体アライメントと COP 動揺の関連において，脊柱傾斜角に対して総軌跡
長と前後方向の速度に有意な正の相関が認められた。また，骨盤傾斜角に対して前後方向の実効値に有意な負の相関が認められ
た。しかし，FTA においては COP 動揺との間に有意な相関は認められなかった。

【結論】

本研究では OA が頻発する膝関節と脊柱に着目し，膝関節と脊柱のアライメントの関係およびそれらの身体アライメントと立
位姿勢における COP の位置と動揺の関連を検討した。OA 者では，関節構造体の破綻や姿勢安定性が優先されていた可能性が
考えられ，立位姿勢時の身体アライメントにおいて運動連鎖は生じていなかった。

身体アライメントと COP 動揺の関連において，脊柱傾斜角や骨盤傾斜角は COP の前後方向動揺との間に有意な相関が認めら
れ，転倒の危険因子になることが示唆された。しかし，安静時立位姿勢において FTA は COP 動揺に影響を及ぼしていなかった。
OA 者では，対照群と比較して姿勢制御能力が低下しており，転倒リスクが高いとされている。そのため，姿勢制御能力を適切
に評価することが転倒予防に重要であると考える。
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P-KS-24-4

変形性膝関節症患者における床からの立ち上がり動作

石川 順基1），齊藤 英知2），松永 俊樹2），斉藤 公男2），畠山 和利1），千田 聡明1），渡邉 基起1），
高橋 裕介1），島田 洋一2）

1）秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

key words 変形性膝関節症・立ち上がり・kneeling

【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下，膝 OA）は高齢者に特徴的な疾患であり，症状が進行すると基本動作を制限する。日本人にとって和式
生活では床からの立ち上がり動作が重要であり，床からの立ち上がり動作には評価や指導が必要と考える。しかし，膝 OA 患者
における床からの立ち上がり動作を調査した報告は殆ど行われておらず，統一した見解が確立されていない。そこで本研究の目
的は，膝 OA 患者における床からの立ち上がり動作の特徴を把握する事である。

【方法】

対象は当院に入院した膝 OA 患者 19 例とした。内訳は男性 9 例，女性 10 例，平均年齢 70±10 歳，平均身長 158.6±9.4cm，平
均体重 64.7±9.1Kg であった。床からの立ち上がり動作の計測は，患者に動作を指示しカメラにて動画を記録し，測定は一回と
し患者の正面から撮影した。動作パターンは健常高齢者を対象とした星らの報告に従い A：Half�Kneeling pattern（片膝を立て
てから立ち上がる），B：Plantigrade pattern（高這い位を経由して立ち上がる），C：Squatting pattern（しゃがみ位から立ち上
がる）に分類し，そのどれにも分類されなかったパターンを D とした。統計学的検討では，各動作パターンを実施する頻度に差
が有るかどうかを比較する為に χ2 適合度検定を行った。解析ソフトは SPSS22 を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

A のパターンは 9 例，B のパターンは 3 例，C のパターンは 2 例，D のパターンは 5 例存在したが，A，B，C，D 各動作パター
ンの頻度に有意差を認めなかった。しかし，19 例中 19 例が動作遂行可能であり，A と D のパターンをとる傾向が多かった。又，
A のパターンの中に膝 OA 側を接地しない例が 5 例，接地する例が 4 例存在し，膝 OA 側を接地しないパターンは全体で 11
例（57.9％）存在した。

【結論】

健常高齢者を対象とした星らの報告では 3 種類の床からの立ち上がり動作パターンが存在すると述べられているが，本研究で
はそれらとは異なる両膝をついた後立ち上がる D のパターンが存在した。これは，健常高齢者とは違う膝 OA 患者に特徴的な動
作パターンであった。又，4 種類の全動作パターンにおいて，膝 OA 側を接地しない例が半数以上存在した。これは，膝 OA
患者における床からの立ち上がり動作では，膝 OA 側の接地を回避する動作パターンをとる傾向にあると考えられる。床からの
立ち上がり動作は多関節の複合運動である為，健側下肢や上肢で膝 OA 側を代償して立ち上がる事で膝 OA 側下肢の使用頻度
を少なくしていると推察される。加えて，床からの立ち上がり動作はほぼ全例で ADL において必要であり動作指導が必要にな
るが，膝 OA 患者における床からの立ち上がり動作と疼痛や筋力との関連についての検討は今後の課題である。本研究は，膝
OA 患者における床からの立ち上がり動作パターンの傾向を示したものであり，理学療法実施時の指標となる報告として意義が
ある。
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P-KS-24-5

変形性膝関節症者の歩行における筋シナジーパターンの特徴

久保田圭祐1），塙 大樹2），国分 貴徳3），園尾 萌香4），平田 恵介1），金村 尚彦3）

1）埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修，
2）社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院，3）埼玉県立大学理学療法学科，
4）医療法人名圭会白岡整形外科

key words 変形性膝関節症・筋シナジー・歩行

【はじめに，目的】

運動制御における冗長性問題の解決策として，筋シナジーが存在する。筋シナジーとは，活動タイミングが類似する筋活動をグ
ループ化し，中枢神経系の制御を単純にしているという仮説である。その中で，ヒトの歩行は 4 つから 5 つの筋シナジーで達成
されると報告された。本来，筋シナジーは中枢神経系の制御を解明するために発展したため，運動器疾患に対する応用は進んで
いない。変形性膝関節症（以下，膝 OA）は，異常筋活動を示すため，正常歩行とは異なる筋シナジーが抽出される可能性があ
る。そこで本研究の目的は，膝 OA に特徴的な筋シナジーを抽出し，膝 OA 歩行の評価・治療に対する指標とすることである。

【方法】

対象は健常成人 3 名と疼痛のない膝 OA 患者 3 名とした。床反力計付きトレッドミル（BERTEC 社），筋電計 12ch（Delsys
社）を用いて床反力，筋活動を測定した。対象筋は，片側の脊柱起立筋，大殿筋，中殿筋，大腿筋膜張筋，股関節内転筋群，大
腿直筋，内側広筋，半腱様筋，大腿二頭筋，前脛骨筋，腓腹筋内側頭，ヒラメ筋の計 12 筋とした。被験者はトレッドミル（3
km/h）で 30 秒の歩行を行い，筋活動データの 10 歩行周期分の加算平均波形を作成した。筋シナジーの抽出には非負値行列因
子分解を用いた。健常成人と膝 OA 間の類似性の検討には，シナジー波形は相互相関分析，筋間活動比はピアソンの積率相関係
数を用いた。

【結果】

膝 OA 患者 3 名のうち 2 名は明瞭な筋活動を示した筋が 8 筋で，抽出されたシナジー数が 2 つであった。残りの 1 名（grade2）
は健常者と同様に 3 つのシナジー（シナジー 1，2，3）が抽出されたため，各シナジーの類似性の検討を行った。各シナジーの
活動は，シナジー 1 が荷重応答期，シナジー 2 が立脚後期，シナジー 3 が遊脚期に生じた。シナジー波形は，全被験者で高い相
関を示し，シナジー 1 が 0.97，シナジー 2 が 0.93，シナジー 3 が 0.95 であった。健常成人と膝 OA 患者間の筋間活動比は，シナ
ジー 1 が 0.55，シナジー 3 が 0.73 と中等度の相関を示したのに対して，シナジー 2 が 0.29 と低い相関を示した。

【結論】

先行研究にて，歩行時の筋シナジーは不変であることが明らかとなっている。今回計測した膝 OA 患者においても，シナジー波
形は健常者と類似したが，筋間活動比はシナジー 2 で差異が認められた。これは，本来シナジー 2 は腓腹筋とヒラメ筋をグルー
プ化し下肢の蹴り出し時に活動するが，膝 OA 患者ではヒラメ筋のみ高い活動を示したためであると考えられる。腓腹筋は，前
脛骨筋と共に荷重応答期に活動するシナジー 1 に共同収縮としてグループ化された。このことから，膝 OA では共同収縮の影響
により健常成人と異なる非効率的な筋シナジーを呈することが示唆された。今後他の力学データとの対応関係について検証す
ることで，膝 OA の評価・治療に客観性の高い新たな指標として筋シナジーを使用できる可能性がある。
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P-KS-25-1

異なる姿勢が歩行に与える影響

藤谷 亮1,3），治郎丸卓三1），伊坂 忠夫2），来田 宜幸3），野村 照夫3）

1）滋賀医療技術専門学校理学療法学科，2）立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科，
3）京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

key words 不良姿勢・歩行・骨盤変位

【はじめに，目的】

不良姿勢は関節や筋の構造に影響し，腰痛の発症と関連する。中でも成長期前から観察される不良姿勢の Lordosis（以下 LO）や
Sway�back（以下 SW）は腰痛との関連が多く報告されている。また不良姿勢（LO，SW）は静的場面のみならず，スポーツの
ような動作場面でも肉離れや膝関節疾病の発生率を増加させる。しかしながら，不良姿勢が動作に与える影響を検討したものは
ない。歩行はヒトが最も簡便に使用できる移動手段であり，古くから腰痛治療に取り入れられてきた。しかし，腰痛に対する歩
行訓練に対しては否定的な報告がみられる。そのため不良姿勢である LO や SW が歩行動作に与える影響を検討することは，姿
勢指導の必要性と歩行訓練の有効性を検討する上で需要である。したがって本研究では，不良姿勢を持たない健常成人に対して
不良姿勢（LO，SW）を取らせた際の歩行と通常歩行を比較し，不良姿勢が歩行動作に与える影響を検討することを目的とした。

【方法】

不良姿勢を持たない健常成人男性 15 名（年齢：24.3±3.4 歳，身長：172.3±3.7cm，体重：65.1±7.9kg）を対象とした。全身 49
点の 3 次元座標値を，三次元動作解析装置（Motion Analysis 社製，200Hz，16 台）を用い計測した。歩行計測は速度（5Km/
h）を一定にするためトレッドミル上にて行った。各姿勢条件およびその定義は，先行研究を参考に①直立（Neutral：以下 NU），
②LO，③SW とした。また各姿勢条件を験者の指示に対して直ちにとれるように姿勢練習を行った。姿勢指導は，同一験者が指
導を行い，測定はランダムに行った。得られた解剖学的特徴点の 3 次元座標値は，フィルタ処理を行い足部のマーカーを元に歩
行周期を算出した。また座標データから歩行時の骨盤傾斜角，骨盤回旋角，また股関節・膝関節・足関節の屈曲および伸展角度
を算出した。なお重心位置の算出には江原らの方法に基づき算出した。また歩行中の姿勢条件を確認するため脊柱骨盤角度を計
測した。統計はすべての測定項目に対して一元配置分散分析を歩行周期格化 5% ごとに行い，有意差のある項目について多重比
較検定を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】脊柱および骨盤角度から歩行中，各姿勢定義に合った脊柱�骨盤姿勢が保たれていた。NU と比較して LO は，遊脚終期
からの立脚初期の骨盤回旋角度の増加と前方重心を認めた。NU と比較し SW は，立脚初期の骨盤側方傾斜，股・膝関節屈曲，
足関節背屈角度の有意な増加と重心位置の低下を認めた。

【結論】LO，SW の不良姿勢を取ることで歩行動作に影響を与えることが明らかになった。それらは姿勢変化に伴い立脚初期の
荷重応答が変化することで，歩行時の骨盤動揺を増加させる。また不良姿勢時の骨盤変位を直立姿勢は減少させる可能性が示唆
された。
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P-KS-25-2

矢状面上の体幹質量中心位置の変位は前額面の歩行ダイナミクスに影響する

藤野 努1,2），国分 貴徳3），金村 尚彦3），久保田圭祐4），園尾 萌香5），村田 健児1），
喜多 俊介4），高柳 清美3）

1）埼玉県立大学大学院博士後期課程，2）浦和整形外科，3）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，
4）埼玉県立大学大学博士前期課程，5）白岡整形外科

key words 歩行・運動制御・重心

【はじめに，目的】

脊柱の後弯変形や妊娠により体幹の質量中心位置は矢状面上で変化する。この矢状面上の身体的変化は，歩行に大きな影響を及
ぼす可能性がある。先行研究では，歩行における矢状面上の体節運動が体幹の前額面上の加速度に寄与すること（Nott, et al.,
2010）や，矢状面と比較して前額面での制御が必要であること（Kuo, et al., 2000）が示されている。これらのことから，体幹の
矢状面上の質量中心位置の変位も歩行における前額面のダイナミクスに影響する可能性があるが，その具体的影響は明らかで
ない。そこで，本研究は体幹の矢状面上の質量中心位置を負荷によって擬似的に変化させ，質量中心位置の違いが前額面の歩行
ダイナミクスに与える影響を明らかにすることを目的に行った。

【方法】

対象は健常男性 6 名（身長 169.3±3.7cm，体重 61.3±5.2kg）。課題は快適歩行速度での 2 分間連続歩行とし，1 分間経過後の 50
ストライドを対象とした。体幹負荷は専用のベストを用い，体重の 10% を負荷量とした。負荷条件は①通常歩行，②負荷なし

（ベストのみ装着），③前方，④正中，⑤後方の 5 条件とし，ランダム化した順序で実施した。

計測には三次元動作解析装置（VICON 社製）と床反力計付きトレッドミル（BERTEC 社製）を用い，モデルには Plug in Gait
fullbody AI model を使用した。

算出した変数は歩隔と 1 歩行周期中の矢状面，前額面上の体幹，骨盤の体節角度と角速度の振幅，身体重心（COM）の前額面
上の位置と速度の振幅に加え，前額面上の動的な安定性を評価するために，速度で外挿した COM 位置（extrapolated COM，
XCOM）の振幅と XCOM と支持基底面の距離で示される Margin of stability（MOS）の平均値と最小値を用いた。

統計解析は K�S 検定による正規性検定後に，フリードマン検定を実施し，事後検定としてウィルコクソン符号付順位検定と
Holm 法を用いた。有意水準は 5% 未満とした。データ処理・統計解析には MATLAB R2016a（MathWorks 社製）を用いた。

【結果】

COM 位置，矢状面上の体幹角度は各条件において有意な差を認めなかった。歩行の動的な安定性を示す MOS の平均値，最小
値ともに後方条件が正中と比較して有意に低値を示した（平均値［後方：67.9mm，正中：64.0mm］；p＜0.01，最小値［後方：
28.5mm，正中：21.6mm］；p＜0.05）。歩隔は後方が前方，負荷なしと比較して有意に高値を示し（後方：171.7mm，前方：160.5
mm，負荷なし：154.3mm；p＜0.05），他の条件に対しても高値を示す傾向にあった（正中：154.3mm，通常：151.5mm）。

【結論】

体幹質量中心位置の変位は，歩行中の前額面上の COM 位置や矢状面上の体幹角度には影響しないことが明らかとなった。一方
で，動的な安定性を示す MOS と歩隔は後方条件で高値を示した。MOS は歩隔に依存する値であるため，体幹の質量中心の後方
化に伴い，歩隔を拡大することで通常より大きな安定性を担保する戦略を有することが示唆された。本研究によって歩隔が拡大
した歩容の改善には前額面上だけでなく矢状面上の身体変化に着目する必要性が示された。
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P-KS-25-3

歩行時の外的股関節モーメントを軽減させる歩行様式の分析
歩行速度・歩幅一定条件下での歩隔と足角の変化

中西 規能1），建内 宏重2），小山優美子2），市橋 則明2）

1）京都大学医学部人間健康科学科，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 歩行・股関節・下肢関節モーメント

【はじめに，目的】

歩行中の外的股関節モーメントは前額面が最大であり，前額面における歩行中の股関節への過剰な負荷が変形性股関節症を進
行させる一要因であることが，先行研究で明らかになっている。そのため，股関節モーメントを軽減させる歩行様式を検討する
ことは重要であるが，そのような研究は少ない。歩行速度や歩幅を低下させれば負荷は減少するが，それは歩行パフォーマンス
の低下につながる。したがって本研究では，歩行速度・歩幅一定の条件下で外的股関節内転モーメントを軽減させる歩行様式を
検討することを目的とした。

【方法】

対象は若年健常者 15 名（男性 8 名，女性 7 名）とした。測定課題は，自然歩行に加え歩隔を減少した歩行（narrow）と増大し
た歩行（wide），足角を減少した歩行（toe�in）と増大した歩行（toe�out）とした。測定には 3 次元動作解析装置と床反力計を
用いた。ケイデンスは全ての条件で 110 歩/分に統一した。自然歩行は快適な歩幅で 3 試行を記録した。両側の踵接地位置と第
2 趾の位置にマーキングをし，narrow，wide 条件では自然歩行から歩隔をそれぞれ 20cm 減少，増加させ，toe�in，toe�out
条件では自然歩行から足角をそれぞれ 10 度変化させた。自然歩行の歩隔が 20cm 未満の場合は，narrow 条件は歩隔 0cm で行っ
た。被験者には各条件を複数回練習させた。自然歩行以外の 4 条件については 5 試行を記録し，測定順は無作為とした。

2 峰性を示す外的股内転モーメントの第 1 と第 2 ピーク値（P1 と P2：体重で補正），歩行速度，歩幅，ピーク時の前額面，水平
面における股関節角度，胸郭の側方傾斜角度を算出し，自然歩行は 3 試行の，その他の条件は 5 試行の平均値を求めた。対応の
ある t 検定および Holm 補正を用いて，自然歩行とその他の 4 条件間で各変数を比較した（有意水準 5%）。

【結果】

自然歩行とその他の条件間で歩行速度と歩幅に有意差はなかった。 P1 は自然歩行（1.09［単位：Nm/kg］）に比べて wide（1.01），
narrow（1.02），toe�in（0.98）で有意に減少し，toe�out（1.06）で有意ではないが減少傾向にあった。P2 は自然歩行（1.14）に
比べて，wide（0.95），toe�out（1.03）で有意に減少し，narrow（1.24），toe�in（1.18）で有意に増加した。胸郭角度は wide
の P1 時点で有意差を認めたが，自然歩行より約 0.7̊ 支持側への傾斜が減少しており，wide での股内転モーメントの減少には影
響していないと考えられた。なお，股関節角度は，自然歩行と比較して narrow で約 1.1̊ 内転，wide で約 5.0̊ 外転，toe�in で約
11.0̊ 内旋，toe�out で約 7.2̊ 外旋それぞれ有意に変化していた。

【結論】

wide では歩行周期を通して外的股内転モーメントが減少し，歩行速度や歩幅の変化がなくとも自然歩行よりも股関節負担が軽
減することが明らかとなった。本研究は，健常者での基礎的研究ではあるが，今後，変形性股関節症患者を対象とした臨床・研
究に応用できる可能性がある。
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P-KS-25-4

非対称歩行時の左右下肢における蹴り出しの変化と交互性の検討
Split�belt treadmill の理学療法応用

平田 恵介1），国分 貴徳2），宮澤 拓1），一寸木洋平3），園尾 萌香4），久保田圭祐1），金村 尚彦2）

1）埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修博士前期課程，
2）埼玉県立大学保健医療福祉学部，3）国立障害者リハビリテーションセンター研究所，
4）医療法人名圭会白岡整形外科リハビリテーション科

key words 歩行・下肢COM・Split�belt treadmill

【はじめに，目的】

下肢は歩行時に左右交互に駆動するため逆位相関係にある。これが左右のベルトが異なる速度のトレッドミル歩行（Split�belt）
では，肢体運動のキネマティクスに左右差を生じるものの，そうした非対称歩行に適応し，逆位相が定常歩行よりも高まること
が先行研究により明らかになっている。しかし大腿仰角や足部マーカー座標といった単セグメントの動きに影響され易いパラ
メータを用いている上，具体的に左右差を生じる運動学データに関して言及されていない。そこで本研究では，肢体の総合的な
位置を反映する質量中心（COM）をパラメータとして用い，非対称歩行適応時に変化する下肢の前後振幅と逆位相性を Split�belt
で検証した。本研究目的は変形性関節症や慢性期片麻痺の様に，歩行時に肢体のキネマティクスに左右差を呈する患者に対する
Split�belt treadmill による治療指針確立の基礎データを得ることである。

【方法】

対象は健常成人 10 名。Split�belt 実験はダブルベルトトレッドミル（Bertec）を用い，0.9m/s の対称歩行 1 分，続いて一時的に
片側が 1.8m/s の非対称歩行 3 分，その後再び対称歩行 2 分の計 6 分間行った（左右 2 条件×各 3 試行）。計測は三次元動作解析
装置（赤外線カメラ 17 台，VICON，100Hz）で剛体リンクモデル Plug In Gait Full Body AI Model を用い，反射マーカーの三
次元座標を記録し，体重比から COM を算出した。データは①対称歩行，②非対称化直後，③非対称歩行適応後，④再対称化直
後，⑤終了前の全 5 相，各相 5 歩分を採用した。解析は下肢 COM の振幅・踵接地時の位置・最後方値，片脚支持時間，両脚支
持時間の左右差を抽出し，被験者ごとに対応のある t 検定を行った。また下肢 COM，大腿仰角，踝マーカーの振幅を取得し，
左右間での相互相関係数を求め，COM での結果との有意差を検証した（有意水準 0.01）。

【結果】

COM 振幅，最後方値は遅側に比べ速側が大きく，片脚支持時間は遅側に比べ速側が短くなる左右差を示し，③非対称歩行と①
対称歩行で有意差を認めた。踵接地時の位置と両脚支持時間に左右差，有意差はなかった。また，③非対称歩行適応後において，
下肢 COM の変動は左右間で�0.97～�0.99 と高い負の相関を示し，逆位相性が亢進していた。これは同様の条件で大腿仰角，踝
マーカーで逆位相が高まると述べた先行研究結果と比較しても，高い相関係数であった。

【結論】

上記結果から非対称歩行時でも下肢 COM の踵接地時位置と，両脚支持時間を左右対称にしており，これには速側下肢の蹴り出
し延長が関与していた。また下肢逆位相性の左右比較において，下肢 COM データで高い相関係数が示されたことは，蹴り出し
延長の対応に高次な力学的対応が行われている可能性が示唆された。これらの事実は，不可変なキネマティクスや蹴り出し不全
を呈する歩行の改善を目的とした患者の歩行機能改善に対し，Split�belt treadmill による非対称性歩行適応の論理的背景確立に
貢献するものである。
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健常成人男性の歩行・走行における足部内関節運動パターンと速度依存性

藤原 浩樹1,3），加茂野有徳2），関屋 昇2）

1）昭和大学保健医療学部研究科，2）昭和大学保健医療学部理学療法学科，3）髙澤整形外科醫院

key words 足部マルチセグメントモデル・歩行・走行・キネマティクス

【はじめに，目的】

足部は歩行・走行中に重要な役割を担い，足部における疾患は筋腱・骨障害や変形など多岐にわたり，様々な下肢障害の原因と
なる。足部は多関節構造であるが，従来の動作解析では，解析の簡便さのために，単一の剛体セグメントとして扱われることが
多かった。この方法は，複雑な構造を示す足部の三次元的機能の評価としては不十分であり，誤った理解につながる可能性があ
る。そこで，より詳細な方法として，足部をマルチセグメントとして扱うモデルが Leardini（2007）により考案されて，多くの
研究で用いられ，高い再現性が報告されている。しかし，歩行と走行の幅広い速度で，Leardini の足部モデルを使用して足部セ
グメントの角度変化を示した研究はまだ認められない。そこで，本研究の目的は，足部を Leardini のモデルを使用して多関節

（3 関節）として扱い，各関節のキネマティクスの速度依存性，歩行と走行による違いを明らかにすることとした。

【方法】

対象を神経学的及び整形外科的疾患の既往がなく，明らかな足部変形がない健常成人男性 10 名とした。運動課題として目標速
度 50m/分・80m/分・110m/分の歩行，及び 140m/分・170m/分の走行を行わせた。計測は，床反力計測及び三次元動作解析装
置による標点計測を行った。

【結果】

歩行速度条件間における比較では，前足部関節と後足部関節において矢状面上の動きが歩行速度の上昇に伴い大きくなった（p
＜0.01）。走行速度条件間の比較では，すべての項目で速度による違いは認められなかった。歩行と走行間の比較では，後足部関
節で両者は顕著に異なっており，走行ではより背屈位・外返し位・内転位を示し（p＜0.01），総変位角度も大きくなった。中足
部関節は立脚期パターンが類似するが，走行ではより背屈位・外返し位・外転位を示し（p＜0.01），総変位角度も大きくなった。
前足部関節も立脚期パターンが類似し，走行ではより背屈位・内返し位・外転位を示した（p＜0.01）。

【結論】

本研究では健常成人男性における足部内の動きを明らかにした。速度依存性は歩行でのみ認められたが，走行の 2 つの速度間で
は認められなかった。歩行と走行では関節運動の波形パターンが異なり，走行時にはより大きな衝撃の吸収と前方への推進力が
必要となるために足部の各関節が動きを変化させていた。
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P-KS-26-1

棘下筋ストレッチングが上肢挙上時の肩甲骨運動に与える影響

駒村 智史1），草野 拳2），爲沢 透2），市橋 則明2）

1）京都大学医学部人間健康科学科，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 棘下筋・肩甲骨・ストレッチング

【はじめに・目的】

肩関節水平内転や内旋可動域の制限因子として挙げられる肩関節後方の軟部組織の伸張性低下は一般的に肩関節後方タイトネ
スと呼ばれている。肩関節後方タイトネスは，上腕骨頭の前方偏位が関わるインピンジメントや内旋可動域の制限と関連するこ
とが示唆されており，その一因として棘下筋の柔軟性低下が挙げられている。先行研究により，棘下筋のストレッチング方法と
して，肩甲骨を固定し肩関節を水平内転する方法（cross�body stretch）が推奨されている。筋硬度の低下や関節可動域の増加
といったストレッチ効果は実証されているが，上肢挙上動作などの肩甲骨が関わる動作において棘下筋に対するストレッチン
グが肩甲骨運動に及ぼす影響は不明である。そこで本研究の目的は，棘下筋のスタティックストレッチング（SS）による棘下筋
の柔軟性向上が上肢挙上時の肩甲骨運動に与える影響を明らかにすることとした。

【方法】

対象は健常若年男性 15 名（22.3±1.2 歳）の非利き手側上肢とした。SS は上記の cross�body stretch とし，SS 時間は 3 分間とし
た。SS 前後において，6 自由度電磁気式動作解析装置（Liberty；Polhemus 社製）を用いて肩関節屈曲運動時の肩甲骨運動（外
旋，上方回旋，後傾）を計測した。

SS による棘下筋柔軟性向上の指標には超音波診断装置（Aixplorer, Supersonic Imagine 社製）のせん断波エラストグラフィー機
能より算出される弾性率を用いた。弾性率は低値を示すほど筋の柔軟性が高いことを意味する。棘下筋の弾性率が SS 前（pre）
に比べ，SS 直後（post1）と SS 後の肩甲骨運動計測後（post2）に低値を示すことを包含基準とし，計 9 名を解析対象とした。

統計解析は，10 度毎の各肩関節屈曲角度における肩甲骨角度より，時期（SS 前，SS 後），角度（30～120 度）の 2 要因による反
復測定二元配置分散分析を行った。主効果を認めた場合は事後検定として Bonferroni 法による多重比較および t 検定を行った。
有意水準は 5% とした。

【結果】

各弾性率（平均±標準偏差，単位：kPa）は pre が 34.2±7.4，post1 が 28.6±7.3，post2 が 29.2±8.4 であり，pre に対し，post
1，post2 において有意に低値を示した。二元配置分散分析の結果，肩甲骨外旋において時期における主効果を認めた。事後検定
の結果，SS 前に対し，上肢挙上 30�80̊ において SS 後に有意に外旋角度が増大した。また，肩甲骨上方回旋と後傾に関しては，
交互作用および時期における主効果を認めなかった。

【結論】

Cross�body stretch により棘下筋の弾性率が低下すると，上肢挙上動作時の肩甲骨外旋角度が増大することが明らかとなった。
これより，cross�body stretch が，上肢挙上運動時の肩甲骨運動の改善に有効である可能性が示唆された。
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P-KS-26-2

等尺性収縮を併用したスタティックストレッチングが骨格筋の力学的特性に与
える影響に関する検討

城所 卓1），坂野 裕洋1），内川 智貴2）

1）日本福祉大学健康科学部，
2）医療法人利靖会前原整形外科リハビリテーションクリニック医療リハビリテーション科

key words スタティックストレッチング・等尺性収縮・力学的特性

【はじめに，目的】

スタティックストレッチング（static stretching；以下 SST）は，骨格筋の伸張性増大や関節可動域（range of motion；以下
ROM）の改善を目的に行われる代表的な運動療法であり，そのなかでも等尺性収縮を併用した SST は，骨格筋の収縮後に得ら
れる弛緩作用により，効率的に骨格筋を伸張する方法として知られており，ROM の改善効果について多くの報告がなされてい
る。しかしながら，骨格筋の粘弾性や伸張性といった力学的特性の変化に関する報告は少なく，一致した見解が得られていない。
そこで本研究では，等尺性収縮を併用したスタティックストレッチングが骨格筋の力学的特性に与える影響について明らかに
することを目的に実験を行った。

【方法】

対象は健常大学生 16 名（男性 7 名，女性 9 名，平均年齢 21.2±1.3 歳）の右ハムストリングスとし，SST を単独で行う SST
条件と SST に等尺性筋収縮を併用するコントラクション（contraction；以下 CONT）条件の 2 条件を設定し，24 時間以上の間
隔を空けて実施した。すべての被験者は，股関節および膝関節を約 100̊ 屈曲した座位にて膝関節を伸展させることでストレッチ
ングを行った。ストレッチング強度は，大腿後面に痛みが出る直前とし，50 秒毎に膝伸展角度の再設定を行いながら 190 秒間の
SST を行った。なお，CONT 条件では，最大等尺性筋力の 75% で 10 秒間の等尺性収縮を 40 秒毎に計 3 回実施した。評価は，
190 秒間のストレッチング前後に，等速性運動機器（BTE 社製 PRIMUS RS）を用いて，膝伸展 ROM を測定後に 5 deg/sec
の角速度で他動的に最大まで膝関節を伸展させた時のトルク―角度曲線を作成し，ハムストリングスの stiffness と最大動的ト
ルクを算出した。なお，得られた結果は介入後の値を介入前の値で除した変化率とし，統計学的解析に用いた。統計学的解析に
は，対応のある t 検定と Wilcoxon の符号順位和検定を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

膝伸展 ROM は，両条件ともに介入前と比較して介入後に有意な増大を認め，介入後では CONT 条件が SST 条件よりも有意に
高値を示した。stiffness は，両条件ともに介入前と比較して介入後に有意な減少を認め，介入後では CONT 条件が SST 条件よ
りも有意に低値を示した。最大動的トルクは，CONT 条件のみ介入前と比較して介入後に有意な増大を認めたが，介入後では両
条件間に差を認めなかった。

【結論】

本研究結果より，等尺性収縮を併用した SST は，通常の SST と比べて効率的に骨格筋を主とした筋腱複合体の粘弾性を低下さ
せることで，良好な ROM の拡大効果を得られることが明らかとなった。このことから，臨床場面において SST を実施する場合，
随意的な筋収縮が可能な対象者では，等尺性収縮を併用することによって，特異的な ROM の改善効果を期待できることが示唆
された。
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P-KS-26-3

異なるストレッチング強度による抵抗トルク，Stiffness の経時変化

山内 渉1），宮津真寿美2），木山 喬博2）

1）岐阜県立多治見病院リハビリテーション科，
2）愛知医療学院短期大学専攻科リハビリテーション科学専攻

key words ストレッチング強度・ストレッチング効果の持続・筋柔軟性

【はじめに，目的】

ストレッチング（St）後の筋柔軟性変化は，体位，St 持続時間，St 強度などが関与する。その中で，St 強度の違いによる筋柔
軟性変化やその経時変化を調査した報告は少なく，筋柔軟性を向上しその効果を長く持続させる最適な St 強度は明らかではな
い。本研究の目的は，異なる St 強度で，ハムストリングス（Ham）に対して保持時間 120 秒の St を行い，筋柔軟性変化とその
経時変化を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常男子 12 名（19.9±0.9 歳）の右 Ham とし，3 条件の St 強度を 3 日に分けて行った。St と筋柔軟性の評価には Biodex
System3 を用い，肢位は端坐位にて股関節約 120 度屈曲位とした。St を行う強度は，角速度 2 度/秒で他動的に膝関節を伸展し
伸張痛が生じる角度である R100 と，開始角度から R100 の 80% の角度（R80），60% の角度（R60）の 3 条件とした。開始角度
は，3 条件とも R100 から 50 度屈曲位とした。St は，開始角度からそれぞれの強度まで角速度 2 度/秒で伸展し，120 秒保持し
た。なお St 中の筋収縮の有無を確認するために，大腿二頭筋に EMG の電極を装着した。筋柔軟性の指標は，抵抗トルクと Stiff-
ness を用いた。抵抗トルクは，角速度 2 度/秒で，開始角度から R100 の 50% の角度まで膝関節を伸展し，50% の角度の抵抗ト
ルク値を採用した。また Stiffness は，開始角度から 50% の角度までの抵抗トルク変化を関節角度変化で除した値とした。抵抗
トルクの測定は，St の 10 分前に前評価（Pre），St 直後（Post），5 分，10 分，15 分，30 分に実施し，Pre 前に最大随意収縮

（MVC）時の EMG を測定した。抵抗トルクと Stiffness のそれぞれ，評価時間の間，減少量（Pre と Post の差）の St 強度の間
の比較には ANOVA を実施し，有意差が認められた場合は多重比較検定を行った。

【結果】

St 中の EMG 積分値は，全ての強度で MVC 時の 1% 以下であった。抵抗トルクの経時変化は，全ての St 強度で，Pre と比較し，
Post，5，10，15，30 分で有意に減少し，R80，100 では，Post と比較し，5，10，15，30 分で有意に増加した。Stiffness は，R
60 では，有意な差はなく，R80，100 で，Pre と比較し，Post，5，10，15，30 分で有意に減少した。抵抗トルクの減少量は，R
60 で 1.6±0.8Nm，R80 で 1.8±0.9Nm，R100 で 2.5±1.4Nm，Stiffness の減少量は，R60 で 0.02±0.04Nm/度，R80 で 0.04±0.04
Nm/度，R100 で 0.05±0.04Nm/度であり，どちらも St 強度間で有意な差はなかった。

【結論】

全ての St 強度で，抵抗トルクが Pre と比較し Post～30 分で減少していることから，St による筋柔軟性の向上は 30 分持続する
ことがわかった。また Stiffness は R60 に変化はなく，R80，100 の St 後で減少したこと，さらに有意差はなかったが，抵抗トル
ク，Stiffness の減少量の平均値が，St 強度が高いほど大きいことから，St 強度が高いと筋柔軟性がより変化する可能性がある。
本研究の課題として，少ないサンプル数，主観に基づいた R100 の設定，測定環境条件の不統一などが挙げられる。
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筋の柔軟性の違いとスタティック・ストレッチング前後の関節可動域，筋力変
化の関連性

成政 貴弘1），田中 佑一1），福島遼太郎1），西牟田 亮1），西原 翔太2），杉本 瑞歩1），生駒 成亨1）

1）社会医療法人緑泉会米盛病院，2）地方独立行政法人大牟田市立病院

key words ストレッチング・筋力・柔軟性

【はじめに，目的】

スタティック・ストレッチング（以下，SS）の効果として関節可動域拡大が報告されている一方，近年は SS 直後の筋力低下が
指摘されており，運動療法やスポーツの直前など，場合によっては対象者に不良な効果となる報告も散見されている。多くの先
行研究では SS の時間や実施後の筋力やパフォーマンスに注目しており，柔軟性の違いと SS 前後の関節可動域（以下，ROM）や
筋力変化の関連性についての報告は未見である。両者の関係を明らかにすることで柔軟性の違いを参考に SS を実施する指標の
1 つとなると考え，本研究では筋の柔軟性の違いと SS 前後の ROM，膝関節屈曲等尺性筋力の関連性を明らかにすることとし
た。

【方法】

対象は健常人男性 18 名 36 脚（平均年齢：24.7±3.1 歳）で，対象筋をハムストリングスとした。測定は対象者の SS 前後で ROM
測定と筋力測定を行った。SS 前の筋力測定から 5 分経過後に SS を実施し，SS 直後に ROM 測定をして SS から 3 分経過後に筋
力測定をした。SS と ROM 測定は背臥位で骨盤と非検査側の大腿部をベルトで固定した。ROM 測定は Straight Leg Raising（以
下，SLR）角を 2 名で測定し，疼痛閾値直前にて 1̊ 刻みで 1 回測定した。SS は股関節最大屈曲位から膝関節伸展を他動運動で
実施し，痛みの感じない最大伸張位にて 2 分間実施した。筋力測定は，BIODEX system4 を用いて膝関節屈曲 45̊ で 3 秒間の膝
関節屈曲最大等尺性収縮を 30 秒のインターバルを挟み 3 回測定し，最も高いトルク値を最大トルクとした。統計学的処理は，
正規性を確認した後，SS 前の ROM とその変化量の関係及び最大トルクの変化量をピアソンの相関係数にて分析し，統計学的有
意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

SS 前の ROM が 66.2±9.1（̊），SS 後の ROM が 74.3±10.9（̊），ROM の変化量が�8.1±5.4（̊）であり，SS 前の ROM とその変
化量に有意な相関は認められなかった。しかし，SS 前の最大トルクが 89.0±14.7（Nm），SS 後の最大トルクが 84.2±13.4（Nm），
最大トルクの変化量が 4.8±7.5（Nm）であり，SS 前の ROM と最大トルクの変化量は有意な正の弱い相関（r=0.39，p＜0.05）が
認められた。

【結論】

SS による筋力変化の生理学的な反応として，筋繊維の筋節が伸長される事が報告されている。また，足関節底屈位で 1 週間不
動化させたラットの柔軟性低下と筋節の短縮が報告されており，柔軟性の低下している筋は筋節が短縮していると推察する。筋
力と筋節の関係は同様の関節角度でも筋節が至適長のときに筋力は発揮しやすいと考えられており，柔軟性の低い対象者，高い
対象者共に同様の SS による筋節の伸張が生じたが，柔軟性の低い対象者は SS 前の筋節が短縮しており，柔軟性の高い対象者よ
り至適長から筋節の伸張が少なかったため筋力低下が少なかったと考える。本研究結果により，SS は対象者の柔軟性によって
実施後の筋力変化が異なる可能性が示唆された。SS は対象者の柔軟性の違いによる筋力変化や目的，用途を考慮した上で実施
することが必要と考える。
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P-KS-26-5

スタティックストレッチング中に行う等尺性収縮が筋張力に与える影響に関す
る検討

内川 智貴1），坂野 裕洋2），城所 卓2）

1）医療法人利靖会前原整形外科リハビリテーションクリニック医療リハビリテーション科，
2）日本福祉大学健康科学部

key words スタティックストレッチング・ハムストリングス・筋張力

【はじめに，目的】

スタティックストレッチング（static stratching：以下 SST）は，関節可動域（range of motion：以下 ROM）増大を目的に行わ
れる代表的な運動療法のひとつであり，臨床場面では様々な SST の方法が用いられている。そのなかでも等尺性収縮を併用し
た SST は，骨格筋の収縮後に得られる弛緩作用により，効率的に骨格筋を伸張する方法として知られている。しかしながら，
等尺性収縮後に生じる筋弛緩状態について，骨格筋の力学特性（粘弾性）や静止張力などの指標を用いて検討している報告は少
ない。そこで本研究では，SST 中に行う等尺性収縮が骨格筋の力学特性や静止張力に与える影響について検討した。

【方法】

対象は健常大学生 15 名（男性 7 名，女性 8 名，平均年齢 21.3±1.0 歳）の右ハムストリングスとし，介入条件は SST を単独で行
う SST 条件と SST 中に等尺性収縮を行うコントラクション（contraction：以下 CONT）条件の 2 条件を設定し，24 時間以上の
間隔を空けて実施した。すべての被験者は，股関節および膝関節を約 100̊ 屈曲した座位にて，等速性運動機器（BTE 社製 PRI-
MUS RS）を用いて実験を行った。ストレッチング強度は，大腿後面に痛みの出る直前の膝関節伸展角度とし，ストレッチング
時間は 190 秒間とした。なお，CONT 条件では，最大等尺性筋力の 75% で 10 秒間の等尺性収縮を 40 秒毎に計 3 回実施した。
評価指標は，190 秒間のストレッチング前後に stiffness と最大動的トルク，および膝伸展 ROM，190 秒間のストレッチング開始
直後，および計 3 回の等尺性収縮終了直後から 5 秒後の静的トルクを測定した（計 4 回）。なお，stiffness と最大動的トルクは，
膝関節最大伸展角度まで 5 deg/sec の角速度で他動的に伸展させた時のトルク―角度曲線より算出した。統計学的解析には，対
応のある t 検定と Wilcoxon の符号順位和検定を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

ROM と stiffness は，2 条件とも介入によって有意な変化を認めたが，条件による違いは認めなかった。最大動的トルクは，介
入や条件の違いによる有意な変化を認めなかった。静的トルクは，CONT 条件のみで 1 回目と比較して 4 回目に有意な減少を認
めた。また，CONT 条件 4 回目の静的トルクは，SST 条件 4 回目の値と比較して有意に低値を示した。

【結論】

本研究結果より，SST 中に 3 回以上の等尺性収縮を繰り返し行うことで，静的トルクは低下することが明らかとなった。しかし
ながら，stiffness と最大動的トルク，および膝伸展 ROM に関しては，等尺性収縮を併用しても効果に違いを認めなかった。こ
のことから，SST に等尺性収縮を併用することで筋張力の低下は得られるが，骨格筋の力学特性までは変化させることができな
いため，併用による特異的な ROM 改善効果は得られないことが示唆された。この結果は，臨床場面における SST に等尺性収縮
を併用する介入根拠や方法を検討するための一助となると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）【ポスター（基礎）P27】

P-KS-27-1

運動イメージは慢性痛の疼痛制御機能を改善できるか？
―両手干渉課題による運動イメージ評価を用いて―

山口 修平1），牧野七々美2），大住 倫弘3），森岡 周3），松原 貴子4）

1）済衆館病院，2）西尾市民病院，3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，4）日本福祉大学

key words 疼痛抑制・運動イメージ・両手干渉課題

【はじめに，目的】

運動イメージ（motor imagery：MI）は幻肢痛や CRPS など慢性痛患者の痛覚感受性を減弱させると報告されており（Cacchio
2009），我々もこれまで MI により実運動と同様にイメージ部位および遠隔部で痛覚感受性が広範に減弱されることを健常者で
確認した（牧野 2015）。しかし，我々の MI による鎮痛効果の検証は，MI 評価に kinesthetic and visual imagery questionnaire

（KVIQ）による定性評価を用いており，運動イメージ能力の定量化ができていなかった。近年，MI の定量評価として，両手干
渉課題（bimanual circle�line coordination task：BCT）が用いられており（Garbarini 2012），BCT 評価による MI の減衰と慢性
痛患者の疼痛増悪との関連も示され始めている（大住 2015）。そこで本研究は，運動イメージ能力の定量評価に BCT を用いて，
MI が慢性頚肩痛有訴者の疼痛制御機能を改善できるかどうか，中枢性疼痛修飾機能の指標とされる temporal summation（TS）
を用いて検討した。

【方法】

健常者 16 名（20.5±1.2 歳：健常群）と慢性頚肩痛有訴者 17 名（21.1±1.2 歳：慢性痛群）を対象とし，MI はトレッドミル歩行
の 1 人称イメージを 10 分間課した。BCT は大住ら（2015）の方法を参考に，非利き手で円を描くイメージを行いながら利き手
でタブレット PC 上に直線を描かせた際の直線の歪みを Ovalization Index（%）として数値化した。Ovalization Index は 0%
に近いほど直線に歪みがなく，100% に近づくほど楕円形に歪み MI 能力が高いことを意味する。疼痛評価として，MI 前後に僧
帽筋と大腿四頭筋の圧痛閾値（pressure pain threshold：PPT）・強度（pressure pain rating：PPR）ならびに TS を測定した。
PPR は PPT×125％ 強度で加圧した時の強度を visual analogue scale（VAS，mm）にて計測し，TS は PPR を刺激間隔 1 秒と
し 10 回連続で測定し，10 回の PPR の合計値を算出した。統計学的解析は，Friedman 検定および Tukey�type の多重比較検定，
Wilcoxon の符号付順位検定，Mann�Whitney の U 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

BCT 値は，両群の MI 前および MI 前後の変化で群間差はなかった。MI 後に，PPT は健常群でのみ僧帽筋，大腿四頭筋とも増
大し，PPR は両群とも大腿四頭筋のみ減弱し，TS は健常群の大腿四頭筋のみ減衰した。

【結論】

今回の慢性頚肩痛有訴者と健常者で運動イメージ能力に差はなかった。MI により，健常者では先行研究同様，痛覚感受性の減
弱に加え中枢性疼痛抑制効果が得られた。一方，今回の慢性頚肩痛有訴者は，痛覚感受性亢進や疼痛制御機能障害が先行研究で
報告されている慢性痛患者ほど重篤でなかったことから，MI により無痛部の痛覚感受性は減弱した一方，TS に変化がなく，中
枢性疼痛修飾系を介した鎮痛効果までは得られ難かったと考えられる。よって，中枢性疼痛制御機能の異常が疑われる慢性痛患
者では，病態によって MI による鎮痛効果が異なる可能性が示唆された。
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P-KS-27-2

継続的な運動は慢性痛有訴者の中枢性疼痛修飾機能を改善させうるか

井澤 康祐1），伊藤 慎也1），水口 淳1），長谷川雄也1），松澤 明黎1），佐藤 亜紀1），城 由起子2），
松原 貴子1）

1）日本福祉大学健康科学部，2）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words 運動継続・中枢性疼痛修飾機能・慢性痛

【はじめに，目的】慢性痛の病態として中枢性疼痛修飾系の機能異常が指摘されている。慢性痛患者では中枢性疼痛修飾系の破
綻により，temporal summation（TS）の増幅などで示される中枢性感作を呈することや下行性疼痛調節系の機能を反映すると
される“痛みで痛みを抑制する”DNIC（diffuse noxious inhibitory controls）現象が生じ難いことなどが示されている。また，
慢性痛患者における運動の疼痛制御機構についても，運動による即時的鎮痛効果として知られる exercise�induced hypoalgesia
が得られ難く，高強度の単発的な運動では逆に痛覚過敏を惹起することも報告されている。一方で，慢性痛に対するマネジメン
トとして運動は強く推奨されており，我々は低～中強度レベルの身体活動性の増大が慢性痛を軽減させることを報告した（Mat-
subara 2010）。しかし，定期的な運動による中枢性疼痛修飾機能への影響について調べた報告は見受けられない。そこで本研究
は，2 週間の継続的な運動介入が中枢性疼痛修飾機能へもたらす影響について，TS を評価指標とし検討した。

【方法】対象は健常者 14 名（健常群：男性 7 名，年齢 20.5±1.2 歳）と慢性頚肩痛有訴者 14 名（頚肩痛群：男性 7 名，年齢 20.6
±1.6 歳，疼痛強度 visual analogue scale：VAS 27.0±10.2mm）とした。運動介入は下肢ペダリング運動（強度 50% HRR，20
分間）を週 3 回，2 週間実施した。疼痛評価は，利き手側の僧帽筋（頚肩痛群における有痛部），上腕二頭筋（非運動部），大腿
四頭筋（運動部）の圧痛閾値（PPT），圧痛強度（PPR），TS とし，2 週間の運動介入前と終了翌日に測定した。PPR は介入前
の PPT×125% の強度で加圧した際の痛覚強度を VAS にて測定した。TS は，PPR を 10 回連続で測定し，1 回目の PPR を基準
とした各 PPR 変化量の合計を測定値とした。統計学的解析は，Friedman 検定および Tukey�type の多重比較検定，または Wil-
coxon の符号付き順位検定を用い，有意水準を全て 5% 未満とした。

【結果】2 週間の運動介入により，健常群，頚肩痛群ともに全ての部位で PPT は有意に上昇し，PPR は有意に減弱した。一方，
TS は頚肩痛群でのみ全ての部位で有意な減衰を認めた。

【結論】20 分間の低強度運動を週 3 回，2 週間行っただけにも関わらず，健常者，慢性頚肩痛有訴者ともに有痛部を含む広範な
痛覚感受性の低下が得られた。さらに慢性頚肩痛有訴者においては TS の減衰，つまり上行性疼痛伝達系の感作抑制を認め，中
枢性疼痛修飾系の機能が向上したと考えられた。活動性の低下と同様に，過活動も痛みの増強因子となることは知られており，
慢性痛に対する運動指導においてペーシングの重要性が指摘されている。今回の結果からも，競技スポーツのような高強度の運
動を高頻度で行う必要はなく，ウォーキングやサイクリングといった日常生活レベルでの運動を定期的に習慣として慣行する
ことで中枢性疼痛修飾系の機能改善につながる可能性が示唆された。
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慢性痛有訴者の中枢性疼痛抑制機能は運動の継続によって改善するか―condi-
tioned pain modulation の解析による検討―

水口 淳1），井澤 康祐1），伊藤 慎也1），長谷川雄也1），松澤 明黎1），佐藤 亜紀1），城 由起子2），
松原 貴子1）

1）日本福祉大学健康科学部，2）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words conditioned pain modulation（CPM）・運動継続・中枢性疼痛抑制機能

【はじめに，目的】線維筋痛症や変形性膝関節症，腰痛症といった慢性痛患者では，中枢性疼痛修飾系，特に疼痛抑制系の機能
異常が指摘されている。そのため，慢性痛患者では，運動により機能障害の改善や社会復帰などを指標とした効果に関する報告
はなされているが，疼痛抑制効果は得られにくいことが示唆されており，特に中枢性疼痛修飾系に対する効果についての報告は
見受けられない。一方，近年，この中枢性疼痛抑制系の定量的評価指標として conditioned pain modulation（CPM）が広く用い
られている。CPM とは，痛みで痛みを抑制する DNIC（diffuse noxious inhibitory controls）現象を示し，下行性疼痛抑制系の機
能を反映するといわれている。また我々はこれまでに日常生活における身体活動量が少ない者では CPM 機能が減弱しているこ
とを報告しており（城 2016），身体活動性と中枢性疼痛抑制系には何らかの関係性があると推察される。そこで本研究は，定期
的な運動介入による中枢性疼痛抑制系への影響について CPM を用い検討した。

【方法】対象は健常者 20 名（男性 10 名，年齢 20.6±1.4 歳），と 3 ヶ月以上持続する慢性頚肩痛有訴者 20 名（男性 10 名，年齢
20.6±1.1 歳，疼痛強度 visual analogue scale：VAS 31.9±22.2）とし，健常者，慢性頚肩痛有訴者を 1 週間に 1 回運動する単回
群と 5 回運動する複数回群にそれぞれ 10 名ずつ振り分けた。運動は，50% heart rate reserve 強度で 20 分間の下肢ペダリング
とした。CPM は非利き手側手部を 9～11℃ の冷水に 90 秒間浸漬し，浸漬前・中に対側の僧帽筋，上腕二頭筋，大腿四頭筋の圧
痛閾値（pressure pain threshold：PPT）を測定し，PPT の各変化量を測定値とした。測定は，1 週間の運動介入前および終了
翌日に行った。統計学的解析は Wilcoxon の符号付き順位検定を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】健常者では両群とも全ての部位で CPM は変化しなかった。一方，慢性頚肩痛有訴者では，複数回群でのみ僧帽筋と大腿
四頭筋の CPM が有意に増大した。

【結論】今回，健常者においては運動による中枢性疼痛抑制系への影響は認められなかった。健常者はそもそも中枢性疼痛抑制
系の機能異常は生じていないと推察され，また，アスリートのような高強度の運動を高頻度で行っている人では逆に痛覚感受性
が低下しているとの報告があるように，今回行った運動強度・頻度では健常レベルにある中枢性疼痛抑制機能をさらに向上さ
せるには至らなかったと考えられる。一方，慢性頚肩痛有訴者においては 5 日間の運動の継続により CPM の増大を認めた。動
物実験より，5 日間程度の運動の継続であっても内因性オピオイド鎮痛系が賦活され，脊髄後角の疼痛シグナル伝達を抑制する
との報告もされていることから，短期間であっても日々の活動性増大は中枢性疼痛抑制系に何らかの改善変化を与える可能性
が示唆された。
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慢性頚肩痛有訴者に対する等尺性収縮運動による中枢性疼痛制御機能への影
響―異なる強度の等尺性収縮運動による鎮痛効果の比較検討―

長谷川雄也1），井澤 康祐1），伊藤 慎也1），水口 淳1），松澤 明黎1），佐藤 亜紀1），城 由起子2），
松原 貴子1）

1）日本福祉大学健康科学部，2）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words 等尺性収縮運動・慢性頚肩痛・中枢性疼痛修飾機能

【はじめに，目的】運動は即時的な鎮痛効果（exercise�induced hypoalgesia：EIH）をもたらすことが広く知られており，有酸
素運動や筋の等尺性収縮など様々な運動様式での EIH が報告されている。そのメカニズムとしては，高負荷有酸素運動によって
血中の βendorphin や Anandamide 濃度が上昇することや中枢性疼痛修飾系の機能異常を呈する慢性痛患者では EIH が生じに
くいことなどから，中枢性疼痛修飾系の関与が示唆されているが，未だ不明な点は多い。一方，等尺性収縮運動は有酸素運動に
比べ低強度・短時間でも EIH を生じるとされており，有酸素運動とは異なるメカニズムの関与が推察される。しかし，等尺性収
縮運動の EIH における中枢性疼痛修飾系の関与についての報告はほとんど見受けられない。そこで本研究では，中枢性疼痛修飾
系の指標とされる temporal summation（TS）を用いて，等尺性収縮運動の EIH における中枢性疼痛修飾系の関与について検討
した。

【方法】対象は健常者 14 名（健常群：男性 7 名，20.6±0.7 歳）および 3 ヶ月以上持続した頚肩痛を有する者 14 名（頚肩痛群：
男性 7 名，20.9±1.2 歳）とした。運動は，最大握力の 30% または 60% 強度での持続的な把握による等尺性収縮を 90 秒間行わせ
ることとし，実施順序を無作為に両強度の運動を 24 時間以上の間隔を空けて行わせた。測定項目は，非運動側の僧帽筋と大腿
四頭筋の圧痛強度（pressure pain rating：PPR），圧痛閾値（pressure pain threshold：PPT），TS とし，運動前後に測定した。
PPR は PPT の 125% 強度の圧刺激による疼痛強度を visual analogue scale（VAS）で測定した。TS は PPR を 10 回連続で測定
し，1 回目の PPR を基準とした各 PPR 変化量の合計を測定値とした。統計学的解析は，Wilcoxon の符号付き順位検定を用い，
有意水準は 5% 未満とした。

【結果】30% 強度では，健常群は PPR が両部位で減弱し，PPT と TS は大腿四頭筋でそれぞれ上昇，減衰したのに対し，頚肩痛
群では PPT のみ両部位で上昇し，PPR，TS は変化しなかった。60% 強度では，健常群は PPR，PPT とも両部位でそれぞれ減
弱，上昇，TS は僧帽筋で減衰を示した一方，頚肩痛群は PPT が両部位で上昇，TS は大腿四頭筋で減衰した。

【結論】健常者においては，低強度運動であっても痛覚感受性の低下および TS の減衰を認めた。TS は上行性疼痛伝達系の感作
状態を反映するといわれており，またオピオイドの投与により減衰することから内因性オピオイドを介する中枢性疼痛修飾系
の機能評価に適するといわれている。このことから等尺性収縮運動による EIH には，中枢性疼痛修飾系が関与すると考えられ
た。さらに高強度での等尺性収縮運動により，中枢性疼痛修飾系の機能異常が指摘されている慢性痛有訴者であっても TS の減
衰を認めたことから，等尺性収縮運動による中枢性疼痛修飾系への影響は，運動強度に依存して増大する可能性が示唆された。
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P-KS-28-1

痛みの社会的修飾メカニズムの一考
一夫一婦制げっ歯類を用いた基礎的研究

奥田 教宏1,2），大迫 洋治3），竹林 秀晃1），滝本 幸治1），宮本 謙三1），宅間 豊1），
井上 佳和1），宮本 祥子1），岡部 孝生1），由利 和也3）

1）土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科，
2）高知大学大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻，
3）高知大学教育研究部基礎医学部門（医学部解剖学講座）

key words 疼痛・心理社会的要因・修飾メカニズム

【はじめに，目的】

疼痛は，心理社会的要因によって大きく変化することが報告されている。例えば，恋人の写真を見せたときは他人の写真と比べ
有意にペインマトリックスの反応性を減少させる。また，手術前に不安が強い患者では不安の少ない患者に比べ術後痛が増強す
ることが報告されている。しかし，これら痛みの増減と心理社会的要因による痛みの修飾メカニズムについてはほとんど分かっ
ていない。

そこで本研究では，一夫一婦制を営む高社会性げっ歯類プレーリーハタネズミを用い，その社会環境を変化させることで，心理
社会的要因による痛みの修飾メカニズムについて検討した。

【方法】

100�160 日齢の雌雄プレーリーハタネズミを 1 週間同居させ，同居 1 週間後にプリファレンステストにより絆の有無を判定し
た。絆の確認できた雄を，パートナー雌と同居を継続させる群（以下，維持群）と別離させる群（以下，ロス群）に分け，その
6 日後に，両群の雄の後肢に炎症性疼痛を誘発させ（5% ホルマリン注射），脳と脊髄を採取した。採取した脳と脊髄において，
Fos 蛋白の発現を指標に炎症性疼痛時の活性度を維持群・ロス群において比較した。Fos 蛋白の発現は Fos 抗体による免疫組
織化学的染色法を用いて検出し，帯状回（Cg），島（Ins），前頭前野（PrF），側坐核 Core・Shell（NAcC・NAcSh），と脊髄後
角において解析を行った。さらに，これら領域に神経投射しているオキシトシンニューロン（OXT）・バソプレシンニューロン

（AVP），およびドーパミンニューロン（DA）の活性度について，それぞれ室傍核（PVN）および腹側被蓋野（VTA）において
同様に解析した。Fos 発現量についての統計解析では，パートナー有無，脳領域，右・左脳を要因とする三元配置分散分析を用
いた。また，脊髄と OXT・AVP・DA の Fos 発現量においては，維持・ロス群間における対応のない t 検定を用いた。

【結果】

ペインマトリックスの Fos 蛋白発現において，パートナー有無による主効果が検出され，維持群はロス群に比べ有意に発現細胞
数が多かった（維持群 n=4：30.2±2.2 個，ロス群 n=4：20.2±2.1 個，p＜0.01）。また脳領域による主効果も検出された（p＜0.01）
が，右・左脳による主効果は検出されなかった。

パートナー有無・脳領域および右・左脳要因間での交互作用は認められなかったが，PrF・NAcC・NAcSh において維持群と
ロス群間の差が大きい傾向がみられた。さらに，維持群 PVN における OXT ニューロンの Fos 発現量が，ロス群より多い傾向
であった。

【結論】

炎症性疼痛時におけるペインマトリックスの Fos 発現量が，ロス群に比べ維持群で有意に多かったことから，パートナーの存在
が痛み刺激に対するペインマトリックスの反応性を高めることが示唆された。さらに，パートナーによる痛みの修飾メカニズム
として，絆の形成・維持に重要である OXT が関与している可能性が考えられた。
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除神経と圧迫によりラット踵部皮膚に形成された褥瘡様皮膚損傷に対し除圧を
施した際の経時的変化

幅 大二郎，荒川 高光

神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域生体構造学分野

key words 創傷治癒・動物モデル・物理療法

【はじめに，目的】

褥瘡の形成とその回復のメカニズムを解明するためには，ヒトに近い状態の褥瘡を動物で再現する必要がある。ラットの両坐骨
神経切断後に飼育方法を工夫すると，踵部皮膚に褥瘡様皮膚損傷を惹起することできる（長井ら，2011）。本皮膚損傷の形成過
程や組織学的所見はヒトの褥瘡と類似している（近藤ら，2014；幅ら，2015）。本実験動物がヒトの褥瘡と同様の発症過程であ
るならば，ヒトの褥瘡と同様に除圧による回復も期待できる。よって本皮膚損傷形成後に除圧を施し，損傷皮膚の回復過程を明
らかにしようと試みた。

【方法】

12 週齢 Wistar 系雄性ラット 100 匹を用いて無処置群と圧迫群を作成した。圧迫群は褥瘡様皮膚損傷を惹起できる長井ら（2011）
の方法に倣い，坐骨神経切断後，片側下肢錘負荷，軽度尾部懸垂で飼育した。圧迫群飼育後 1，3，5，7，14 日に錘を外し，尾
部懸垂を強度にして踵部皮膚への負荷を取り除いた。除圧開始後 1，3，7，14，28，40 日に屠殺し，H�E 染色で観察，およびマ
クロファージ（ED1）と血管新生因子（VEGF）の動態を免疫組織化学で明らかにした。

【結果】

圧迫群：5 日後まで圧迫部の表皮胚芽層は肥厚し，胚芽層に変性した細胞が多くみられた。真皮中の血管は減少し，VEGF 発現
も減弱化した。7 日後以降胚芽層は急速に菲薄化し，消失した。同時期の圧迫部にマクロファージが凝集した。14 日後には開放
創を形成した。

圧迫 14 日後から除圧した群（14 日除圧群）：除圧 3 日後まで圧迫部にマクロファージが凝集した。除圧 7 日後に胚芽層が修復，
除圧 14 日後では血管が減少したが VEGF 発現は増強した。除圧 28 日後に乳頭層と血管が過剰に発達し，40 日後に正常へと回
復した。

7 日除圧群：除圧 7 日後に胚芽層が修復した。以降は 14 日除圧群と同様であった。

5 日除圧群：除圧 1 日後に圧迫部の胚芽層が消失した。除圧 3 日後に圧迫部にマクロファージが凝集した。除圧 7 日後に圧迫部
で血管が減少し，圧迫周辺部では胚芽層が肥厚した。除圧 14 日後には胚芽層が修復された。マクロファージは散在し VEGF
発現は増強していた。除圧 28 日後以降は 14 日除圧群と同様の過程を呈した。

3 日除圧群：除圧 1 日後に，肥厚していた胚芽層はやや菲薄した。除圧 3 日後以降ではマクロファージは散在し，除圧 7 日後に
正常へと回復した。

1 日除圧群：除圧 1 日後に胚芽層はやや菲薄し，除圧 3 日後に正常へと回復した。

【結論】

除圧を施した動物は胚芽層が修復した後に回復する過程を経るが，圧迫 5 日後に除圧すると一端胚芽層は消失してしまう。これ
は，すでに圧迫部胚芽層の細胞が変性しており，除圧した際に一端胚芽層が消失してから回復するものと考えられた。本結果か
ら，褥瘡は予防と超早期の発見が重要であることを裏付けることができたと考える。
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足関節不動モデルラットにおける筋痛の発生メカニズムの検討―神経成長因子
と末梢神経の経時変化に着目して―

大賀 智史1,2），濵上 陽平2,3），片岡 英樹2,4），坂本 淳哉5），中野 治郎5），沖田 実2）

1）社会福祉法人済生会長崎病院リハビリテーション部，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野，
3）社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科，4）社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部，
5）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野

key words 不動・筋痛・神経成長因子

【はじめに，目的】

近年，四肢の一部を不動化するだけで痛みが発生することが明らかになっており，廃用に伴う新たな運動器の機能障害として注
目されている。そして，自験例の先行研究では不動に伴う痛みは深部組織である骨格筋にも発生することが明らかになってい
る。具体的には，ラット足関節を不動化すると腓腹筋外側頭における筋圧痛覚閾値が不動 2 週後から低下し始め，不動 4 週後に
おいては痛みの内因性メディエーターである神経成長因子（nerve growth factor；NGF）の発現増加が同筋で認められている

（大賀智史・他，日本運動器疼痛学会誌 6：107�13, 2014）。しかし，NGF の経時変化についてはこれまで検討できておらず，課
題となっていた。一方，不動に伴う表在性の痛みの発生メカニズムには皮膚における NGF の発現増加と末梢神経密度の増加が
関与するといわれている。つまり，われわれは不動に伴う筋痛の発生メカニズムには NGF の発現増加に加え，末梢神経密度の
増加も関与していると仮説している。そこで，今回，足関節不動モデルラットの腓腹筋外側頭における NGF 含有量ならびに末
梢神経密度の経時変化を検索し，筋圧痛覚閾値の変化との関連について検討した。

【方法】

実験動物には 8 週齢の Wistar 系雄性ラット 20 匹を用い，右足関節を最大底屈位にてギプスで 2 週間もしくは 4 週間不動化す
る不動群（各 5 匹）と週齢を合致させるために 10，12 週齢時まで通常飼育する対照群（各 5 匹）に振り分けた。各不動期間終
了後は麻酔下にて腓腹筋外側頭を採取し，その一部は生化学的解析に供し，ELISA 法にて NGF 含有量を定量化した。また，一
部は免疫組織化学的解析に供し，有髄 A 線維のマーカーである Neurofilament 200（NF200）ならびに無髄 C 線維のマーカーで
ある Peripherin に対する蛍光免疫染色を実施した。そして，切片上の全視野における各陽性線維ならびに筋線維の総数を計測
し，筋線維 1000 本当たりの A 線維ならびに C 線維の密度を算出した。

【結果】

NGF 含有量は不動 2，4 週後のいずれとも不動群は対照群より有意に高値を示した。一方，A 線維の密度は不動 2，4 週後のい
ずれとも不動群と対照群に有意差は認められなかったが，C 線維の密度は不動 2，4 週後のいずれとも不動群は対照群より有意
に高値を示した。

【結論】

今回の実験モデルにおける検索結果では，2 週間の不動によって腓腹筋外側頭には NGF の発現増加と C 線維の密度の増加が認
められた。そして，これらの変化は先に報告した筋圧痛覚閾値の低下が生じ始める時期と一致していた。先行研究では，NGF
が末梢神経に作用すると種々の侵害受容器の閾値が低下するだけでなく，神経線維の側枝発芽を促進すると報告されている。ま
た，組織の末梢神経密度が増加すると痛覚閾値が低下することも報告されている。以上のことから，不動に伴う筋痛の発生メカ
ニズムには，骨格筋における NGF の発現増加ならびに C 線維の密度の増加が関与している可能性が高いといえよう。
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P-KS-28-4

膝窩動脈と膝窩静脈の平滑筋収縮に関与する α�アドレナリン受容体の相違

大塚 亮1,2），柴山 靖1,3），梶栗 潤子1），伊藤 猛雄1,4）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科薬理学，2）クロストーク株式会社訪問看護ステーションとんぼ，
3）ユマニテク医療福祉大学校，4）日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科

key words 血管収縮調節関連機構・アドレナリン受容体サブタイプ・膝窩動脈・膝窩静脈

【はじめに，目的】

下肢血管における血流分配の調節には，血管平滑筋細胞に存在するアドレナリン受容体（AR：α1�AR と α2�AR）サブタイプが
重要な役割をしていると考えられている。しかしながら，その詳細は不明である。本研究は，ラットの膝窩動脈と膝窩静脈にお
ける交感神経刺激による平滑筋収縮に関与する α�AR サブタイプの特徴を薬理学的に明らかにした。

【方法】

8�10 週齢の Wistar 系雄性ラットより膝窩動脈と膝窩静脈を採取後，実体顕微鏡下にて輪状標本を作成した。グアネチジン（交
感神経遮断薬，5 μM），ジクロフェナク（サイクロオキシゲナーゼ阻害薬，3 μM），L�NG

�ニトロアルギニン（一酸化窒素合成酵
素阻害薬，0.1 mM），および β 受容体非選択的拮抗薬プロプラノロール（1 μM）を含む 95% O2+5% CO2を通気した 37℃ のクレ
ブス溶液中に，標本をセットした。最初に，各標本で過剰 K+（70 mM）による収縮反応を記録した（最大収縮反応記録のため）。
次に，α1�AR アゴニストであるフェニレフリン（PE）の濃度依存性反応を取得し，その反応に対する α2�AR 選択的拮抗薬ラウ
オルシン（1 μM）および α1�AR 選択的拮抗薬プラゾシンの効果を検討した。

【結果】

過剰 K+溶液は，膝窩動脈と膝窩静脈をともに収縮させた。過剰 K+収縮と PE（30 μM）による最大収縮の大きさは，膝窩動脈＞
膝窩静脈であった。ラウオルシンは，膝窩静脈での PE 収縮を強く抑制したが，膝窩動脈での PE 収縮に影響を与えなかった。
プラゾシンは，膝窩動脈での PE 収縮を濃度依存性に右へシフトさせた。この時の Schild plot の傾きは 1.08±0.05（1 と有意に異
ならない）であり，pA2=9.30±0.04 であった。一方，膝窩静脈において，プラゾシンは，ラウオルシン存在下での PE 収縮を濃
度依存性に抑制したが，その抑制は非競合性であった（最大収縮を抑制）。

【考察】

本研究において，平滑筋収縮に関与している α�AR サブタイプが膝窩動脈と膝窩静脈で異なっていることを明らかにした。つま
り，膝窩動脈への交感神経刺激は，平滑筋 α1�AR に作用し血管を収縮させ，一方，膝窩静脈に対する交感神経刺激は，平滑筋
の α1�AR および α2�AR の両興奮により血管を収縮させること，が明らかになった。さらに，ラウオルシン存在下でのプラゾシ
ンの反応が膝窩静脈＞膝窩動脈であった。この結果は，収縮に関与する α1�AR サブタイプも両血管で異なる可能性を示唆する。
このように，本研究は，生理的条件下での交感神経刺激による血流の再分配に，動脈や静脈の平滑筋に存在する α�AR サブタイ
プの相違が関与している可能性を明らかにした。

【理学療法学研究としての意義】

理学療法のエビデンス構築にあたり身体構造・機能の解明は急務である。下肢血管トーヌスの調節機能を明らかにすることは
末梢循環を理解する上で重要であると考えられ，本研究成果はその基礎的な知見を提供するものと考えられる。
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走行運動が老齢・中年齢ラット脊髄における脳由来神経栄養因子とシナプス関
連タンパクの発現に及ぼす影響

白勢 陽子1），桑原 希望1），中本 幸太2），木曽 波音1），国分 貴徳1），村田 健児1），金村 尚彦1）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，2）白岡整形外科

key words 走行運動・脳由来神経栄養因子・シナプス関連タンパク

【はじめに，目的】

脳由来神経栄養因子（以下 BDNF）は，シナプスの可塑性に関与し，記憶や学習の形成において重要な役割を果たす分泌タンパ
ク質である。また，BDNF は，Synaptophysin などのシナプス関連タンパクの産生を促進し，神経伝達効率を改善すると報告さ
れている。成人期ラットに対する運動介入では，脳内の様々な領域や骨格筋での BDNF の発現を高めることが報告されている。
しかし，老齢・中年齢ラットを対象とした長期的な運動介入が神経栄養因子に与える影響は不明である。そこで，本研究では，
老齢・中年齢の 2 群の異なる週齢のラットに対する長期的な運動介入による運動療法の効果について，脊髄における BDNF，
Synaptophysin の発現への影響を解明することを目的として行った。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 20 匹（老齢，中年齢各 10 匹）を対象とし，各群を走行群 5 匹，非走行群各 5 匹と無作為に分類した。走行
群は小動物用トレッドミルを使用し，60 分を 1 日 1 回，週 5 回，4 週間の運動を行った。実験終了後，脊髄（L3�5 レベル）を
採取し，凍結包埋し厚さ 16μm で切片作製を行い，一次抗体として BDNF，Synaptophysin，二次抗体として Dylight488，Alexa
546 を使用し，蛍光免疫組織化学染色を行った。観察した切片は画像解析ソフトで解析を行い，脊髄横断切片の単位面積当たり
の積算輝度を算出した。算出された値を比較するために一元配置分散分析を用い，Tukey 法による多重比較を用いた（有意水準
5％ 未満）。

【結果】

BDNF の単位面積当たりの積算輝度は，老齢群の走行群（8.69），非走行群（9.20），中年齢群の走行群（13.89），非走行群（7.93）
であり，老齢群では両群に差はなかったが，中年齢群では，走行群は非走行群と比較して増加傾向であった。

Synaptophysin の単位面積当たりの積算輝度は，老齢群の走行群（2.22），非走行群（1.79），中年齢群の走行群（4.26），非走行
群（0.84）であり，中年齢群では，走行群が有意に増加した（p＜0.01）。老齢群では，走行群が非走行群に比べ増加傾向であっ
た。

【結論】

老齢群では，運動による BDNF の増加はみられなかったが，Synaptophysin は増加傾向であった。中年齢群では，運動によって
BDNF は増加傾向となり，運動により Synaptophysin が有意に増加し，神経伝達効率が高まり活性化が図られた。週齢の影響で
は，加齢に応じて神経活性化の程度が異なり，中年齢群のほうが老齢群に比べて，神経活性化の度合いが高かった。Synapto-
physin は神経小胞体の中にあり，神経伝達に関与している。運動により，Synaptophysin が増加することで，神経の伝達効率が
高まったと考えられる。しかし，週齢により，運動による神経活性化の度合いの違いが明らかとなり，個別的運動介入の必要性
が示唆された。
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P-KS-29-2

ミニチュアダックスフンドの胸椎椎間板ヘルニアに対する術後早期理学療法を
実施した一例

山本 典弘1,2）

1）みなせ動物病院，2）公益財団法人法人唐澤記念会大阪脳神経外科病院診療部リハビリテーション科

key words 動物理学療法・椎間板ヘルニア・起立・歩行

【はじめに，目的】

近年，動物を家族の一員として迎える家庭が増えている。それに伴い伴侶動物の生活様式，食生活にも大きな変化が出てきてお
り，動物に対する QOL の向上も求められている。様々な疾患の発症により動物の QOL も低下してくると原疾患の治療だけでな
く QOL の向上に向けリハビリテーションが重要となってくる。ミニチュアダックスフントは軟骨異栄養犬種と言われ，椎間板
ヘルニアが好発すると言われている。動物に対しての理学療法の有用性を検証した。今回，T12/13 レベルの胸椎椎間板ヘルニ
ア急性発症により後肢の不全麻痺による感覚及び歩行障害，排尿障害を生じた症例に対し，同部位の片側椎弓切除術施行後に早
期理学療法を開始した症例を経験したので報告する。

【方法】

対象は本研究の趣旨を説明し同意を得た 9 歳 7 ヶ月の避妊済みのミニチュアダックスフンドである。今回，歩行障害，排尿障害
が主訴であり手術，術後理学療法を目的に当院に来院。画像診断により責任病巣に対し片側椎弓切除術を施行し，その後，週 1
回外来理学療法にて関節可動域訓練，バランス機能訓練，陸上トレッドミル，赤外線レーザー及び鍼治療を併用して開始した。

【結果】

片側椎弓切除術により責任病巣付近の疼痛は改善したが，後肢の不全麻痺，感覚障害，排尿障害に関しては早期の改善は見られ
なかった。しかし術前評価，術後評価において両側後肢の関節可動域，筋力は比較的保たれており犬座位保持は可能となった。
本症例は現在も継続して理学療法を実施しており，感覚障害，排尿障害も改善されつつある状態である。

【結論】

動物理学療法の分野は日本ではまだまだ未知の領域であり EBM も確立されていない。そのため，今回の一症例だけでは信頼性
には乏しい。しかし，今回早期の理学療法介入により発症以前と比較し関節可動域，筋力，歩行障害に改善が見られていた為，
理学療法の介入が有効であるのではないかと考える。今後は様々な事例の比較，検討が必要であると考える。また動物に対する
QOL の概念は飼い主の意向によるところが大きい為，ゴール設定の難しさが今後の課題であると考える。
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間葉系幹細胞投与による外科手術後の脊髄虚血再灌流障害の予防法の検討

中川 慧1），高橋 信也2），猪村 剛史1），大塚 貴志1），富安 真弓1），Looniva Shrestha1），
末田泰二郎2），河原 裕美3），弓削 類1,3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室，2）広島大学病院心臓血管外科，
3）株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ

key words 脊髄虚血再灌流・間葉系幹細胞・神経保護効果

【はじめに，目的】

胸部・胸腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術等の外科手術による重篤な合併症の一つに脊髄虚血再灌流障害による対麻痺が
挙げられ，多くの患者が後遺症に悩まされている。これまで多くの予防法が検討されているが，いまだ根治的な予防法は見つ
かっていない。そこで本研究では，間葉系幹細胞（mesenchymal stem cells：以下，MSCs）の移植が，合併症の予防につなが
るのではないかと考え，脊髄虚血再灌流モデルラットを作成し，MSCs の移植効果を検討することを目的とした。

【方法】

脊髄虚血再灌流モデルの作成には，雄性 SD ラット（400～500g）を使用した。体温を 38℃ で一定にさせ，麻酔下にて，2Fr
フォガティカテーテルを左大腿動脈から左鎖骨下動脈にかけて挿入した。左頸動脈からは 20 ゲージのカテーテルを挿入し，動
脈圧が 40mmHg になるよう瀉血した。40mmHg になるとすぐに，フォガティカテーテルを 0.05mL 膨らませ，左鎖骨下動脈遠
位部で虚血した。移植には，ラット脛骨および大腿骨から採取した骨髄由来の MSCs を用い，術後すぐに左頚動脈内カテーテル
から投与した。投与量は 1×107個とし，400μL の PBS に懸濁した（MSC 群）。また，400μL の PBS のみ投与する群（PBS 群），
手術はするが虚血は行わない群（Sham 群）も作成した。

移植後の運動麻痺の程度は，BBB score および Inclined plane test を用いて評価した。また，移植 1 日後の脊髄を採取し，脊髄
組織の損傷の程度を評価した。さらに移植細胞の同定のため，SD�Tg（CAG�EGFP）ラットから採取した MSCs を移植し，採
取した移植 1 日後の脊髄から抗 GFP 抗体を用い，酵素抗体法による免疫組織化学染色を行った。

【結果】

術後，MSC 群，PBS 群いずれも両後肢に麻痺がみられたが，その麻痺の程度に差がみられた。術後 1 日の時点では，BBB score
および Inclined plane test のスコアが MSC 群で有意に高値を示した（p＜0.05）。脊髄組織では，虚血再灌流による核濃縮や空胞
変性が観察されたが，その程度は MSCs 投与により減少した。また，移植した MSCs の一部は，脊髄組織内に生着していること
が確認された。

【結論】

脊髄虚血再灌流モデルに対し，術後すぐの MSCs の動脈内投与が外科手術後の合併症である対麻痺の予防につながる可能性を
示した。①MSCs 投与効果は急性期より出現した。②術後 1 日後に脊髄組織に生着している細胞数はわずかであった。以上の結
果より，運動麻痺の予防・改善には，MSCs が放出する栄養因子が発揮する神経保護効果が大きく関与した可能性が考えられ
た。

外科手術後の合併症である脊髄虚血による対麻痺に悩まされる患者は多く，理学療法の対象疾患ともなっている。MSCs 投与に
より，麻痺を未然に防ぐもしくはその程度を軽減することができれば，その後の回復，理学療法との併用効果を大きく期待でき
る。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）【ポスター（基礎）P29】
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ヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の神経保護効果に微小重力環境が与える影響

大塚 貴志1），猪村 剛史1），中川 慧1），Looniva Shrestha1），品川 勝弘2），高橋 信也3），
末田泰二郎3），栗栖 薫2），河原 裕美4），弓削 類1,4）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学教室，3）広島大学病院心臓血管外科，
4）株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ

key words 間葉系幹細胞・微小重力環境・神経保護

【はじめに，目的】

間葉系幹細胞（mesenchymal stem cells：MSCs）は，多分化能を有し，神経保護因子を放出することから，神経損傷に対する
再生医療に用いる細胞のソースとして期待されている。我々は，脊髄損傷モデルにおいて，微小重力（microgravity：MG）環
境で培養した MSCs は，通常重力（1G）環境で培養したものと比べて移植効果が高いことを報告している。MSCs は，由来する
組織によって能力が異なることが報告されているなかで，我々は近年，神経堤由来のヒト頭蓋骨由来 MSCs に着目している。そ
こで本研究では，ヒト頭蓋骨由来 MSCs を 1G 環境および MG 環境で培養し，神経保護効果の検討を行った。

【方法】

C57BL/6 マウスを用いて脳損傷モデルを作製し，損傷 1 日後に後眼窩静脈叢よりヒト頭蓋骨由来 MSCs を移植した。1G 環境下
で培養した MSCs を移植した群を 1G 群，MG 環境で培養した MSCs を移植した群を MG 群，PBS のみを注射した群を Control
群とした。運動機能評価として Beam walking test を，細胞移植前，細胞移植 7，14，21，28 日後に行った。in vitro での解析
として，1G 環境および MG 環境で培養した MSCs の遺伝子発現を real�time PCR 法を用いて検討した。また，各条件の培養上
清を回収し，過酸化水素水およびリポ多糖により細胞死を誘導した神経芽細胞腫（NG108�15）に培養上清が与える影響を，生
存率で評価した。

【結果】

脳損傷モデルマウスの実験において，MG 群の運動機能は，Control 群および 1G 群と比較して有意に改善し，in vivo での移植
効果が確認できた。in vitro での解析においても，MG 環境で培養した MSCs において，神経保護因子の一つである肝細胞増殖
因子（hepatocyte growth factor：HGF）と，抗炎症サイトカインの一つであるトランスフォーミング増殖因子�β（transform-
ing growth factor�beta：TGF�β）の有意な発現増加が認められた。また，MG 環境で培養した MSCs の培養上清は，過酸化水
素水およびリポ多糖による NG108�15 の細胞死を有意に抑制した。

【結論】

脳損傷モデルに対して，MG 環境で培養したヒト頭蓋骨由来 MSCs を移植することで，運動機能の有意な改善が認められた。ま
た，MG 環境で培養したヒト頭蓋骨由来 MSCs は，神経保護因子および抗炎症サイトカインの遺伝子発現が増大し，その培養上
清によって細胞死が抑制されることが示された。このことから，MG 環境で培養したヒト頭蓋骨由来 MSCs は高い神経保護効果
を有する可能性が示唆された。
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脊髄損傷モデルラットに対するヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の移植効果

城戸 皓輝1），猪村 剛史1），中川 慧1），大塚 貴志1），Looniva Shrestha1），品川 勝弘2），
高橋 信也3），河原 裕美4），栗栖 薫2），末田泰二郎3），弓削 類1,4）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学教室，3）広島大学病院心臓血管外科，
4）株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ

key words 間葉系幹細胞・頭蓋骨・脊髄損傷

【はじめに，目的】

脊髄損傷は重篤な機能障害を残存することが多く，その治療法として再生医療が注目されている。そのなかで，間葉系幹細胞
（mesenchymal stem cells：MSCs）は，移植に用いる幹細胞のソースとして注目されている。MSCs は，由来する組織によって
分化能や増殖能が異なることが報告されている。我々は，神経疾患への再生医療における新たな細胞ソースとして，神経堤を起
源とするヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞（cranial derived mesenchymal stem cells：cMSCs）の樹立に成功し，その神経分化特性
について報告した。しかし，脊髄損傷に対する cMSCs の移植効果は不明である。そこで本研究では，脊髄損傷モデルラットに
対する cMSCs の移植効果を検討することを目的とした。

【方法】

脊髄損傷モデルラットは，第 10 胸髄上に impactor を落下させる weight drop method により作製した。移植細胞には cMSCs
を用い，損傷翌日に尾静脈より細胞移植を行った。対象群は，損傷後に細胞移植を行う群（trans 群），PBS のみを注射する群

（cont 群）の 2 群とした。運動機能評価として，BBBscore，inclined plane test を用いた。運動機能評価は，損傷前，損傷後，
損傷 1～7，10，14，21 日後に行った。脊髄損傷領域における損傷早期の遺伝子発現を解析するため，損傷 3 日後に脊髄を摘出
した。摘出後，損傷領域より RNA を抽出し real�time PCR 法を用いて炎症関連遺伝子である腫瘍壊死因子（TNFα），TNF
受容体 super family（TNFrsf）の発現を解析した。

【結果】

運動機能評価では，cont 群と比較して trans 群で損傷 6 日後以降に，統計学的に有意な運動機能の改善を認めた（p＜0.05）。ま
た，遺伝子発現を解析した結果，炎症関連遺伝子である TNFα，TNFrsf の発現が trans 群で弱かった。

【結論】

本研究の結果，脊髄損傷に対する cMSCs の移植は機能回復に貢献することが示された。脊髄損傷後は，外力による機械的な損
傷である一次損傷と，一次損傷を起因とする浮腫，炎症で知られる二次損傷がある。一般的に，MSCs はサイトカイン，ケモカ
インを分泌し抗炎症作用を有すると考えられている。細胞移植を行うことで運動機能が改善した要因として，二次損傷の一つで
ある炎症が早期に抑制されたことが考えられる。しかしながら，本研究では，cMSCs が分泌する液性因子について検討を行っ
ておらず，真に cMSCs の作用で炎症が抑制されたかどうかは定かではない。今後は，cMSCs が脊髄損傷後の機能改善に与える
作用機序について詳細に検討したい。さらに，脊髄損傷の再生医療における理学療法の役割について検討していく必要がある。
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ラット末梢神経損傷モデルにおける経時的運動介入が神経再生に与える影響

桑原 希望1），白勢 陽子1），中本 幸太2），木曽 波音1），国分 貴徳1），村田 健児1），金村 尚彦1）
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key words 末梢神経損傷・運動介入・神経再生

【はじめに，目的】

末梢神経損傷後には旺盛な神経再生が起こることが知られており，運動療法は広く施行されている。Meeteren らは，強度な運
動負荷は神経再生に悪影響を与え，低負荷は神経発芽や伸長，再生軸索の成熟に効果があることを示唆した。本研究は，ラット
末梢神経損傷モデルに対し低負荷での運動介入が神経再生へどのような影響を与えるのかを明らかにすることを目的とした。

【方法】

10 週齢の Wistar 系雄性ラット 38 匹を対象とし，介入期間を 2 週と 4 週に分けた。坐骨神経挫滅後自然回復経過を観察する非運
動群（以下 SC 群，n=6），運動を行う運動群（以下 SC�ex 群，n=7），健常群（以下 Sham 群，n=6）の 3 群に無作為に振り分
けた。神経挫滅方法は，－100℃ のクリップで坐骨神経を 3 分間圧挫した。術後 4 日目から，運動群には外乱刺激装置（回転角
度±7̊，回転速度 20rpm）を用い，週に 5 日，1 日 1 時間の運動介入を実施した。採取した坐骨神経を凍結包埋し厚さ 16μm
の横断切片を作成した。一時抗体として抗 Neurofilament 抗体，二次抗体として Cy3，DAPI により核染色で蛍光免疫組織化学
染色を行った。その後，蛍光顕微鏡 KEYENCE にて坐骨神経を撮影し，画像解析ソフトで単位面積当たりの平均輝度と単位面
積当たりの個数を計測した。一元配置分散分析，多重比較検定 Tukey 法を行った。

【結果】

Neurofilament 発現量の単位面積当たりの平均輝度は，2 週群が 0.11，4 週群が 0.37 であり，4 週群が 2 週群と比較して有意に増
加した（p＜0.05）。また，SC 群は SC�ex 群と Sham 群と比べて増加傾向を示した。しかし，実験群による有意差は認められな
かった。一方，核の単位面積当たりの個数は，週齢による有意差は認められなかった。群ごとの平均は SC 群が 0.0025，SC�ex
群が 0.0027，Sham 群が 0.0009 となり，Sham 群と比較して SC�ex 群と SC 群がともに有意に増加した（p＜0.05）。

【結論】

Neurofilament は，損傷部では Waller 変性に伴い損傷 1 週までに一旦消失し，2 週以降に再生軸索として経時的に増加するとさ
れる。これと同様に本研究においても損傷後 Neurofilament が一度消失し，時間経過に伴って神経再生が生じたのではないかと
推察された。また，実験群の違いによる有意差は認められなかったが，運動を行うことで機能回復が促進したのではないかと考
えられた。神経損傷後は変性組織の除去や神経再生の足場としてシュワン細胞が増加する。そのため，Sham 群と比較して神経
を損傷させた 2 群の方が神経再生や軸索伸長のために旺盛な細胞増加が生じ，核の増加が観察された。本研究の結果から神経可
塑性に対する運動の効果を明らかにできる可能性がある。
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神経因性疼痛モデルラットを用いたトレッドミル運動による疼痛緩和メカニズ
ム

角園 恵1），大塚章太郎1），高田 聖也1），寺師 拓斗1），中西 和毅1），上田 晃希1），榊間 春利2）
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key words 神経因性疼痛・グリア細胞・内因性オピオイド

【はじめに，目的】

神経因性疼痛に対する運動負荷は疼痛過敏を緩和することが報告されているが，その疼痛緩和メカニズムに関しては不明な点
も多い。今回，絞扼性神経損傷（Chronic Constriction injury：CCI）モデルを用いて 1 週，3 週，5 週後の脊髄後角におけるグ
リア細胞や opioid 受容体の変化，opioid 受容体の拮抗薬投与による疼痛変化を調べた。

【方法】

7 週齢の雄性 SD ラットを運動群，非運動群，正常対照群（n=3）に分けた。右坐骨神経の結紮により CCI モデルを作製し，速
度 20m/min，30 分間，5 日/週，5 週間運動を行った。術前，CCI 後 1 週，2 週，3 週，4 週，5 週に Von Frey Test を実施し，
50% 疼痛閾値を算出した。CCI 後 1 週（運動群 n=3，非運動群 n=4），3 週（運動群 n=4，非運動群 n=6），5 週（運動群 n=6，
非運動群 n=5）に腰膨大部と中脳を採取して免疫組織学的観察を行った。腰膨大部を抗 Iba1 抗体，抗 GFAP 抗体，抗 μ�opioid
受容体抗体で染色した。中脳水道灰白質は抗 β�endorphin/met�enkephalin 抗体で染色した。染色切片より陽性細胞面積を定量
化した。3 週と 5 週後に生理食塩水に溶解した Naloxone（10mg/kg）を運動群のラットの腹腔内に投与し，投与前，投与後 1，
2，3，4 時間後に疼痛域値の変化を調べた（n=6）。統計学的検定には，SPSS を使用し一元配置または二元配置分散分析後，多
重比較検定を実施し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

CCI 後 1 週で両群とも疼痛が最大となった。4 週，5 週には運動群の疼痛閾値は非運動群と比較して有意に改善を認めた。CCI
後 1 週において，損傷側腰髄後角の Iba1 陽性細胞は両群ともに非損傷側と比較して有意に増加していた。非運動群の GFAP
陽性細胞は損傷側と非損傷側において大きな違いは見られなかったが，運動群の GFAP 陽性細胞は損傷側で増加していた。μ�
opioid 受容体陽性細胞は脊髄後角の第 I 層に限局して観察されたが，損傷側と非損傷側で明らかな染色性の違いは観察されな
かった。3 週，5 週後には運動群の Iba1 と GFAP 陽性面積は非運動群と比較して減少していた。運動群の中脳水道灰白質におけ
る β�endorphin/met�enkephalin 陽性細胞面積は非運動群と比べて有意に増加していた。Naloxone 投与により運動群の疼痛域
値の低下を認め，4 時間後には投与前の値に回復した。

【結論】

運動による疼痛緩和のメカニズムとして内因性オピオイドシステムの活性化が知られている。動物実験では十分な強度と期間
の運動は中枢と末梢の β�endorphin の放出を生じ，疼痛軽減に関与していることが報告されている。今回の結果は，疼痛の発現
や維持には脊髄後角におけるミクログリアやアストロサイトの活性化が関与しており，運動による疼痛緩和には脊髄後角での
グリア細胞の活性化抑制が影響していることを示した。Naloxone 投与により疼痛が再燃したことより，運動による中脳水道灰
白質における内因性オピオイドの増加が opioid 受容体を介して疼痛緩和に作用していることが示唆された。
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P-KS-30-4

脊髄損傷後のリハビリテーションが皮質脊髄路の再編を促すメカニズムの解明

中西 徹，藤田 幸，山下 俊英

大阪大学大学院医学系研究科分子神経科学

key words 脊髄損傷・神経回路・可塑性

【はじめに，目的】

近年，脊髄損傷モデル動物を用いた実験により，皮質脊髄路から発芽した側枝が，損傷を免れた脊髄固有ニューロンに接続し新
たな神経回路を形成することで，脊髄損傷後の運動機能回復に寄与することが明らかとなった。この過程で，皮質脊髄路軸索は
一度過剰な側枝を伸長した後，標的細胞とシナプスを形成した側枝のみが残り，神経回路に組み込まれなかった余分な側枝は刈
り込みを受ける。本研究では，リハビリテーションが皮質脊髄路からの側枝の刈り込みを促すことで，損傷後の運動機能回復に
寄与する可能性について検証した。

【方法】

7 週齢の C57BL/6J 雌性マウスの胸髄に背側半切除術を行い，脊髄不完全損傷モデルマウスを作製した。これらのマウスをト
レーニング群と非トレーニング群に分け，トレーニング群に対し，損傷後 14 日目から 28 日目にかけて Rotarod によるトレーニ
ングを実施した。また，両群のマウスの大脳皮質運動野後肢領域に，順行性神経トレーサーである Biotinylated dextran amine

（BDA）を注入し，皮質脊髄路からの側枝を標識した。その後，マウスの運動機能を損傷後 14 日目，21 日目，28 日目において
Rotarod test，Ladder walk test を用いて評価するとともに，皮質脊髄路からの側枝数を損傷後 28 日目において測定した。

次に，軸索誘因/反発を制御する Semaphorin�Neuropilin シグナルに着目し，刈り込みのメカニズムの解析を行った。脊髄不完
全損傷マウスの大脳皮質運動野後肢領域に，Neuropilin�1（Nrp�1）に対する small hairpin RNA（shRNA）を発現するアデノ随
伴ウイルスベクターを注入した。その後，皮質脊髄路からの側枝数を損傷後 28 日目において測定した。

最後に，逆行性トレーサーである Fluoro�ruby を脊髄に注入し脊髄固有ニューロンを標識した。その後，免疫組織化学法により，
Nrp�1 のリガンドである Semaphorin3A（Sema3A）の脊髄固有ニューロンにおける発現を検証した。

統計には Tukey�Kramer test と t 検定を用い，統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

Rotarod を用いたリハビリテーションによって，損傷後 28 日目における側枝数が減少するとともに，運動機能の回復が促進し
た。また，shRNA による Nrp�1 のノックダウンによって，損傷後 28 日目における側枝数が増加した。さらに，Fluoro�ruby
によって標識された脊髄固有ニューロンにおいて，Sema3A の発現が観察された。

【結論】

リハビリテーションが側枝の刈り込みを促すことで，脊髄損傷後の運動機能回復に寄与していることが示唆された。また，ノッ
クダウン実験と免疫組織化学法の結果，側枝の刈り込みに Sema3A�Nrp�1 シグナルが関与していることが示唆された。
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P-KS-31-1

運動イメージおよび運動観察条件の差異が成人健常者の運動学習に及ぼす影響
について

坂井登志高1,2），永井 将太2），藤川 諒也1,2），土山 裕之1）

1）金沢脳神経外科病院，2）金城大学大学院リハビリテーション学研究科

key words 運動イメージ・運動観察・運動学習

【はじめに，目的】

運動学習では運動イメージが学習効果に有効と報告されている。一方，運動イメージの鮮明性によって学習効果に個人差がある
と報告されている。また，運動イメージを補助するために運動観察が利用されているが，観察条件の差異によって運動イメージ
を想起する難易度が異なり，学習効果に影響をもたらす可能性が考えられる。本研究の目的では運動イメージ能力を評価し，そ
の能力が学習効果に及ぼす影響を検討することと，運動観察の条件の差異が学習効果に及ぼす影響を検証することである。

【方法】

成人健常者 45 名（年齢 21.0±0.7 歳）を対象とした。運動イメージ能力としてメンタルローテーション（MR）課題を評価した。
MR 課題では左右の手背，手掌が各々時計回りに 0̊，90̊，180̊，270̊ 回転してある写真を 16 枚使用した。ランダムに提示後，正
確に素早く左右どちらかを回答してもらい，各対象者の平均反応時間を算出した。

学習課題として不安定板（DIJOC ボード，酒井医療）上での立位課題とした。対象者に不安定板の両端が床につかないように提
示した。学習効果判定のため，不安定板に内蔵された加速度計により安定指数を算出した。課題試行前（試行前），課題試行 10
分後（10 分後），課題試行 1 日後（1 日後）に評価した。各期間の学習変化率として 10 分後・1 日後を試行前の値で除した値を
算出した（10 分後変化率・1 日後変化率）。

課題は身体練習と運動イメージを行う群（運動イメージ群），身体練習と腹側の運動観察を行う群（腹側観察群），身体練習と背
側の運動観察を行う群（背側観察群）の 3 群に分け，各群 15 名ずつとした。運動イメージは身体練習後に筋感覚的イメージを
提示した。運動観察は身体練習時の腹側・背側から撮影し，身体練習後に運動観察を行った。身体練習を 20 秒間，運動イメー
ジおよび運動観察は 2 分間行い，各 5 回施行した。

統計学的解析は MR 課題平均反応時間と各期間の学習変化率の関係をみるため，Spearman の順位相関分析を用いた。各群の学
習効果を検討するため，二元配置分散分析・多重比較（Tukey 法）を用いた。全ての検定における有意水準は 5％ 未満とした。
解析は SPSS（IBM 社）を使用した。

【結果】

運動イメージ能力の指標である MR 課題平均反応時間と各期間の学習変化率の関係では，平均反応時間と 1 日後変化率にて正
の相関を認め（r=0.38，p＜0.05），運動イメージ能力が高いほど，有意に学習効果は高くなった。運動観察条件の差異が学習効
果に及ぼす影響の検討では，3 群ともに施行前と 10 分後・1 日後のみに有意に立位バランスが改善したが（p＜0.01），各群間の
交互作用はなく，運動観察の差異による学習効果の影響はなかった。

【結論】

成人健常者では運動イメージ能力が高いほど学習効果が高くなると推察できる。一方，運動観察条件の差異では学習効果に影響
を与えることはなかった。今後は高齢者や脳卒中患者などの運動イメージ能力が低下している患者で検証していく。
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P-KS-31-2

痛み関連回避行動と主観的な痛みとの関連性
―恐怖条件付け課題を用いて―

西 祐樹1），大住 倫弘2），信迫 悟志1,2），森岡 周1,2）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 痛み・回避行動・恐怖条件付け

【はじめに，目的】

痛みの回避行動は，代償による回避行動と患部の学習性不使用や不活動による過剰な回避行動に分けられている。このうち後者
は，慢性痛への悪循環の一要因とされ（Vlaeyen JW, et al., 2000），特定のイベントで生じる刺激がすべて痛み刺激であるという
概念化が生み出され，それに基づく過剰な保護であるとされている（Moseley GL, et al., 2015）。本研究では，我々が新しく開発
したプログラムに基づき，痛みへの過剰な回避行動を実験的に抽出し，痛みを曝されながらの運動に伴う恐怖や痛みの程度の変
動を明らかにすることを目的とした。

【方法】

健常若年者 31 名（20.6±2.5 歳）を対象にタッチパネルを用いた描画運動課題を行った。課題時間は 30 秒とし，練習段階 5 試行，
痛みの恐怖条件付けを引き起こす獲得段階 5 試行，テスト段階 5 試行×3 セットおよび消去段階 5 試行の順に実施した。描画運
動と同時に電気刺激（日本光電株式会社，SEN�8203）にて痛みを与え（Numerical Rating Scale：8），運動を中止する（過剰な
回避行動）と刺激も止まるように設定にした。また，テスト段階では特定の運動方向と速度の条件を満たすと刺激強度が減少す
る条件（代償的な回避）を加えた。各試行において，運動開始時に眼電図にて聴覚性驚愕反応（恐怖反応）を測定した。各段階
あるいは各セットの運動開始時と運動中の主観的な痛み強度を Visual Analog Scale（VAS）にて評価した。さらに，運動をして
いない時間（過剰な回避時間）を算出し，過剰な回避行動特性を分析するためにクラスター解析を行った。統計解析は各群，各
段階の比較を Mann Whitney U�tests および Freidman 検定にて行い，Bonferroni 法で補正し，各パラメータの有意水準を以下
のように設定した。過剰な回避時間；p＜0.01，恐怖反応；p＜0.003，主観的な痛み強度；p＜0.01。

【結果】

クラスター解析より，過剰な回避行動群（n=9）と回避しない群（n=22）の 2 群に分類された。恐怖反応に関しては，練習段階
と比較して獲得段階で有意に高値を示した。また，過剰な回避行動群は回避しない群と比較して，消去段階において有意に高く，
各段階における運動開始時の痛みに有意な差は認められなかったが，運動中の痛みはテスト段階 2，3 セット目で有意に高値を
示した。

【結論】

痛みへの回避行動にかかわらず痛みの恐怖条件付けは生じたが，過剰な回避行動を示す者は痛みが与えられない条件（消去段
階）でも恐怖を感じるという「行動－疼痛の概念化」が惹起されていることが明らかになった。また，過剰な回避行動を示す者
は，主観的な痛みは変化しなかったが，回避しない者は痛みの減少が認められ，行動や心理的な側面が痛みに影響を与えること
が示された。
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P-KS-31-3

30%MVCの母指対立運動の運動イメージの反復が脊髄神経機能の興奮性と運
動の正確性に及ぼす影響

今奈良 有1,2），福本 悠樹2），文野 住文3），鈴木 俊明2,3）

1）永山病院リハビリテーション部，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科，
3）関西医療大学保健医療学部臨床理学療法学教室

key words 運動イメージ・F波・運動の正確性

【はじめに，目的】

我々は先行研究にて 30%MVC の母指対立運動の運動イメージは脊髄神経機能の興奮性を増加させるが，運動の正確性に影響を
及ぼさなかったと報告した。運動イメージによる正確性の向上は随意的に手指を動かすことのできない患者に対して書字動作
やつまみ動作などの巧緻運動の向上に繋がると考える。今回は 30%MVC の母指対立運動の運動イメージを 3 試行行うことで脊
髄神経機能の興奮性に及ぼす影響と運動の正確性に及ぼす影響を検討した。

【方法】

対象は健常成人 20 名（男性：11 名，女性：9 名，年齢：23±2.4 歳）とした。まず，安瀬背臥位にて Viking Quest（Natus 社）
を用いて，正中神経刺激により F 波を母指球の筋腹上より導出した（安静時試行）。刺激条件は頻度：0.5Hz，時間：0.2ms，強
度：M 波最大上刺激，回数：30 回とした。次に母指対立位にて母指と示指に圧力センサーを接触させて F 波を計測した（セン
サー把持試行）。その後，最大ピンチ力から 30%MVC のピンチ力を同定し，ピンチメータモニターを注視しながら 10 秒間 30%
MVC の母指対立運動（以下，ピンチ課題）を練習させ，その後モニターを隠してピンチ課題を再現させる（運動イメージ前ピ
ンチ課題試行）。次に 30%MVC の母指対立運動の運動イメージを行わせ，F 波を計測する（運動イメージ試行①）。その後，再
度ピンチ課題を再現させた（ピンチ課題試行①）。今回，運動イメージ試行とピンチ課題試行を 3 試行繰り返し計測した（2 回目
を②と表記）。運動の正確性には Digital indicator F340A（Unipulse 社）と筋電図収録ソフト Vital Recorder2（KISSEI COMTEC
社）を用いてピンチ力値を記録し，解析には BIMUTAS�Video（KISSEI COOMTEC 社）を使用して正解時間と変動係数を算出
した。正解時間は 30%MVC±5% 以内のピンチ力値の正解範囲の時間とした。統計学的検討は各試行間の振幅 F/M 比，立ち上
がり潜時，出現頻度と正解時間，変動係数を Bonferroni 検定を用いて比較し，その後 Scheffe 検定を用いて検討した。

【結果】

振幅 F/M 比，立ち上がり潜時は各試行間に有意差を認めなかった。出現頻度は安静時試行と比較してセンサー把持試行，運動
イメージ試行①，②，③に有意な増加を認めた（p＜0.01）。またセンサー把持試行と比較して運動イメージ試行①，②（p＜0.05），
③（p＜0.01）に有意な増加を認めた。

正解時間は運動イメージ前と比較してピンチ課題①（p＜0.01），②（p＜0.05），③（p＜0.01）に有意な減少を認めた。また各試
行間での変動係数は有意差を認めなかった。

【結論】

運動イメージにより脊髄神経機能の興奮性を増加させることが示唆されたが，運動の正確性は低下した。はじめから間違った運
動イメージを行っている被験者や学習した運動イメージがピンチ課題を繰り返すことで運動イメージの内容が変化している要
因が考えられる。そのためイメージの内容を安定させるための学習方法が重要性であると考える。
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P-KS-31-4

複合性局所疼痛症候群（CRPS）患者の身体性注意・空間注意の変化

会津 直樹1,2），鈴木栄三郎1,2），大内田 裕2），須藤 珠水3），出江 紳一2,3）

1）東北大学病院リハビリテーション部，2）東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学，
3）東北大学大学院医工学研究科

key words 複合性局所疼痛症候群・注意・反応時間

【はじめに，目的】複合性局所疼痛症候群（Complex Regional Pain Syndrome 以下 CRPS）は，主に外傷後に起こる四肢の遷延
する疼痛疾患であり交感神経機能の異常を伴い，リハビリテーションにおいて治療に難渋する。近年，CRPS 患者の身体性や空
間注意に介入し疼痛を軽減する新規手法がそれぞれ報告されている。しかしながら，CRPS 患者では患肢自体に対する注意（身
体性注意）が低下していること，一方で，患側空間への注意が過剰になっていることがそれぞれ報告されているため，効果的な
治療法を選択する際に患者ごとに身体性注意と空間注意の両者の変化を捉える必要が考えられる。そこで，本研究では心理物理
学的手法を用い，身体性注意と空間注意を同一環境で客観的に測定し，CRPS 患者の身体性注意と空間注意の変化を明らかにす
る評価法を確立することを目的とする。

【方法】健常者 27 名，手に症状を有する CRPS 患者 3 名を対象にした。身体性注意を測定するために，患者は机の前の椅子に座
り机上の左右のいずれかの位置に患側手を置き，もう一方に手の形をした模造手を置いた。PC にて反応時間課題を作成し，頭
上のプロジェクターから視覚刺激を患側手上または模造手上のいずれかに提示させ，できるだけ早く健側手でボタンを押し，反
応時間を記録した。健常者では左手の上に視覚刺激を提示させ，右手でボタン押しを行った。模造手上の反応時間から患側手の
反応時間を引いた値を患側手の身体性注意量と定義した。さらに，空間注意を測定するために，机の上に患側手と模造手を位置
させず，机上の左右空間に視覚刺激を提示させ反応時間を記録し，左右空間の反応時間の差を計算した。統計は one sample t�
test を用い患者ごとに健常者と比較した。

【結果】健常者において，身体性注意測定では，自己手上よりも模造手上の視覚刺激に対する反応時間が有意に早くなり，手の
身体性注意量は 22.2±11.9ms（平均±標準偏差）であった。さらに，空間注意測定では，左右空間への反応時間に差は認められ
ず，空間注意の左右差は 2.59±21.6ms であった。患者では，健常者と比較して，患側手への身体性注意量（1.3ms）が有意に低
下し，空間注意（2ms）には差が認められない 1 例，逆に，患側手への身体性注意量（17.2ms）には差が認められないが，患側
への空間注意（30.9ms）が有意に低下していた 1 例，さらに，患側手への身体性注意量（11.7ms）も患側への空間注意（30.9
ms）も有意に低下している 1 例を認めた。

【結論】健常者において身体性注意と空間注意を同一環境で測定する手法を確立し，CRPS 患者に対して身体性注意と空間注意を
測定した。患者ごとに身体性注意と空間注意の変化が異なることを明らかとした。身体性と空間注意に介入する手法がそれぞれ
存在するため，あらかじめ身体性注意と空間注意の変化を捉えておくことは CRPS 患者に対する効果的な治療法の選択に有益
な情報を与えてくれる可能性がある。
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P-KS-31-5

体性感覚入力と運動イメージの組み合わせで誘導される運動知覚は運動出力系
を賦活する

柴田恵理子1,2），金子 文成1,2）

1）札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門，
2）札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座

key words 振動刺激・運動知覚・表面筋電図

【はじめに，目的】

筋腱に適切な周波数で振動刺激を行うと，実際には関節運動が生じないにも関わらず，刺激された筋が伸張する方向への関節運
動を知覚する。振動刺激によって運動を知覚すると，刺激した筋の筋収縮（緊張性振動反射）ではなく，その拮抗筋，つまり知
覚している運動を実際に行なった場合に主動作筋となる筋にのみ特異的に筋収縮が生じる（Antagonist vibratory response：
AVR）。この現象は感覚入力によって受動的に運動を知覚した場合にのみ生じることから，運動感覚の知覚に関連する現象と考
えられている。これまで運動感覚の知覚は，被験者の主観を基に評価されることが多かった。しかし，運動感覚の知覚強度に応
じた筋活動の変化を定量化できれば，運動感覚の知覚という心理状況に対する客観的な指標の確立に繫がる可能性がある。一
方，拮抗関係にある 2 筋に対して同じ周波数の振動刺激を行うと運動感覚は知覚しなくなる。しかし，その状況下でさらに運動
イメージを重畳することによって，イメージした方向への運動を知覚させることができる。そこでまず本研究では，拮抗関係に
ある 2 筋への振動刺激と運動イメージを組み合わせることで，感覚入力は変化させずに運動感覚を知覚する状況としない状況
を作り出し，運動感覚の知覚と並行して筋活動に変化が生じるのかを検証した。

【方法】

健康な成人 20 名を対象とした。振動刺激の周波数は 40，60，80，100Hz とし，掌屈筋と背屈筋を同周波数で 3 秒間刺激した。
イメージさせる運動は，手関節が 3 秒間で中間位から最大掌屈位まで掌屈する運動とした。実験条件として，各周波数での振動
刺激中に運動イメージを行う条件（MI 条件）と行わない条件（nonMI 条件）を設定し，3 試技ずつ実施した。刺激中に橈側手
根伸筋（ECR）と橈側手根屈筋（FCR）から表面筋電図を記録し，振動刺激開始 1 秒後からの 1 秒間における二乗平均平方根

（RMS）値を算出した。さらに，刺激中に知覚した関節運動を刺激終了後に再現させ，その角速度を運動知覚の指標として用い
た。統計学的解析として，RMS 値は運動イメージの有無と振動刺激周波数を要因とした二元配置分散分析を行なった。さらに
知覚した運動の角速度と各筋の RMS 値について相関分析を行い，ピアソンの相関係数を算出した（p＜0.05）。

【結果】

全ての被験者は MI 条件で手関節掌屈運動を知覚した。さらに，MI 条件では振動刺激周波数に依存して角速度が増大した。FCR
の RMS 値は，nonMI 条件と比較して MI 条件で有意に増大したのに対し，ECR では差がなかった。一方，知覚した運動の角速
度と各筋の RMS 値には相関がなかった。

【結論】

このことから，筋活動は感覚の入力量の不均衡性には関連せず，運動感覚の知覚の有無に関連して発現することが明らかになっ
た。したがって，知覚の強度までは言及できないが，筋活動を運動感覚の知覚の客観的な指標として用いることができる可能性
が示された。
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杖の使用が歩行時の歩幅知覚に与える影響
高齢者における検討

渡邉観世子1），谷 浩明2）

1）国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科，2）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words 歩幅・杖歩行・高齢者

【はじめに，目的】

歩行時の杖の使用は姿勢や歩行動作を安定させる（Ashton�Miller, 1996；Kuan, 1990）一方で，高齢者では杖操作に困難さを感
じているという報告（Mann, 1995）がある。我々は，杖の有無が歩行中の歩幅調整の正確性に与える影響を若年健常成人で検討
し，杖を使用すると一定の歩幅で歩くことが難しく，小さな歩幅を調整する際に正確性が低くなることを報告した（第 51 回日
本理学療法学術大会）。本研究では杖を使用する機会の多い高齢者において杖の使用に伴う知覚変化を把握し，杖の操作指導に
必要な知見を得ることを目的に，高齢者を対象に杖の使用による歩幅調整の正確性への影響を検討した。

【方法】

対象は健常高齢者 20 名（男性 15 名，女性 5 名，平均年齢 73.3±1.7 歳）であり，中枢神経的および整形外科的疾患がなく，杖
の使用経験がない者とした。課題は，杖使用の要因（あり・なし）と歩幅要因（通常・小）の組み合わせからなる 4 条件の歩行
課題を実施した。歩幅の目標値は杖歩行を想定し，「ゆっくりした速度」での歩幅を計測し，その歩幅を「通常」の歩幅とし，
それより 20% 短い歩幅を「小さい」歩幅と設定した。杖あり条件での歩行課題では 3 動作揃え型の歩行形態とした。実験試行の
前には視覚的に歩幅を確認する練習試行（5 歩）をおこない，実験試行では前方の注視点を見ながら歩行した。なお歩行課題の
実施順序は対象者間でカウンターバランスを取った。

歩行課題では母趾背側にマーカーを貼付し側方からビデオカメラにて 10 歩分の歩行を撮影した。撮影した画像はダートフィッ
シュ Team Pro 5.5（ダートフィッシュ社）を用いてマーカー位置を指標として歩幅を計測した。歩幅調節の正確性はそれぞれの
目標値からの差分について 10 歩の平均値の z�score を求めた。また 10 歩の歩幅の変動係数を求め，歩幅の一貫性の指標とした。
誤差と変動係数はそれぞれ 2 要因分散分析にて検定した。さらに参考として，年齢による誤差の大きさを比較するために先の研
究で得た若年健常成人の値を用いて 3 要因分散分析にて検定した。

【結果】

歩幅調節の正確性については，杖使用要因の有意な主効果を認め（F=5.0，p＜0.05），杖なし条件では杖あり条件よりも誤差が大
きかった。また変動係数では，杖使用要因の有意な主効果を認め（F=19.1，p＜0.05），杖あり条件では杖なし条件よりも値が高
く，一貫性が低かった。若年健常成人との誤差の比較では，高齢者の方が有意に大きかった（F=5.2，p＜0.05）。

【結論】

杖の使用により歩幅調整の正確性は高いが，歩幅の一貫性は低いという結果から，杖を使用した条件では誤差の平均値としては
小さいが，試行ごとのばらつきが大きく，一貫した歩幅を保つことが困難であると考えられた。高齢者は若年者よりも歩幅調整
が困難なため，臨床現場で高齢者に対して杖の操作方法を指導する際には，歩幅を一定にする意識を高めるような練習が必要で
あると言える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）【ポスター（基礎）P32】

P-KS-32-2

足部ロッカー機能の変化がストライドインターバルの変動に及ぼす影響

高平 真澄1,2），真壁 寿2），岩井 章洋1）

1）山形県立中央病院，2）山形県立保健医療大学

key words 歩行・足部ロッカー機能・Central Pattern Generator

【はじめに，目的】歩行時のストライドインターバルは常に一定ではなく，ある時間幅をもって相関（長期相関）しながら変動
すると言われている。一般に，歩行リズムは脊髄にある central pattern generator（CPG）によって形成され，上位中枢および
末梢の感覚入力によって制御，修飾される。したがって，歩行時のストライドインターバルの変動には上位中枢と末梢の感覚入
力の影響が考えられるが，足部ロッカー機能に変化を与え末梢の感覚入力を変えた際に，ストライドインターバルの変動に及ぼ
す影響は明らかにされていない。そこで本研究の目的を，足部ロッカー機能の変化がストライドインターバルの変動に及ぼす影
響を検討することとした。

【方法】対象は健常成人女性 20 名（年齢 21.5±0.7 歳，身長 160.1cm±3.4cm，体重 54.2±7.1kg）とした。足部ロッカー機能の変
化には Masai Barefoot Technology（MBT）shoes を着用した。1 周 20m の 8 字歩行路を裸足，MBT shoes 着用の 2 条件で 10
分間行った。速度は快適歩行速度とした。ストライドインターバルは，踵に貼付した加速度計から求めた。10 分間のストライド
インターバルの時系列データからスケーリング指数 α，Approximate Entropy（ApEn）を算出した。α はストライドインターバ
ルの長期相関を示し，ApEn はストライドインターバルの変動の規則性を示す。また 10 分間歩行時の歩数，距離を測定し，ス
トライド長，歩行速度，ケイデンスを求めた。Shapiro�Wilk 検定を用い正規性を評価した。正規性データには対応のある t 検定，
非正規性データには Wilcoxon 検定を用い 2 群の比較を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】長期相関を示すスケール指数 α（裸足：0.74±0.11，MBT：0.74±0.11），ストライドインターバルの変動の規則性を表す
ApEn（裸足：1.40±0.04，MBT：1.41±0.04）について有意差はみられなかった。ストライド長（裸足：1.27±0.1m，MBT：1.34
±0.1m）と歩行速度（裸足：81.9±9.3m/s，MBT：87.0±10.1m/s）は MBT shoes 装着で有意に増加した。ケイデンス（裸足：
129.4±8.4，MBT：130.0±8.0）は有意差はみられなかった。

【結論】歩行リズムは脊髄の CPG によって形成され，上位中枢と末梢感覚によって制御される。MBT shoes を用いた足部ロッ
カー機能の変化，すなわち末梢からの感覚入力の変化は，健常成人においてストライドインターバルの長期相関や変動の規則性
に影響を及ぼさない。
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認知症患者おける視覚的フィードバックの効果
グラフを用いた介入効果の有無

富田 駿1），加藤 宗規2）

1）医療法人社団千葉秀心会東船橋病院，2）了徳寺大学

key words 認知症・フィードバック・歩行

【はじめに，目的】認知症患者への称賛・注目の有効性は，シングルケースデザインにおける検討で報告されている。また注目・
称賛といった先行・後続刺激の整備においてグラフ掲示を用いた視覚的刺激が強化子として働くことも多数の報告から示され
ている。そこで今回，20 症例の認知症患者における歩行距離のフィードバックに際して，グラフを用いることで歩行距離に変化
がみられるか検討した。【方法】対象は当院に入院しているリハビリテーション実施中の患者で，Minimental State Examination

（以下 MMSE）にて 23 点以下の認知症を有する患者 20 名（男性 10 名，女性 10 名，平均年齢 81.7 歳）とした。疾患名は，肺炎：
6 名，脳梗塞：5 名，慢性硬膜下血腫：2 名，脳出血：1 名，急性硬膜外血腫：1 名，頭部外傷：1 名，胃炎：1 名，尿路感染：2
名，症候性てんかん：1 名であり，認知症のタイプは，アルツハイマー型：13 名，脳血管性：7 名であった。対象者が行う歩行
練習における 1 日の合計歩行距離を記録し，歩行前に前日の歩行距離を提示，歩行後にその日の歩行距離と前日との比較につい
てフィードバックを行うベースライン条件（5 日間）とそれらについてグラフを用いて口頭で説明する介入条件（5 日間）の比
較を行い，認知症患者に対するグラフ提示の有効性について検討した。両期間とも前日よりも歩行距離が増加した場合には担当
理学療法士による称賛を行った。なお，ベースライン条件と介入条件はランダムに行った。どちらの期間においても歩行練習時
の声かけは「できるだけ歩いてみましょう」とし，本人が歩行距離を決定できる環境を整えた。なお，歩行練習は一度できるだ
け歩いた後，「もう少し歩いてみますか？」と本人に再度歩くか確認し，可能であれば休憩後に再度歩行練習を実施した。この
際，歩行環境は症例に合わせ，補助具として平行棒，杖や歩行器を用いることもあった。統計はベースライン期 5 回と介入期 5
回の差について Wilcoxon の符号順位検定を用いて個別に検討した。有意水準は 5% 未満とした。【結果】歩行距離の平均値は
ベースライン期 75.4m，介入期 123.3m であり，有意に介入期で増加した。ベースライン期 5 回と介入期 5 回の比較では 20 名中
15 名で有意に介入期が増加した。【結論】20 名中 15 名がグラフ提示により歩行距離が有意に増加し，全体の平均値の比較にお
いてもグラフ提示により歩行距離が有意に増加したことから，認知症を有する患者の歩行練習においてグラフを用いて歩行前
に前日の歩行距離を提示し，歩行後に前日と比較した歩行距離をフィードバックすることは，歩行距離増加に有効に機能したと
考えられた。しかし，グラフ提示によっても歩行距離が増加していない症例も認められ，認知症が原因による失語症や視覚性失
認を呈している症例には代替する強化刺激を検討していく必要がある。
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P-KS-32-4

脳卒中後片麻痺者において運動課題の違いが運動単位の調節に与える影響

大門 瑞希1），大畑 光司1），脇田 正徳1,2），木村 和夏1,3），前田 絢香1），川崎詩歩未1），
浅井 結1），鶴田 晃啓4）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）関西医科大学付属枚方病院，
3）十条武田リハビリテーション病院，4）京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻

key words 運動単位・片麻痺・筋出力調節

【はじめに，目的】

脳卒中後に生じる筋力低下は臨床的に重要な問題であるとされており，その原因として運動単位動員数の減少や，発火頻度の低
下が挙げられる。健常者では急速な動作や複雑な課題ではサイズの原理に従わず，高閾値の運動単位が動員されやすいが，脳卒
中後片麻痺者では高閾値の運動単位が選択的に不活動になることが報告されている。しかし，運動課題の違いが運動単位の制御
に与える影響については十分に検証されていない。本研究の目的は，脳卒中後片麻痺者を対象に筋活動電位波形から運動単位の
挙動を推定する Decomposition 法を用いて，異なる運動課題における運動単位制御について明らかにすることである。

【方法】

対象は，脳卒中後片麻痺者 7 名（年齢 55.4±11.7 歳，上肢 Fugl�Meyer scale 44.4±13.0 点）とした。運動課題として背臥位で肘
関節 30 度屈曲位にて麻痺側・非麻痺側の等尺性肘関節屈曲運動を行った。DELSYS 社製 dEMG システムを用いて上腕二頭筋
の筋活動を記録した。まず，肘関節屈曲最大筋力（MVC）を測定し，20％MVC で筋力を発揮させた状態を 30 秒間保持するよ
う教示した（定常課題：ST）。続いて ST のうち 10～20 秒の 10 秒間は 20％MVC 以下において収縮と弛緩を最大速度で繰り返
す動的な筋力発揮を行わせた（動的課題：DT）。各課題で DELSYS 社製 dEMG システムを用いて上腕二頭筋の筋活動を記録し，
Decomposition 法を用いて運動単位動員数と発火頻度を算出した。また，肘関節屈曲最大トルクをハンドヘルドダイナモメー
ターにて計測した。統計解析は各課題における麻痺側と非麻痺側の運動単位数や発火頻度と最大トルクの相関を Pearson の積
率相関係数を用いて検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

麻痺側における ST の発火頻度は最大トルクの大きさと有意な負の相関を示したが，DT の発火頻度は最大トルクと有意な正の
相関を示した。一方，非麻痺側においては 2 課題とも発火頻度と最大トルクの間に相関は認めなかった。運動単位動員数はどの
条件においても最大トルクとの相関は認められなかった。

【結論】

麻痺側において，ST ではより筋力の低い対象者では 20％MVC の低負荷の課題でも運動単位発揮張力低下によって発火頻度を
過度に増加させたのではないかと考えられる。一方，DT では，筋力が大きくより高閾値の運動単位が機能すると考えられる対
象者では健常者と同様の制御を行ったが，筋力が小さく高閾値の運動単位が障害されていると考えられる対象者では健常者と
は異なる制御を行った可能性が示された。本研究において麻痺側では定常課題と動的課題での運動単位の制御が異なる可能性
が示唆された。
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P-KS-32-5

ロボットスーツHALの重量が歩行時の下肢筋活動に与える影響

植田 達也，田口 潤智，堤 万佐子，中谷 知生，山本 洋平，梶川 健佑

尚和会宝塚リハビリテーション病院

key words 歩行トレーニング・筋電図・ロボットリハビリテーション

【はじめに，目的】

近年，ロボットリハビリテーション技術の臨床応用が進んでおり，当院でも歩行トレーニング時に様々なロボットを使用してい
る。しかし，それらの機器の使用時に装着者から「重たい」，「動きにくい」といった否定的な意見が聞かれ，動作時の疲労感を
訴えることが少なくない。そこで今回，当院で使用しているロボットスーツ HAL 医療用（以下 HAL）を用い，その重量が歩行
時の下肢の筋活動に与える影響を検証したので報告する。

【方法】

対象は健常成人 7 名（男性 4 名，女性 3 名）で，平均年齢（±SD）は 25.9±2.9 歳であった。方法は「HAL 未装用」，「HAL
装用」，HAL の重量（約 14kg）を免荷式リフト POPO を用いて除いた状態での「HAL 免荷装用」の 3 条件における快適歩行時
の下肢の筋活動を表面筋電図を用いて記録した。HAL のアシスト量は歩行しやすく，他覚的に見て極端な下肢の運動とならな
い程度とした。表面筋電図にはパシフィックサプライ社製 Gait Judge System を使用した。導出筋は内側広筋とし，立脚初期か
ら荷重応答期に得られた波形を解析し，「HAL 未装用」を 100％ としたときの「HAL 装用」，「HAL 免荷装用」の筋活動の変化
率を求めた。解析には 3 歩行周期分の筋活動の平均値を採用した。統計学的分析は「HAL 未装用」，「HAL 装用」，「HAL 免荷装
用」の筋活動の変化を JSTAT を用いて Friedman 検定で分析し，その後多重比較を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

「HAL 未装用」に対する変化率は，「HAL 装用」で 173±247.0％，「HAL 免荷装用」で 131±64.2％ であった。「HAL 未装用」と
「HAL 装用」の間においてのみ有意差を認めた（p=0.02）。

【結論】

「HAL 未装用」と「HAL 装用」間においてのみ有意に内側広筋の筋活動は増大し，「HAL 未装用」と「HAL 免荷装用」間では
有意差を認めなかった。今回の結果から HAL により下肢の運動をアシストした条件下でも，機器の重量は下肢の筋活動に影響
を与えることが示唆された。また，HAL 装用による筋活動の比率は 173±247.0％ であり，HAL 免荷装用時と比較して，個人間
で筋活動のばらつきが認められた。これらの結果から HAL のみを装用したトレーニングでは促通される運動にばらつきが生
じ，トレーニング効果に差が生じやすいと考えられる。このことから，HAL を用いた歩行トレーニングではその重量を除した
条件で実施することで正常歩行により近い筋活動を発揮した状態でのトレーニングが可能となることが示唆された。
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P-KS-33-1

経験に即したメタファーが運動パフォーマンスに与える影響
言語教示に対する多元的評価

杉山 優河，高宮 尚美，本森 杏那，森本 匠，武本 秀徳，沖田 一彦

県立広島大学保健福祉学部理学療法学科

key words 近赤外分光法・二次元動作分析・表面筋電図

【はじめに，目的】

セラピストは，患者に運動指導を行う際に，自分自身が運動している様子を体現したイメージである一人称イメージを想起させ
ることが求められる。我々の表面筋電図（EMG）を用いた予備的調査では，メタファー（比喩表現）は一人称イメージを想起さ
せ，筋運動感覚の知覚イメージと合致させるのに有効であった。本研究は，EMG に加え機能的近赤外分光装置（fNIRS）ならび
に二次元動作分析を行うことによって，経験に即したメタフォリカルな言語教示が運動パフォーマンスに与える影響をより多
元的に評価することを目的とした。

【方法】

対象は，右上肢に疾患を有さない右利きでダーツ未経験の健常成人 15 人（男性 4 人，女性 11 人，21.1 歳±0.6 歳）とした。課
題に対する言語教示は①「肩・肘屈曲 90 度の状態から，肘を素早く伸展」，②「ダーツの矢を投げるように，肘を伸展」の 2
種類とした。実験第 1 日目に①（課題 1）と②（課題 2）を測定し，その後，半径 10cm 以内にダーツの矢が 3 回連続刺さるよう
になるまで練習を行った。さらに実験第 2 日目に②と同様の言語教示を行い，測定した（課題 3）。二次元動作分析は，被験者の
肩峰，上前腸骨棘，上腕骨外側上顆にマーカーを貼付し，ビデオカメラで撮影した。EMG は右上腕二頭筋，右上腕三頭筋外側
頭に対する筋活動時間を解析対象とした。また，課題遂行中の大脳皮質活動を fNIRS で計測した。被験者の前頭部から頭頂部に
かけて照射プローブ 15 本，受光プローブ 15 本を国際 10�20 法に基づき配置し解析対象は酸素化ヘモグロビン（OxyHb）とした。
統計学的解析には，繰り返しのある 1 元配置分散分析を行い，有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】

二次元解析の運動遂行中の肩関節屈曲の最小角度と最大角度，EMG の上腕二頭筋と上腕三頭筋の活動時間，fNIRS の 3ch（前補
足運動野）と 8ch（前頭前野）において，課題 1�3 間，課題 2�3 間で有意差が認められた。しかし，条件 1�2 間では有意差は認
められなかった。

【結論】

二次元動作解析，EMG および fNIRS の結果より，ダーツ未経験時には運動学的表現を用いた言語教示と，メタフォリカルな言
語教示の間に違いは認められなかった。一方，ダーツの経験により動作の再現性は向上し，経験に即したメタフォリカルな言語
教示の有用性が示唆された。また，fNIRS による計測では課題 3 では課題 1 および 2 に比べ，前補足運動野の 3ch と前頭前野の
8ch で有意に OxyHb が増加した。これは，比喩表現による運動パフォーマンスが経験に影響され，ワーキングメモリに関わる
前頭前野と運動学習過程を反映する前補足運動野が運動の再現に寄与したと考えられる。本研究により，患者の経験に沿ったメ
タファーを用いた言語教示が，効果的かつ効率的なリハビリテーションに貢献できると考えられる。
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P-KS-33-2

オプティカルフローがAPAに及ぼす影響

津田 菜子，牧野 均

北海道文教大学

key words APA・オプティカルフロー・多裂筋

【はじめに，目的】

動作を遂行する際，中枢神経系ではその運動によって生じる身体動揺を予測し，事前に姿勢制御を行っている。この体幹の安定
を図るための機構を先行随伴性姿勢調節（以下 APA）という。この APA は，持ち上げ動作や上肢挙上動作でみられる。ここで，
視覚的観点から大きさ�重さ錯覚という知覚現象に焦点を向け，APA を比較したところ，重いと予想される大きな容器の持ち上
げ動作直前で APA は増加することが示された。上記の研究では，視覚情報による対象物の形の認知が APA に与える影響につ
いて考察している。

しかし，視覚機能には移動時の周辺風景の流れや見え方の変化から自己身体の運動や傾きを知覚し，姿勢を制御するというもう
一つの機能がある。この動きの中で発生する知覚情報をオプティカルフローといい，進行方向を見据えて空間を前進する際，網
膜上に進行方向の一点を中心として風景が拡大していくことをいう。オプティカルフローが APA へ与える影響として，直線路
の歩行開始時に主運動に先行して前脛骨筋が収縮したことが筋電図から観察されている。

そのため今回の検証では，日常生活の中で頻繁に行う廊下を曲がる動作と真っ直ぐ進む動作を比較し，オプティカルフローが及
ぼす APA への影響を検証する。

【対象】

健常男子大学生 8 名とした。

【方法】

表面電極（NORAXON）を左右の前脛骨筋・脊柱起立筋・多裂筋に装着し，ボールを蹴る方の脚を運動脚として運動脚の踵に
フットセンサーを装着した。直線歩行と廊下を自然に曲がる歩行をランダムに各 3 回ずつ行った。フットセンサーにより踵接地
時点を計測し，踵接地以前の 0.2 秒間と踵接地後 0.2 秒間の筋活動量を解析した。統計処理には，t 検定を用いた。

【結果】

右へ曲がる直前の踵接地前 0.2 秒で左脊柱起立筋と左多裂筋の筋活動が直線歩行時に比べて優位に増加した。

【考察】

左脊柱起立筋と左多裂筋の筋活動について，廊下を自然に右へ曲がる時に直線歩行時に比べ増加した。このことから，日常生活
の中で自然に曲がる時には，反対側の脊柱起立筋と多裂筋が働くことで姿勢制御していると考える。しかし，今回被験者が少な
かったことに加え，歩く際のスタート位置を統一していなかったこと，個人によって廊下を曲がるタイミングが異なり方向転換
直前の踵接地を明確にできなかったため，それらを今後に生かしていく必要があると考える。

【理学療法研究としての意義】

本研究の結果から，オプティカルフロー環境で歩行時の APA に変化があることが示唆された。このことから，臨床場面で歩行
練習をする際には，視覚情報の影響を考慮した周囲の環境設定も重要といえる。
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P-KS-33-3

メンタルプラクティスの介入頻度の違いが持続効果に与える影響に関する検討

平岩正太郎1），坂野 裕洋1），尾藤 伸哉2），戸澤 望3）

1）日本福祉大学，2）医療法人医仁会さくら総合病院，3）新城市民病院

key words メンタルプラクティス・持続効果・介入頻度

【はじめに，目的】

スポーツ選手やリハビリテーションを受けている患者では，外傷や発熱などによりトレーニングを休止しなければならない状
況が生じる。これをデトレーニングといい，この期間を経過すると身体機能はトレーニング前の状態に戻ってしまう。一方，メ
ンタルプラクティス（Mental practice，以下 MP）は，運動の実施なしに課題を認知的にリハーサルするイメージトレーニング
のことであり，MP による筋力増強効果については多数報告されている。このことから，デトレーニング期間に MP を行うこと
で，いったん獲得したトレーニング効果を維持できる可能性が考えられるが，これらを検討した報告は少なく，適切な介入頻度
やその持続期間についても不明である。そこで本研究では，筋力増強後のデトレーニング期間に異なる介入頻度で MP を実施
し，デトレーニング期間中の最適な MP 介入頻度とその持続効果について検討した。

【方法】

対象は健常男子大学生 25 名（平均年齢 20.8±1.4 歳）とし，10 週間の介入研究を行った。介入の前半 4 週間はトレーニング期間
とし，最大発揮筋力の 80% の負荷量で 3 回/週のレッグエクステンションエクササイズを行い，後半 6 週間はデトレーニング期
間とし，デトレーニング期間の 1～3 週では，3 回/週の頻度で MP を行う群 9 名（3 回/週群），1 回/週の頻度で MP を行う群 8
名（1 回/週群），トレーニングを中止する群 8 名（対照群）に無作為割付けを行った。また，デトレーニング期間の 4～6 週には，
すべての群でトレーニングを中止した。評価は 4 週間のトレーニング期間の前後，デトレーニング期間前半 3 週経過時点，デト
レーニング期間終了時点に等速性運動機器（BTE 社製 PRIMUS RS）を用いて等速性最大膝伸展筋力（60 ̊/sec）を測定し，ト
レーニング開始前の値で補正した変化率を算出して統計学的な解析に用いた。また，介入前にはイメージ能力の評価として日本
語版 Movement Imagery Questionnaire�Revised Japanese Version（以下，JMIQ�R）を実施した。統計学的解析は，群内比較に
Friedman 検定と Wilcoxon の符号付順位検定（Bonferroni 修正），群間比較に Kruskal�Wallis 検定，Mann�Whitney の U 検定，
イメージ能力の群間比較に対応のない t 検定を用い，有意水準を 5% 未満として比較検討した。

【結果】

最大筋力は，3 群ともにトレーニング開始前と比較してトレーニング期間終了時に有意な増大を認め，その効果は 3 群間に差を
認めなかった。一方，デトレーニング期間では 3 回/週群のみ，獲得された最大筋力が維持される結果となった。なお，日本語
版 JMIQ�R は 3 群間に差を認めなかった。

【結論】

本研究結果より，デトレーニング期間中に 3 回/週の MP 介入を行うことによって，獲得した筋力を維持することが可能であり，
その後に MP 介入を中止しても 3 週間までは筋力増強効果が維持されるとことが明らかとなった。
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P-KS-33-4

一側下肢の運動スキル向上は対側下肢に転移するのか
表面筋電図を用いた検証

本森 杏那，高宮 尚美，杉山 優河，森本 匠，長谷川正哉，金井 秀作

県立広島大学保健福祉学部理学療法学科

key words 表面筋電図・運動制御・運動学習

【はじめに，目的】

cross�education 研究では，片側の筋力強化により，非筋力トレーニング側の筋力増強が認められるなど，筋力増強に関わる知
見が多い。しかし，運動学習にどのような影響を及ぼしているのかは不明である。そこで，本研究は片側のスキル獲得が対側下
肢の運動制御に影響するのか，運動学習初期から中間層における cross�education の効果を表面筋電図（EMG）を用いて検証す
ることを目的とする。

【方法】

対象は下肢に疾患を有さない右利きの健常成人 16 名（男性 6 名，女性 10 名，平均年齢 21.5±1.03 歳）とした。課題は，半径 5.5
cm と 7.5cm の二重の円内に，母趾裏に固定したチョークで円を描写させることとした。開始肢位は股関節，膝関節 60̊ 屈曲位
での座位とし，円の中心が足関節底背屈中間位での母趾の高さとなるように配置した。なお，右下肢は時計回り，左下肢は反時
計回りに描写することとした。

測定は，右下肢で二重円内に円を連続 3 回描写できるまで練習し，その前後で左右下肢の EMG および動画を記録した。無線式
筋電図計測装置テレマイオ DTS（NORAXON 社製）を使用し，電極は左右それぞれ前脛骨筋，腓腹筋外側頭，長母趾伸筋，大
腿直筋，内側ハムストリングスの 10 筋に貼付した。解析は，動画より課題の円を上縁から 90̊ 毎に 4 分割（時計回りに右下肢は
0～90̊：phaseA，90～180̊：phaseB，180～270̊：phaseC，270～360̊：phaseD，左下肢は 0～90̊：phaseD，90～180̊：phaseC，
180～270̊：phaseB，270～360̊：phaseA）し，それぞれの区間毎に平均振幅を算出した。統計学的分析はそれぞれの区間に対し
2 要因（2 条件：練習前，練習後×2 測定肢：右，左）の繰り返しのある二元配置分散分析を行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

phaseA では長母趾伸筋，大腿直筋，前脛骨筋の練習前後で主効果が認められた（p＜0.05）。phaseB では大腿直筋の練習前後で
主効果が認められた（p＜0.05）。phaseD では長母趾伸筋の練習前後で主効果が認められた（p＜0.05）。また，腓腹筋外側頭，内
側ハムストリングスと phaseC を含むその他の要因において主効果，交互作用は認められなかった。

【結論】

運動学習により，右下肢の運動スキル向上が左下肢に転移するのか，学習前後の EMG を区間毎に比較した。結果より，それぞ
れの区間において対象筋は異なるものの，いずれも両下肢ともに練習の前後で筋活動の増加が認められた。本研究における反復
練習課程は，運動学習初期から中間層に対応すると考えられる。すなわち本研究結果により，意識化を伴う運動知識や運動技能
の獲得期において，一側下肢の運動スキルが対側下肢へ転移されることが示唆された。
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P-KS-33-5

週 1回の運動が身体に与える影響

杉山 弘樹1），成田 崇矢2），小林 孝至3），堀内美貴也4），安久津純也5）

1）笹本整形外科，2）健康科学大学，3）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院，4）上田整形外科クリニック，
5）河北リハビリテーション病院

key words トレーニング効果・運動・理学療法効果

【はじめに，目的】

筋力や柔軟性の機能向上のためには，少なくとも週 2 回以上のトレーニングが推奨されている。しかし，外来病院における理学
療法では，患者が週 2 回以上来院することが困難な場合がある。これまで週 2 回未満の運動による具体的な効果は明らかになっ
ていない。そこで，本研究の目的は，週 1 回の運動を行い，身体にどのような影響を与えるのかを明らかにし，理学療法提供の
一助とすることとした。

【方法】

対象は，健常大学生男女 16 名とした。

運動は，柔軟性，持久力，瞬発力，俊敏性，運動の質の 5 項目の向上を目的とし，週 1 回 1 時間半行った。測定は，柔軟性，持
久力，瞬発力，俊敏性，運動の質の 5 項目に，形態を加えた，計 6 項目に関して行った。運動の質は，予備実験により検者間信
頼性を認めたランジ，エルボートゥー，スクワット，エルボートゥー＋バランスボールで円を描く，スクワット（重鎮保持・上
肢挙上）動作を測定した。また，これらの動作の質は 4 段階で点数化し，課題に対する動作が十分に可能であれば 3 点，動作は
可能だが十分ではなければ 2 点，動作が不可能であければ 1 点，痛みを有するものは 0 点とした。測定時期は，運動開始前（プ
レ測定），運動開始から 1 か月後（2 回目），2 か月後（3 回目），4 か月後（4 回目），5 か月後（5 回目）とした。なお，3 回目と
4 回目の測定の間の約 1 か月間は，運動を中止した。

統計処理は SPSS を用いて，1 か月ごとの各身体機能の変化を一元配置分散分析にて検討した。また，Spearman の順位相関係
数を用い，運動の質と，持久力，敏捷性，瞬発力の各項目との関係性を検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

運動の質を評価したランジ動作は，プレ測定（1.88±0.8 点）と 2 回目（2.63±0.7 点），3 回目（2.69±0.点），5 回目（2.63±0.6
点）との間に有意な点数の向上を認め，週 1 回の運動により，運動の質が向上した。運動中止期間後の 4 回目（2.44±0.8）と，
各測定間との間に有意差を認めなかったが，2，3，5 回目と比較し運動の質が低下傾向であった。エルボートゥーは，プレ測定

（1.19±0.5 点）と 4 回目（2.06±1.0 点），5 回目（2.31±0.8 点）との間に有意な点数の向上を認め，週 1 回の運動により，運動の
質が向上した。

形態，柔軟性，持久力，瞬発力，俊敏性の各項目は，週 1 回の運動により有意な変化を認めなかった。運動の質と各測定項目と
の間に有意な相関関係を認めなかった。

【結論】

本研究では，週 1 回の運動によって運動の質が向上した。この結果から，週 1 回の外来理学療法においても，身体機能を向上で
きる可能性があると示唆された。ただし，運動を中止することで，運動の質が再び低下する可能性も示されたため，継続した理
学療法の提供が重要であると考える。また，運動の質と各測定項目間に相関関係を認めなかったことから，運動の質の向上には
課題となる動作そのものの学習が必要であると考える。
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P-KS-34-1

低速度レジスタンス運動による運動時の筋内活動分布の解析
～高密度表面筋電図を用いて～

中谷 友哉1），福田真知子2），北川 裕樹3），宮本 俊朗4）

1）奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係，
2）日本海員掖済会神戸掖済会病院リハビリテーション部，
3）行岡医学研究会行岡病院リハビリテーション科，4）兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科

key words サルコペニア・高密度表面筋電図・低速度レジスタンス運動

【はじめに】超高齢社会に突入している本邦において，加齢に伴うサルコペニアの増加は社会的な問題となっている。サルコペ
ニアに特徴的な筋量低下に対しては，レジスタンス運動が有効であるが，虚弱高齢者や慢性疾患を有する患者の場合，推奨され
る運動は過負荷となることが多い。近年，低速度レジスタンス運動（Low�velocity Resistance Training：LRT）は低負荷にも関
わらず，高負荷のレジスタンス運動と同様の筋力増強効果が得られることが明らかとなっている。しかしながら，LRT における
筋力増強メカニズムについて，神経・筋活動動態の観点からは明らかとなっていない。そこで本研究は，高密度表面筋電図を用
いて筋内活動分布を計測することにより，LRT 時の神経・筋活動動態を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は健常成人男性 14 名とした（21.5±1.0 歳）。初めに，筋力測定器（BIODEX 社）を用いて，2 種類の等速性運動
（45̊/sec，22.5̊/sec）における膝伸展最大トルクを測定した。その後，3 条件での膝関節伸展レジスタンス運動をランダムに別々
の日に実施した。各条件はそれぞれ，①LRT：22.5̊/sec，40% 最大トルクで 7 回×3 セット，②高負荷運動（High Intensity：HI）：
45̊/sec，80% 最大トルクで 7 回×3 セット，③低負荷運動（Low Intensity：LI）：45̊/sec，40% 最大トルクで 14 回×3 セットと
した。また，全ての運動時に 64 チャンネルの高密度表面筋電図（OT Bioelettronica 社）を使用して外側広筋の筋活動を測定し
た。データ解析は，各条件において，1・3 セット目の膝関節屈曲 65～75̊ の RMS（Root Mean Square）を最大随意収縮時のデー
タをもとに正規化を行った後，64 チャンネル分の平均値および変動係数を算出した。統計学的解析は，一元配置分散分析を用い，
事後検定として Kruskal�Wallis 検定を行った。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】1 セット目の%MVC において，HI は LRT と比較して有意に高い値を示した（p=0.00005）。また，3 セット目においても
HI は LRT より有意に高い値を示した（p=0.00009）。1 セット目における変動係数は，3 条件間で有意な差は認めなかった（p
=0.33）。また，3 セット目においても 3 条件間での有意差は認められなかった（p=0.10）。

【結論】変動係数は筋内活動分布の均一性を示し，同種の運動単位は局在していることから，LRT は HI と同種類の運動単位の
動員が起こっているものと思われる。しかしながら，活動強度は HI より低く，動員された運動単位の数が異なることが推察さ
れる。一般的に，サイズの原理より動員される運動単位の大きさと数は増加するとされているが，本研究結果より，LRT は低強
度にもかかわらず，HI と同種の運動単位を動員している可能性が示唆された。今後，介入研究や，LRT の主な筋肥大メカニズ
ムの 1 つとされる代謝・内分泌系作用の影響も検討する必要があるものと考えられる。
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P-KS-34-2

筋伸張位と筋短縮位における低負荷等尺性トレーニングの即時効果の比較
受動的トルクに着目して

中尾 彩佳，池添 冬芽，本村 芳樹，廣野 哲也，市橋 則明

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 筋張力・筋断面積・筋力トレーニング

【はじめに，目的】

筋力トレーニングにより筋肥大効果を得るには，メカニカルストレスや代謝ストレスが必要である。メカニカルストレスにおい
ては随意的な筋収縮により発揮される力に着目されることが多いが，持続的に筋を伸張し筋肥大が生じたことが動物実験で報
告されていることから，筋が伸張されて受動的に筋に加わる力もメカニカルストレスとして筋肥大に寄与する可能性がある。あ
る一定の関節トルクを発揮するとき，対象筋が伸張位となる肢位では他動的な筋の伸張により生じるトルク（受動的トルク）が
大きい分，随意的な筋収縮によるトルク（能動的トルク）発揮は小さくて済むが，受動的トルクの小さい筋短縮位では大きな能
動的トルクの発揮が必要となる。本研究では，ある一定のトルクを発揮する等尺性トレーニングを筋伸張位と短縮位で行う場
合，能動的トルクの大きさは両者で異なるが，筋に加わるメカニカルストレスは同程度となるという仮説を立てた。メカニカル
ストレスの指標としてトレーニング後の即時的な筋腫脹を用いることで，この仮説を検証した。

【方法】

対象は健常若年者 20 名（24.5±3.3 歳）とし，トレーニングを筋伸張位で行う伸張群と筋短縮位で行う短縮群に無作為に割り付
けた。対象筋はハムストリングスとした。トレーニング肢位は背臥位，股 90̊ 屈曲位で，伸張群では膝 30̊ 屈曲位，短縮群では
膝 90̊ 屈曲位とした。トレーニング時の発揮トルク（トレーニングトルク）は，両群とも膝 90̊ 屈曲位の最大筋力の 30% とした。
伸張群においては膝 30̊ 屈曲位で安静時に生じる受動的トルクとトレーニングトルクとの差分を能動的トルクとして算出した。
屈曲群においては膝 90̊ 屈曲位では受動的トルクはほぼ生じないと考えられるため，トレーニングトルクはすべて能動的トルク
によるものと見なした。トレーニングは多用途筋機能評価運動装置を用い，5 秒間の等尺性膝屈曲運動を 10 回 9 セット実施し
た。筋腫脹の指標として，ハムストリングスの筋断面積を介入前，3，6，9 セット後に超音波診断装置を用いて評価した。統計
学的解析では，群間のトレーニングトルクの比較に Mann�Whitney の U 検定，筋断面積の変化の比較に分割プロット分散分析

（群×時期）を用いた。

【結果】

トレーニングトルクは伸張群 22.9±7.2Nm（そのうち能動的トルク：9.1±5.7Nm），短縮群 24.3±12.7Nm（そのうち能動的トル
ク：24.3±12.7Nm）で群間差を認めなかった。筋断面積の分割プロット分散分析の結果，交互作用はなく，時期のみ主効果を認
め（p＜0.01），両群ともにセット数増加に伴い筋断面積が増加したが群間差はなかった。

【結論】

同じトルクでの等尺性トレーニングを筋伸張位と筋短縮位で実施した結果，即時的な筋腫脹は同程度生じた。受動的トルクが生
じる筋伸張位では，筋短縮位に比べて筋収縮による能動的なトルクの発揮量が小さくても，同程度のメカニカルストレスが得ら
れることが示唆された。
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P-KS-34-3

負荷量の差における大腿四頭筋筋厚変化と最大等尺性膝伸展筋力の関係性

冨田 駿介1），河原 常郎1,2），大森 茂樹1,3）

1）医療法人社団鎮誠会リハビリテーション科，2）千葉大学大学院工学研究科，
3）千葉大学大学院医学研究院神経内科学

key words 超音波画像診断・筋厚・大腿四頭筋

【目的】

近年，超音波画像診断装置を用いた筋厚測定は，低コスト・無侵襲であり対象となる筋を的確に評価する方法として注目されて
いる。過去には，大腿四頭筋筋厚と膝伸展筋力の関係性を報告する論文も散見されるが，負荷量の変化に応じた大腿四頭筋筋厚
の変化は報告が少ない。そこで本研究は，超音波画像診断装置を用いて，負荷量の差における大腿四頭筋筋厚の変化を評価し，
大腿四頭筋における筋出力の差と筋厚の関係性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は成人男性 10 名とした。測定肢は，対象者に対し筋力測定器イージーテックプラス（イージーテック社製）を用いて膝関
節 60 度屈曲位における最大等尺性膝伸展トルクを測定し，高値の側 10 肢を採用した。筋厚測定は，レッグエクステンション

（Technogym 社製）を用い，安静時に加え，最大トルク計測時と同条件で，0kg（下腿重のみ），5kg，10kg，15kg，20kg の負
荷下における収縮時の計 6 条件で行った。計測項目は，各条件における収縮時，最大等尺性膝伸展運動における収縮時の大腿直
筋（RF）と中間広筋（VI）の筋厚，身長，体重，最大膝伸展トルクとした。プロトコールは，最大膝伸展トルク測定を 1 日目，
他項目の測定は疲労を考慮し 2 日目に行った。2 日目の計測は，被験者に各負荷量を無作為な順番で実施した。筋厚測定は超音
波画像診断装置 Xario（東芝メディカルシステムズ（株）製）を使用，プローブはリニア型 9.0（MHz）を用いた。プローブは被
験者の大腿長 50% 位にあて，短軸像を撮影した。撮影した画像をもとに RF 筋厚と VI 筋厚を測定した。測定した筋厚は体重で
除し，体重比筋厚として使用した。

統計処理に関して，各項目の関係性は Pearson の積率相関係数を用いて検定を行った。また，各負荷量間の差は一元配置分散分
析を用いて検証し，有意差を認めた場合，Tukey の多重比較検定を行った。負荷量は既定負荷量と，各被験者の最大膝伸展トル
クより求めた相対的負荷量の 2 視点から統計処理を行った。

【結果】

大腿直筋の既定負荷量における収縮時筋厚は，0kg と他負荷量間でのみ有意差を認め，5kg から 20kg の各負荷量間では有意差
を認めなかった。相対的負荷量と大腿直筋の収縮時筋厚はやや高い正の相関を示した（r＝0.61，p＜0.01）。大腿直筋の 0kg 収縮
時筋厚は最大膝伸展トルクとの間に高い負の相関を示した（r=�0.82，p＜0.01）。中間広筋の収縮時筋厚は，すべての負荷量間で
有意差を認めなかった。

【結論】

負荷量は既定負荷量ではなく相対的負荷量として扱うことで負荷量の増加に応じた変化を捉えることが可能になることが示唆
された。また，等尺性膝伸展運動の際，極低負荷時の筋厚が最大筋力を予測する一要因となりうることが示された。
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姿勢や肢位の違いが下肢伸展時の筋活動に及ぼす影響

瀧谷 春奈1），国分 貴徳2），小平 寛岳3），藤嶋 弾4），金村 尚彦2）

1）自治医科大学附属さいたま医療センター，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，
3）八潮中央総合病院，4）松田整形外科

key words 大腿四頭筋・筋活動・Quad Setting

【はじめに，目的】

ヒトの筋肉は姿勢や体節の肢位，口頭指示等を変えることにより筋活動が変化する。Blaimont らによると立位では，足部が固定
され骨盤が制動されている状態で膝関節屈筋群であるハムストリングスが収縮すると，膝関節伸展に作用すると報告されてい
る。これをもとに，大腿四頭筋の機能向上トレーニングとして用いられている Quad Setting（以下 QS）の動きのパターンに着
目し研究を行った。QS に関する研究は多くなされているが，動きのパターンに着目した研究の報告は少ない。本研究の目的は，
従来の QS がハムストリングスによって課題達成されると仮説を立て，効果的な大腿四頭筋の機能向上トレーニング法を検証す
ることである。

【方法】

対象は膝関節疾患の既往がない健常成人男性 12 名（22±1 歳）とした。三次元動作解析装置（Myomotion，Noraxon），表面筋
電図（TeleMyo DTS，Noraxon）を用いて，QS の膝関節の動きだしと完全伸展までの表面筋電図波形を計測した。対象筋は右
側の大腿直筋，外側広筋，大腿二頭筋，半腱様筋，大殿筋とした。被験者は長座位（股関節屈曲 45̊）にて異なる 2 条件の QS
を各試行 3 回行った。1 つ目は膝窩でタオルを押しつぶしながら膝関節を伸展させる方法（以下 QS�normal），2 つ目はタオルを
支点に膝関節を伸展させる方法（以下 QS�knee up）とした。筋電図波形は TeleMyo DTS，Noraxon のパソコン内にてノイズ除
去，フィルター処理を行った。筋電図波形から安静時の平均値を算出し，平均値±2 標準偏差（以下 SD）の計算を行い膝関節の
動き出し，筋活動開始時間を抽出した。筋活動量については，範囲を膝関節動き出しから完全伸展までとした。筋電図波形を正
規化し，筋活動量（RMS）を抽出した。各課題における筋活動量の統計処理は，正規性の検定後 Wilcoxon 符号付順位検定を用
いて算出した。

【結果】

筋活動開始順位は，QS�normal ではハムストリングスが全施行回数の約 40％，大腿四頭筋が約 40%，大殿筋が約 20% の割合で
先行していた。一方，QS�knee up では大腿四頭筋が全施行回数の約 70%，ハムストリングスが約 20%，大殿筋が約 10% の割合
で先行していた。筋活動量は，大腿二頭筋と半腱様筋では QS�normal 時に筋活動量が有意に増大した（p＜0.05）。しかし，大腿
直筋と外側広筋の筋活動量では異なる 2 条件下で有意差は認められなかった。

【結論】

本研究の結果から，QS�normal は，膝窩でタオルを押しつぶす動作が含まれているため股関節伸展に伴い，ハムストリングスが
先行して活動し，適切に大腿四頭筋の筋活動を引き出せていない可能性が示唆された。一方，QS�knee up では大腿四頭筋が先
行して活動していたため，大腿四頭筋の単純な機能向上トレーニングとなり得る可能性が示唆された。この結果を踏まえ，姿勢
や肢位における筋活動の特性を理解し理学療法プログラムを立案することがより効果の高い理学療法を提供できるものと考え
る。
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異なるベッド条件下におけるブリッジ動作時筋活動

高橋 純平1），鈴木 博人2），田中 直樹3），西山 徹4）

1）弘前大学大学院保健学研究科，2）東北文化学園大学医療福祉学部，3）メディカルプラザ市川駅，
4）日本医療大学保健医療学部

key words ブリッジ・筋活動・筋電図

【はじめに，目的】ブリッジ動作は大殿筋を主とした筋力強化練習として実施される動作である。ブリッジ動作中の筋活動に関
する先行研究は，異なる肢位や方法での比較が多く報告されている。臨床においてブリッジ動作はベッドサイド時期のエアマッ
ト上で行うことも多い。しかし，足部のみを不安定にした状態の筋活動の報告はみられるが，エアマットのような全体が不安定
な状態での報告はみられない。そこで本研究の目的は，プラットホームとエアマット上でブリッジ動作を行った際の筋活動を明
らかにすることである。

【方法】対象は，疾患既往のない健常大学生 24 名（平均年齢 20.5±0.6 歳，男性 10 名，女性 14 名）である。測定条件は，ベッ
ド面の硬さ 2 条件［プラットホーム（パラマウントベッド社製），エアマット ADVAN（ソフトモード，molten 社製）］と，初
期膝関節屈曲角度 3 条件（90̊，110̊，130̊）の計 6 種類を設けた。

筋電図データは，表面筋電計を使用した。被検筋は脊柱起立筋，大殿筋（上部線維・下部線維），大腿二頭筋長頭の 3 筋 4 か所
とした。各筋に電極を貼付した後，検者の徒手抵抗により最大随意収縮時（maximum voluntary contraction：以下 MVC）の筋
電図を測定した。

MVC 測定後，十分な休憩時間を設けブリッジ動作の測定に移った。開始肢位は，膝関節角度条件に加え，上肢は胸の前で腕組
みさせ，足底面全体をベッド面に接地させた姿勢とした。そこから，股関節角度 0̊ になる高さまでブリッジ動作を行わせ，その
姿勢を 5 秒間保持させた。筋電図データは，サンプリング周波数 1kHz にて計測した。各条件の試行数は 3 回とし，試行順は無
作為とした。筋電図の解析には，中間 3 秒間のデータを用いた。得られた筋電波形に対して遮断周波数 10Hz の高域通過フィル
タをかけ，全波整流した後，積分値を算出した。筋活動量の指標として，各条件の積分値を MVC 時の積分値を 100％ として基
準化した値の平均値を採用した。

統計解析は，ベッドの種類と膝関節屈曲角度の両要因における二元配置分散分析を用い，事後検定として Holm の多重比較検定
を実施した。有意水準は 5％ とした。

【結果】大殿筋および脊柱起立筋はベッド条件間の主効果が認められ，エアマット使用時の筋活動が有意に高かったが，大腿二
頭筋長頭では認められなかった。角度角度条件間では，膝関節角度が小さいと大殿筋の活動が減少し，大腿二頭筋長頭ならびに
脊柱起立筋の筋活動が有意に増加した。

【結論】膝関節角度の違いによる筋活動変化は先行研究と同様の傾向であり，ベッド条件の影響が少なくそのまま臨床応用が行
える。エアマット上動作中の増加は，接地面全体が柔らかく体全体が沈み込んだ状態のため，姿勢保持と動作遂行に大きな筋活
動が必要であったと考える。エアマット上での運動は，主にベッドサイドで行うことを想定しているため，筋活動が増加する特
徴を理解しながら，運動処方する必要がある。
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通常歩行におけるバランス機能と筋活動のタイミングの関係

向井陵一郎1），井上 純爾2），大重 努3）

1）医療法人樫本会樫本病院，2）医療法人和幸会阪奈中央病院，3）姿勢と動きの整体院

key words 歩行・バランス・筋電図

【はじめに，目的】現在，日常の活動量が多いことが転倒率や脳卒中などの疾患の罹患率を低下させることが明らかになってお
り，高齢者や神経疾患ではバランス機能の低下が原因で歩行を含めた活動量が低下することが分かっている。そのため，歩行中
のバランス機能を評価し，その低下に対して早期からの介入が重要となるが，従来のバランス機能の評価法では，歩行中の微細
なバランス機能低下の評価は困難である。一方で，歩行中の筋活動に関しては多くの研究がなされており，その中で歩行中の筋
活動のタイミングについての研究も多くみられるようになっている。歩行中の筋活動のタイミングは加齢や神経疾患において
健常若年者と異なることが報告されており，歩行中のバランス機能と関連があることが予想される。そこで本研究は，三次元動
作解析と筋活動分析により，歩行中の筋活動のタイミングと歩行中のバランス機能の評価として用いられている重心側方移動
の振幅距離（以下 CoM 距離），歩隔，歩行速度，ストライドの関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は，20～30 歳代の健常男性で，歩行に影響するような疾患，既往歴のない 20 名とした。この対象者の CoM 距離，
歩隔，歩行速度，ストライド，歩行中の各筋（大殿筋，中殿筋，長内転筋，外側広筋，半腱様筋，前脛骨筋，腓腹筋，ヒラメ筋）
の筋電位を測定した。CoM 距離，歩隔，歩行速度，ストライドは三次元動作解析装置を用いて測定した。各筋の筋電位は表面
筋電計を用いて測定し，右の踵接地から次の右踵接地までの 1 歩行周期中に最大筋電位を生じている時点をその筋の筋活動の
タイミング（以下タイミング）とした。解析は JMP10 を使用し，CoM 距離，歩隔，歩行速度，ストライドと各筋のタイミング
の相関を明らかにした。

【結果】本研究では，中殿筋のタイミング・半腱様筋のタイミングと歩隔に有意な負の相関が得られ（p＜0.05），半腱様筋のタイ
ミングと CoM 距離にも有意な負の相関関係が得られた（p＜0.05）。また，腓腹筋のタイミングと歩行速度，ストライドには正
の相関が得られた（p＜0.05）。他の筋は相関はなかった。

【結論】本研究では，中殿筋，半腱様筋のタイミングの変化は歩隔，CoM 距離に影響を及ぼし，活動のタイミングが遅いほど側
方動揺が小さくなることが予想される結果となった。また，腓腹筋のタイミングは前方推進力に影響を及ぼし，遅いほど前方推
進力を向上する結果となった。このことから，中殿筋，半腱様筋，腓腹筋のタイミングが変化することで歩行中の側方動揺，前
方推進力を変化することが分かった。つまり，これら 3 筋の筋活動のタイミングはバランス機能を反映しており，これらを評価
することがバランス機能の評価として有用である可能性が示唆された。この結果は歩行機能，特に歩行中の微細なバランス機能
を評価するための理学療法評価法の開発の一助になると考えられる。
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片脚立位時の下腿と足部の連動について

大西 智也，石田 雄大，幸長 和也，福森 樹，中村 俊介，橘 浩久

宝塚医療大学保健医療学部

key words 片脚立位・下肢機能・角速度

【はじめに，目的】

片脚立位（OLS）は，立位バランス能力や歩行能力，体幹および下肢機能の評価に用いられる。ところが，OLS を保持している
間の接地側下肢の運動については明らかにされていない。本研究では，OLS 時における接地側の下腿と足部の運動にどのような
関係があるのかを検討した。

【方法】

対象は四肢体幹に整形外科的および神経学的疾患の既往のない健常男性 20 名（20～21 歳）とした。機器について，小型無線多
機能センサ（TSND121，ATR�Promotions Inc.，1000Hz，以下：センサ）2 つを用いた。そのうち 1 つは，X 軸が下腿軸と平行
になるように右脛骨粗面直下部（L）に，もう 1 つは，第 3 中足骨と平行となるように右第 2～4 中足骨部（F）に固定した（2
個のセンサの Y 軸は右側向き）。また，センサと身体との間に生じる隙間を補正するためにクッション材を加工して挟んだ。課
題について，両手を腰にあてた状態で安静立位（閉足）を約 10 秒間保持したのち，右側 OLS（左側遊脚）を約 120 秒間保持さ
せた。その間，左側足先を床から 10cm 程度離し，3m 前方の壁を直視させた。このときの L と F の加速度と角速度変化をセン
サ内蔵メモリに記録した。計測後，そのデータを Bluetooth 通信によってコンピュータに取り込んだ。解析について，計測デー
タに対してノイズ処理を施した。次に，安静立位時の加速度から，L の X 軸および F の Z 軸が，鉛直方向を向くように座標変
換した。L の 3 軸加速度合成値の変化の極小値検出から，L の運動が安定している区間の抽出をカスタムプログラムを用いて，
OLS 時すべてのデータに対して行った。そのときの L の 3 軸角速度（Lx，Ly，Lz）に対する F の 3 軸角速度（Fx，Fy，Fz）
それぞれの相関係数を求めた。また，この処理を全被検者データに行い，相関係数の絶対値が 0.7 以上となった被検者の割合

（%）を求めた。解析処理に Python3.5.2 を用いた。

【結果】

①相関係数（最大/最小）と②相関係数の絶対値が 0.7 以上となった被検者の割合（%）について，Lx 対する Fx・Fy・Fz は，
①：0.916/0.707・0.908/0.551・�0.14/�0.819，②：100・85・30，Ly に対する Fx・Fy・Fz は，①：0.886/0.305・0.891/0.271・�
0.067/�0.754，②：50・65・10，Lz に対する Fx・Fy・Fz は，①：�0.621/�0.933・�0.41/�0.909・0.814/0.118，②：90・85・45，
となった。

【結論】

今回の結果から，OLS 接地側の下腿回旋・膝関節屈伸と，足部内�外がえし・足関節底背屈（特に下腿の回旋と足部の内�外がえ
し）の運動は連動することが明らかとなった。立位時の重心移動に伴う下肢の運動連鎖（膝関節の屈曲・外反・内旋，下腿の内
旋・内側・前方と足部の回内，あるいは，その逆）と類似しており，OLS の姿勢保持間でも，接地側下肢に連鎖的な運動が生じ
ていると推察できる。
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二重課題条件の違いが歩行動作に与える影響―記憶課題・stroop 課題・連続引
き算課題による検討―

矢代 郷1），大泉 真一2），木村 剛3），佐々木賢太郎4）

1）富山大学附属病院リハビリテーション部，2）恵寿総合病院，3）金城大学社会福祉学部，
4）金城大学大学院リハビリテーション学研究科

key words 二重課題・歩行・高齢者

【はじめに，目的】

二重課題（dual task：DT）条件下における歩行テストが転倒予測に有用であることはよく知られている。昨年の研究では，通
常の歩行（single task：ST）と比較した 1 桁の足し算を解答しながら歩く DT 歩行において，高齢者ではストライド長は減少し
たが，歩行速度や toe clearance の最小値（minimum toe clearance：MTC）は条件間に有意な差は認められなかった。この結果
は課題内容の難易度が原因と考え，今回の研究では，記憶課題，stroop 課題，連続引き算課題の 3 条件の DT 課題を実施し，DT
条件の違いが歩行動作に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

地域在住の中・高齢者 17 名（男性 9 名，女性 8 名，71.2±6.2 歳）を対象として行った。3 次元動作解析装置を用い，ST を 3
回施行した。その後，記憶課題，stroop 課題，連続引き算課題の 3 条件の DT 歩行を 3 回施行した。各 DT 課題の実施順序は，
くじ引きにて決定した。測定項目は先行研究を踏襲し，歩行速度，ストライド長，MTC を測定項目とし，各課題条件で平均値
を求め，ST と DT3 条件各々を比較した。統計学的解析として正規性を検討するために Shapiro�Wilk 検定を行い，正規性が認
められた場合は Bonferroni 法で補正した対応のある t 検定を，認められなければ Bonferroni 法で補正した Wilcoxon の符号付
順位和検定を用い，5% 水準にて有意判定を行った。

【結果】

ST と比べて，記憶課題では歩行速度が有意に低下し（p＜0.05），利き足・非利き足のストライド長が有意に減少した（p＜0.01）。
stroop 課題では，利き足・非利き足のストライド長のみが有意に減少した（p＜0.05）。連続引き算課題では，歩行速度のみが有
意に低下した（p＜0.05）。しかし，MTC は DT3 条件間に有意な差は認められなかった。

【結論】

本研究では ST と比べた 3 条件の DT 歩行において，MTC の変化は認められなかったが，歩行速度，もしくはストライド長を
減少させた。なかでも，記憶課題が歩行中の運動学的パラメータに最も影響を与えた。健常高齢者では，認知課題の付加が複雑
になるにつれ，歩行時の安定性を重視する戦略を用いることが報告されている。そのため，関節の剛体性を高めて歩行する傾向
が強くなる。本研究においても，認知課題の付加によって歩行時の安定性を重視したことにより，歩行速度やストライド長の低
下に繋がったと考える。また，記憶課題ではディスプレイに提示された 10 枚の写真を記憶し，その後，それらを答えながら歩
行する。それに対し，stroop 課題や連続引き算課題は，ディスプレイに映写された課題内容を，ディスプレイを注視しながら歩
行するという測定環境の違いがある。過去に実施した 1 桁の足し算課題では，問題を注視しながら歩行すると，高齢者では胸郭
屈曲角度が増加した。さらに，それぞれの認知課題や測定環境の違いによって脳の処理過程，処理速度が異なることから，これ
らの違いが本結果の相違となったと推察する。
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円背姿勢で滑りやすい床面を歩行したときの歩行様式

坂井 一哉1），永瀬外希子2），鈴木 崇広3），小泉 静久4），神先 秀人2）

1）山形市立病院済生館，2）山形県立保健医療大学，3）公立高畠病院，4）山形県立河北病院

key words 円背・滑路面・歩行パターン

【はじめに，目的】

高齢者の転倒の原因として滑りによる機転が 20～30％ との報告がある。健常成人では滑らないように股関節の屈曲・伸展モー
メントを増加させ，足を高く上げる戦略をとるとの報告があるが，高齢者にみられる円背姿勢での滑路面歩行に関しては，運動
学や力学的に詳しく検討した報告は殆どみられない。本研究では円背姿勢で滑りやすい床面上を歩行した際に起こりうる戦略
を，運動学・運動力学的観点から検討することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 11 名（年齢 22.4±1.2 歳，身長 171.4±5.4cm，体重 64.1±6.9kg）である。測定課題は，姿勢に関する「制限なし」
と「円背」の 2 条件と，床面に関する「制限なし」と「滑路面」の 2 条件を組み合わせた合計 4 条件（制限なし，円背，滑路面，
円背+滑路面）の歩行で，歩行速度は快適速度とした。円背の設定は高齢者疑似体験装置を用い，体幹前屈 20̊ 位で，膝関節は
伸展－15̊ の制限を加えた。滑路面の設定は床反力計上にポリエチレン製シートを 2 枚重ね，足部にストッキングを履くことで
滑りやすい状態を人工的に作った。三次元動作解析装置，床反力計，表面筋電計を同期させて，歩行速度因子，3 方向床反力，
下肢関節角度，関節モーメント，重心の変位，ならびに歩行中の滑りやすさの指標として立脚初期時の床反力水平成分を垂直成
分で除した値（RCOF）を測定及び算出した。統計処理は各測定項目 3 試行の平均値を用いて 4 群間で比較した。Shapiro�Wilk
の正規性の検定後，反復測定分散分析または Friedman 検定を行い，有意差が認められた場合には多重比較法で各条件間の比較
を行った。

【結果】

RCOF は，制限なし（0.166±0.03）と比較し，円背（0.13±0.02），滑路面（0.11±0.01），円背+滑路面（0.09±0.01）の 3 条件で
有意に減少を示し，円背+滑路面で最も減少した。床反力最大値は，上下方向の床反力（N/kg）は全ての条件で有意差はなく，
円背と比較し，円背+滑路面で側方（円背：10.1±3.7，円背+滑路面：6.03±2.4），前後方向（円背：10.0±1.9，円背+滑路面：7.4
±1.5）ともに床反力が有意に減少した。

円背と比較して円背+滑路面では，歩行速度が有意に減少，股関節屈曲モーメントが有意に増加した。

【結論】

円背姿勢に滑路面の条件が加わることで，速度を抑え，股関節屈曲モーメントを増加させて，より足部を高く上げる歩行を行っ
ていることが考えられた。しかし，股関節屈曲角度やモーメントが増加する滑路面歩行の戦略とは異なり，円背姿勢の滑路面歩
行では股関節屈曲角度の明らかな増加はみられなかった。この理由として，円背かつ滑路面の歩行では骨盤後傾の代償により，
足部を高く上げる歩行様式を選択している可能性が考えられる。
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歩行時模擬スリップに対する姿勢制御反応
リュックサック保持の有無による比較

若狭 春門，大場 鴻大，塙 大樹，星 文彦

東埼玉総合病院

key words 模擬スリップ・荷物運搬・外乱刺激

【はじめに，目的】

高齢者の転倒の過半数は歩行時に生じるとされており，つまずきやスリップのような急激な外乱刺激によって発生することが
多い。併せて，在宅高齢者を対象にした調査においては，転倒群の多くが荷物を運搬していたと報告されている。先行研究で歩
行時模擬スリップ刺激に対する姿勢制御反応が分析されているが，荷物運搬の有無を問うた研究はほとんど存在しない。本研究
の目的は，健常成人の歩行時模擬スリップ刺激に対する姿勢制御反応が荷物運搬の有無とその運搬方法によって変化するかを
明らかにし，転倒予防の運動療法に対する基礎的な知見を提供することである。

【方法】

対象は健常男性 9 名（平均年齢 21.4 歳）とした。実験装置には，両側分離型床反力計内蔵トレッドミル，表面筋電図計を使用し
た。歩行条件には，リュックサックなし，後ろに背負う，前に抱えるの 3 条件を用意した。各歩行条件において，被験者はトレッ
ドミル上を快適速度で歩行，数歩行周期目の右踵接地時に外乱刺激（接地側ベルトの 50% 減速刺激）を与えられた。これに対す
る姿勢反応として，接地側床反力前方成分量およびピーク値までの時間，接地側床反力垂直成分量，接地側腓腹筋の反応時間を
以下の解析に含めた。その後，リュックサックなしでの定常歩行時と外乱刺激時の各計測値を対応のない T 検定により比較し
た。更に，外乱刺激に対するリュックサックの有無・運搬条件間の各計測値の差異について，多重比較を行うことで検証した。

【結果】

リュックサックなし条件において，定常歩行時に比べて外乱刺激時は床反力前方成分量，ピーク値までの時間，床反力垂直成分
量が有意に大きかった（それぞれ，p＜0.001，p＜0.001，p=0.02）。外乱刺激に対するリュックサックの有無や位置による各計測
値の差異について，リュックサックの運搬により床反力垂直分力が増大した（p=0.016）。

【結論】

外乱刺激時は，定常歩行時よりも体幹が前方へ動揺するため，床反力の前方成分量を増大させるとともに，ピーク時間も遷延さ
せたと考えられる。また，床反力垂直成分量の増大を通して摩擦力を増大させ，スリップを防いだことも考えられる。これらの
反応は，リュックサックの有無や運搬方法を問わず，基本的な姿勢反応である。対して，リュックサックを負荷しても床反力垂
直成分量が増大するのみであり，健常成人ではリュックサックの有無や運搬方法で姿勢動揺を増大させないよう適応可能で
あったことが考えられる。更に，接地側腓腹筋の活動タイミングの違いが見られなかったことから，荷物運搬の有無や運搬方法
に対する適応機構は，下肢のみならず全身的な姿勢反応として表現されることが示唆された。本研究結果により，日常生活に則
した転倒予防の運動療法を考える際の基礎的知見を提供できたと考える。今後は高齢者や障害者に対しても検証し，より実践的
な転倒予防の運動療法の検討していきたい。
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着座動作の筋電図学的解析

森 冴子，佐々木竜人，萩原 瑠介，仲保 徹

昭和大学保健医療学部理学療法学科

key words 着座動作・筋電図学的解析・下肢筋活動量

【はじめに，目的】

着座動作は立位から重心を下方そして後方へ移動させながら座位になる動作である。他の起居動作と同様に日常的に繰り返し
行われる動作であり，動作の理解は重要である。しかし，動作指導や動作介助の書籍には着座動作を詳細に解説したものは見ら
れない。本研究は着座動作の動作指導への一助を目的に着座動作条件による下肢筋活動量の比較検討を行ったので報告する。

【方法】

対象は健常成人 11 名（男性 4 名，女性 7 名，年齢 21.5±0.7 歳，身長 164.2±7.4cm，体重 55.5±6.3kg）とした。測定機器はテレ
マイオ DTS（Noraxon 社製）を用い，右側の大腿直筋（RF），内側広筋（VM），前脛骨筋（TA），腓腹筋内側頭（MG）を被検
筋とした。表面筋電図を双極誘導で導出し，サンプリング周波数は 1000Hz，バンドパスフィルターを 10～500Hz とし整流平滑
化を行った。着座動作は両上肢を腹部の前で組んだ立位から座位への動作とし，座面高は 40cm とした。課題は前方注視と下方
注視，速度を至適，速く，遅くの各組み合わせで計 6 条件とした。各課題を 3 回施行し，動作開始を胸骨に付けた加速度センサー
の変位で，着殿を座面に付けた圧センサーで規定した。課題動作中の平均振幅値（RFEMG）およびピーク値（ピーク RFEMG）
を算出し，各筋の最大等尺性収縮時の RFEMG を 100％ として正規化し，それぞれの％RFEMG を求めた。統計学的検定は注視
方向と速度の違いの 2 要因について，反復測定 2 元配置分散分析を行った。統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

％ピーク RFEMG では，TA に有意差が認められ，下方注視（43.8±21.3%）より前方注視（38.6±18.3%）で大きくなり，速く
（31.2±15.0％），至適（40.8±19.8％），遅く（51.4±19.8％）の順で大きくなった（p＜0.05）。％RFEMG では，TA と MG は下方
注視（TA：20.9±7.9%，MG：4.4±2.8%）より前方注視（TA：22.9±8.8%，MG：5.0±3.0%）で大きく，MG は遅く（3.5±0.9％），
至適（4.2±1.7％），速く（6.4±4.2％）の順で大きくなった（p＜0.05）。

【結論】

下方注視に対して前方注視では体幹の傾斜角度が小さくなり，後方に位置する身体重心を足関節で制御していると考えられる。
速度条件で前脛骨筋の筋活動に差がみられたことから，ゆっくり座るためには重心の後方移動を足関節で制動する必要性が示
唆された。安定した着座動作には足関節の制動が重要であり，このことは着座動作の指導，介助方法の一助となると考える。
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しゃがみこみ動作のバイオメカニクス
骨盤と下肢関節角度の関係性と腰背部の筋活動パターンについて

齋藤 涼平

IMS（イムス）グループ高島平中央総合病院

key words しゃがみこみ動作・三次元動作解析・筋電図

【はじめに，目的】

しゃがみこみ動作は和式トイレや草むしりなど生活動作の中で重要な動作であり，足関節背屈角度の重要性や身体重心の位置
関係に関してなど諸家によって報告されている。しゃがみこみ動作は上半身の質量を制御して行う事も重要であると考えられ，
動作時の骨盤と下肢関節の関係性を明らかにすることができれば，理学療法介入時の評価や治療の方向性を示すことが可能で
あると考える。本研究の目的は，しゃがみこみ動作時の骨盤と下肢関節の関節角度変化の関係性と腰背部の筋活動パターンを明
らかにする事とした。

【方法】

対象は健常成人 8 名（年齢 24.7±3.1 歳）。しゃがみこみ動作は，立位から最大限しゃがみこみを行い，しゃがみ姿勢を保持し，
立ち上がるように指示した。その際，両上肢は肩関節軽度外転を保持するように指示した。しゃがみ込み動作を 5 回計測し，立
位から最大限しゃがみこみまでを解析に用いた。計測機器は三次元動作解析装置（VICON Nexus）と床反力計（AMTI 社製）を
用い，対象者の体表面上に貼付した 35 個の赤外線反射標点の位置を計測し，胸郭，骨盤，股，膝，足関節の関節角度を算出し
た。多裂筋，腰腸肋筋，胸最長筋の筋活動を表面筋電図（COMETA Systems 社製 Zerowire）で計測し，サンプリングした筋電
の RAW データは全波整流化をした。計測した筋電波形を積分処理し，動作開始時から足関節最大背屈時まで（以下 1 相）と，
足関節最大背屈時から動作終了時まで（以下 2 相）の筋活動量（μV・s）を算出し比較した。統計は対応のある t 検定を用い，
有意水準は危険率 5％ 未満とした。

【結果】

しゃがみこみ動作中の下肢の最大関節可動域は足関節背屈 33.3±7.5̊，膝関節屈曲 135.6±6.1̊，股関節屈曲 91.2±2.3̊ であった。
これら最大可動域はしゃがみこみ動作の，足関節 67.6±10.3％，膝関節 97.2±2.2％，股関節 91.1±2.4％ の時期であった。しゃが
みこみ動作終了時の骨盤の後傾角度は 18.0±7.9̊ であったが，1 相では骨盤前傾 5.6±6.4̊，2 相では骨盤後傾 23.5±11.5̊ と有意な
差があった。各筋肉の筋電の各相での有意な差がみられなかった。

【結論】

本研究ではしゃがみこみ動作は，足関節背屈角度が最大になってから骨盤の後傾がみられる特徴がみられた。これはしゃがみこ
み動作は足底の支持基底面で身体重心を制御し下降を行うが，骨盤後傾が早期に起こると身体重心が後方へ移動し動作が困難
になってしまうことが考えられ，骨盤と下肢関節の動きのタイミングを調整する事で支持基底面内での重心の下降を可能にし
ていると考えられる。また骨盤後傾の動きに伴い多裂筋の筋活動の減少を考えたが，筋電では活動しており，遠心性の筋活動で
骨盤の後傾を制御している事が示唆された。しゃがみこみ動作を獲得していくためには，下肢関節の可動域も重要であるが，動
作の際に各関節が協調して動いているのかを評価しアプローチしていく事も有用だと思われる。
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P-KS-36-3

立ち上がり動作における膝関節キネティクスに及ぼす体幹ダイナミクスの影響

園尾 萌香1），久保田圭祐2），山崎 弘嗣3），国分 貴徳4），金村 尚彦4）

1）白岡整形外科リハビリテーション科，
2）埼玉県立大学保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修博士課程前期，
3）国立研究開発法人理化学研究所BSI トヨタ連携センター，4）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 立ち上がり・相互作用トルク・ダイナミクス

【はじめに，目的】

日常生活で頻回に繰り返される立ち上がり（STS）動作は体幹の前傾の不足に伴って筋の負荷が増大し非効率的な動作となって
いることが報告されており，身体質量に占める割合の大きい体幹のふるまいが重要な役割を担っていることが示唆されている。
多関節運動においては筋トルクや重力トルク以外に相互作用トルクと呼ばれるセグメント間の相互作用の影響が加わる。相互
作用トルクは速度依存トルクと慣性力によって構成されるため質量の大きい体幹セグメントのふるまいは動的効率性に強く影
響すると考えられるため，本研究ではとくに隣接したセグメントの影響を受けやすい中間関節である膝関節に対して立ち上が
り動作時の体幹のふるまいがどのように貢献するかを明らかにすることとした。

【方法】

健常若年者 3 名（年齢 23±1.7 歳，身長 173.0±6.0cm，体重 64.0±7.2kg）を対象とし，課題動作は椅子座位からの立ち上がりと
した。体幹条件は普通（N），前傾（TM），垂直（TV）を各 3 試行した。計測には三次元動作解析装置（VICON 社製，100 Hz）
で 39 個の赤外線反射マーカー（Plug in Gait Full Body Ai モデル）の三次元座標を記録し関節角度を，床反力計（Kistler 社製，
1000Hz）から垂直・前後方向の床反力を算出した。股関節角加速度から動作の開始・終了地点を規定し時間正規化を行った。ト
ルク解析は HAT，大腿，下腿の 3 セグメントリンクモデルを用いて，MATLAB を使用し，ラグランジュの運動方程式を用い
て総トルク（NET），筋トルク（MUS），重力トルク（GRA），INT を算出した。解析項目は各条件における運動時間，下肢各関
節（股関節，膝関節，足関節）の最大屈曲（背屈）角度，各トルク成分（NET，MUS，GRA，INT）最大・最小値，NET に対
する INT 寄与率とし，条件間で比較した。

【結果】

動作時間（TV＜N＜TM），体幹前傾角度（N：106±8.3 度 TM：133±7.2 度 TV 90±10.4 度）は条件間で有意差を認めたが
条件内では有意差を認めなかった（有意水準 P＜0.01）。条件間の各トルク成分は類似した波形を示した。3 例中 2 例は TM・N・
TV の順に膝関節 INT の寄与率が高い傾向を認め，1 例に限っては TM・TV・N の順に INT の寄与率が高く，INT の寄与率は
全体として低い傾向にあった。2 例と比較した運動学的な特徴として下肢関節の角速度・角加速度のピーク波形が 1 峰にならず
ピーク付近で緩やかな 2 峰の波となっていた。

【結論】

本研究の結果から，STS における膝関節 INT は体幹前傾に伴って膝関節 NET の生成に貢献する傾向があることが明らかに
なった。このことは立ち上がり動作時の膝関節における筋活動の増加を防ぎ，動的効率性を高めることに体幹の前傾運動が重要
な役割を占めていることを示唆している。今後，メカニカルストレスが背景にある変形性膝関節症に対して立ち上がり動作にお
ける相互作用トルクの解析を進めることで変形性膝関節症の力学的特性を明らかにできる可能性がある。
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P-KS-36-4

女性高齢者の立ち上がり動作における仙骨傾斜角が膝関節へ与える影響
～前額面における検討～

浦山 樹1），神先 秀人2），高橋 俊章2），髙木 理彰1,3）

1）山形大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）山形県立保健医療大学理学療法学科，
3）山形大学医学部整形外科学講座

key words 女性高齢者・仙骨傾斜角・外的膝内反モーメント

【はじめに，目的】

本研究の目的は，女性高齢者の立ち上がり動作における仙骨傾斜角が膝関節に与える影響を前額面上で検証し，膝関節疾患への
脊柱や骨盤に対する理学療法介入への一助とすることである。

【方法】

対象は日常生活に制限がない女性高齢者 21 名とした。 直立座位で仙骨傾斜角が負の値を示している者を骨盤後傾群と定義し，
Spinal MouseⓇを用いて直立座位での仙骨傾斜角を測定後，骨盤後傾群と非後傾群（対照群）に分けた。

立ち上がり動作は下腿長と同じ高さの台に着座し，三次元動作解析装置，赤外線カメラ 8 台（100 Hz），床反力計 2 枚（1000
Hz）を用いて測定した。立ち上がり動作は膝屈曲と共に足部を後方へ移動させた後，床反力計の垂直成分が 5 N を超えた時点を
動作開始と定義し，動作終了は床反力計の垂直成分が定常状態になった時点とした。反射マーカーは左右内外側膝関節裂隙およ
び内外果を含む 31 箇所に貼付した。

動作分析は動作解析ソフトに取り込み，外的膝内反モーメントおよび膝内反角力積を算出した。膝内反角力積は外的膝内反モー
メントを時間で積分した値を表す。

各データの解析時期は動作中の最大値および動作開始，左前頭部マーカー垂直成分最下位，体幹最大屈曲時点とし，被検者間の
体格差をなくすため計測された関節モーメントは体重と身長で除して算出した。測定回数は 3 回とし平均値を採用した。

統計解析には SPSS（ver.16.0）を使用し，骨盤後傾群と対照群における外的膝内反モーメントおよび膝内反角力積について 2
群間の差の検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

対象は骨盤後傾群 8 名，対照群 13 名であった。動作開始時の外的膝内反モーメントは骨盤後傾群右側－7.5±7.3 Nmm/kg・m，
左側－9.8±8.2 Nmm/kg・m，対照群右側－23.0±14.1 Nmm/kg・m，左側－27.0±10.4 Nmm/kg・m で骨盤後傾群が有意に大き
かった（p＜0.01）。その他の解析時期や膝内反角力積では，有意差は認められなかった。

【考察】

立ち上がり動作においては，動作開始時に骨盤後傾群では外的な外反モーメントが有意に低い値を示した。この理由として，骨
盤後傾により大腿骨が外旋し，その機械的な連結運動として脛骨外旋および外側傾斜が生じ，相対的に膝内反アライメントが高
まったためと考えられた。しかし，立ち上がり動作全体を通しての外的膝内反モーメントおよび内反角力積は，両下肢支持のた
め比較的低値で，左右下肢への荷重分配率も対象者によって異なることから，明らかな差を生じなかったものと考えられる。

【結論】

女性高齢者において直立座位での仙骨傾斜角が後傾することで立ち上がり動作開始時の外的膝内反モーメントが相対的に大き
くなるが。動作全体では骨盤後傾による膝関節内側負荷への影響は少ない可能性がある。
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P-KS-36-5

妊娠期の腰椎骨盤周囲痛における椅子の立ち座り動作の関連について

森野佐芳梨1,2），梅崎 文子3），畑中 洋子3），山下 守3），青山 朋樹4），高橋 正樹1）

1）慶應義塾大学大学院理工学研究科，2）日本学術振興会特別研究員，3）医療法人葵鐘会，
4）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 妊婦・腰椎骨盤痛・動作解析

【はじめに，目的】

妊娠期には，代表的な不定愁訴の一つとして腰椎および骨盤周囲の疼痛が起こる。これには，日々繰り返される日常生活動作が
深く関与すると考えられる。そこで本研究では，妊娠女性において慣性センサを用いて椅子の立ち座り動作を計測し，腰椎骨盤
周囲痛との関連性について検討した。

【方法】

対象は妊娠 12 週以降の妊婦 29 名（31.4±4.8 歳）とした。質問紙にて，椅子の立ち座り動作時の腰椎骨盤周囲痛の有無を調査し
た。次に，3 軸慣性センサを第 3 腰椎棘突起部に装着し，椅子の立ち座り動作時の角速度情報を取得した。波形解析では，3
軸のうち，ピッチ方向（体幹を前後に傾ける方向）の角速度データをもとに着座および立ち上がり動作を識別した。立ち座り動
作中の角速度評価指標は確立されていないため，本研究では，腰部の角速度を用いて動作中のピークをプラス方向（Maximum
peak）およびマイナス方向（Minimum peak）にて検出し，各ピーク値の差（PP：Peak to peak）を算出した。次に，各ピーク
間の時間を検出し（Time of PP），PP を Time of PP で除した指標（PP/Time of PP）を算出した。さらに，波形データの実効値
を表す二乗平均平方根（RMS：root mean square）を動作ごとに算出した。また，妊婦においては動作評価における体重変動の
考慮が必要と考え，上記の 5 つの指標（Maximum peak，Minimum peak，PP，PP/Time of PP，RMS）を妊娠前からの体重増
加量で除した値を算出した。統計解析では，どのような動作特性について疼痛有訴妊婦と無症状の妊婦との間に差異があるかを
検討するため，対象者を椅子の立ち座り動作によって疼痛が誘発されるか否かによって 2 群に分け，対応の無い t 検定を用いて
ピッチ方向の各動作評価指標について群間比較を行った。

【結果】

疼痛有訴妊婦（N=10）において無症状妊婦（N=19）と比較すると，立ち上がり時の Maximum peak，PP，PP/Time of PP が有
意に大きく，Maximum peak/体重増加量，PP/体重増加量，RMS/体重増加量が有意に小さかった（p＜0.05）。着座動作におい
ては，疼痛有訴妊婦の方が無症状妊婦と比較すると，RMS/体重増加量が有意に小さかった（p=0.016）。

【結論】

本研究では，妊婦における椅子の立ち座り動作の動作戦略の差異が腰椎骨盤周囲の疼痛に関連していることが明らかになった。
今回，有意な結果が得られた指標より，疼痛有訴妊婦は椅子からの立ち上がり時に体幹を前方に移行させる最大速度が大きく，
後方から前方への傾斜最大速度の移行が大きいことに加え，それに要する時間が短く，短時間に体幹を前後方向に大きく動かし
ていることが分かる。また，これらの指標を確認する際に，体重増加量が大きいことも疼痛に関与する可能性が考えられた。こ
れらのことから，妊娠期の腰椎骨盤周囲の疼痛対策には，椅子の立ち座り動作時の体幹運動に着目した動作教示を行い，その際
には体重増加量の聴取が有効であると考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（基礎）P37】

P-KS-37-1

一段階運動負荷試験における酸素摂取量の時定数の最小可検変化量の推定

藤田 大輔

健康科学大学理学療法学科

key words 酸素摂取量・時定数・最小可検変化量

【はじめに，目的】

一段階運動負荷試験によって得られる酸素摂取動態は 3 相に分けられている。特に，第 2 相における酸素摂取量の立ち上がりの
速さは時定数によって表され，酸素摂取量の時定数と呼ばれている。この指標はエネルギー産生機構の速度によって規定されて
おり，運動耐容能とは異なる指標として活用できる可能性がある。しかし，理学療法の介入効果を反映する指標として，測定に
よる誤差がどの程度であるかを推定する最小可検変化量（Minimal Detectable Change：MDC）については不明である。MDC
を推定できれば，誤差以外の変化量の基準を設けることができるため明確にする必要がある。そこで，本研究の目的は健常成人
男性を対象に時定数測定の最小可検変化量（Minimal Detectable Change：MDC）を明らかにすることとした。

【方法】

対象は健常成人男性 12 名とした（年齢：20.3±0.8 歳，身長：170.6±6.5cm，体重：65.1±10.7kg）。測定は安静座位 5 分後に速度
を 6.0km/h に設定したトレッドミル歩行を 6 分間測定し，15 分以上の間隔を置いて 2 回行った。測定項目は呼気ガス分析装置
から得られた酸素摂取量とし，測定値は 10 秒平均値を用いた。酸素摂取量の時定数はトレッドミル歩行開始後 20 秒からの酸素
摂取量を指数関数曲線にフィッティングして算出した。統計学的分析は 1 回目と 2 回目の酸素摂取量の時定数に対して対応の
ある t 検定と信頼性を検討するために級内相関係数（ICC）を算出した。さらに 2 回の測定値の差の標準偏差を求め，MDC を
1.96×√2×2 回の測定値の差の標準偏差×√（1�ICC）によって算出した。統計学的有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

酸素摂取量の時定数は 1 回目が 43.5±7.3 秒，2 回目が 44.4±7.3 秒であり，有意な差は認められなかった。酸素摂取量の時定数
測定の信頼性を示す ICC は 0.86 であったため，almost perfect と判定された。1 回目と 2 回目の測定値の差は�0.9±3.8 秒であ
り，この標準偏差と ICC を用いて MDC を算出すると 3.9 秒であった。

【結論】

本研究の結果より，一段階運動負荷試験による酸素摂取量の時定数は 1 回目と 2 回目の数値に差は無く，信頼性は高かった。さ
らに，MDC は 3.9 秒であったことは，先行研究において有意な改善が認められる秒数と近似しているため妥当だと考えられる。
MDC は測定誤差の範囲を示しており，MDC 以上の変化は持久的トレーニングなどの介入効果として解釈できる。そのため，本
研究は健常者の介入による酸素摂取量の時定数の変化を正しく判断できる基準を示したことに意義がある。
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P-KS-37-2

回復期脳卒中患者における非麻痺側上肢での運動負荷試験による全身持久力の
縦断的評価

小宅 一彰1,2），山口 智史2,3,4），工藤 大輔5），佐久間達生5），木下 琴枝5），近藤 国嗣5），
大高 洋平3,5），百瀬 公人1）

1）信州大学大学院，2）日本学術振興会，3）慶應義塾大学，4）コペンハーゲン大学，
5）東京湾岸リハビリテーション病院

key words 最高酸素摂取量・最高心拍数・呼気ガス分析

【はじめに，目的】

全身持久力は，脳卒中患者の日常生活活動に影響するため，その把握は根拠に基づく理学療法を提供するうえで重要である
（Smith, et al., IJS. 2012）。我々は ACPT2016 において，片麻痺患者の全身持久力低下を判別する手法として，非麻痺側上肢での
エルゴメータ駆動による運動負荷試験（CPX）の有効性を報告した。しかし，脳卒中患者における縦断的評価において，本手法
と従来の下肢運動による評価との相違は十分に検討されていない。そこで本研究の目的は，回復期脳卒中片麻痺患者において，
非麻痺側上肢での CPX により縦断的に評価し，下肢運動による手法に対する特徴を検証することである。

【方法】

対象は，2014 年 10 月から 2015 年 10 月の間に当院回復期病棟に入院した初発脳卒中片麻痺患者 14 名であった（65±9 歳，発症
後 74±17 日；平均±標準偏差）。麻痺側下肢の Brunnstrom stage は，II が 3 名，III が 5 名，IV が 4 名，V が 2 名であった。採
用基準は，端座位保持が自立し，認知症や高次脳機能障害がない者とした。除外基準は，内科的疾患および関節拘縮や疼痛のた
めに運動課題の遂行が困難，および神経疾患の既往がある者とした。

CPX は，非麻痺側上肢運動と下肢運動によるエルゴメータ駆動の 2 課題とした。負荷強度は，10 W で開始し，上肢課題は 5
W，下肢課題は 10 W ずつ 1 分ごとに漸増した。運動中は，開始時の至適回転速度を維持するよう指示した。評価指標は，最高
酸素摂取量（Peak VO2）および最高心拍数を計測した。試行順はカウンターバランスを考慮し，1 週間以内の別日に実施した。
評価は，初回およびその 4 週後に実施した。統計解析は，初回と 4 週後の変化を比較するために，対応のある t 検定を用いた。
また，Peak VO2および最高心拍数の変化量の相関を検定するために，Pearson 積率相関係数を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

上肢課題において，Peak VO2は有意に増加したが（初回 9.5±1.8 mL/kg/min，4 週後 10.2±2.2 mL/kg/min，p=0.02），最高心
拍数は有意な変化を認めなかった（初回 116±16 bpm，4 週後 118±17 bpm，p=0.31）。下肢課題の Peak VO2（初回 11.8±3.1
mL/kg/min，4 週後 12.5±3.9 mL/kg/min，p=0.37）および最高心拍数（初回 109±18 bpm，4 週後 110±16 bpm，p=0.84）は，
いずれも有意な変化を認めなかった。Peak VO2および最高心拍数の変化量は，上肢課題では有意な相関を認めないが（r=0.20，
p=0.49），下肢課題では有意な正の相関を認めた（r=0.85，p＜0.01）。

【結論】

上肢課題における Peak VO2の増加は，最高心拍数の変化と関連しないことから，Fick の原理より，1 回拍出量および動静脈酸
素較差の増加が示唆される。一方で，下肢運動は最高心拍数の変化が関連することから，Peak VO2の変化には運動遂行能力の
変化が大きく影響する可能性がある。したがって，非麻痺側上肢での CPX は，従来の下肢運動に比べ，全身持久力に関わる循
環機能や代謝機能の変化をより精確に捉えられる可能性がある。
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P-KS-37-3

Upright 姿位と Recumbent 姿位における片脚サイクリング運動の急性効果の違い
―動脈スティフネスと筋血流に着目して―

鈴木 龍1），西田 裕介2）

1）公立森町病院リハビリテーション科，2）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

key words Upright・Recumbent・baPWV

【はじめに，目的】

厚生労働省や高血圧治療学会ガイドラインでは，動脈スティフネスの増大を基盤とする血管機能障害を有する高血圧治療とし
て，有酸素運動を勧めている。有酸素運動の中でも，サイクリング運動が血流量を増加させやすく，動脈スティフネスに対する
有用性が示されている。Sugawara, et al.,は，片脚サイクリング運動によって，非活動肢の動脈スティフネスに有意な変化は認め
られず，活動肢の動脈スティフネスのみが有意に低下したことを報告している。我々の先行研究では，Upright の方が Recum-
bent よりも筋血流量を増大させ，動脈スティフネスを低下させることを示唆した。そこで，本研究の目的は，片脚でのサイクリ
ング運動時の姿勢の違いが，非活動肢における筋血流量・動脈スティフネスへの効果を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常成人男性 7 名（25.6±2.3 歳）とした。対象者は事前に片脚（右下肢）駆動の Upright と Recumbent にて運動負荷試
験を行った。両課題はランダムに実施した。プロトコルは安静臥位 20 分，HR reserve 40% 負荷にてサイクリング運動 30 分，
安静臥位 30 分とした。動脈スティフネスの指標として，脈波伝播速度（以下 baPWV）を用い，運動前・直後・運動後 15 分・
運動後 30 分に測定した。筋血流量の指標として，近赤外線分光装置を使用し，プローブを非活動肢である左外側広筋に設置し
た。安静時を基準として運動時・回復期の Total Hb 変化率を算出した。Total Hb と baPWV を相毎に Tukey の多重比較検定を
用いて比較した。有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

Total Hb 変化率は Upright において，安静時と比較して運動時が高値を示す傾向にあり（p＜0.1），運動時と比較し回復期が有
意に低値を示した（p＜0.05）。Recumbent では安静時と比較して運動時が有意に高値を示し（p＜0.05），運動時と比較して回復
期が低値を示す傾向にあった（p＜0.1）。baPWV は Upright において，活動肢が安静時（1074.3±141.6cm/s）と比較して運動後
15 分（964±99.6cm/s）にて有意に低値を示した（p＜0.05）。Recumbent において，活動肢は安静時（1061.7±111.8cm/s）と比
較して運動直後にて低値（978.1±130.2cm/s）を示す傾向にあった（p＜0.1）。 両課題とも非活動肢では有意な差を認めなかった。

【結論】

両課題とも，筋血流量は非活動肢において，運動時に増加し回復期に減少した。また，baPWV は活動肢のみ安静時と比較して
運動後に減少した。よって，姿勢変化によって生じる静水圧や体幹筋の収縮の変化が非活動肢の動脈スティフネスに対して影響
を与えないことを示唆した。また，非活動肢の動脈スティフネスに変化がなかったことは，エンドセリン�1 濃度の上昇など局所
性の要因が影響していると考える。本研究結果は，術後急性期や片麻痺等の影響で片脚のみ駆動可能な方には Upright，Recum-
bent の駆動可能な方を推奨するなど，動脈スティフネスをより効果的に低下させるための運動処方の開発に資する基礎資料と
なり得るのではないかと考える。
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P-KS-37-4

健常高齢女性を対象とした漸増起立負荷試験における再現性の検討

長澤 祐哉1），中村 慶佑1,2），澤木 章二3），横川 吉晴4），大平 雅美4）

1）松本市立病院リハビリテーション科，2）信州大学大学院医学系研究科博士後期課程保健学専攻，
3）松本市立病院循環器内科，4）信州大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 最高酸素摂取量・起立動作・高齢者

【はじめに，目的】

我々はより多くの対象者に比較的容易に運動耐容能の評価が可能となることを目的に，日常動作である起立動作を用いた漸増
起立運動負荷試験（ISTS）のプロトコールを作成した。さらに，ISTS は健常中高年者の運動耐容能測定法としての併存妥当性，
再現性がともに高いことを確認した。しかし，高齢者に対する ISTS の再現性は明らかとなっていない。そこで，本研究は健常
な高齢女性を対象に ISTS を実施し，得られた最高酸素摂取量（peak VO2），ISTS 実施時間についての再現性を明らかにするこ
ととした。

【方法】

65 歳以上の健常女性 6 名を対象とした（平均年齢 68.5±3.6 歳）。ISTS で使用する座面高は腓骨頭上縁までの高さの 120% とし，
上肢でストックを使用して実施した。被験者は 2 回の ISTS（ISTS1，ISTS2）を別日に実施した。ISTS は 6 回/分の起立頻度か
ら始まり，45 秒毎に 2 回/分ずつ漸増し，最大 12 分で終了するプロコールとし，起立頻度はメトロノーム発信音で調整した。酸
素摂取量，心拍数は連続的に測定し，血圧，自覚的運動強度と下肢疲労感のボルグスケールは運動負荷直後に測定した。運動負
荷試験は一般的な運動負荷試験の中止基準に該当した場合，90% 予測最大心拍数に到達した場合，あるいは起立動作がメトロ
ノームの発信音から 3 動作遅れた場合は運動負荷を終了した。Peak VO2は各起立頻度での終了前 30 秒間の酸素摂取量の平均
値とした。2 回の ISTS の peak VO2，ISTS 実施時間を測定した。それぞれの再現性は級内相関係数（ICC：1,1）（95% 信頼区間）
にて確認し，また系統誤差を確認するために Bland�Altman 分析を行った。系統誤差の有無を確認した後，ICC 値から測定値の
標準誤差（SEM），最小可検変化量（MDC）を算出した。

【結果】

ISTS は完遂できた者はなく，5 名は起立頻度に追従困難となり運動負荷終了，1 名は 90% 予測最大心拍数に至ったため運動負荷
終了となった。運動負荷で一般的な運動負荷中止基準に該当する者はいなかった。ISTS1，ISTS2 の peak VO2（ml/min/kg）の
平均値±標準偏差は各々 20.4±2.1，20.3±1.7，ISTS 実施時間（秒）は 619.2±36.1，617.0±34.1 であった。2 回の ISTS の peak
VO2，ISTS 実施時間の ICC（1,1）（95% 信頼区間）は各々 0.96（0.79～0.99），0.91（0.57～0.99）であった。Bland�Altman 分析で
は，peak VO2，ISTS 実施時間ともに加算誤差，比例誤差を認めなかった。Peak VO2，ISTS 実施時間の MDC は各々 0.99（ml/
min/kg），27.49 秒であった。

【結論】

本研究より，健常高齢女性に対しての ISTS は高い再現性があることが確認された。さらに，ISTS 実施時間の MDC が 27.49
秒であり運動療法などの効果判定に利用する際には誤差が含まれる可能性を考慮する。
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P-KS-37-5

下肢他動運動が起立性低血圧に与える影響

佐久間早智1），藤田 飛鳥2），渡邉 隼也3），安倍 基幸4）

1）社会医療法人杏嶺会尾西記念病院，2）医療法人杏園会熱田リハビリテーション病院，
3）医療法人愛整会北斗病院，4）星城大学リハビリテーション学部

key words 血圧改善・下大静脈還流・ティルトテーブル

【はじめに，目的】

近年，起立性低血圧（Orthostatic hypotension 以下 OH）の改善に関する先行研究として，弾性ストッキング・腹帯・下肢の自
動運動が有効とされている。しかし，他動運動が OH に効果的か明らかではない。そこで，我々は機械的に下肢他動運動が行え
る機能のついたティルトテーブルを試作した。本機器を用いて，起立時の機械的下肢他動運動（以下他動運動）が OH を有する
若年健常者に有効かを検討することとした。

【方法】

事前調査（60̊head up tilt を 39 名実施）により OH の診断基準を満たす若年健常者は男女 8 名（年齢 21.6±0.7 歳）だった。
この 8 名を対象とした。本研究のプロトコールは安静臥位を 10 分間，60̊ 起立を 2 分間，起立しながらの他動運動を 5 分間，リ
カバリーを 5 分間の手順で実施した。また，本研究での他動運動はティルトテーブル上で両側交互に股関節・膝関節の屈曲伸展
運動であり，頻度は設定された最大速度の 18 回/分で行った。測定項目は①一拍ごとの収縮期血圧・拡張期血圧・心拍数は非侵
襲連続血圧計（MUB/メディセンス）を使用し，それぞれ 1 分間で平均した。②自覚症状は新たに考案した 5 段階の指標（5：
気分がよい・4：普通・3：やや気分が悪い・2：気分が悪い・1：かなり気分が悪い）を用いた。これを安静時・60̊ 起立時・他
動運動時で聴取した。③静脈脈還流量は，超音波機器（TOSHIBA，Xario）を使用し，下大静脈の平均血流速度の測定と下大静
脈血流の指標である Collapse index｛（最大血管径－最小血管径）÷最大血管径｝を求めた。これを安静臥位時・60̊ 起立・他動
運動時に計測した。

【結果】

全体の収縮期血圧は，安静臥位時が平均 131mmHg，60̊ 起立時は平均 115mmHg と有意に低下した。その後，他動運動時に平
均 121mmHg となり，有意な差はないが上昇傾向を示した。また，拡張期血圧・心拍数には著明な変化は見られなかった。自覚
症状の結果は，有意差はみられなかった（p＝0.07）が，改善する傾向であった。下大静脈の平均血流速度・Collapse index は安
静臥位時を 100％ として，60̊ 起立時・他動運動時のデータを変化率でみた。下大静脈の平均血流速度は安静臥位時に比べ 60̊
起立時は 47％ となり有意に低下し，他動運動時は 86％ となり有意に増加した。また Collapse index でも同様に 60̊ 起立時に有
意に低下し，他動運動時に有意に増加を示した。

【結論】

ティルトテーブル上での他動運動が OH を有する若年健常者の静脈還流量を有意に増加させた。静脈還流量の増加が 1 回拍出
量を増加させ，収縮期血圧の上昇傾向を示したものと推測された。また運動頻度の増加で下肢自動運動が困難な脊髄損傷等に応
用できる可能性がある。
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P-KS-38-1

立位における体幹伸展運動の反復回数の違いが腰背筋の血液循環動態および筋
活動に及ぼす影響

松田 涼1），隈元 庸夫2），世古 俊明3），三浦 紗世4），濱本 龍哉1）

1）医療法人新さっぽろ脳神経外科病院，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，
3）北海道千歳リハビリテーション学院，4）医療法人社団いずみ会北星病院

key words 体幹伸展運動・腰背筋・血液循環動態

【はじめに】

近年，腰痛症に対する運動療法として，立位での体幹伸展運動（伸展運動）が推奨される。その生理的機序は明確でないことか
ら，我々は第 51 回本学会にて腰背筋の血液循環動態を検討した結果，血液循環動態の改善が期待できることを示唆した。しか
し，今後，妥当な伸展運動の施行回数についての検討が課題となった。本研究の目的は，伸展運動の反復回数の違いが，腰背筋
の血液循環動態および筋活動に及ぼす影響を検討し，妥当な施行回数の一指標を得ることである。

【方法】

対象は健常成人男性 16 名（年齢 23.2±6.2 歳，身長 170.1±4.4cm，体重 61.8±5.6kg，modified Schober test 伸展�3.7±0.8cm）と
した。運動課題は両手を両腸骨稜後面に位置させた立位から最大体幹伸展で保持（伸展相），そこから再び立位に戻り，立位姿
勢を保持（立位相），これを 1 セットとする運動を行わせた。運動課題の反復回数は 5 セットとし，各姿勢の保持時間は 10 秒間
とした。運動中は頭頸部中間位で，呼吸は止めることなく実施した。測定項目は伸展相と立位相における腰背筋の酸素化ヘモグ
ロビン（Oxy�Hb），脱酸素化ヘモグロビン（deOxy�Hb），総ヘモグロビン（total�Hb）を近赤外線組織酸素モニタ装置（Pocket
NIRS Duo，DynaSense 社製）を用いて，筋活動量を表面筋電計（TeleMyo2400，Noraxon 社製）を用いて計測した。なお各ヘ
モグロビン値は運動課題前における立位時の値を 0 とした相対的変化で求めた。各相の筋活動量は運動課題前における立位時
の値で正規化した。立位相と伸展相における反復回数要因（5 水準）と姿勢要因（2 水準，立位相と伸展相）での各ヘモグロビ
ン値の相対的変化と筋活動量を二元配置分散分析，post hoc test は Shaffer の方法を用いて比較検討した。有意水準は 5％ とし
た。

【結果】

筋活動量は反復回数，姿勢，いずれの要因においても各水準間に有意差を認めなかった。姿勢要因では，Oxy�Hb，deOxy�Hb，
total�Hb のいずれも立位相と比較して伸展相で有意に増加する主効果を認めた。反復回数要因では，Oxy�Hb，deOxy�Hb のい
ずれも各水準間に有意差を認めなかった。total�Hb は伸展相での 2 セット目と 3 セット目が 1 セット目よりも高値を示し，4
セット目からは有意差を認めなかった。

【結論】

伸展相では動脈環流量の増加に伴う血流量の増加が期待できることが示唆され，それは 3 セット目までは期待できる可能性が
示された。
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P-KS-38-2

等尺性収縮後の筋弛緩法（PIR）と神経筋電気刺激が筋血流動態に及ぼす影響の
検討

佐藤 輝1），吉田 英樹2），前田 愛1），松本 健太1），向中野直哉1），川村 真琴1），小西 杏奈1），
島田 瑞希1），高桑奈緒美1），鳴海 萌1），天坂 興2,3），原 幹周2,4），小田桐 伶2,5），前田 貴哉2,3）

1）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）弘前大学大学院保健学研究科，3）弘前記念病院，
4）黒石市国民健康保険黒石病院，5）弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

key words PIR・神経筋電気刺激・筋血流量

【はじめに，目的】

低負荷（最大随意収縮（MVC）の 20% 程度）で実施される等尺性収縮後の筋弛緩法（PIR）と対象者の随意的努力を必要とし
ない神経筋電気刺激（NMES）では，筋ポンプ作用に基づき筋血流量が改善する可能性が指摘されており，臨床では筋・筋膜性
疼痛や浮腫の改善などに活用されている。しかし，PIR や NMES が筋循環動態に及ぼす影響の詳細は十分に検証されていない
のが現状である。以上から本研究では，PIR と NMES が筋血流動態に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

健常者 16 名を対象とし，仰臥位を保持した対象者の右上腕二頭筋（BB）に対して 3 つの条件（条件 1：PIR を実施する条件，
条件 2：NMES を実施する条件，条件 3：コントロール条件）を無作為順序で日を改めて実施した。条件 1 では，対象者は，右
BB に対する PIR として，右肘関節 90 度屈曲位かつ右前腕 90 度回外位にて 20%MVC での右 BB の等尺性収縮を 10 秒間実施
し，その後，右肘関節完全伸展位かつ右前腕 90 度回外位にて 20 秒間右 BB を弛緩させた。この右 BB の収縮と弛緩の計 30 秒間
を 1 セットとして，10 セット 5 分間を連続で実施した。PIR 終了後，対象者は安静仰臥位をさらに 15 分保った。条件 2 では，
対象者は，右 BB に対する NMES（波形：対称性矩形波，電流強度：肘関節の僅かな屈曲運動は起こる程度，周波数：30 Hz，
パルス幅：250 μsec，オン・オフ時間：各 5 秒）を 20 分受けた。条件 3 では，対象者は安静仰臥位を 20 分保持するのみとした。
各条件の実施中，筋血流量の指標として右 BB の酸素化ヘモグロビン量（oxy�Hb）と脱酸素化ヘモグロビン量（deoxy�Hb）を
測定し，各条件開始時の測定値を基準として各条件での 5 分後（条件 1 の PIR 終了時）及び 20 分後（各条件の終了時）での oxy�
Hb と deoxy�Hb の経時的変化を多重比較検定にて検討した。

【結果】

条件 1（PIR）では，oxy�Hb の明らか変化は認めなかったが，deoxy�Hb は条件開始 5 分後（PIR 終了時）で有意に増加し，条
件開始 20 分後でも有意に増加した状態であった。一方，条件 2（NMES）では，oxy�Hb は条件開始 5 分後及び 20 分後で増加
傾向を示したが，deoxy�Hb は同時点で減少傾向を示した。条件 3 では，oxy�Hb，deoxy�Hb ともに経過中での明らかな変化を
認めなかった。

【結論】

本結果は，PIR では deoxy�Hb が増加するのに対し，NMES では oxy�Hb が増加する可能性を示しており，両者の筋循環動態に
及ぼす影響の違いが明らかとなった。PIR のような低負荷随意運動では筋収縮に必要な ATP 産生は好気的代謝系に依存するの
に対し，電気刺激に伴う筋収縮では嫌気的代謝系に依存する（Hamada, 2003）。このため，PIR では酸素需要が高まり oxy�Hb
と比較して deoxy�Hb が増加するが，NMES では酸素需要が PIR 程には高まらないため，deoxy�Hb と比較して oxy�Hb が増加
したと推察する。PIR と NMES はともに筋血流量を改善する可能性があるが，筋循環動態に及ぼす影響は対照的であり，臨床
では目的に応じた使い分けも考慮すべきである。
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P-KS-38-3

骨格筋電気刺激が内頚動脈血流量に及ぼす影響の検討

中村 雅俊1），渡邊 博昭2），椿 淳裕1），森下慎一郎1），江玉 睦明1），菊元 孝則1），伊藤 渉1），
高林 知也1），大西 秀明1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）新潟医療福祉大学医療技術学部臨床技術学科

key words 内頚動脈・骨格筋電気刺激・超音波診断装置

【はじめに，目的】

加齢に伴って脳血流が低下することが知られており，この加齢に伴う脳血流の低下は認知機能の低下につながると考えられて
いる。先行研究において，脳血流量の増加や認知機能の改善を目的とした有酸素運動を中心とした運動療法の有効性が示されて
いる。近年，痛みが少なく効果的に筋収縮を誘発する骨格筋電気刺激（Electrical Muscle Stimulation：EMS）が開発され，EMS
による筋肥大および糖代謝の亢進効果が報告されている。そこで本研究では，EMS により誘発される筋収縮が有酸素運動と同
様に脳血流を増加させる可能性に着目し，下肢を中心とした EMS が脳の栄養血管の一つである内頚動脈の血流量に及ぼす影響
を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は神経学的及び整形外科的疾患を有さない健常成人男性 7 名とした。使用機器は低周波治療器（ホーマーイオン研究所社製
オートテンズプロ）を使用し，安静背臥位で両側下肢に 20 分間の EMS を実施した。EMS の設定は，筋肥大を目的として実施
されている周波数 20Hz，パルス幅 250μsec，duty cycle 5 秒 on 2 秒 off の指数関数的漸増波で 20 分間実施した。刺激強度に関し
ては対象者が痛みなく我慢できる最大の強度で実施した。超音波診断装置（東芝メディカルシステムズ社製 Aplio 500）のパル
スドプラ法により左内頚動脈の血流量（ml/min）と心拍数（拍/min）を測定した。また血流量を心拍数で除することで心拍 1
拍あたりの内頚動脈の血流量（ml/拍）を算出した。なお，データ解析には安定した 5 拍分のデータより血流量と心拍数を算出
した。EMS が内頚動脈血流量および心拍数に与える影響を経時的に検討するために，開始前と開始後 5 分，10 分，15 分，終了
直後に測定を行った。統計学的検定は，EMS における内頚動脈血流量の変化を検討するために，開始前の値に対する各時期の
各指標の比較を Bonferroni 補正における対応のある t 検定を用いて比較した。

【結果】

内頚動脈の血流量は開始前が 301.6±66.9ml/min に対して，開始 5 分後が 344.4±74.6ml/min，開始 10 分後が 344.6±74.7ml/
min，開始 15 分後が 350.9±93.3ml/min，終了直後は 312.3±63.4ml/min であった。統計学的検定の結果，開始前と比較して開始
後 5，10，15 分後の血流量は有意に高値を示したが，終了直後とは有意な差は認められなかった。また心拍数においては，血流
量と同様に開始前と比較して開始後 5，10，15 分後は有意に高値を示したが，終了直後とは有意な差は認められなかった。一方，
1 拍あたりの内頚動脈の血流量には全ての時期において開始前と有意な変化は認められなかった。

【結論】

本研究結果より，下肢を中心とした EMS により内頚動脈の血流量が増加し，その効果は EMS が終了すると消失することが明
らかになった。心拍数と 1 拍あたりの内頚動脈血流量の変化の結果より，心拍数の増加が内頚動脈血流量の増加に繋がったこと
が明らかになった。
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一過性の神経筋電気刺激が動脈機能に及ぼす影響

森 和之1），田村 靖明1），出口 憲市1），三浦 哉2）

1）徳島県鳴門病院リハビリテーション部，2）徳島大学総合科学研究部

key words 神経筋電気刺激・動脈機能・身体不活動

［はじめに］

筋力低下の抑制に有効である抵抗性運動は，血圧上昇および動脈コンプライアンスの低下を誘発することが報告されている。一
方，神経筋電気刺激（NMES）は，長期臥床および整形外科疾患の免荷期間などに伴う廃用性筋萎縮を予防する目的で広く使用
されており，さらに，血圧上昇を抑制した状態で使用できることは明らかにされているが，動脈機能への影響は不明である。こ
の点に関して，NMES の有効性が明確になれば，疾病などに伴う不活動状態が引き起こす動脈機能障害に対しても予防および改
善できる可能性がある。そこで，本研究は，一過性の NMES が動脈機能に及ぼす影響を検討した。

［方法］

健常男性 5 名（平均年齢 28.2±3.6 歳，BMI 22.6±3.5）の被験者に対して，仰臥位姿勢で 15 分間の安静後，ベルト電極式の神経
筋電気刺激装置（ホーマーイオン研究所社製）を用いて，周波数 20Hz を最大耐性強度で 30 分間実施する条件（NMES 条件）お
よび仰臥位姿勢を 30 分間保持する条件（コントロール条件）を，それぞれ 3 日以上の間隔をあけて無作為に実施した。NMES
および仰臥位姿勢保持の実施，終了直後および 30 分後に，血流依存性血管拡張反応（FMD），収縮期血圧（SBP），拡張期血圧

（DBP）および心拍数（HR）を測定した。各条件間および経過の比較には，2 元配置分散分析を用いて事後検定に Bonferroni
を用いて比較検討した。なお，統計解析は SPSSver24.0 を使用し，危険率は 5% 未満とした。

［結果］

各条件実施前，終了直後および終了後 30 分後の FMD は，NMES 条件で 11.4±2.0%，13.3±1.7% および 11.2±0.7%，コントロー
ル条件で 10.1±1.2%，10.1±1.1% および 9.66±1.38% であった。NMES 条件は NMES 前と比較して NMES 終了直後に FMD
は上昇し，NMES 終了後 30 分は NMES 前と同程度まで低下した。また，SBP，DBP および HR は両条件とも変動は認められな
かった。NMES 直後に認められた FMD の増加変化は，NMES により生じた筋ポンプ作用により血流が増加したことでずり応力
が亢進し，内皮由来型一酸化窒素（NO）合成酵素を活性化させ，NO の生物学的利用能が向上し，血管平滑筋が弛緩したためで
あると考えられる。

［結論］

本研究では，NMES 前後で FMD に有意な変化はなかったが，NMES 終了直後には，FMD が上昇する傾向が認められ，動脈機
能に対しても有効使用できる可能性があることが示唆された。
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全身振動刺激実施における呼吸循環応答と筋循環動態

藤田 俊文

弘前大学大学院保健学研究科

key words 全身振動刺激・呼吸循環応答・筋循環動態

【はじめに，目的】

全身振動刺激（WBV）を用いた運動は，パフォーマンス，筋力，柔軟性向上などに有効であり，対象もスポーツアスリートか
ら高齢者，脳卒中患者，パーキンソン病患者などに実施されてきている。しかしながら，運動器系の報告は多いが呼吸循環応答
についての報告は十分ではなく，また末梢の筋循環動態も合わせて評価している報告はみられない。本研究では，WBV 実施に
おける呼吸循環応答と筋循環動態について調査することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 11 名とした。運動負荷は全身振動刺激装置を使用し振動周波数 30Hz とした。研究プロトコルは，座位安静 5
分，振動なしスクワット姿勢（WBV なし）3 分，安静時の状態に心拍数が戻るまで休憩，振動ありスクワット姿勢（WBV あり），
終了後安静 20 分とした。なお WBV ありでは自覚的運動強度 Borg スケール【かなりきつい（17）】で運動終了とした。測定項
目は実験開始から終了まで連続で呼気ガス分析，筋循環動態測定（内側広筋）を実施した。また，安静 5 分後，WBV なし直後，
WBV あり直後，終了安静 20 分後で乳酸値測定を実施した。解析には，呼気ガス分析より，酸素摂取量（VO2），二酸化炭素排
出量（VCO2），呼吸交換比（R）について，安静時 5 分時点，WBV なし 3 分時点，WBV あり 3 分時点の前 30 秒間の平均を算
出した。筋循環動態測定より，酸素化ヘモグロビン（OxyHb），脱酸素化ヘモグロビン（DeoxyHb），トータルヘモグロビン

（TotalHb）について，呼気ガス分析と同様にデータを算出した。呼気ガス分析，筋循環動態測定，乳酸値については，反復測定
による分散分析後に多重比較検定を実施した。

【結果】

VO2，VCO2 とも安静時よりも WBV なし，WBV ありで有意に上昇し，また WBV なしよりも WBV ありで有意に上昇した。
R は安静時および WBV なしよりも WBV ありで有意に高値であった。乳酸値についても，安静時および WBV なしよりも
WBV ありで有意に高値であった。OxyHb は，安静時，WBV なし，WBV ありよりも運動終了 20 分後で有意に高値を示した。
DeoxyHb は，安静時，WBV あり，終了安静 20 分後よりも WBV なしで有意に高値を示した。TotalHb は，安静時，WBV あり
よりも終了安静 20 分後で有意に高値を示し，また WBV ありよりも WBV なしで高値を示した。

【結論】

呼気ガス分析の結果より，WBV ありのスクワット姿勢では VO2，VCO2 が増加し，さらには R も平均 0.9 程度となっており糖
質をエネルギー気質として多く利用した運動であることが示唆された。しかしながら Borg17 までの運動を実施したにも関わら
ず乳酸値は平均 2.2 程度となっており，さらにはスクワット姿勢で内側広筋の酸素化ヘモグロビンが有意に増加していることか
ら，運動中は有酸素性の代謝も亢進していると推測された。その傾向は運動終了後もみられた。以上より，WBV を用いた運動
は，スクワット姿勢を保持するだけの運動であっても呼吸循環応答および筋循環動態を亢進させることが示唆された。
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トレッドミル歩行が関節固定と後肢懸垂によって生じた関節拘縮におよぼす影響
―ラットを用いた実験的研究―

佐藤 勇太1,2），小野 武也1,3），石倉 英樹4），相原 一貴1），小林 茉由3），田坂 厚志5），
梅井 凡子1,3），積山和加子3），沖 貞明1,3）

1）県立広島大学大学院総合学術研究科，2）医療法人宗斉会須波宗斉会病院，
3）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，4）広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
5）大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

key words 関節拘縮・関節固定・後肢懸垂

【はじめに，目的】

関節拘縮は日常生活に支障をきたすため，治療が重要である。特に下肢の非荷重を伴う関節不動により生じた関節拘縮は，関節
不動によって生じた関節拘縮よりも重症化するため，治療に難渋することが予測される。トレッドミル歩行は，関節不動により
生じる関節拘縮の治療効果が報告されているが，下肢の非荷重を伴う関節不動により生じる関節拘縮に対する治療効果に関す
る報告はない。本研究の目的は，トレッドミル歩行が下肢の非荷重を伴う関節不動によって生じた関節拘縮におよぼす影響を明
らかにすることである。

【方法】

対象は 10 週齢の Wistar 系雄ラット 20 匹とした。実験期間は 2 週間である。すべてのラットに 1 週間の関節固定と後肢懸垂を
行った。その後，1 週間のトレッドミル歩行（以下，運動介入）負荷量により 5 匹ずつ 4 群に振り分けた。群分けは自由飼育を
する固定懸垂群，1 日 20 分行う運動 20 分群，40 分行う運動 40 分群，60 分行う運動 60 分群の 4 群とした。関節固定はラット右
足関節を最大底屈位に保持して実施した。後肢懸垂はラット尾部に鋼線を刺入し，ナスカンフックを介して飼育ケージの天井金
網に掛けて実施した。運動介入は，1 日 1 回，速度 10 m/min，傾斜 10̊ の負荷で計 7 日実施した。評価項目は，実験開始前，関
節固定と後肢懸垂解除直後，および運動介入後の右足関節背屈角度と，運動介入後のヒラメ筋の伸張性とした。

【結果】

足関節背屈角度に関して，群と測定時期には交互作用がなく，測定時期による影響のみを受けており，すべての測定時期の間に
有意差を認めた。すべての群の関節固定と後肢懸垂解除直後の足関節背屈角度は，実験開始前と比較して有意に減少した。すべ
ての群の運動介入後の足関節背屈角度は，関節固定と後肢懸垂解除直後と比較して有意に増加したが，実験開始前と比較して有
意に減少していた。運動介入後における運動 20・40・60 分群の足関節背屈角度やヒラメ筋の伸張性は，固定懸垂群と比較して
有意差がなかった。

【結論】

トレッドミル歩行は関節拘縮の回復を早めるという報告がある。本研究において，運動介入後における運動 20・40・60 分群の
足関節背屈角度やヒラメ筋の伸張性は，固定懸垂群と比較して差がなかった。このため今回の運動負荷は下肢の非荷重を伴う関
節不動により生じた関節拘縮の回復を早めるには不十分であったと推測される。一方，過度のトレッドミル歩行は関節拘縮の回
復を遅延させるという報告がある。本研究でも運動時間が長くなると関節拘縮の回復は遅延すると推測した。しかし本研究結果
から，今回の運動負荷では 60 分実施しても関節拘縮の回復を遅延させる負荷でないことが分かった。今後の研究では速度や傾
斜，頻度などの負荷量も検討したい。
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ストレッチポール上背臥位における運動の有無が呼吸機能に及ぼす効果

内田 大1），金子 秀雄2）

1）医療法人社団高邦会高木病院，2）国際医療福祉大学福岡保健医療学部

key words ストレッチポール・背臥位・呼吸機能

【はじめに，目的】

近年，ストレッチポール（SP）上背臥位に関する先行研究において胸郭可動性や肺活量を改善させる効果が報告されている。こ
のように SP 上背臥位による呼吸機能の改善が期待されているが，SP 上背臥位での運動の有無や評価項目に違いがあるため，統
一した見解には至っていない。そこで，本研究では SP 上背臥位における 2 週間の運動の有無が呼吸機能へ及ぼす効果について
検証することを目的とした。

【方法】

対象は健常若年者 45 名（男性 22 名，平均年齢 21 歳，BMI21.4kg/m2）とした。除外基準は既往歴に呼吸器疾患を有する者とし
た。対象者は SP 上背臥位で運動を行う群（運動有群）15 名，SP 上背臥位にて運動を行わない群（運動無群）15 名，対照群 15
名に無作為に分けた。運動有群は SP 上にてコア・コンディショニング協会が推奨するベーシックセブンを実施した。ベーシッ
クセブンとは SP 上背臥位にて上下肢を動かす予備運動 3 つ，主運動 7 つから構成される。運動無群は SP 上にて背臥位保持の
みを実施した。それぞれ，1 日に 10 分間のコンディショニングを 1 週間に 5 回実施し，非監視下にて 2 週間継続した。測定項目
は努力性肺活量（FVC），胸腹部可動性とした。FVC の測定はスパイロメータを使用し，ガイドラインに準じて 3 回測定し最大
値を用いた。胸腹部可動性は呼吸運動測定器を用いて，上部胸郭，下部胸郭，腹部における深呼吸時の呼吸運動の移動距離（mm）
を 2 回測定し，最大値を用いた。測定は介入前，介入後の計 2 回行った。各測定項目における 2 要因（群，時期）の比較に分割
プロットデザインによる分散分析を用いた。身体計測値，変化量（介入後�介入前）における 3 群間の比較に一元配置分散分析
を用いた。各群の介入前後の比較に対応のある t 検定を用いた。また，測定値の再現性を検証するために級内相関係数 ICC（1,1）
を求めた。有意水準は 5％ とし，それ未満を有意とした。

【結果】

FVC および上部胸郭，下部胸郭，腹部の移動距離における ICC（1,1）はそれぞれ 0.95，0.78，0.63，0.81 であった。身体計測値
は 3 群間で有意差を認めなかった。分散分析の結果，FVC に交互作用を認め，要因別の比較では介入前に比べ介入後に運動無
群のみが有意に増大した。また，すべての胸腹部可動性に交互作用を認めず，下部胸郭と腹部移動距離の時期に主効果が認めら
れ，介入後に移動距離が増加する傾向を示した。さらに，介入前後の比較では，運動有群の腹部移動距離が，介入前に比べ介入
後の方が有意に増大した。3 群間の変化量に有意差を認めなかった。

【結論】

健常若年者における 2 週間の SP 上背臥位での運動の有無による明らかな差はなかった。しかし，介入前後での効果は異なり，
FVC の増大には SP 上での背臥位保持，腹部移動距離の増大には SP 上背臥位での運動が有効である可能性が示唆された。今後
は異なる介入時間，頻度，期間による呼吸機能への効果についてもさらに検討する必要があると考える。
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経皮的動脈血炭酸ガスと経皮的酸素飽和度測定値のタイムラグ

石坂 正大1），田崎 正倫2），梅田 啓3），鈴木 悠2），久保 晃1）

1）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室，
3）国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

key words 経皮的動脈血液ガス分析・経皮的酸素飽和度・タイムラグ

【はじめに，目的】非侵襲的代替検査法により，CO2分圧測定を含めた動脈血液ガス分析を経皮的に行うことが可能となった。
経皮的動脈血液ガス分析は拡散する O2と CO2が電極を介した電位差と pH 変化により測定され，経皮的酸素飽和度（以下 SpO2）
は異なる波長の光による脈波の振幅比により測定され異なる測定原理である。一方，臨床では運動中に息切れが生じ，O2または
CO2のモニターにより運動を制御するが，自覚症状と O2または CO2の測定値にはタイムラグが生じると考えられる。そこで，
本研究は健常成人における「Breath Holding 法：以下 BH 法」と「Paper Bag Rebrething 法；以下 PB 法」における経皮的動脈
血 CO2と SpO2 測定値のタイムラグを明らかにすることを目的とした。【方法】対象は，呼吸器疾患の既往のない健常成人男性
13 名，年齢は 24.0±3.0 歳（平均±標準偏差）とした。対象者は BH 法と PB 法を行い，2 つの機器で同時測定を行った。測定プ
ロトコルは BH 法を行い，最低 15 分以上の休憩を行った後，PB 法を実施した。BH 法，PB 法ともに課題の終了は本人が課題継
続困難と感じて終了した場合または SpO2が 90％ を下回ったときは検者より課題を終了させた。また，課題終了時にはボルグス
ケールにて自覚症状を測定した。経皮的動脈血ガス測定として経皮的血液ガス分析装置 TCM4（ラジオメーター社製）にて
tcPO2および tcPCO2，経皮的酸素飽和度モニターにて SpO2および脈拍数を測定した。また本研究では BH 法および PB 法の課
題終了から最低値または最高値を示すまでのタイムラグに着目した。BH 法と PB 法の課題間および tcPO2と SpO2の測定機器
間の比較を対応のある t 検定で比較した。なお，有意水準はすべて 5％ とした。【結果】課題継続時間は BH 法が 93.5±24.1 秒，
PB 法は 126.1±23.1 秒であり，10 名は BH 法の方が早く課題を終了した。BH 法より PB 法が早く終了した対象者は 3 名であっ
た。ボルグスケールは，両課題とも中央値 15（最小 13－最大 19）であった。SpO2のタイムラグは BH 法 14.0±5.7 秒，PB 法 17.1
±10.9 秒であった。また，tcPO2では BH 法 23.7±8.6 秒，PB 法 26.5±10.1 秒であった。測定機器間の比較において SpO2に比べ，
tcPO2は有意に長いタイムラグがみられた。また，SpO2 モニターによる脈拍数のタイムラグは BH 法 18.7±13.2 秒，PB 法 16.4
±11.8 秒であった。tcPCO2では BH 法 31.7±12.7 秒，PB 法 34.9±11.5 秒であった。BH 法と PB 法の課題間のタイムラグはすべ
て有意差がみられなかった。【結論】BH 法と PB 法の課題時終了時の呼吸苦は同程度であり，PB 法の方が長く課題を継続する
ことが可能であった。しかし，BH 法と PB 法の課題間のタイムラグに統計的な違いはみられなかった。健常成人の BH 法と PB
法は，tcPO2が約 25 秒，tcPCO2が約 35 秒，SpO2および脈拍数が約 20 秒のタイムラグであることが明らかとなった。つまり，
測定機器により課題終了後に生じる測定値のタイムラグが異なっていた。
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常圧低酸素下におけるレジスタンストレーニング効果
―上腕二頭筋を対象筋として―

片山 訓博1），甲藤由美香1），甲藤 史拡2），大倉 三洋1）

1）高知リハビリテーション学院理学療法学科，2）愛仁会リハビリテーション病院リハ技術部理学療法科

key words 常圧低酸素環境・レジスタンストレーニング・上腕二頭筋

【はじめに】

筋肥大を目的としたレジスタンストレーニング（以下，RT）の効果は，負荷量，頻度，期間に影響を受ける。RT 効果をより短
期間で得るために加圧トレーニングが用いられ，局所的な酸素不足を生じさせての筋負荷を増加が実施させている。本研究で
は，常圧低酸素環境を用い局所的な酸素不足ではなく，全身の酸素不足を生じさせた場合の RT 効果を検討したので報告する。

【方法】

対象は，疾患健常で肘・肩関節に疾患を有さない男性 12 名，平均年齢 20.3±0.5 歳，平均身長 171.4±6.5cm，平均体重 66.5±6.8
kg であった。RT の対象筋は上腕二頭筋とした。RT 前に徒手筋力測定機器（アニマ社製 μ�TAS F�1）を用いて対象筋の最大
筋力値（kgf）と肘関節屈曲位上腕最大周径をメジャーを用いて測定した。常圧低酸素環境は，酸素濃度 14.5％（標高 3,000m
相当）に設定した。RT は，負荷量 70％1RM，上肢自然下垂位から肘関節最大屈曲までの運動を 10 回，3 日/週，3 週間継続さ
せた。尚，RT の前には低酸素環境順化を行った。各測定項目をトレーニング開始から 1 週間ごとに 1 週間後・2 週間後・3 週間
後に再測定し，統計学的手法は，一元配置の分散分析法を用い有意基準は 5％ 未満とし比較検討した。

【結果】

上腕二頭筋最大筋力の平均値は，開始時・1 週間後・2 週間後・3 週間後の順にそれぞれ 23.3±4.0kgf・27.8±6.1kgf・28.9±6.4
kgf・30.0±6.2kgf であり，開始時に比べ 3 週間後は有意に高値を示した（P＜0.05）。肘関節屈曲位上腕最大周径の平均値も同様
にそれぞれ 30.5±2.2cm・31.4±2cm・32.3±2.1cm・32.9±2.3cm であり，統計学的有意差は認めなかったが，開始時に比べ RT
後は大きくなっていた。

【結論】

常圧低酸素環境下で酸素濃度 14.5％ の RT 結果は，3 週間後の上腕二頭筋筋力において開始時より有意に筋力増強効果を認め，
増加率は 29％ であった。Nishimura らの常圧低酸素環境下で酸素濃度 16.0％，70％1RM，2 回/週の RT 結果は，6 週間後には
上腕二頭筋筋力の 61.6％ の増加率を認め，通常酸素濃度下の 38.9％ に比べより有意であったことを報告している。本研究結果
は，この先行研究の通常酸素下の結果と比べると 3 週間後ですでに 6 週間後の筋力増強率の 74.6％ を占めていた。これは，常圧
低酸素環境では，筋内の低酸素ストレスは高く，活性酸素種の活性が上がり，一酸化窒素が有意に上昇した結果，一酸化窒素が
筋の幹細胞である筋サテライト細胞の増殖・分化を促進したからと考える。また，本研究結果を先行研究の低酸素環境下の結果
と比べると，3 週間後ですでに 6 週間後の筋力増強率の 48.7％ を占めていた。Nishimura らは 3 週目からより筋力増強を認めた
との報告する。酸素濃度の低い本条件は，すでに 3 週間で約半分の効果があり，酸素濃度がより低ければ RT 効果が高いことを
示唆した。
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大腿骨近位部骨折患者の術前のストレスは術後の機能障害に関連する

鈴木 敏彦1,2），吉本 好延3）

1）JA静岡厚生連遠州病院，
2）聖隷クリストファー大学大学院リハビリテーション科学研究科博士前期課程，
3）聖隷クリストファー大学大学院リハビリテーション科学研究科

key words 大腿骨近位部骨折・ストレス・機能障害

【はじめに，目的】

整形外科疾患における術前のストレスは術後の機能障害に影響する可能性がある。高齢期に生じやすい整形外科疾患として代
表的な大腿骨近位部骨折は，術後の歩行障害や疼痛の遅延，うつ症状などの機能障害を呈しやすく，術後の機能・能力障害は在
宅復帰を阻害し，患者の Quality of Life を低下させる。大腿骨近位部骨折に限ることではないが，術後の機能・能力障害に関連
する因子の一つとして，麻酔や手術侵襲などの外科的ストレスの影響が数多くの先行研究で検討されており，外科的ストレスが
術後の機能・能力障害に影響することに関してはコンセンサスが得られている。一方で，高齢者は身体機能や精神機能の低下か
ら若年者と比較してもストレスを抱えやすく，高齢の大腿骨近位部骨折患者は骨折によるストレスの影響で，術前から過度なス
トレス状態にあると考えられる。術前のストレスと術後の機能・能力障害の関連性を明らかにすることができれば，術前のスト
レス評価から術後の機能・能力障害の程度を予測することができ，理学療法の目標設定の一助になりうると考えられる。しか
し，術前のストレスと術後の機能・能力障害の関連性を検討した報告はない。本研究の目的は，術前のストレスが術後の身体機
能，疼痛，抑うつ，炎症状態と関連するかどうかについて検討することであった。

【方法】

対象は，術前の Mini Mental State Examination が 10 点以上であった女性大腿骨近位部骨折患者 12 名（平均年齢 81.3±6.9 歳）で
あった。術後の機能は，身体機能を Short Physical Performance Battery（SPPB），疼痛を Numerical Rating Scale（NRS），抑
うつを Hospital Anxiety and Depression Scale（HADS），炎症状態を C�Reactive Protein（CRP）で評価し，それぞれ術後 2
週後に測定した。術前のストレスは，アクティブトレーサー（AC�301A）を用いて自律神経活動を測定し，17 時～翌 8 時まで
の心電図の R�R 間隔を記録した。術前ストレスの指標は，解析ソフト（Memcalc/Tarawa）による周波数領域解析から 23 時～
翌 7 時までの超低周波数帯域（Very low frequency：VLF）の平均値とし，VLF の値が高いほどストレスが少ない，低いほどス
トレスが多いと定義した。統計解析は，術後の SPPB，NRS，HADS，CRP と術前の VLF の関連性を Spearman の順位相関係
数を用いた。有意水準は危険率 5% とした。

【結果】

術前の VLF と術後の SPPB には有意な正の相関が認められ，相関係数は 0.61 であった（p＜0.05）。術前の VLF と術後の NRS・
HADS・CRP には有意な相関が認められなかった。

【結論】

大腿骨近位部骨折患者の術前のストレスは術後の身体機能に関連しており，術前のストレスが高いほど，術後の身体機能が低下
することが明らかになった。術後の身体機能を予測するためには，術前のストレスを評価することが有用である可能性が考えら
れた。
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ハムストリングス短縮の評価法の検討
下肢伸展挙上および膝伸展テストにおける骨盤後傾の男女間比較

中泉 大1,2），淺井 仁3）

1）金沢赤十字病院リハビリテーション科，
2）金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻博士後期課程，
3）金沢大学医薬保健研究域保健学系リハビリテーション科学領域

key words ハムストリングス・骨盤後傾・性差

【はじめに，目的】

ハムストリングスの短縮の評価には下肢伸展挙上（以下，SLR）テスト，膝伸展テストなどが用いられる。SLR テストおよび膝
伸展テストのどちらもテスト中に骨盤が後傾することが報告されている。我々は同一被験者において SLR テストと膝伸展テス
ト時の骨盤後傾量を比較したところ，膝伸展テスト時のほうが骨盤後傾量が小さいことを明らかにした。ところで，骨盤の形状
には性差があることが知られている。また SLR テスト時の股関節屈曲角度および膝伸展テスト時の膝伸展角度にも性差がある
ことが報告されている。しかし，SLR テストと膝伸展テスト時の骨盤後傾角度の性差については明らかになっていない。そこで
本研究は健常成人を対象として，SLR テストと膝伸展テスト時の骨盤後傾角度の性差を明らかにすることを目的とした。

【方法】

被験者は健常な大学生で男性 11 名，女性 9 名の合計 20 名とした。右下肢を対象に，背臥位で他動的に SLR テストと膝伸展テ
ストを行った。骨盤の角度を記録するために皮膚上から骨盤（左右上後腸骨棘の高さで正中仙骨稜上）に傾斜角度計を取り付け
た。SLR テスト時には右下肢の大腿前面に，膝伸展テスト時には右下肢の脛骨前面に傾斜角度計をそれぞれ取り付けた。全ての
実験は測定用ベッド上で行った。

1）SLR テスト

背臥位を開始肢位とし，この肢位での骨盤傾斜角度を記録した。SLR を他動的に行い，テスト最終域での SLR 角度と骨盤傾斜
角度を記録した。

2）膝伸展テスト

背臥位で股関節及び膝関節 90̊ 屈曲位を開始肢位とし，この肢位での骨盤傾斜角度を記録した。膝伸展を他動的に行い，テスト
最終域での膝伸展角度と骨盤傾斜角度を記録した。

両テストとも測定は 5 回行い，測定時は骨盤および対側下肢を固定した。5 回の測定の平均値を個人の代表値とした。

統計処理：検定項目は SLR 角度，膝伸展角度，開始から最終までの角度変化量（骨盤角度変化量），全可動域に対する骨盤後傾
の割合（以下，後傾割合）とし，それぞれ対応のない t 検定を用いて男女間の比較をした。有意水準はそれぞれ 0.05 とした。

【結果】

SLR 角度および膝伸展角度は女性が男性よりも有意に大きかった（SLR：男性 67.7±11.5̊，女性 84.5±14.4̊，膝伸展：男性 61.7
±12.2̊，女性 80.2±14.3̊）。両テスト時の骨盤角度変化量に男女差は認められなかった。SLR テスト時の後傾割合は男性が女性
よりも有意に大きく（男性：13.5±4.3％，女性：8.4±3.0％），男性は全可動域に対する骨盤後傾角度の割合が大きかった。膝伸
展テスト時の後傾割合には男女差は認められなかった。

【結論】

本研究の結果より，SLR テストでは後傾割合に性差があり，膝伸展テストでは骨盤割合に性差がなかった。従って，膝伸展テス
トはテスト結果に含まれる骨盤後傾割合に性差が小さいことが示唆された。そのため，男女間でハムストリングスの短縮を比較
する際の評価法としては膝伸展テストを用いることが推奨される。
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ハンドヘルドダイナモメーターを用いた足関節底屈筋力計測の試み
臨床応用を目指した妥当性と再現性の検討

村田 雄二，荒木 郁聖

ベルランド総合病院

key words 足関節底屈筋力・ハンドヘルドダイナモメーター・信頼性

【はじめに，目的】足関節底屈筋力（底屈筋力）は立位保持，歩行などで活動する主要な抗重力筋の一つである。その臨床での
客観的評価頻度は高く，筋力計測法の確立は非常に有益と考えられる。徒手筋力検査は，検査姿勢の問題や検査結果が客観性に
乏しいという欠点があり，近年，底屈筋力計測の試みが散見されるが，計測機器，足部固定方法，計測姿勢の問題がありいずれ
も臨床で汎化されているとは言い難い。そこで我々はそれらの問題を解決し，臨床応用できる底屈筋力計測法を確立するため取
り組みを行なった。【方法】対象は計測肢に整形外科的既往のない健常成人女性 9 名 18 肢。年齢は 24�33 歳，平均身長 156.7
±8.5cm，平均体重 53.2±5.0kg であった。被験者に対し，男性検者 A が 1 肢につき 3 回の計測を 2 日開けて 2 度行ない，女性
検者 B が同対象に検者 A の計測日いずれかと同日に 3 回の計測を行なった。計測順序の組合せについては無作為に被験者を振
り分けた。計測には HHD（Hand Held Dynamometer：μTas F�1 アニマ社）を，足部固定には非伸縮性テープ（COACH5.1
Johnson＆Johnson 社）を使用した。計測姿勢はベッド上背臥位，膝関節伸展 0̊，足関節背屈 0̊ とした。足部は動かない支柱に
踵部足底面をつけ，計測肢の母趾 MP 関節部がセンサーパッド上端となるよう HHD を設置した。足部を足背部から踵部足底方
向，踵骨隆起から前足部足底方向の 2 方向へ非伸縮性テープでそれぞれ 3 重に，両テープが内外果下方で交差し踵部の浮き上が
りを抑制するよう支柱へ固定した。検者両名の指示は統一し，5 秒間で最大の力を発揮すること，上肢を胸の前で組むことを被
験者に伝え，1 回の練習実施後に本計測を行なった。統計処理には SPSS20（IBM 社）を使用し級内相関係数（ICC）を算出，2
度の本計測でのそれぞれの平均値を用いた検者内信頼性 ICC（1,3）と検者 A，B が同日に計測したそれぞれの平均値を用いた検
者間信頼性 ICC（2,3）および ICC（3,3）を算出した。有意水準は 5% 未満である。【結果】計測値は最小 304N，最大 929N，平
均 675±167.4N で HHD の計測可能範囲内であった。ICC（1,3）=0.97（p＜0.001，信頼区間 0.84�0.98），ICC（2,3）=0.87，（p
＜0.001，信頼区間 0.63�0.96），ICC（3,3）=0.88（p＜0.001，信頼区間 0.65�0.96）が得られた。【結論】底屈筋力計測法の検討を
行い，妥当性・再現性とも良好な方法であることが示された。また，HHD を始めリハビリテーション室に多く設置されている
物品を使用した本法は非常に汎用性が高いと考えられる。しかし，本研究では最大 929N の計測値が得られており，キャリブレー
ション前の HHD が足部設定のみで 20�30N を示していたことからアスリートなどでは HHD の計測可能範囲を超過することが
想像され，適応範囲には物理的限界があると考えられる。また，今回使用した非伸縮性テープではコスト面の問題もあり，さら
に課題に対して取り組む必要性を感じた。
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足関節固定ベルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力の比較および身体機
能との関係について

相馬 正之1），村田 伸2），甲斐 義浩2），中江 秀幸1），佐藤 洋介1），太田尾 浩3），村田 潤4）

1）東北福祉大学健康科学部，2）京都橘大学健康科学部，3）西九州大学リハビリテーション学科，
4）長崎大学大学院医歯薬総合研究科

key words 足趾把持力・足趾圧迫力・身体機能

【はじめに，目的】

足趾・足底機能は，足底が唯一の接地面となることから，重要性が指摘され，類似した筋により発揮されると推測される足趾把
持力と足趾圧迫力に関する報告が散見される。しかし，どちらが，より身体機能を反映するかは十分に検討されていない。さら
に測定機器は，足趾把持力では既製品もあるが独自に製作し報告も多く，足趾圧迫力では既製品がなく体重計や HHD で代用し
ており，足部のベルト固定の有無にバラツキがある。

本研究では，足関節固定ベルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力を比較し，さらに身体機能との関連性を検討した。

【方法】

対象は，健常成人女性 18 名（平均年齢 20.9±0.5 歳，身長 162.2±6.9cm，体重 53.8±5.1kg）とした。測定項目は，足関節固定ベ
ルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力と身体機能評価として Cross test における前後体重移動比（%RL）・左右体重移動
比（％FB），最大および快適歩行条件下の速度，歩幅，立脚相時間，両脚支持時間，FRT とした。

統計処理は，固定ベルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力の比較を測定要因（足趾把持力，足趾圧迫力）およびベルト要
因（ベルト有，ベルト無）の二元配置分散分析を用いた。また固定ベルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力と身体機能と
の関連をピアソンの相関係数を用い，有意水準 5％ とした。（SPSS ver23.0）。

【結果】足趾把持力は，ベルト有 18.4±4.2kg，ベルト無 11.7±2.3kg であり，足趾圧迫力は，ベルト有 9.8±2.4kg，ベルト無 7.6
±1.1kg であった。二元配置分散分析の結果，測定要因とベルト要因で主効果が認められ（F（1,17）=131.7，p＜0.05），（F（1,17）
=131.7，p＜0.05）｝さらに交互作用が認められた（F（1,17）=67.3，p＜0.05）。単純主効果の検定では，足趾把持力が足趾圧迫力
より高値を示し，足趾把持力と足趾圧迫力ともにベルト有は，ベルト無に比べ有意に高値を示した。

足趾把持力と身体機能の関係は，ベルト有では％FB（r=0.51），最大歩行下の速度（r=0.61），立脚相時間（r=�0.47）との間に有
意な相関関係が認められ，ベルト無しにおいても同様に有意な相関関係が認めた。足趾圧迫力と身体機能の関係は，ベルト有で
はすべての身体機能項目で有意な相関関係が認めなかったが，ベルト無では％FB（r=0.51），％RL（r=0.55），最大歩行下の速度

（r=0.51）との間に有意な相関関係が認められた。

【結論】

本研究からは，足趾把持力の方が足趾圧迫力より高値を示し，さらに足趾把持力，足趾圧迫力ともに足関節固定ベルト有の方が
ベルト固定無しより，高値を示すことが明らかになった。

身体機能との関連性は，足趾把持力では足関節ベルトの有無に関わらず同じ傾向を示した。しかし，足趾圧迫力では足関節固定
ベルトの有無により異なったため，ベルトの有無により身体機能との差が生じない足趾把持力の方が，関連性を示しやすいと考
えられた。
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関節伸展運動におけるオノマトペの影響に対する筋力計を用いた検討

真下 英明

舞鶴赤十字病院

key words オノマトペ・筋出力・音

はじめに

古来よりかけ声や発声により，いつもよりより強い筋力の発揮が可能となることは知られ，日々の生活の中にも潜在的に取り込
まれている。近年ではこの作用をスポーツ分野に持ち込み，より高いパフォーマンスを発揮させることや，運動方法の指導など
に用いられている。リハビリテーションも疾病等により一時的に運動機能が低下した患者へ，運動や動作の再獲得を目指し，筋
力や関節運動の改善，動作の獲得などを指導点でスポーツと類似する点が多く，実際の臨床場面でもオノマトペが利用されてい
るところを多く耳にする。しかし，これまでオノマトペは暗黙知として作用があることは知られていても，実際どのような作用
があるのかについての研究は海外を含めても数少なく，リハビリテーションにおいては散見されない。今回はオノマトペの言語
的作用について検討を行った。

方法

1）膝屈曲運動

被験者は平均年齢 28.6±7.9 歳の健常な男性 10 名（身長：171.3±6.1cm，体重：64.1±8.0kg，BMI：21.8±1.7kg/m2）であった。
筋力測定機器は，アイソフォース GT�360（OG 技研株式会社製）を用いた。運動課題は，膝屈曲と肘伸展における等尺性運動
とした。膝屈曲運動時のオノマトペは，「ピン」と曲げる動きを連想させる「グイ」とした。

2）肘伸展運動

被験者は平均年齢 27.4±4.7 歳の健常な男性 10 名（身長：171.6±5.6cm，体重：65.6±8.5kg，BMI：22.2±1.9kg/m2）であった。
筋力測定機器は，ミュータス F1（アニマ株式会社製）を用いた。運動課題は，「ピン」と「ギュ」を用いた。

両実験ともに，2 つのオノマトペの他にオノマトペ無しで運動を行ってもらう 3 パターンをランダムに指示し，各 3 回計測とな
るようにした。データはトルク体重比 kgF/kg）として算出し比較をおこなった。分析は，Student の T 検定を用い検討し，有
意水準を 5% 未満と設定した。

運動指示の音声出力は，被験者から 1.5m 離れた場所から検者 3 名に口頭にて“膝または肘”を“伸ばすまたは曲げる”の指示
を各 3 回行ってもらい，その音量を iphone6 の音量計アプリ（Decibel 10th）を用いて計測しその平均値を求め，事前にパソコ
ンに準備したオノマトペ有り無しの音声をスピーカー（SONY 製 SRS�X11：最大出力 10W）から平均値と同じ距離と音量

（Decibel 10thで計測）で出力した。検者 3 名の口頭指示音量は平均 80W であった

結果

筋力計測の結果からは，膝屈曲時には「ピン」のオノマトペが最小（p=.014）となり，肘伸展では最大（p=.0004）となった。
オノマトペ無しは，どちらの実験においても中間の出力であった。

結論

今回の実験から，オノマトペが音としてのみ運動に作用しているのでは無く，運動の方法にも影響を持つ可能性が示唆された。
オノマトペは音声とは違う言語的な意味合いによって，より運動の方向を限定的にし，かつ機能を向上させる効果があると考え
る。
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女性高齢者におけるカーフレイズ反復テストの妥当性の検討

森永 亘1），中野 慎也1），中島 研一1），多賀谷伸一1），真海 友里1），長尾 洸一1），姪原 優華1），
八谷 瑞紀2），南島 広治1）

1）南島整形外科，2）西九州大学

key words カーフレイズ反復テスト・身体機能・女性高齢者

【はじめに，目的】

カーフレイズは，足関節底屈筋群の筋力増強を目的に用いられるエクササイズであり，我々も臨床において多用している。しか
し，活動性の低い高齢者に対しカーフレイズを行う際，十分に反復動作を行えない症例を多く経験する。先行研究では，足関節
底屈筋力と身体機能との関連が報告されている。また，足関節底屈筋力は，高齢者の立位姿勢保持や平衡機能と関連があるとさ
れている。そこで我々は，新たな身体機能の評価法として，カーフレイズ反復テストを考案した。本研究の目的は，女性高齢者
を対象にカーフレイズ反復テストと身体機能との関連におけるテストの妥当性を検討することとした。

【方法】

対象は，地域在住の女性高齢者 38 名（平均年齢 77.5±6.0 歳）。なお，認知機能の低下，疼痛が強い者は対象から除外した。身
体機能測定は，カーフレイズ反復テスト，握力，30 秒椅子立ち上がりテスト（CS�30），開眼片脚立位，Timed Up ＆ Go Test

（TUG），6m 歩行時間を実施した。また，下腿最大周径の測定も行った。カーフレイズ反復テストの測定肢位は，目線を正面に
向け，立位で両足部を腰幅に開き，つま先を自然な方向へ向け，膝関節伸展位とした。その際，転倒予防のため両側の示指を支
持物の上に置いて実施した。測定方法は，素足で両側足底接地状態から足関節最大底屈位まで踵部を挙上し，元の状態へ戻す動
作を 30 秒間でできるだけ多く繰り返すように指示した。握力は，左右 2 回ずつ実施し最大値を採用した。CS�30 は，30 秒間で
何回立ち上がり動作が行えるかを測定した。開眼片脚立位は，2 回測定を行い最大値を採用した。TUG は，3m 先の目印を回っ
て再び椅子に座るまでの時間を最大速度で測定した。6m 歩行時間は，スタートからゴール地点（11m）に目印を設置し，測定
区間の始まり（3m 地点）と測定区間の終わり（9m 地点）までの 6m の歩行時間を最大速度で測定した。下腿最大周径は，最大
膨隆部を左右測定し，最大値を採用した。統計処理は，カーフレイズ反復テストの回数とその他の身体機能の測定値との関連を
スピアマンの順位相関係数を用いて検討した。なお，統計分析には SPSS22.0（IBM 社製）を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

カーフレイズ反復テストと有意な相関が認められたのは，握力（ρ=0.54，p＜0.01），CS�30（ρ=0.73，p＜0.01），開眼片脚立位
（ρ=0.54，p＜0.01），TUG（ρ=�0.65，p＜0.01），6m 歩行時間（ρ=�0.63，p＜0.01），下腿最大周径（ρ=0.53，p＜0.01）であった。

【結論】

本研究の結果，女性高齢者においてカーフレイズ反復テストが身体機能と関連することが明らかとなった。また，カーフレイズ
反復テストは相関係数が強い順に，CS�30，TUG，6m 歩行時間，開眼片脚立位，握力，下腿最大周径と有意な関連が認められ
た。以上から，カーフレイズ反復テストは女性高齢者の身体機能を反映する評価法であることが示唆された。
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P-KS-41-1

足踏み時の術側下肢荷重率は歩行練習の歩行補助具を選択するための指標とな
る

黒部 恭史1,2），飯田 祥吾1），牛山 直子1,2），横山 慶一1），小林 雄太1），百瀬 公人3）

1）富士見高原医療福祉センター富士見高原病院，2）信州大学大学院医学系研究科，
3）信州大学医学部保健学科

key words 足踏み動作・荷重率・歩行補助具

【はじめに，目的】

下肢術後患者の理学療法では，廃用性の筋力低下や骨萎縮の予防のためにできる限り早期の段階で可能な限り荷重を行う必要
がある。一方で，下肢術後患者は疼痛があるため術後早期から全荷重をかけることが難しい場合が多い。そのため，術後歩行練
習では患者が荷重できる荷重率に合わせて適切に歩行補助具を選択する必要がある。一般的に，下肢荷重率は市販の体重計を用
いて静的な立位で測定することが多い。近年，動的な足踏み動作の荷重量を測定する機器が普及し始めている。しかし，使用し
ている歩行補助具の種類により動的条件で測定された荷重率が異なるかはまだ明らかではない。そこで，本研究の目的は歩行補
助具の種類により荷重率が異なるかを明らかにすることである。

【方法】

対象は当院整形外科下肢術後患者で，主治医から全荷重の許可を得たものとした。除外基準は測定が適切に行えないもの，受傷
前に歩行をしていないものとした。評価項目は術側下肢荷重率と理学療法中に使用している歩行補助具の種類とした。荷重量の
測定は，重心動揺計を使用した。荷重量を測定する動作は歩行器内での足踏みとした。足踏み中はできる限り歩行器を把持しな
いように説明し，歩行器を把持しなくても足踏みが行えるものは歩行器を把持しないで足踏みを行った。足踏みは連続 14 回と
した。新しい歩行補助具での歩行練習を開始した日のデータを得るために，理学療法開始前に毎日測定を行った。今回対象とし
た歩行補助具の種類は，車輪付き歩行器，1 本杖，歩行補助具なしの 3 種類とした。解析対象は足踏みの開始から 4 回を除いた
術側下肢の 5 回とした。荷重量を体重で除した値を荷重率として算出し，術側下肢の最大値を術側最大荷重率とした。統計解析
は Shapiro�wilk 検定にて正規性を確認した後に，一元配置分散分析を用い各歩行補助具使用開始時の術側最大荷重率の比較を
行った。なお有意水準は 5％ とした。

【結果】

対象は人工膝関節全置換術後 5 名，大腿骨頸部骨折骨接合術後 6 名，人工骨頭置換術後 3 名，足関節テンションワイアリング術
後 1 名の計 15 名であった。対象の平均年齢は 79 歳，改訂長谷川式簡易知能評価スケールの平均は 24 点であった。全対象がす
べての歩行補助具の種類を経験しなかったため，理学療法中に各歩行補助具を使用した人数は車輪付き歩行器が 6 名，1 本杖が
8 名，歩行補助具なしが 9 名であった。各歩行補助具使用開始時の術側最大荷重率は，車輪付き歩行器が 69.8±5.1%，1 本杖が
83.3±9.9%，歩行補助具なしが 104.5±3.6% であり，すべての歩行補助具間で有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

補助具使用開始時の術側最大荷重率は歩行補助具の種類により異なることが明らかとなった。このことから足踏み時の術側最
大荷重率は，歩行補助具を選択する指標になりえると考えられる。今後は各歩行補助具間のカットオフ値と尤度比を求める必要
がある。
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P-KS-41-2

歩行速度が制限される等尺性膝伸展筋力水準
Hand�Held Dynamometer 測定値での検討

加嶋 憲作1），津田 泰路2），河邑 貢2），大菊 覚2），横畠 和宏1），安井 正顕1），山﨑 裕司3）

1）高知医療センターリハビリテーション科，
2）独立行政法人国立病院機構高知病院リハビリテーション科，
3）高知リハビリテーション学院理学療法学科

key words 歩行速度・等尺性膝伸展筋力・Hand�Held Dynamometer

【はじめに，目的】

下肢筋力と歩行速度の間には密接な関連がある。Buchner（1992）らは，下肢筋力と歩行速度の関連は直線的ではなく，ある閾
値を境として変化するモデルがより適合することを報告した。同様に，山崎（1998）らは一定の膝伸展筋力水準を下回る場合に，
歩行速度が低下し始めることを報告した。しかし，先行研究の多くは高価で持ち運びが不可能な筋力測定器を用いており，先行
研究のデータを活用できる場面は限られている。歩行速度が制限される筋力域が明らかとなれば，それが筋力低下によるもの
か，それ以外の要因によって引き起こされる問題なのかを判別できる。本研究の目的は，比較的安価で，操作性が簡便な Hand�
Held Dynamometer を用いて等尺性膝伸展筋力を測定し，筋力が歩行速度，歩幅，歩行率に与える影響について検討することで
ある。

【方法】

対象は，高齢入院患者 222 名（男性 116 名，女性 106 名，平均年齢 77.9±7.4 歳）である。等尺性膝伸展筋力測定はアニマ社製
μ�TasF�01 を用い，加藤らの方法に準じて実施した。左右脚の平均筋力を体重で除した値を等尺性膝伸展筋力（kgf/kg）とした。
最大歩行速度（m/sec），歩幅（cm），歩行率（step/min）は，10m 歩行テストにて算出した。対象者を等尺性膝伸展筋力により，
0.20kgf/kg 未満群，0.30kgf/kg 未満群（0.20�0.29kgf/kg），0.40kgf/kg 未満群（0.30�0.39kgf/kg），0.50kgf/kg 未満群（0.40�0.49
kgf/kg），0.60kgf/kg 未満群（0.50�0.59kgf/kg），0.60kgf/kg 以上群の 6 群に区分し，各筋力区分における最大歩行速度，歩幅，
歩行率の平均値を算出した。統計学的解析には，一元配置分散分析及び Steel�Dwass 法を用いた。いずれも危険率 5% 未満を有
意水準とした。

【結果】

0.20kgf/kg 未満群，0.30kgf/kg 未満群，0.40kgf/kg 未満群，0.50kgf/kg 未満群，0.60kgf/kg 未満群，0.60kgf/kg 以上群の順に，
最大歩行速度は，0.44±0.13m/sec，0.64±0.25m/sec，0.97±0.29m/sec，1.26±0.35m/sec，1.51±0.26m/sec，1.61±0.25m/sec
であった。歩幅は，25.6±7.1cm，35.5±11.6cm，47.3±13.2cm，56.7±12.7cm，65.4±9.0cm，67.0±5.6cm であった。それぞれ 0.60
kgf/kg 未満群と 0.60kgf/kg 以上群の間を除く全ての群間で有意差が認められた（p＜0.05）。歩行率は同様の順に，103.9±16.8
step/min，107.4±21.0step/min，123.1±20.0step/min，132.1±17.8step/min，139.1±18.0step/min，142.8±17.7step/min であっ
た。0.50kgf/kg 未満群，0.60kgf/kg 未満群，0.60kgf/kg 以上群の 3 群間及び 0.40kgf/kg 未満群と 0.50kgf/kg 未満群，0.20kgf/
kg 未満群と 0.30kgf/kg 未満群の間を除く群間で有意差が認められた（p＜0.05）。

【結論】

等尺性膝伸展筋力 0.50kgf/kg を上回る場合，筋力の多寡は歩行速度，歩幅，歩行率に影響を与えないものと考えられた。一方，
0.50kgf/kg を下回る場合，筋力低下にしたがって，歩行速度，歩幅，歩行率は減少した。等尺性膝伸展筋力が歩行に与える影響
は，筋力水準によって異なることが明らかとなった。
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P-KS-41-3

体幹・下肢筋機能の基準値と歩行能力の関連について

菊本 東陽，田口 孝行，星 文彦

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 筋機能・基準値・歩行能力

【はじめに，目的】

我々の徒手筋力計（hand held dynamometer：HHD）を使用した筋機能（筋力，筋の均衡値：伸展筋力/屈曲筋力比，E/F 比）に
関する研究の課題として，筋機能の年代ごとの推移と男女別の基準値は未確立であること，筋機能と歩行能力との関連は不明確
なことが挙げられた。本研究の目的は，HHD を使用した体幹・下肢の筋力測定と歩行能力測定を実施し，①20 歳代，60 歳代，
70 歳代の健常者の筋機能の男女別基準値とその特性，②筋機能と歩行能力との関連を検討することである。

【方法】

対象は，下肢および体幹機能に影響をおよぼす運動器障害や脳血管障害の既往のない健常若年者 39 名（男性 19 名，女性 20
名，平均年齢 22.4±0.9 歳），60 歳以上の健常高齢者 35 名（男性 6 名，女性 29 名，平均年齢 70.1±4.4 歳）とした。

測定項目は，①身体計測：身長，体重，②筋力測定：測定機器には徒手筋力計（HHD：酒井医療製モービィ MT�100），固定・
牽引用ベルト（同プルセンサー）を使用した。被験筋は体幹伸展筋群，体幹屈曲筋群，右側の膝関節伸展筋群，膝関節屈曲筋群
の 4 筋群とした。測定肢位は，いずれの測定も端座位で体幹中間位，股関節，膝関節屈曲 90̊ とした。測定は等尺性最大収縮に
て各 3 回実施した。データ解析には，得られた 3 回のうち最大値を体重で除した値（N/kg），E/F 比を求めた。③歩行能力測定：
10m 最大歩行速度試験を実施した。測定は前後に 3m の助走路を設けた 10m の歩行路をできるだけ速く歩く課題を実施し，歩
行速度を求めた。

本研究にて得られた数値は，平均値±標準偏差で表した。体幹・下肢筋力，E/F の年代別の差の検定に一元配置分散分析，筋機
能と歩行能力の関連の検定には，Peason の相関係数を求めた。いずれも有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

（1）男女別の体幹・下肢筋力と筋の均衡値

参考までに 20 歳代の健常者の体幹筋機能（体幹伸展筋力・体幹屈曲筋力・E/F 比），右下肢筋機能（膝関節伸展筋力・膝関節屈
曲筋力・E/F 比）を以下に示す。なお，前年度までに得られたデータに今回のデータを追加した。

20 歳代男性（n=55）：4.2±1.1・3.9±0.7・1.3±0.3，9.5±2.7・5.2±1.1，1.9±0.5，20 歳代女性（n=76）：3.2±0.9・3.9±1.2，1.4
±0.3，5.7±1.4・4.0±0.7・1.4±0.3

（2）年代間の筋力特性

体幹屈曲筋力・下肢伸展筋力では，20 歳代と 60 歳代，70 歳代間に有意差を認めた（p＜.01）。下肢屈曲筋力では，各群間に有意
差を認めた（p＜.01）。体幹 E/F では，20 歳代と 60 歳代間，60 歳代と 70 歳代間に有意差を認めた（p＜.01）。

（3）体幹・下肢筋力と歩行能力との関連

平均歩行速度は（m/s），若年者 2.9±0.4，高齢者 2.1±0.3 であった。筋力と歩行能力との関連は，若年者の体幹屈曲筋力を除き，
若年者，高齢者ともに各筋力と歩行能力の間に有意な相関を認めた。

【結論】

本研究による知見は，徒手筋力計を使用した下肢・体幹筋力測定の一指標となることが示唆された。
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P-KS-41-4

歩行動態の変動性指標は運動介入後の歩行状態の変化を捉えることはできるのか？
介護予防教室に参加した地域在住高齢者を対象とした縦断的検討

井上 優1,2），倉地 洋輔3），柳原 順子4），鈴木 美穂4），原田 和宏2,5）

1）社会医療法人全仁会倉敷平成病院，2）吉備国際大学保健福祉研究所，3）からだ康房，
4）町田市堺第2高齢者支援センター，5）吉備国際大学大学院保健科学研究科

key words 歩行分析・歩行変動・地域在住高齢者

【はじめに，目的】

近年，測定の自由度が高く経済性に優れる加速度計を用いた歩行解析が注目されている。我々は脳卒中患者や一般高齢者を対象
に歩行中の体幹加速度を基に Root mean square（RMS），Power spectrum entropy（PSEn）を算出し横断的に検討した結果，
これらの指標の変動性は転倒リスクを反映する歩行動態指標であることを報告した。しかしながらその結果は，一時点における
転倒リスク評価としての有用性が示唆されたに留まっており，運動介入により生じた歩行状態の変化を，縦断的に捉えることが
可能であるのかは明らかではない。そこで本研究では，介護予防教室に参加した地域在住高齢者を対象に，教室参加前後の体幹
加速度解析に基づく歩行動態指標の変動性の変化について検討することを目的とした。

【方法】

対象は東京都 A 市において開催された介護予防教室に参加した地域在住高齢者 12 名とした。そのうち最終評価結果に欠損のな
い 8 名を分析対象とした。教室は週 1 回（全 10 回）開催され，理学療法士と運動指導員が柔軟体操，筋力トレーニング，スク
エアステップエクササイズなどを指導した。歩行能力は Timed up and go test（TUG），5m 歩行テストにより評価し，TUG
と 5m 歩行は単一課題条件に加えて，計算課題を課した二重課題条件の 2 条件で測定を行った。5m 歩行テストの際に ATR�Pro-
motions 社製小型無線多機能センサー TSND121 を第 3 腰椎棘突起部に固定し，サンプリング周波数 200Hz にて体幹加速度を記
録した。記録波形は Mathworks 社製数値演算ソフト MATLAB2012 を用い前処理を行った後，heel contact（HC）により生じ
た波形から，定常歩行中の歩行周期を同定し解析対象とした。標準化された各歩行周期データを 7 つの区間に分割し，各区間の
加速度鉛直成分において加速度の大きさを表す RMS，歩行円滑性を表す PSEn を算出した。得られた 5 歩行周期分のデータを
用いて各区間の変動係数（Coefficient of variation：CV）を算出した。統計解析には IBM SPSS statistics ver.21 を使用し，正規
性の検定結果に基づき Wilcoxon 検定により各項目の前後比較を行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

Wilcoxon 検定の結果，単一課題条件下の TUG と 5m 歩行速度に有意な改善を認め，二重課題条件には有意な変化を認めなかっ
た。また PSEn の HC 期 CV 値は単一課題条件，二重課題条件ともに有意に減少した。その他の区間と RMS の CV 値には有意
な変化を認めなかった。

【結論】

体幹加速度波形から算出した歩行円滑性を表す PSEn の変動性は，歩行速度の変化には表れない歩行状態の変化を捉えること
が可能であることが示唆された。しかしながら本研究結果は少数例を対象に得られたものであり，大規模データによる継続的な
検討が必要である。
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P-KS-41-5

地域在住女性高齢者における 50mラウンド歩行テストと身体機能との関連

八谷 瑞紀1），村田 伸2），大田尾 浩1），溝田 勝彦1），久保 温子1），古後 晴基1），田中 真一1），
満丸 望1），上城 憲司1），浅見 豊子3）

1）西九州大学，2）京都橘大学，3）佐賀大学

key words 50mラウンド歩行テスト・地域在住高齢者・身体機能

【はじめに，目的】我々は，高齢者の歩行能力を評価する方法として 50m ラウンド歩行テスト（50m�RWT）を開発した。これ
まで評価方法の妥当性および信頼性について日本理学療法学術大会において報告した（2014，2015 年）。しかし，50m�RWT
に独立して影響を及ぼす要因は明らかになっていない。そこで本研究は，50m�RWT と身体機能と関連を明らかにすることを目
的とした。

【方法】対象は，自治体主催の体力測定会に参加した女性高齢者 74 名（平均年齢 74±5 歳）である。測定項目は，握力，大腿四
頭筋筋力，30 秒椅子立ち上がりテスト（CS�30），Functional reach test（FRT），片足立ちテスト，50m�RWT とした。50m�RWT
は，10m の歩行路間に配置したコーンを 2.5 往復して合計 50m を歩いてもらった。測定は歩行開始から 50m に到達するまでの
所要時間をストップウォッチで測定した。測定方法は，開始前の姿勢は静止立位とし，コーンの横に立つ。対象者には，検査者
の合図で歩き出すこと，目印の外側を往復することを伝え，歩行条件は最速歩行とした。ストップウォッチの操作は，歩行開始
から 40m（2 往復目）までは 10m 毎に区間経過時間の計測を行い，50m 終了時にストップを押す。記録する評価項目は，50m
の所要時間，および 10m 毎の所要時間（ラップ 1 から 5）である。統計学的解析は，50m�RWT と身体機能との関連を見るため
に相関係数を求めた。そして，従属変数を 50m�RWT，独立変数を握力，大腿四頭筋筋力，CS�30，FRT，片足立ちテストとし
た重回帰分析の Stepwise 法を用いて，50m�RWT に影響を及ぼす因子を抽出した。なお，統計解析には SPSS22.0（IBM 社）を
用い有意水準は 5% とした。

【結果】50m�RWT と有意な相関を認めたのは，CS�30（r=�0.54，p＜0.01），FRT（r=�0.25，p＜0.05），片足立ちテスト（r=�0.42，
p＜0.01）であった。握力と大腿四頭筋筋力は有意な相関を認めなかった。Stepwise 法による重回帰分析の結果，50m�RWT
に影響を及ぼす要因は，CS�30（β=�0.44，p＜0.01）と片足立ちテスト（β=�0.24，p＜0.05）が抽出された（R2=0.34，p＜0.01）。

【結論】本研究では，健常な女性高齢者を対象に 50m�RWT に影響を及ぼすことが考えられる，握力，大腿四頭筋筋力，CS�30，
FRT，片足立ちテストを測定し関連を検討した。重回帰分析の結果より，CS�30 と片足立ちテストが 50m�RWT に独立して影
響を及ぼす因子として抽出された。CS�30 は回数が多いほど，片足立ちは保持時間が長いほどに 50m�RWT が速くなるという関
係が認められた。
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P-KS-42-1

各足趾底面の表在感覚の違い，及び足趾接地状況との関係

大川 純平

公益財団法人鹿島病院

key words 足趾・表在感覚・足趾接地状況

【はじめに，目的】2005 年以降，わが国は高齢社会に入っている。高齢社会の大きな問題の 1 つとして転倒が挙げられ，介護予
防や医療費の観点からも，「転倒しない高齢者」ということが重要であり，介護予防教室や臨床においても様々な取り組みがな
されている。最近では転倒に対する評価や治療に対して，足趾の役割が注目を浴びている。足趾に関する研究は足趾把持力，足
趾機能と重心動揺との関係，足趾把持力や柔軟性と転倒についての関係などが数多く報告されているが，これらは足趾の「運動
機能」に着目した報告がほとんどである。しかし，足趾を含む足部は唯一地面に接している部分であり，床面から受けた刺激を
中枢へ伝達，そこから再び効果器である足部へと指令が送られ，姿勢の調節とスムーズな運動などにも関与している。この刺激
の入力口である足部には多数のメカノレセプターが存在し，感覚情報の伝達の役割を果たしている。この足趾を含む足部の感覚
機能における先行研究はいくつかの報告があるが，ほとんどが足趾を含む足部の感覚機能についてであり，各足趾の感覚閾値と
接地状況の関係について検証した報告はほとんどみられない。そこで本研究では各足趾の表在感覚閾値及び足趾の接地状況と
表在感覚閾値の関係性を明らかにし，今後高齢者の転倒予防やバランス機能の評価の一つの基礎研究となることを目的とする。

【方法】対象は整形外科疾患，及び神経疾患を有しておらず知覚に異常の無い健常成人 63 名（男性 35 例，女性 28 例），平均年
齢（mean±SD）は 24.4±2.8 歳とした。表在感覚の測定には，モノフィラメント知覚テスターを使用し，計測部位を利き足の各
足趾の中央部とした。足趾接地の測定には Pedoscope を使用した。得られた画像から各足趾の足底面を対象に，「接地群」と

「非接地群」の 2 群に分類した。

統計処理として，各足趾の表在感覚閾値に対し，Kruskal�Wallis 検定を行った。その後得られた結果を基に多重比較検定（Scheffe
法）を行った。足趾の接地群・非接地群との関連性を Mann�Whitney U 検定を行った。統計解析ソフトには，JSTAT for Win-
dows を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】各足趾間における感覚感度について第 1 趾と第 3 趾，第 1 趾と第 4 趾にのみ有意差を認め，第 1 趾の方が感覚感度が高
値を示した。また，各足趾の接地状況においては，第 3 趾の接地群・非接地群にのみ有意差を認め，非接地群の方が感覚感度が
高値を示した。

【結論】第 1 趾は接地群，非接地群に関わらず歩行時において荷重をかけている可能性が示唆された。また，非接地群では床面
からの刺激量減少によりメカノレセプターの機能低下が生じ，感覚閾値が高値を示す可能性が示唆され，各足趾及び足趾接地状
況における感覚機能の評価は高齢者の転倒予防対する評価として重要になってくると考える。
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P-KS-42-2

Timed Up and Go テストにおける履物条件の影響

工藤 友治1），垣内 健佑1），土岐 洋平1），大場 靖子1），池田亜利紗1），太田 夢未1），山口 和希1），
明比 健太1），早川 翔一1），丹後 晴菜1），中野 遥貴1），菊地 康希1），細谷 志帆2），佐藤洋一郎2），春名 弘一2）

1）IMSグループ医療法人社団明生会イムス札幌内科リハビリテーション病院，2）北海道科学大学

key words 履物条件・Timed Up and Goテスト・妥当性

【はじめに，目的】

Timed Up and Go テスト（以下，TUG）は，臨床上で動的バランスの評価指標として頻繁に用いられる。また，その測定の簡便
さから訪問リハビリテーションや介護予防事業における運動機能評価の一つとして利用されている。訪問リハビリテーション
や介護予防事業における運動機能評価の際には，履物は靴ではなく靴下であることが多い。さらに，積雪寒冷地では，冬期間，
習慣的に靴下の上に毛糸で編まれた靴下カバーを着用（以下，多重着用）している高齢者が多い。このため，夏季と冬季で履物
条件が異なる状況で TUG が測定されていることが見受けられ，経時的な測定結果の解釈の妥当性に疑問がある。しかし，TUG
の測定法に履物条件の違いによる報告はない。そこで，本研究は，履物条件が TUG の結果に影響を及ぼすかを検討することを
目的に，時間および歩数を測定した。

【方法】

対象は健常若年者 35 名（平均年齢 25.4±2.8 歳）とし，平均の身長と体重はそれぞれ 164.7±8.0 cm と 59.7±11.5 kg であった。
TUG を裸足，靴下および多重着用の 3 条件で行い，時間と歩数を測定した。床面の素材はフローリングとした。3 条件の順番を
ランダムに，1 条件につき各 5 回試行した。各試行は，歩行路に対して側面に設置されたデジタルビデオカメラによって撮影さ
れた。対象者には，背もたれに設置した光式シンクロナイザーのスイッチを押して座るよう指示した。光式シンクロナイザーは，
スイッチを押すと点灯する設定とし，各試行における時間は，光式シンクロナイザーの信号の消灯から点灯までとした。条件間
による時間および歩数の統計学的分析は SPSS ver.20 を用い，繰り返しのある一元配置分散分析を適用した。統計学的有意水準
は 5％ 未満とした。

【結果】

TUG の時間は，裸足，靴下および多重着用の順で 6.1±0.7 秒，6.2±0.7 秒および 6.4±0.6 秒で，裸足と多重着用間，靴下と多重
着用間で有意な差を認めた（p＜0.01）。歩数は，同様の順番で 11.7±1.9 歩，12.3±2.0 歩および 12.8±1.9 歩で，すべての条件間
で有意な差を認めた（裸足と靴下間および靴下と多重着用間：p＜0.05，裸足と多重着用間：p＜0.01）。

【結論】

履物が増えるにしたがって TUG の時間と歩数が増加したことから，TUG の時間増加は，歩数の増加に起因していると考えられ
た。また，履物の条件が TUG の結果に影響を及ぼすと考えられ，積雪寒冷地における夏季と冬季の TUG の結果の解釈には，
身体機能および身体能力以外に履物にも考慮する必要がある。そのため，夏季と冬季で履物を揃えて測定する，あるいは高齢者
の生活場面に即した履物を着用して測定するなど目的に応じて履物条件を統一する必要があると示唆された。
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P-KS-42-3

脊椎圧迫骨折患者における 2分間歩行試験の信頼性および妥当性の検証

横原 暢人，鈴木 健規，森島 優

十全記念病院

key words 脊椎圧迫骨折・2分間歩行試験・6分間歩行試験

【はじめに，目的】

脊椎圧迫骨折は骨粗鬆症に起因し発生頻度が高い骨折である。脊椎圧迫骨折を受傷することで移動及び日常生活動作能力が低
下してしまう症例が散見される。そのため，移動能力の評価及び再獲得が重要である。

移動能力の評価方法の一つに，6 分間歩行試験（以下，6MWT）と 2 分間歩行試験（以下，2MWT）がある。6MWT は様々な
疾患に対して信頼性や妥当性が検証されている。一方で，評価時間が長く患者に負担のかかる評価方法となっている可能性があ
る。

2MWT は 6MWT の実施時間を短縮した移動能力の評価方法である。Leung らは，慢性閉塞性肺疾患患者における 2MWT は良
好な検者内信頼性を示し，2MD は 6MD と有意な相関を認めたことを報告している。しかし，脊椎圧迫骨折患者における 2MWT
の信頼性および妥当性は不明である。本研究の目的は，脊椎圧迫骨折患者における 2MWT の信頼性と妥当性を検証することで
ある。

【方法】

対象は，当院に入院中の脊椎圧迫骨折患者 10 名であり歩行補助具の使用を問わず自立歩行が可能な者とした。著しい認知機能
障害や既往に神経筋疾患，脳血管障害を持つ者は除外した。

測定期間は三日間設けた。一日目と二日目は 2MWT を実施，三日目に 6MWT を実施した。6MWT はアメリカ胸部疾患学会の
報告に準じて，経験年数 4 年目の理学療法士が実施した。2MWT も同一の検者が実施した。それぞれの歩行試験の前後には修
正 Borg scale を用い，呼吸困難感と下肢疲労感を記録した。また，パルスオキシメーターで脈拍数，経皮的酸素飽和度を記録し
た。被験者には，直線 20m を時間内でできる限り往復するように指示し，2 分間歩行距離（以下，2MD）および 6 分間歩行距離

（以下，6MD）を測定した。

統計学的解析は，2MWT の検者内信頼性として，2 施行間の 2MD で級内相関係数（以下 ICC）ICC（1,1）を算出した。また，
2MWT の妥当性を検証するため，二日目の 2MD と 6MD の Peason の積率相関係数を求めた。有意水準は危険率 5％ 未満とし
た。

【結果】

被験者特性は，年齢は 84±7.3 歳，男性 2 名，女性 8 名であった。受傷部位は，腰椎 6 名，胸椎 3 名，胸腰椎 1 名だった。受傷
後から測定を開始するまでの期間は 37.6±15.8 病日，Barthel Index は 87.5±11.37 点であった。移動手段は独歩とロレーターが
3 名ずつ，杖と歩行器が 2 名ずつであった。

6MWT と 2MWT の結果は，6MD が 243.9±124.7m，1 回目の 2MD が 82.2±44.7m，2 回目の 2MD が 83.4±41.0m であった。同
一検者における 2MD，2 施行での ICC（1，1）は，0.98 だった。また，2MD と 6MD の間に有意な相関を認めた（r=0.95，P
=0.0004）。

【結論】

本研究の限界として，2MWT の妥当性の検証は，6MWT に限られており，妥当性の検証は不十分である。また，絶対信頼性の
検証はなされていない。従って，今後はさらなる妥当性と絶対信頼性の検証をする必要がある。
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P-KS-42-4

ノルディックウォーキングの歩行スタイルの違いによる運動負荷量の比較

吉村 洋輔1），河本 拓也2），小野 晃路3），大坂 裕1），伊藤 智崇1），伊勢 眞樹1,4）

1）川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科，
2）川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科（学部生），
3）しげい病院リハビリテーション部，4）倉敷中央病院リハビリテーション科

key words ノルディックウォーキング・歩行・酸素摂取量

【はじめに，目的】近年では理学療法の分野においてもノルディックウォーキング（以下，NW）が注目され活用されはじめてい
る。しかし，NW には 2 種類の歩行スタイルがある事はあまり知られていない。主に杖の突き方の違いから defensive style（以
下，DS）と aggressive style（以下，AS）の 2 種類に区別されるが，その歩行スタイルによって運動負荷・効果は異なる事が
NW の指導経験から予想される。DS と AS の歩行をある一定以上行った際の呼気ガスデータを示した研究も見当たらない。今
回，NW の代表的歩行スタイルである DS と AS の酸素摂取量や二酸化炭素排出量を比較した。

【方法】対象は健常人 14 名（年齢 20.5±0.5 歳，体重 57.1±7.7kg）とした。課題動作は通常歩行と DS と AS とし，被験者全員に
通常歩行を，その後ランダムに選択した 7 名に DS を，残り 7 名に AS の歩行を行ってもらった。通常歩行の後の NW の計測は
十分な休憩を入れるために，最低でも 1 日あけて行った。通常歩行と各 style の NW で 40m を歩行し，その内，中間の 30m
の歩行速度を計測した。その後，トレッドミル（ダブルベルトトレッドミル，ベルテックジャパン）を用いて 10 分間の歩行を
行い（6km/h），その時の酸素摂取量と二酸化炭素排出量を呼気ガス分析装置（呼吸代謝測定装置，チェスト・エム社製）を用
いて計測した。歩行開始時，5 分後，10 分後の計測値を取り，通常歩行と各 NW style の歩行速度，酸素量，二酸化炭素量をそ
れぞれ比較した。酸素量と二酸化炭素量については体重で除した値で比較をし，その比較には対応のある t�検定を実施した。統
計解析には SPSS Statistics 22.0 を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】歩行速度の結果は通常歩行 5.0km/h，DS4.7km/h，AS4.7km/h であった。通常歩行の酸素量（ml/min）は 0 分，5 分，
10 分時点でそれぞれ 594.7，700.6，695.1，DS でそれぞれ 556.4，736.9，724.1，AS でそれぞれ 589.4，826.1，761.4 であった。通
常歩行の二酸化炭素量（ml/min）は 0 分，5 分，10 分時点でそれぞれ 452.4，600.1，609.9，DS でそれぞれ 448.4，652.6，672.9，
AS でそれぞれ 480.6，755.1，694.7 であった。酸素濃度を体重で除した値（mL/kg・min）は通常歩行でそれぞれ 1028.2，1220.9，
1203.3，DS でそれぞれ 983.5，1322.0，1303.1，AS でそれぞれ 995.0，1390.0，1276.4 であった。二酸化炭素量を体重で除した値

（mL/kg・min）は通常歩行でそれぞれ 782.2，1049.5，1055.4，DS でそれぞれ 796.6，1180.1，1217.2，AS でそれぞれ 801.8，1283.1，
1174.0 であった。

【結論】NW の代表的な 2 style の歩行形式の運動負荷量を計測し，比較することができた。この歩行動作の負荷量の違いを活用
して，歩行訓練等の様々な臨床場面で活用していきたい。
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P-KS-42-5

筋硬結模型を用いた練習による触診技術の向上

磯貝 香1,2），岡本 正吾2），野田明日香1），松澤あゆ美1），山田 陽滋2）

1）常葉大学，2）名古屋大学

key words 筋硬結・触診・練習

【はじめに，目的】

筋触診技術教育を目的とした練習用模型（筋硬結触診シミュレータ）を開発した。このシミュレータは，皮膚皮下組織モデルと
筋モデルからなる 2 層構造をもち，筋モデルの中には筋硬結を模擬した筋硬結モデルを含んでいる。また，皮膚皮下組織モデル
と筋モデルは，生体の臀部の皮膚皮下組織と筋それぞれの厚さと機械的特性を模擬している。また，筋硬結モデルの形と埋める
深さは，臨床家の意見を参考にして決定した。本研究の目的は，我々が開発した筋硬結触診シミュレータを用いて練習すること
による触診技術の向上効果を検証することである。

【方法】

被験者は 21 歳～22 歳の学生 10 人である。10 人の被験者を 5 人ずつの 2 グループに分け，一方を筋硬結触診シミュレータを用
いて練習する群（練習群）とし，もう一方を練習しない群（コントロール群）とした。練習群は，まず，様々な位置と方向に筋
硬結モデルが埋められている筋硬結触診シミュレータと筋硬結モデルが埋められていない筋硬結触診シミュレータを触診し，
筋硬結モデルの有無並びに筋硬結モデルの位置と方向を回答する施行を 20 回行った（セッション 1）。続いて，筋硬結モデルの
位置と方向を見ることができる状態で，筋硬結モデルを触診する練習を 5 分間行った（セッション 2）。その後，セッション 1
と同じ内容を繰り返した（セッション 3）。また，セッション 2 とセッション 3 の直後に練習の影響について自由に感想を述べて
もらった。コントロール群は，セッション 1 とセッション 3 は練習群と同じだが，セッション 2 の練習を行わずに 10 分間の休
憩をとった。また，セッション 3 の直後に全体を通しての感想を自由に述べてもらった。筋硬結モデルがあると回答した全ての
施行において，被験者が示した筋硬結モデルの位置と実際の筋硬結モデルの位置とのずれの距離が 16mm 未満の場合を位置正
答とし，位置正答であった施行のうちズレの角度が 30 度未満の場合を位置角度正答とした。練習群，コントロール群それぞれ
について，セッション 1 とセッション 3 の位置正答率及び位置角度正答率にウィルコクソンの符号付順位和検定を適用した。有
意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

練習群のセッション 1 とセッション 3 の位置正答率は 29.3％ と 69.3％ であり，両者の間に有意差がみられた。他の正答率間に
は有意差がみられなかった。練習群の内観報告では，触察感が分かった，効果的な触り方が分かったなど，練習に対する肯定的
な意見がみられた。

【結論】

我々が開発した筋硬結触診シミュレータを用いて練習することで，筋硬結モデルの位置を同定する技術が向上した。その理由と
して，筋硬結モデルの触察感を知ることが重要であることが示唆された。筋硬結触診シミュレータはヒト殿部組織の厚さと機械
的特性を模擬しているため，実際の筋硬結の触診技術教育に利用できるものと考える。
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P-KS-43-1

情動喚起画像を使用した痛み軽減アプローチの検証
―心拍変動による自律神経機能評価―

前岡 浩，松尾 篤，冷水 誠

畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 痛み軽減・不快感・自律神経機能

【はじめに，目的】

痛みは感覚的，認知的，情動的側面から構成され，その強度や捉え方，嫌悪など様々な要因で変化する。現在，ミラーセラピー
などの認知的側面への治療法は提案されているが，情動的側面へのアプローチは十分検討されていない。我々は過去の情動喚起
画像を用いた研究において，自身の手で「痛み場面」を消去するアプローチによって痛みの閾値，耐性，不快感の改善を報告し
た。しかしながら，このアプローチが情動的および認知的側面のどちらに対する影響が大きいかは検討できなかった。そこで，
情動的側面の評価として自律神経機能評価を加え，本アプローチをさらに検証することを目的とする。

【方法】

健常大学生 60 名を無作為に 20 名ずつ 3 群に割り付けた。痛み刺激部位は左前腕内側部とし，痛み閾値と耐性を痛覚計で測定
後，痛み閾値から痛み刺激強度を設定した。情動喚起画像は，痛み刺激部位に類似した左前腕の傷口を縫合した画像 10 枚を使
用し，痛み刺激と同時に画像をランダムに提示した。その際のアプローチは，画像をそのまま観察するコントロール群，縫合部
など画像内の痛い部位が自動的に消去されるのを観察する自動消去群，自身の右示指で画像内の痛み部位を擦り消去するのを
観察する自己消去群の 3 条件とした。評価項目は，課題前後の痛み閾値と耐性，Visual Analogue Scale にて情動喚起画像，痛み
刺激強度，不快感，画像提示中の痛み刺激に対する強度，不快感を評価した。また同時に心電図を測定し R�R 間隔の周波数解
析から低周波成分/高周波成分の比（LF/HF）を算出し，課題前後の変化を比較した。統計学的分析は，評価項目の課題前後お
よび課題中の変化率を算出し，課題間での各変化率を一元配置分散分析または Kruskal�Wallis 検定にて比較し，有意差が認めら
れた場合は多重比較を実施した。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

痛み閾値と耐性はともに，自己消去群がコントロール群と比較し有意な増加を示した（p＜0.05，p＜0.01）。また，課題中の痛み
刺激に対する強度と不快感について，痛み強度は自己消去群が他の 2 群と比較し有意に低下し（p＜0.01），不快感は自己消去群
が自動消去群と比較し有意に低下した（p＜0.05）。自律神経評価における LF/HF は，自己消去群が自動消去群と比較し有意な
低下を示した（p＜0.05）。

【結論】

本研究のアプローチにより，痛み閾値と耐性の増加，強度と不快感の減少が認められ，さらに課題前後の交感神経活動の減少も
認められた。このことから，自身の手で「痛み場面」を消去する行為は，痛みの情動的側面へ影響を与え，それにより疼痛や不
快感が軽減した可能性が示唆される。
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P-KS-43-2

末梢神経損傷患者への幹細胞を用いた治療におけるリハビリテーション―シス
テマティックレビューによる現状把握―

長井 桃子1），飯島 弘貴2），伊藤 明良2），太治野純一2），中畑 晶博2），喜屋武 弥2），張 ジュエ2），
王 天舒2），青山 朋樹2），黒木 裕士2）

1）京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター，
2）京都大学大学院医学研究科理学療法学講座

key words 末梢神経・再生医療・リハビリテーション

【はじめに，目的】

近年，様々な疾患に対し多能性幹細胞を用いた臨床試験が行われている。神経再生には神経のミエリン鞘とシュワン細胞の補充
が肝要とされ（Zhiwu, 2012），末梢神経損傷動物モデルを用いて，幹細胞や iPS 細胞移植による治療効果を検討した報告は多数
あり，幹細胞を用いた臨床試験も始まっている。また，conduit（人工神経鞘）を断端部に連結させる手法においても，その中に
自家培養細胞を移植する取り組みが行われている。一方，末梢神経損傷に対する介入効果として，運動は神経発芽や再生軸索の
成熟を促進し（Sabatier, 2015），電気刺激は神経再生を促す（Gordon, 2010. Wong, 2015）報告もあり，細胞移植後のリハビリテー
ション介入が神経再生を促す可能性がある。しかし，同疾患患者の再生治療におけるリハビリテーション効果について，現時点
でどこまで明らかになっているか不明な点が多い。本研究の目的は，末梢神経損傷患者に対して conduit や幹細胞を用いた治療
方法と効果を報告した論文を系統的かつ網羅的に収集することに加え，これらの治療方法とリハビリテーションのかかわりに
おける現状を明らかにすることである。

【方法】

研究デザインはシステマティックレビューとし，PRISMA 声明に準じて実施した。検索式には human，peripheral nerve，stem
cell transplantation，nerve regeneration を用い，データベースは PubMed，PEDro，CINAHL，Cochrane library を用いた。2016
年 9 月までに報告された，査読のある英語で記載された論文かつ，ヒトを対象に実施された臨床試験（シングルケースを含む）
を対象として，conduit と細胞移植に関するものを抽出した。内科疾患や遺伝疾患に関するものは除外した。

【結果】

キーワードを用いたデータベースの検索では 1220 件が抽出された。適合基準に合致するものは 16 件（全体数比：1.31%，出版
年：2000～2016）であり，そのうち，リハビリテーションに言及しているものは 7 件（適合論文内比：43.7％，出版年：2000～
2011）だった。うち 6 件が手部に関するものであり，その内容は，手術直後から穏やかに手指屈伸運動を長期に行うものや実施
の記載のみなど，リハビリテーションプログラムの内容や期間について詳細について記したものはなく，統一した見解は得られ
なかった。

【結論】

末梢神経損傷患者に対する再生治療介入の臨床試験数は少なく，リハビリテーション介入に関しても十分に検証されていない
現状が明らかとなった。今後さらに，臨床試験の蓄積と，末梢神経損傷の再生治療におけるリハビリテーション効果に関するエ
ビデンスが求められることが予測される。これらのエビデンスを，基礎的研究を通じて理学療法士が自ら示してくことは，理学
療法介入の重要性を示す一助になると考える。
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P-KS-43-3

めまい患者の客観的身体活動量の検討

仁木 淳一1），浅井 友詞2），森本 浩之1），酒井 成輝1），水谷 武彦1），水谷 陽子1），中山 明峰3）

1）水谷病院リハビリテーション科，2）日本福祉大学健康科学部，3）名古屋市立大学耳鼻咽喉科

key words めまい・身体活動量・前庭リハビリテーション

【はじめに，目的】

我々は第 49 回の本学会にて慢性めまい患者に対する前庭リハビリテーションの効果について報告した。前庭リハは Adapta-
tion，Habituation，Substitution の 3 つの方法を基本とし，日常生活における活動性を高める指導が有効とされている。過去の
報告においてもめまいと活動性に関する報告はされているが，いずれもアンケートなど主観的な評価であり，身体活動量に対す
る客観的分析はされておらず，めまい患者の身体活動量は明らかにされていない。めまい患者の身体活動量を調査することで，
従来の理学療法に加えて，より患者個人の社会的背景を考慮したプログラムの立案が期待できると考える。そこで本研究では，
活動量計を用いてめまい患者と健常者の身体活動量を計測し，活動水準を求めるとともに健常者との違いを検討する。

【方法】

対象は 3 ヶ月以上めまいを訴えている前庭機能低下症 15 名（平均年齢：64.5±17.5 歳）と健常者 15 名（平均年齢：66.7±4.5
歳）とした。身体活動量は ActiSleep+Monitor（ActiGraph 社製）を用いて，計測期間は 1 週間とし，入浴時以外に装着した。
解析方法は Freedson らの方法を用いて身体活動量の程度を，Sedentary Behavior（以下，SB）（座位行動身体活動量），Moder-
ate�to�Vigorous�Intensity Physical Activity（以下，MVPA）（中等度以上身体活動量）で分類した。めまいの障害の評価は，め
まいと日常生活動作に関するアンケート Dizziness Handicap Inventory（以下，DHI）を使用し，0�100 スコアで判定した。統計
処理には，対応のない T 検定により両群間の身体活動量（SB，MVPA）の差を比較し，Wilcoxon 順位和検定にて両群間の DHI
の差を比較した。

【結果】

DHI は前庭機能低下症 44.0（2.0�82.0）点，健常者 0（0�12.0）点と有意差を認めた。身体活動量に関して，前庭機能低下症は SB
405.9±75.1min/day，MVPA 228.3±85.4min/day であった。健常者は SB 352.9±61.1 min/day，MVPA 232.3±73.7min/day で
あった。両群間において SB は有意差を認め，MVPA は有意差が認められなかった。

【結論】

今回，めまい患者は健常者と比較して SB の時間が長いことが明らかになった。めまい患者はめまい発症により，身体活動を制
限し安静な時間を多くとることが考えられる。しかし，MVPA に分類される家事や買い物のような身体活動量に差が生じな
かったことから，一般的な日常生活の身体活動量は健常者と変わりがないことが示唆された。今回の調査では，活動性を高める
ことがめまい症状の改善に関連するかどうかは不明であり，また日常生活で SB，MVPA がどのように変動しているかなどの詳
細も不明である。今後の課題としては，めまい患者の身体活動量が理学療法の介入によりどのように変化していくか，さらに患
者個人の社会的背景が身体活動量にどのような影響を及ぼすかも検討していく必要がある。
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P-KS-43-4

めまい患者における身体活動量が，めまいと身体機能へ及ぼす影響

酒井 成輝1），浅井 友詞2），森本 浩之1），仁木 淳一1），水谷 武彦1），水谷 陽子1），中山 明峰3）

1）水谷病院リハビリテーション科，2）日本福祉大学健康科学部，3）名古屋市立大学耳鼻咽喉科

key words めまい・身体活動量・前庭代償

【はじめに，目的】

我々は 2011 年より慢性めまい患者に対する理学療法を施行し，その効果を示してきた。しかし，めまいに関するアンケート Diz-
ziness Handicap Inventory（以下 DHI）の中で外出に関する項目においては改善が認められていない傾向を示しており，めまい
の改善と外出を含めた身体活動に一定した見解がみられていない。また DHI は主観的な評価であり，身体活動量を客観的に分
析されておらず，実際の身体活動量は明らかにされていない。そこで本研究では，めまい患者の実際の身体活動量を計測し，め
まいと身体機能との関連性について検討した。

【方法】

対象は 3 か月以上めまいを訴えている前庭機能低下症 15 名（平均年齢：64.5±17.5 歳）とした。身体活動量の計測は腕時計型計
測装置 ActiSleep+Monitor（ActiGraph 社製）を用いて，入浴時以外の 1 週間装着した。解析方法は Freedson らの方法を用い
て身体活動量の程度を，Sedentary（SB）と Moderate�to�Vigorous physical activity（MVPA）に分類した。めまいの評価は DHI
を使用し，7 項目の身体的（Physical），9 項目の情緒的（Emotional），9 項目の機能的（Functional）の計 25 項目に加え Physi-
cal と Functional に含まれる外出に関する項目から 8 項目抽出した。身体機能評価としては，片脚立位時間，8 の字歩行時間，
Balancemaster（Neurocom 社製）にて姿勢安定性（4 条件）を測定した。統計解析は SPSS を用いて Pearson の相関係数にて身
体活動量と DHI の Total，Physical，Emotional，Functional，外出の項目，片脚立位時間，8 の字歩行時間，姿勢安定性の相関
を求めた。

【結果】

身体活動量は，Sedentary：405.9±75.1min/day，MVPA：228.3±85.4min/day であった。DHI は Total：44.9±21.2 点，Physi-
cal：16.8±12.2 点，Functional：16.8±8.4 点，Emotional：14.0±8.6 点，外出に関する項目：17.1±7.9 点であった。身体機能評
価は，片脚立位時間：24.0±25.7 秒，8 の字歩行時間：51.4±11.1 秒，姿勢安定性の条件 1：0.3±0.1deg/sec，条件 2：0.5±0.2deg/
sec，条件 3：0.9±0.3deg/sec，条件 4：4.2±1.7deg/sec であった。MVPA と外出に関する項目，姿勢安定性の条件 4 において
有意な負の相関が認められた。その他の身体活動量と他の項目との間に相関は認められなかった。

【結論】

今回，めまい患者における身体活動量の MVPA と外出に関する項目に負の相関が認められた。これは，活動量計による身体活
動量は DHI に反映することが示された。さらに MVPA と姿勢安定性の条件 4 において負の相関が認められた。これは身体活動
量が高いことにより頭部運動が増加し前庭代償を促進したことが示唆された。しかし，今回の活動量の計測に際して装着した部
位が手関節であり，めまい患者が苦手とする頭部運動を計測していない。今後は頭部運動の計測などを行い，より前庭機能を反
映させた日常生活での活動量を検討していく必要がある。
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P-KS-43-5

頸髄症術後患者の巧緻動作後の唾液アミラーゼ活性値に与える影響

北出 一平1），久保田雅史1），山岸 永典1），嶋田誠一郎1），中嶋 秀明2），小久保安朗2）

1）福井大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）福井大学医学部器官制御医学講座整形外科学領域

key words 頸髄症・巧緻動作・唾液アミラーゼ活性値

【はじめに，目的】頸髄症の手指上肢機能の評価は，随意運動能力の的確性や円滑性の評価のみでなく，作業遂行時の動きにく
さで生じる心理的/身体的負担要因の評価も必要と考えられるが見当たらない。ヒトの情動反応に対する指標とされる唾液中の
α�アミラーゼ活性値（AMY 値）は，心理的/身体的負担状態に関連性を持つとされる。本研究は，頸髄症術後患者における巧
緻運動の遂行時間と AMY 値の関連性，そして術後経過における上肢機能や AMY 値を比較検討した。

【方法】手指の巧緻運動障害を有する頸髄症術後患者 12 例（男性 10 例，女性 2 例，62.6±13.8 歳）を対象とした。AMY 値の測
定は，唾液アミラーゼモニター用チップで対象の舌下から唾液を抽出し，酵素分析装置（唾液アミラーゼモニター CM�2.1：NI-
PRO）にて測定した（安静 AMY 値）。次いで STEF の大球つかみ動作（sf01）もしくは小球つまみ動作（sf09）の施行後に AMY
値を測定した。sf01 と sf09 の測定はランダム化し，各 sf 間は 10 分間の休憩をはさんだ。環境設定は，快適温度の無音の個室で
食後から一定時間経過後の測定とした。AMY 測定時期は，術後 2 週と 4 週とした。また，STEF 総点，握力，ピンチ力，Fin-
ger escape sign（FES），および 10 秒テストを評価した。対象には術後 1 週以内から理学療法および作業療法を施行した。sf01
と sf09 の AMY 値から，（各施行後の AMY 値�安静 AMY 値）/安静 AMY 値×100（%AMY 値）を算出した。術後 2 週におけ
る各 sf の%AMY 値の比較および術後 2 週と 4 週の比較は Wilcoxon 検定と paired t�test，各 sf の%AMY 値と所要時間の関連
性は Spearman の順位相関係数を用いて，有意水準は 5% とした。本研究は，2009 年度に福井県理学療法士会の研究助成を受け
たものである。

【結果】術後 2 週の sf09 の%AMY 値と所要時間は sf01 の%AMY 値より有意に高値を示した（p＜0.01）。術後 2 週の両 sf の%
AMY 値と所要時間に有意な正の相関を認めた（r=0.78，p＜0.001）。術後 4 週の STEF 総点，握力，ピンチ力および FES は術
後 2 週より有意に改善していた（p＜0.05）。術後 4 週の sf09 の%AMY 値は，術後 2 週より有意に低く（p＜0.05），sf01 の%AMY
値は低値傾向を示した。各 sf の所要時間と点数は，術後 2 週より術後 4 週で有意に改善を認めた（p＜0.05）。

【結論】巧緻運動障害を呈する頸髄症術後患者は，巧緻性を要する細かな作業課題になるにともない，作業遂行における心理的/
身体的負担を反映するアミラーゼ活性が上昇したと考えられた。また，巧緻運動機能の改善は動作におけるアミラーゼ活性の減
少を認め作業遂行で生じる心理的負担を減少させる可能性が考えられた。
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P-KS-44-1

Box and Block Test の運動イメージが上肢脊髄神経機能の興奮性に及ぼす影響

松原 広幸1,2），野村 真1,2），前田 剛伸1），鈴木 俊明2）

1）医療法人研医会田辺中央病院リハビリテーション科，2）関西医療大学大学院保健医療学研究科

key words F波・イメージ・複合運動

【はじめに，目的】

日常生活では，物を棚に置くなど複合的な動作様式が多い。そのため，運動イメージ課題としても単関節運動だけでなく複合運
動のイメージにおいて脊髄神経機能の興奮性が変化する必要があると考える。Box and Block Test（以下，BBT）とは，手全体
の巧緻性に基づいた評価である。

大脳皮質レベルの研究では，運動イメージを用いて 10m 歩行や BBT などの運動課題を行うことで運動関連領域が賦活すると
報告されている。しかしながら脊髄神経機能の研究では，BBT の運動イメージを用いた報告は見られない。

そこで，本研究では上肢の巧緻性の指標となる BBT を用い，複合運動のイメージが上肢における脊髄神経機能の興奮性に及ぼ
す影響について，F 波を用いて検討した。

【方法】

対象は，右利きの健常者 10 名（平均年齢 27.7±7.8 歳）とした。検査姿勢は椅子座位とし肘関節 90̊ 屈曲位，前腕回外位で机の
上に位置させ手掌が上を向く肢位とした。F 波導出の刺激条件は，強度を最大上刺激（最大 M 波の 120%），頻度は 0.5Hz，持続
時間 0.2ms として，右手関節部正中神経を連続 30 回刺激した。記録条件として探査電極は右母指球の筋腹上，基準電極は右母
指基節骨上に配置した。

BBT の運動イメージは，右手で 1 度にブロック 1 つを母指と示指で把持し，箱の対側に入れた。イメージを行う際，移動する
キューブの数を頭の中で数えながら 1 分間でできるだけ早く多くのキューブを移動するようにイメージした。なお，運動イメー
ジ課題は物品を見ながら行い，1 人称イメージを用いた。

測定方法は，まず安静時の F 波を測定し，続いて 5 分間の安静後，BBT の運動イメージ試行中に F 波を測定した。その後，運
動イメージ終了 2 分後，4 分後に F 波を測定した。

検討項目は，安静時と運動イメージ試行中，運動イメージ終了 2 分後，4 分後の振幅 F/M 比，F 波出現頻度の変化を Friedman
検定と Bonferroni 補正した Wilcoxon の符号付順位検定を用いて比較検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

振幅 F/M 比，F 波の出現頻度ともに安静時と比較して運動イメージ試行中で有意に増加した（p＜0.05）。

【結論】

振幅 F/M 比は再発火する脊髄前角細胞数と脊髄前角細胞の個々の興奮性に影響され，F 波出現頻度は再発火する脊髄前角細胞
数に影響されると考えられている。本結果より，BBT の運動イメージで上肢脊髄神経機能の興奮性が増加する可能性が示唆さ
れた。Joachim Liepert らの研究において，BBT の運動イメージ中に運動関連領域の興奮性が増加すると報告されている。また，
母指と示指の対立運動の運動イメージでは大脳皮質から脊髄への下行性線維の影響で母指球筋に対応する上肢脊髄神経機能の
興奮性が増加すると報告されている。このような点から本研究においても，BBT の運動イメージによる運動関連領域の興奮性
の増加にともない，大脳皮質から脊髄への下行性線維の影響により上肢脊髄神経機能の興奮性が増加した可能性が考えられた。
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P-KS-44-2

適応的運動学習における安静時脳活動は時間・空間的制御に関連する

山本 浩人1），中野 英樹2），石垣 智也3），森岡 周3）

1）医療法人医誠会橿原リハビリテーション病院，2）京都橘大学健康科学部理学療法学科，
3）畿央大学大学院健康科学部神経リハビリテーション学研究室

key words 安静時脳活動・適応的運動学習・時間的・空間的制御

【はじめに，目的】

近年，運動学習効果に対して，課題前の安静時脳活動が関与することが明らかにされつつあるが，環境に適応して行く適応的運
動学習もその例外でない（Wu, et al., 2014）。これに対して，課題前だけでなく課題中の休息時においても，学習と関連した脳活
動が生じている可能性もある。また，適応的運動学習の構成要素には身体の時間的，空間的な制御が含まれ，これら制御の違い
に関連する脳活動は，異なる可能性が考えられる。そこで本研究では課題前だけでなく，課題休息時においても学習と関連した
脳活動が認められるかを明らかにすること，適応的運動学習における休息時の時間的・空間的制御に関連する脳活動を明確化
することを目的とした。

【方法】

対象は右利きの健常成人 25 名（平均年齢 24.0±3.5 歳）とし，学習群 12 名，コントロール群 13 名にランダム割付けした。課題
は非利き手でのトラッキング課題とし，学習群は操作する指標が画面上に表示され，コントロール群では指標が表示されない設
定とした。課題 3 試行を 1 セットとし，計 10 セット実施した。課題のセット前後には 90 秒間の閉眼安静を計 11 回設けた。行
動指標として，空間的誤差は指標とターゲットの距離の絶対値，時間的誤差はターゲットに対する指標の Y 軸上の差を平均した
値とした。脳波は国際 10�20 法に基づく 64ch（sampling rate：512Hz）で記録した。安静状態 90 秒間から前後 15 秒間を除外し
た 60 秒間を解析対象とし，power spectrum 解析によって β 波（12.5�30.0Hz）のパワー値を求めた。対象領域は運動学習に関係
する左右の運動関連領域と頭頂皮質領域とした。行動指標は一元配置分散分析（多重比較検定法：Bonferroni 法），Region of In-
terest（ROI）におけるパワー値の群間比較には対応のない t 検定を用いた。学習効果と群間比較によって有意差が認められた領
域との関係を，Pearson 積率相関係数を用い統計処理した。有意水準は全て 5% とした。

【結果】

学習群の空間的誤差にのみ有意な学習効果を認めた（1 セット v.s2～10 セット：p＜.01）。パワー値の群間比較では，コントロー
ル群に比べて学習群の全ての ROI において，全セットで低値を認めた（p＜.06～.001）。空間的誤差と左運動関連領域のパワー値
との間に，学習効果が高いものほどパワー値が低いという有意な負の相関（課題前 r=�.58，p＜.05，3 セット後 r=�.60，p＜.04）
を認めた。時間的誤差と左頭頂皮質領域のパワー値との間でも，同様に有意な負の相関（課題前～3 セットまで r=�.58～�.77，
p＜.04～.003）を認めた。

【結論】

本研究は，適応的運動学習における時間的・空間的制御に関連した課題前および課題間の安静時脳活動を明らかにした。その脳
活動は，課題に対する運動シミュレーションを反映したものであることが示唆された。以上の結果から，運動学習過程において，
課題中のみならず，課題前・課題中の安静状態を考慮に入れた理学療法介入を実施する重要性が示唆された。
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P-KS-44-3

一側肢の反復練習がもたらす非練習肢運動イメージの変化，およびパフォーマ
ンスへの影響

大澤 竜司1），岩崎 理紗1），土屋 順子2），田辺 茂雄3），鈴木 智高1），菅原 憲一1）

1）神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科，2）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，
3）藤田保健衛生大学リハビリテーション学科

key words 運動学習・運動イメージ・経頭蓋磁気刺激法

【はじめに，目的】

『学習転移』とは一側肢の反復練習を行うことで対側非練習肢に練習効果が波及する現象をいう。この背景には一側肢の反復練
習に伴った左右大脳皮質の相補的な可塑的変化が生じることが示されている。本研究は，経頭蓋磁気刺激法（TMS）を用いて，
一側肢の反復練習がもたらす非練習肢の運動イメージ（MI）の形成，およびその後非練習肢による実際の運動が行われた場合の
MI の修飾過程を皮質脊髄路興奮性評価を指標に検討を行った。

【方法】

対象は健常成人 16 名。学習課題は画面上に表示された手関節背屈張力に連動した追随マーカーを操作し，ランプ状に上昇する
基準線を追随するトラッキング課題を用いた。被験者を学習転移群 8 名（転移群），対照群 8 名の 2 群にランダムに振り分け，
右手トラッキング練習の有無による左手 MI および課題パフォーマンスへの影響を調査した。転移群は条件課題として右手で計
30 回のトラッキング練習を行い，右手練習前後の左手 MI の評価をした。さらに転移群は右手練習後，左手にて計 30 回のトラッ
キング練習を実施し実際の運動を付加したことによる左手 MI，及び左手練習前後の課題パフォーマンス評価を行った。一方，
対照群は転移群の条件課題を行わず左手のみの練習を行いその前後による同様の比較を行った。課題パフォーマンスの評価と
して，画面上の基準線とマーカーを消失させ計 10 回の課題を実施し，被験者が実施した追随マーカーの軌跡から上昇を行って
いる間の傾きを算出しその変動係数を求めた。また MI の評価は TMS による運動誘発電位（MEP）により行った。TMS は MI
によるトラッキング課題のランプ上の中点にてトリガーし橈側手根伸筋（主動作筋）より MEP を導出した。各群の左手練習前
後における課題パフォーマンスと MEP の平均値を求め検討した。統計解析は各群の左手練習前後における追随マーカー軌跡変
動係数に対し Mann�Whitney 検定に Bonferroni 補正を行い群間の比較を行った。また，転移群の MI の MEP 変化に対し Fried-
man 検定を行い必要に応じ事後検定を行った。対照群の MI の MEP 変化に対し Wilcoxon の検定を行った。さらに転移群，対
照群の左手練習前後における MEP 変化率に対し Mann�Whitney 検定を用いた。危険率は 5% とした。

【結果】

追随マーカー軌跡変動係数は，左手練習前において転移群で有意な低下を認めた。また，転移群は右手の反復練習により左手 MI
の MEP は有意な減少を示し，その後左手による実際の運動を行った後も MEP 減少は維持されていた。一方，対照群は左手練
習前後にて MI の MEP は有意な増加を示し，その増加率は転移群よりも有意に大きかった。

【結論】

一側肢の練習に伴い対側非練習肢の MI は変化し，さらにその後非練習肢にて実際の運動を行った後も形成された MI は持続す
る可能性が示唆された。また一側肢の練習に伴い形成された対側非練習肢の MI は非練習肢のパフォーマンスを安定させること
に寄与することが示唆された。
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P-KS-44-4

感覚間の時間的統合による運動練習効果の検証
映像遅延システムと fNIRS を用いた検討

白岩 梨紗1），西 勇樹2），信迫 悟志2,3），大住 倫弘3），座間 拓郎4），嶋田総太郎4），
森岡 周1,2,3）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）畿央大学大学院健康科学研究科，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，4）明治大学理工学部認知脳科学研究室

key words 頭頂葉・運動学習・視覚フィードバック

【はじめに，目的】頭頂葉は運動結果の予測と実際の感覚フィードバックの時間的統合を担うと共に内部モデルを構築し，運動
学習に貢献する（Wolpert, 1995）。しかし，その時間的統合による運動学習効果は明確でない。本研究では時間的一致と不一致
による運動練習効果の検証とその効果に関連する脳活動を調査した。

【方法】対象は右利き健常大学生 30 名。30 名をリアルタイム条件下練習群（10 名），視覚フィードバックの 300msec 遅延条件下
練習群（10 名），600msec 遅延条件下練習群（10 名）の 3 群に無作為に割り付けた。練習課題は各々の条件でのペグボード課題

（Movement�ABC2，PEARSON）を 3 試行実施した。300msec 遅延群と 600msec 遅延群は，我々の先行研究通りに映像遅延装
置（朋栄 YEM エレテックス）を用い，自己手の視覚フィードバックが遅延した状態（Shimada, 2010）で練習を行い，リアルタ
イム群は遅延がない状態（自然状況）で行った。練習課題のプレ・ポスト測定としてリアルタイム条件でのペグボード課題（12
本）を実施し，その遂行時間と短縮時間（プレ�ポスト）を成績とした。練習課題中の脳活動は fNIRS（FOIRE3000，島津製作
所）を用い計測した。プロトコルは練習課題時間に合わせ安静 30 秒�課題 30 秒�安静 30 秒を 1 試行とし計 3 試行とした。計測
部位は国際 10�20 法を基に頭頂葉とし縦 3×横 9 の合計 42ch を用いた。解析は関心領域を正中頭頂部と左・右頭頂葉とし，神経
活動の増加を示す Oxy�Hb 濃度長変化から効果量（Effect Size：ES）を算出した。また脳活動と行動学的指標との関連を調べる
目的で練習課題におけるペグ挿入本数も記録した。解析は遂行時間のプレ・ポスト間比較と短縮時間及び ES の群間比較，ES
とペグ挿入本数との相関分析を SPSS Statistics 24（IBM）を用い実施した（有意水準 5%）。

【結果】プレに比べポストでリアルタイム群（p=0.005）と 300msec 遅延群（p=0.028）の遂行時間に有意な短縮を認めたが，600
msec 遅延群は有意差がなかった（p=0.059）。短縮時間の群間比較では 600msec 遅延群に比べリアルタイム群で有意な短縮を認
めた（p=0.044）。またペグ挿入本数と正中頭頂部の ES（r=0.281，p=0.026），左頭頂葉の ES（r=0.256，p=0.043）の間に有意な
相関を認めた。

【結論】本研究は視覚フィードバック遅延下（時間的不一致）での運動練習に比べ，リアルタイム（時間的一致）での運動練習
がより効果的であることを示した。そして，その成績は頭頂葉活動に関連することが示された。この結果は，頭頂葉損傷により
身体性の変容を呈する患者の運動学習停滞の基礎知見になると考える。
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運動イメージ課題を用いた腹横筋の選択的トレーニングの有用性について
超音波診断装置を用いた検討

赤石 翔一1），小林 伸二2），井口 正史1），小河原由香1），渡邉 大河1），大塚 智文1）

1）軽井沢團クリニック，2）金沢病院

key words 運動イメージ課題・腹横筋・超音波

【はじめに，目的】

腹横筋はインナーユニットとして，身体の運動に先立って収縮することで腰椎を支持している。また他の腹筋群とは独立して制
御されることがわかっており，Hide らによれば，腰痛を呈した選手らでは無症候の選手に比べ腹横筋と内腹斜筋の両方を過剰に
収縮させていた。これらから腹横筋を選択的にトレーニングすることが腰痛の改善にとって重要だと考える。しかし，実際のト
レーニングの多くは腹斜筋群の収縮を伴う方法で行われる事が多い。さらに臨床上で選択的な腹横筋の独立した収縮を客観的
に確認するためには画像診断装置を用いる必要があり，臨床現場では様々な制約があり難しい。そこで今回運動イメージを用い
たトレーニングが，選択的に腹横筋を活動させることが出来るか従来の方法と検証した。

【方法】

対象は，健常成人男女 11 名，平均年齢 22.5±2.5 歳，平均身長 163.7±22.3cm，平均体重 62.6±36.5kg。測定には超音波診断装置
（東芝メディカルシステムズ製 Xario）リニア型プローブ（8.4MHz）を用い，測定者は 1 名とした。測定肢位は背臥位にて膝関
節 90 度屈曲位。上前腸骨棘と上後腸骨棘間の上前腸骨棘側 1/3 点を通り，床と平行な直線上で肋骨下縁と腸骨稜間の中点で，
外腹斜筋（以下 EO）・内腹斜筋（以下 IO）・腹横筋（以下 TrA）の筋厚を測定した。運動課題は，A．安静呼気，B．努力呼気，
C．外肛門括約筋の随意収縮，D．条件 C を用いたバイオフィードバック（以下 BF），E．条件 D を用いた運動イメージ課題と
した。実施回数を 3 回とし，3 回目の呼気終末時に測定を行った。測定は左側から行った。統計処理は，A～E の各条件内でそ
れぞれの筋を，運動イメージ課題を基準に対応のある t 検定を行い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

今回左 TrA では課題 A～D に対して課題 E で優位差を認めた（P＜0.03）。一方，右 TrA では努力呼気のみで課題 E との有意差
を認めた（P＜0.05）。IO では両側ともに，課題 B と D に対して有意差を認め（P＜0.05），EO では両側ともに有意差を認めなかっ
た。

【結論】

左 TrA において，課題 A～D と比べ，運動イメージ課題で有意差を認めたことから，運動イメージ課題が TrA の選択的な収縮
を得るのに有効であることが示唆された。一方，右 TrA では課題 B のみに有意差を認めた。この左右差を認めたことに関して，
和田によれば，安静時の TrA 収縮は左右差を認め，右利きの場合は左側 TrA が右側に対し有意差を認めることを報告している
ことから，本研究においても習慣的な差が影響していると考えられる。IO では，両側で努力呼気とイメージ課題で有意差を認
めたことからも，TrA の選択的な収縮が得られたことにより，IO が抑制されたと考えられる。今回の結果から，TrA の選択的
なトレーニングとして運動イメージを用いる有用性を示す結果となった。今後腰痛等の慢性疼痛患者に対しての有用性を検討
することで，臨床の限られた状況で効率と効果の高い理学療法を提供できると考える。
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骨盤傾斜の違いによる腹部引き込み運動時の側腹筋厚の変化
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北海道大学病院リハビリテーション部
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【はじめに，目的】側腹筋のうち特に腹横筋を選択的に収縮させる腹部引き込み運動が考案され，姿勢の安定化や腰痛予防にも
有用であると報告されている。超音波診断装置を用いた研究では，腹横筋厚は背臥位よりも座位や立位で増大すると報告されて
いる。しかし，骨盤傾斜の違いによる側腹筋厚の変化については明らかではない。本研究の目的は，骨盤傾斜を変化させた時の
腹部引き込み運動による側腹筋厚の変化について超音波診断装置を用いて非侵襲的に検討することである。先行研究にて骨盤
傾斜の影響を検討する場合，立位で検討した研究が多いため，本研究においても立位で骨盤傾斜を変化させて行った。

【方法】対象は体幹に整形外科学疾患の既往のない 12 名の健常者（年齢 26.3±4.6 歳，身長 173.5±3.7cm，体重 63.8±5.4kg）と
した。本研究では腹部引き込み運動時の側腹筋厚変化率を検討した。本研究における側腹筋厚変化率は，腹部引き込み運動時に
おける各々の側腹筋厚を安静時側腹筋厚で除した値である。また，腹部引き込み運動の際には，先行研究を参考に立位にて骨盤
傾斜を安楽に保った姿勢（以下，中間位），骨盤前傾を最大にした姿勢（以下，前傾位），骨盤後傾を最大にした姿勢（以下，後
傾位）の 3 つの水準とした。本研究では，骨盤傾斜の違いによる 3 つの水準と側腹筋（腹横筋，内腹斜筋，外腹斜筋）の 3 つの
水準について検討した。腹横筋厚は GE ヘルスケア・ジャパン製の超音波診断装置（Venue 40 Musculoskeletal）を用いて測定
した。測定の際，画像表示モードは B モード，8MHz のプローブで撮影を行い，腹横筋の測定部位は，先行研究を参考にして中
腋窩線上における肋骨辺縁と腸骨稜の中央部とした。統計学的な検討は，骨盤傾斜の違いと側腹筋（腹横筋，内腹斜筋，外腹斜
筋）の 2 つの要因については，2 要因分散分析と Bonferroni 法による post�hoc 解析を行った。なお，統計ソフトは IBM SPSS
Statistics 22 を用いて危険率は 5％ 未満とした。

【結果】立位における中間位，前傾位，後傾位の腹横筋厚変化率は，1.75±0.45，1.43±0.44，1.32±0.18 であった。同様に内腹斜
筋は 1.35±0.29，1.06±0.11，1.09±0.12，外腹斜筋は 1.17±0.29，1.13±0.20，1.24±0.38 であった。骨盤傾斜と側腹筋における 2
要因分散分析の結果，交互作用は有意ではなかったが，骨盤傾斜と側腹筋の主効果は有意であった。また，post�hoc 解析の結果，
腹横筋では前傾位よりも中間位の値が高値となる傾向がみられ，後傾位よりも中間位のほうが有意に高値となっていた。

【結論】腹部引き込み運動は腹横筋を選択的に収縮させる運動であり，骨盤傾斜を中間位に保った姿勢で行うことで腹横筋の効
果的な筋収縮を促す可能性を本研究は示唆した。
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地域在住高齢者における腹部引き込み時の腹横筋の筋活動の検討
せん断波エラストグラフィー機能を用いた検討

清水 厳郎1,2），建内 宏重1），本村 芳樹1），中尾 彩佳1），為沢 透1），水上 優1），
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3）新潟医療福祉大学医療技術学部，4）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words 腹横筋・腹部引き込み・せん断波エラストグラフィー

【はじめに，目的】

腹横筋は下部体幹の安定性維持のために重要な役割を果たしており，腹部筋の萎縮は高齢者において下肢筋と同様に転倒や
ADL 低下のリスクになるといわれている。 腹部引き込み運動は背臥位において股・膝関節屈曲位で腹部をへこませる運動で，
腹横筋の選択的トレーニングとして一般的に行われている。しかし，高齢者において腹部引き込み運動時の腹横筋の筋活動や腹
部筋における選択性を示した報告はない。そこで本研究は，高齢者における腹部引き込み時の腹部の筋活動を若年者と比較する
ことで高齢者の腹横筋の筋活動や選択性を明らかにし，高齢者に対する腹横筋の萎縮の予防と選択性維持のためのトレーニン
グを示すことを目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢男性 55 名（高齢群：77.1±5.1 歳），健常成人男性 16 名（若年群：26.1±4.7 歳）とし，対象筋は腹直筋，外
腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋とした。弾性率を超音波診断装置（SuperSonic Imagine 社製）のせん断波エラストグラフィー機能を
用いて計測（ICC［1,1］：0.87�0.99）し，3 回の計測の平均値を算出した。弾性率は筋活動の程度を示す指標で，弾性率の変化は
高値を示すほど筋活動が高いことを意味する。測定肢位は背臥位での股・膝関節 90 度屈曲位で，課題は骨盤中間位保持および
最大後傾位保持での腹部引き込みなしと最大努力での腹部引き込みの計 4 条件とした。骨盤後傾筋力は，腰椎の下に設置した圧
フィードバック装置の値の中間位からの変化量で評価した。腹横筋の筋活動の指標として中間位引き込みと後傾位保持，後傾位
引き込みの 3 条件における腹横筋の弾性率の中間位保持からの変化量（以下；腹横筋変化量）と，選択性の指標として腹横筋の
寄与率（腹横筋の弾性率/［腹直筋＋外腹斜筋＋内腹斜筋＋腹横筋の弾性率］）を算出した。統計処理は腹横筋変化量と腹横筋の
寄与率に対して群と条件（中間位引き込みと後傾位保持，後傾位引き込みの 3 条件における腹横筋変化量）を 2 要因とする反復
測定二元配置分散分析と事後検定として条件間に Bonferroni 補正による多重比較を，群間に対応のない t 検定を行い，有意水準
は 5% とした。

【結果】

腹横筋変化量は条件の主効果と交互作用を認めた。条件間の比較では高齢者に差はなく，若年者においては後傾位引き込みが最
も高い値を示し，後傾位保持に対して有意に高かった。群間の比較では後傾位引き込みにおいて高齢者は若年者と比較して有意
に低かった。寄与率は条件にのみ主効果を認め，群間に差はなく，両群ともに骨盤中間位での引き込みが他の条件と比較して有
意に高かった。

【結論】

若年者では骨盤後傾と腹部引き込みを同時に行うことで腹横筋の最大筋活動が得られたが，高齢者では中間位引き込みと骨盤
後傾，後傾位引き込みで腹横筋の筋活動に差はなかった。一方，腹横筋の選択的トレーニングとしては年齢に関わらず中間位で
の腹部引き込みが効果的であることが示唆された。
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体幹伸展反復運動が多裂筋の循環動態と筋活動に及ぼす影響
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key words 筋電図・NIRS・腰痛

【はじめに，目的】

近年，非特異的腰痛症に対する立位での体幹伸展運動（伸展運動）が推奨されるが，生理学的機序は明確でない。我々は伸展運
動にて多裂筋部の組織硬度が低下，血液循環が増加することを第 50，51 回本学会にて報告した。しかし，解剖学的知見にある
ように椎間関節への刺激が多裂筋活動増加を引き起こす可能性があることから，伸展運動の適切な反復回数を循環動態と筋活
動の変化から検討し，より適応となる病態を明確化することが課題となった。

本研究の目的は，多裂筋部の光学的分析と筋電図学的検討により，伸展運動の適切な反復回数と適応となる病態を検証すること
である。

【方法】

対象は健常成人男性 16 名（23.2±6.2 歳）とした。立位から体幹を最大伸展位で保持（伸展相），そこから立位に戻り，立位を保
持（立位相），これを 1 セットとする伸展運動を行わせた。伸展運動の反復回数は 5 セットとして，各姿勢を 10 秒間保持させた。
近赤外線組織酸素モニタ装置（Pocket NIRS Duo，DynaSense 社製）で，酸素化ヘモグロビン（Oxy�Hb），脱酸素化ヘモグロビ
ン（deOxy�Hb），総ヘモグロビン（total�Hb），表面筋電計（TeleMyo2400，Noraxon 社製）で筋活動を多裂筋部で計測した。
各ヘモグロビン値は伸展運動前の立位時を 0 とした相対的変化，筋活動は伸展運動前における立位時の値で正規化し求めた。筋
疲労の検討として，各セット後の立位時の筋活動周波数を求めた。各ヘモグロビン値の相対的変化と筋活動量を反復回数要因と
姿勢要因（立位相と伸展相）の二元配置分散分析，筋活動周波数は一元配置分散分析，post hoc test は Shaffer の方法にて比較
検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

筋活動量は反復回数，姿勢，いずれの要因でも水準間に有意差を認めなかったが，伸展相 4 セット目が 121.4％，5 セット目が
134.3% と 1 セット目と比較して増加する傾向を示した。筋活動周波数は有意差を認めなかった。各ヘモグロビン値は，姿勢要因
で Oxy�Hb，deOxy�Hb，total�Hb のいずれもが立位相と比較して伸展相で有意に増加した。反復回数要因では deOxy�Hb，to-
tal�Hb のいずれもが水準間で有意差を認めなかったが，Oxy�Hb の伸展相 2 セット目が 1 セット目よりも高値，立位相 2 セット
目が 4 セット目よりも高値を示した。

【結論】

今後，腰痛者を対象とした検討を行う必要があるが，伸展運動は血液循環の増加が認められたことから，筋筋膜性腰痛などにお
ける多裂筋部の循環動態改善を期待できる。しかし，4 回目以降の伸展運動では健常者でも筋活動の高まりと Oxy�Hb の減少が
確認されたことから，椎間関節性腰痛では伸展運動の反復が及ぼすメカニカルストレスに留意する必要性が示唆された。
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P-KS-45-5

体幹側背部筋群の選択的収縮が体幹偏位および体幹左右荷重比に及ぼす影響

笹川 健吾1,2），荒牧 隼浩1,2），柿崎 藤�2）

1）IMS（イムス）グループ板橋中央総合病院，2）文京学院大学大学院保健医療科学研究科

key words 体幹偏位・荷重比・側背部筋群

【はじめに，目的】

体幹の側方偏位を形成する要因の一つとして，一側の体幹側背部筋群の強い関与が考えられる。それは胸郭や腰椎のアライメン
トを正中位より逸脱させることを意味するものであり，体幹の骨格のゆがみが体幹筋全体にわたる長さや張力に不均衡を与え，
一層体幹筋に散在的な筋緊張を形成する。そして運動における開始肢位においては，体幹の左右での荷重比に偏りが生じた状態
となり，運動方向を既定してしまう結果に陥るものと考える。本研究では，体幹側背部筋群に対し人為的に筋収縮を起こし，体
幹偏位および体幹の左右荷重比との関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象者は健常成人男性 11 名（25.3±2.6 歳）とした。測定肢位は坐骨支持の端坐位とし，体幹偏位の観察には 3 次元動作解析装
置（VICON MX）を用いた。胸郭および骨盤セグメントを作成するため赤外線反射マーカーを貼付した。胸郭セグメントは第
2 胸肋関節レベルで，体幹前面と側面に体幹中心から等間隔に左右 2 点，計 4 点配置した。骨盤セグメントは左右 ASIS・PSIS
に 4 点配置した。胸郭・骨盤マーカーの中心点を算出し，X 座標値で体幹偏位量を算出した。体幹荷重比は体重計を用いて荷重
量を測定し，左右の比率値を代表値とした。筋収縮には電気刺激装置（プロテクノ PNF PRIME）を使用し，広背筋・外腹斜筋・
下後鋸筋への収縮を主とした位置へ電極を貼付した。統計学的処理は，体幹側方偏位量と体幹荷重比変化量を安静時と体幹側背
部筋群の左右活動でそれぞれ対応のある t 検定を用いて比較検討した。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者の 82% が安静時において体幹の左偏位を呈していた。左側の筋活動刺激では安静時と比較し有意に右側へ偏位しており，
右側の筋活動刺激においては安静時と比較し有意に左側へ偏位した（p＜0.05）。また，左側の筋活動刺激では安静時と比較し有
意に右側の荷重比が増加し（p＞0.01），右側の筋活動刺激では安静時と比較し有意に左側の荷重比が増加した（p＜0.05）。また，
各施行において体幹の側屈・回旋角度に有意な差はみられなかった（p＞0.05）。

【結論】

今回の検討により，体幹の側背部筋群の人為的な活動が体幹を非活動側へ偏位させ，荷重にも影響を及ぼすことが示唆された。
しかしこれは，課題により体幹に側屈・回旋運動を与えるものではなく，ほぼ単純な並進方向への運動変化として捉えられた。
今回対象とした被験筋の協同的な収縮は体幹を側方から支持し，中心軸方向へ偏位させる作用を有するといえる。したがって，
今回の検討により得られた結果は，体幹の偏位に関与する一要因を証明するものであり，過剰な体幹偏位を有する者に対しその
偏位を修正するヒントになると考える。
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P-KS-46-1

大腿四頭筋における筋力と筋電位の関係
合成ベクトルの算出は有効か？

種村 洋二

手稲渓仁会病院

key words 筋電図・合成ベクトル・大腿四頭筋

【はじめに】

大腿四頭筋に関する筋力と筋電位に関する先行研究では，外側広筋など単頭のみで計測されている報告は多く行われている。し
かし，大腿四頭筋は単頭のみで筋力を発揮し関節運動を行っているわけではない。そこで，合成ベクトル（Synthetic Vector
以下 SV）を算出することは，静的・動的な膝関節の制御に関与している筋の特徴を明らかにするうえで重要である。本研究の
目的は静的な大腿四頭筋筋力と筋電位の関係を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常男性 19 名とした。筋力計測には PRIMUS RS（BTE 社）を使用した。測定肢位は椅子座位とし，膝関節 90̊ 屈曲位で
骨盤帯を固定し，5 秒間の膝関節伸展筋力（等尺性）を計測した。筋電図計測には ME�6000（Mega 社）を用い大腿直筋（RF）・
外側広筋（VL）・内側広筋（VM）を対象筋とした。運動課題は安定した電位を得るために 50 秒間の等尺性運動とした。運動課
題は 5・10・20・30・40・50% の負荷で実施した。SV の算出方法は VL を cos20̊・VM を cos50̊ と仮定し，その 3 筋の合計値と
した。筋力測定で得られた波形を整流・平滑化し，前後 1 秒を除外した 3 秒間の平均電位（AEMG）を算出した。各運動負荷で
得られた波形を前後 10 秒を除外した 30 秒間の AEMG を算出し，筋力測定で得られた値で正規化した（％AEMG）。統計解析は
単回帰分析を用いた。従属変数を筋力値，独立変数を RF・VL・VM・SV とした（α=0.05）。

【結果】

r＝0.8（RF），0.8（VL），0.7（VM），0.9（SV）であった（P＜0.01）。R2＝0.79（RF），0.73（VL），0.62（VM），0.81（SV）で
あった。SE＝7.4（RF），8.3（VL），9.7（VM），6.9（SV）であった。

【考察】

各筋とも高い相関関係を示したが SV で最も関連性・的中率・誤差がともに良好な結果を示した。今回のような持続的な膝関節
の伸展筋の出力調整では各筋の相互作用により筋出力が調整されていることが考えられた。

【臨床的意義】

各筋の SV を求めることで関節制御能力評価することが出来る可能性が示された。
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P-KS-46-2

knee�in，neutral，knee�out 肢位の違いによる膝関節周囲筋の筋活動パターン変化
荷重量の変化に着目して

野村 瞬1），治郎丸卓三2），中田 康平1），兵頭勇太郎1），金沢 伸彦3）

1）金沢整形外科クリニックリハビリテーション部，2）滋賀医療技術専門学校理学療法学科，
3）藍野大学医療保健学部理学療法学科

key words 筋電図・筋動特性・膝関節周囲筋

【はじめに，目的】

knee�in は，非接触型 ACL 損傷における代表的な危険肢位である（Ireland 1999）。knee�in により，膝関節外反，大腿に対して
下腿外旋という一連の動きが生じる。つまり，knee�in では大腿筋膜張筋や外側ハムストリングスなどの過活動が生じ，knee�
in 改善にはこれらの筋の活動を低下させることが重要となる（井野 2014）。そのため，knee�in により活動が増大する筋を知り，
neutral や knee�out 肢位をとることにより，その筋の活動を低下できるかを把握しておく必要がある。

理学療法を行う上で，片脚立ち，両脚立ちなど，荷重量を変えた際の knee�in，neutral，knee�out 時の膝関節周囲筋の筋活動パ
ターンに違いがあるかを理解しておくことは大切である。しかし，我々の知る限りこれらの内容について報告されたものはな
い。そこで本研究では，片脚立ち，両脚立ちにおける，knee�in，neutral，knee�out 時の膝関節周囲筋の筋活動パターンを検討
した。

【方法】

対象は健常成人男性 15 名（23.8±4.7 歳）とし，筋電図計（MQ16）を用いて，片脚立ちと両脚立ち時の膝関節周囲筋の筋活動を
測定した。測定筋は大腿筋膜張筋，外側・内側ハムストリングス，外側・内側・中間広筋，大腿直筋，縫工筋とした。片脚立ち，
両脚立ちの条件中，床面に対して体幹を垂直，進行方向に足部を平行に置き，右脚を対象に股関節屈曲 25̊，膝関節屈曲 40̊ で，
knee�in，neutral，knee�out の 3 つの課題をランダムに実施した。姿勢が崩れない範囲で knee�in，knee�out を行った。また，
大腿骨の外側上顆，内側上顆にマーカーを貼付し，デジタルカメラにて各課題を撮影し膝回旋角度を算出した。両脚立ち条件で
は足幅 50cm，左右脚同様の肢位をとり，体重計を用いて右下肢の荷重は体重の 50% とした。表面電極（1×1cm）は皮膚処理後，
電極間距離 1cm とし，測定筋の筋線維方向に沿って貼付した。筋電図データは，筋電図解析ソフト（KineAnalyzer）を用いて，
フィルタ処理後（バンドパス 10～500Hz），二乗平方平滑化処理（RMS）を行い，両脚立ち条件の neutral の各筋の RMS を 1
として正規化を行った。統計学的分析は SPSS を用いて，条件ごとに，各筋の筋電図は一元配置分散分析（knee�in，neutral，
knee�out）を用いて比較した。事後検定として Tukey 法を用いて，knee�in，neutral，knee�out における各筋の筋電図の比較
を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

片脚立ち条件では，外側ハムストリングス，外側広筋の活動が，neutral，knee�out に比べ knee�in で有意に増大が認められた
（p＜0.05）。両脚立ち条件では，大腿筋膜張筋の活動が，neutral，knee�out に比べ knee�in で有意に増大が認められた（p＜0.05）。

【結論】

knee�in により，片脚立ちでは外側ハムストリングス，外側広筋の活動が増大し，両脚立ちでは大腿筋膜張筋の活動が増大した。
片脚立ちと両脚立ちでは knee�in により活動が増大する筋が異なる。
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P-KS-46-3

階段降段時の膝周囲筋の筋活動量に関する一考察
ハムストリングスと大腿四頭筋の比較

松田 徹1），清水 恭平1），原田 鉄平2），原 泰裕3），加藤研太郎4）

1）上尾中央総合病院，2）三郷中央総合病院，3）津田沼中央総合病院，4）上尾中央医療専門学校

key words 降段・ハムストリングス・筋電図

【はじめに，目的】

膝関節の安定性は大腿四頭筋と半腱様筋，半膜様筋，大腿二頭筋（以下ハム）の協調的な同時収縮が必要とされている。階段降
段時においても同様に大腿四頭筋とハムの協調的な筋活動が必要になると思われる。階段降段時のハムと大腿四頭筋の筋活動
の報告（清水 2012）があるが，各筋の爪先接地～全足底接地間の最大随意収縮（以下%MVC）の報告は筆者の調べた限りでは
見当たらない。そこで今回筋電図を用いて降段時の爪先接地～全足底接地間での大腿四頭筋（大腿直筋，内側広筋）と半膜様筋

（以下内ハム），大腿二頭筋（以下外ハム）の筋活動量を明らかにすることを目的とする。

【方法】

対象は整形外科的疾患の既往のない健常人男性 7 名，女性 3 名（平均年齢：19.2±0.8 歳）とした。測定は階段シミュレーター
（蹴上 20cm，踏み面 30cm）を使用し，手すりなしの降段を本人が降りやすい速度（以下，comfort）と 48 拍/分のメトロノーム
に合わせた降段（以下，slow）の 2 条件で 3 回ずつ筋電図を計測した。測定条件は手すり未使用の 1 足 1 段で，十分練習した後
に左下肢から 1 歩目を降り，2 歩目の右下肢で計測した。筋電図は日本光電社製 NORAXSON を使用し内側ハム，外側ハム，内
側広筋，大腿直筋の筋活動を検出した。各筋の筋電図の導出部位は先行文献に準じた。同時に爪先接地から全足底接地までのタ
イミングを確認するため動画を撮影した。タイミングの把握のためにランドマーク（膝関節内側裂隙，内果，母趾中足骨底内側，
母趾内側）に印を付けた。筋電図の解析の際には windows media player を使用し，爪先接地～全足底接地間（以下，接地時間）
における筋放電量の和を接地時間で割り 3 回の平均値を算出した。なお動画はサンプリング周波数 1000Hz で撮影したものをコ
マ送りし目視にて爪先接地，全足底接地を確認した。算出した平均値とあらかじめ測定した各筋の安定した 3 秒間の等尺性最大
収縮で割り，各筋の％MVC を比較した。統計学的解析には，統計ソフトウェア R�2.8.1 を用い，Syapiro�Wilk 検定にて正規化
を確認し，正規化が認められたものには t 検定，無いものには Man�whitney 検定かけ比較した。優位確率を 5％ 未満とした。

【結果】

各筋の comfort，slow ともに優位差は認めなかった。Comfort では中央値が内ハム 22.87，外ハム 18.34，大腿直筋 23.77，内側広
筋 22.96。slow では平均値が内ハム 19.35，外ハム 14.23，大腿直筋 14.87，内側広筋 13.61 であった。

【結論】

Comfort，slow ともに階段降段時の爪先接地～全足底接地間では大腿直筋と同等の筋活動が内ハム，外ハムに認められた要因と
して 2 関節筋である拮抗筋同士が相反的に活動し合っていることが予測される。先行文献（市橋 2001）では高齢者の階段昇降時
の同時収縮の報告があるが本研究では健常人においても階段降段時の内ハム，外ハムの筋活動量の必要性が示唆された。
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P-KS-46-4

歩行立脚期中の股関節と膝関節の角度は同期する
大腿と下腿の角度変化からの検討

山本 洋之，山中 悠紀，水野 智仁，村上 仁之，永禮 敏江，石井 禎基

姫路獨協大学

key words 歩行・股関節・膝関節

【はじめに，目的】

歩行中の角度変化での膝関節角度は特異であり，1 歩行周期で各 2 回の屈曲，伸展があり二重膝作用といわれている。しかし，
実際の測定では立脚期中に，通常の屈曲以外にも波動的な屈曲，伸展が観察される例がある。要因として膝関節が一軸性の回転
をする以外にも並進運動が歩行でも起こること，または軟部組織の皮膚表面でのずれによるものが考えられる。それらの要因を
除外する測定方法として，大腿と下腿のそれぞれの骨の動きを計測し，各々の骨の角度から膝関節角度を求める方法考案してい
る。今回その方法により計測し，歩行立脚期中の股関節，膝関節角度の変化が従来から示されているものとは違う結果が得られ
たので検証する。

【方法】

被験者は健常成人 19 名であり，歩行をビデオカメラ（Casio Co.，EX FH�100）で撮影，デジタイズ（インク（株），Formfinder）
する方法で動きをデータ化し，各々の角度変化を算出した。デジタイズ周波数は 60Hz である。マーカーは矢状面での大腿と下
腿のそれぞれ全長を三等分する 2 つの点として，大腿・下腿のそれぞれの右脚の外側中央に貼付した。その大腿の 2 点を通過す
る直線と鉛直線との角を大腿の角度，同様に下腿の 2 点を通過する直線と鉛直線のなす角度下腿の角度とした。膝関節角度は，
両肢の角度の差から求められることになる。よって，関節軸を一軸と定めない方法である。被験者の 19 人中 3 名は，立脚期中
に下肢を全体として伸展して歩行しており，膝関節の角度変化が乏しいことから集計から除外した。計測結果から歩行立脚期中
の大腿，下腿と膝関節角度の変化をグラフ化し，股関節と膝関節の最大屈曲時期が立脚期中の何%の時期に当たるかを求めた。

【結果】

被験者 16 名の歩行立脚期の平均は 0.64s であった。下腿の角度をグラフ化したところ，被験者全体の傾向として立脚期中，下腿
は足部を支点として時間経過とともに前傾し，立脚期の後半では急速に前傾角度が大きくなり遊脚期へと移行していた。しか
し，股関節は接地時には屈曲 27̊ であり，伸展し屈曲 22̊ になるが再度屈曲し，立脚期中の 18.3% の時期に最大屈曲 27̊ を示した。
また膝の屈曲角度は，接地から 22.2% の時期に最大になっていた。

【結論】

一般的に歩行中の股関節は接地してから角度を一定に保持した後に伸展し，膝関節はその後に最大屈曲を示すとする報告が多
く，教科書的にもその変化が一般的なものとして採用されている。しかし今回の結果では，股関節は踵接地時期から伸展するの
ではなく踵接地後一旦屈曲し，その後に伸展を開始するが，その時期は膝関節の最大屈曲の時期と近接していた。つまり，膝と
股関節のは連動性していることが明確になった。
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健常人における垂直跳び跳躍高と動作の技術的要因との関係

渡部 祥輝

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校理学療法学科

key words 跳躍高・タイミング・運動学的分析

【はじめに，目的】垂直跳び跳躍高は，その主要な力源である下肢関節に対する運動学的分析が多く行われてきた。近年，動作
中の関節運動の調整や，タイミングといった技術的側面との関係が調査されている。先行研究では下肢関節の運動切り替え時間
やタイミングが跳躍高に関係するとの報告がある（中俣，他 2014）。また，下肢体節間の運動の協調が運動パフォーマンスに
影響するとの報告もみられるが，技術的要因が跳躍高と関係する運動学的要因と比べ，どの程度関係するかは明らかになってい
ない。そこで，本研究の目的は，運動学的要因や技術的要因と跳躍高との関係性を分析し，技術的要因がどの程度影響するかを
明らかにすることとした。

【方法】対象は健常若年成人 10 名（男性 4 名，女性 6 名，年齢 19.8±0.8）とした。測定には三次元動作解析装置（MA�3000，
アニマ社），赤外線反射マーカー 12 個を用いた。課題動作は最大努力での垂直跳び動作とし，上肢は胸の前で組ませた。測定は
練習後，3 回実施した。解析区間は，左右の上後腸骨棘の中点に仮想点を設定し，その点が動き出した時点から第 5 中足骨に添
付したマーカーが垂直方向に移動し始めた時点までとした。測定項目は跳躍高，股関節，膝関節，足関節の最大屈曲（背屈）角
度，体幹，大腿，下腿体節（tr，th，sh）の最大傾斜角度，各体節の運動方向が切り替わった時間の差（tr�th，th�sh，sh�tr）と
した。統計解析には，Free JSTAT（南江堂）を用いた。跳躍高とその他の項目の関連を調べるために Speaman の順位相関分析
を行った。跳躍高を従属変数，多重共線性を考慮し，股関節角度，tr 角度，tr�th，th�sh，sh�tr を独立変数として重回帰分析

（ステップワイズ法）を行った。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】跳躍高に対し，th�sh（r=－0.77），tr 角度（r=0.60），sh�tr（r=0.54），股関節角度（r=0.50）で有意な相関関係を認めた
（p＜0.05）。重回帰分析の結果，th�sh（標準偏回帰係数 β=�0.52），tr 角度（β=0.31）が抽出され，重回帰式の自由度決定済み決
定係数は R2=0.54 であった（p＜0.01）。

【結論】本研究の結果，跳躍高には股関節屈曲角度や tr 角度という運動学的要因だけでなく，体節間の運動方向切替時間の差で
ある th�sh という技術的要因が強く関与していることが示唆された。th�sh と跳躍高の関係は運動が切り替わった時間に対して
sh の運動が切り替わった時間が遅れるほど，跳躍高が高くなったことを示すものであった。これは，垂直跳び動作における主要
な力源である股関節，膝関節で産生された力を，足関節が効率的に床に伝える反応であると言える。重回帰分析の結果，th�sh
が抽出されたことは，体節間の運動切り替え時間の差という技術的項目がこれまで示されてきた運動学的要因と同等かそれ以
上に，垂直跳びパフォーマンスに重要な役割を持つことを示すものであると言える。
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ハムストリングス・大腿四頭筋比と静的・動的バランスの関係

粕渕 賢志1），幸田 仁志2,3），坂東 峰鳴3,4），梅山 和也3），藤田 浩之5），福本 貴彦3）

1）大阪行岡医療大学，2）京都橘大学，3）畿央大学大学院，4）香芝旭ヶ丘病院，5）白鳳短期大学

key words HQ比・静的バランス・動的バランス

【はじめに，目的】大腿四頭筋に対するハムストリングスの筋力は hamstrings�to�quadriceps ratio（HQ 比）と呼ばれている。
HQ 比には，求心性のハムストリングスと大腿四頭筋の筋力の関係をみた conventional HQ 比と，遠心性のハムストリングスと
求心性の大腿四頭筋の筋力の関係を表している functional HQ 比がある。どちらの HQ 比も膝関節の安定性に関与していると考
えられている。しかし，HQ 比と動作能力との関係の報告は少なく，動作能力に最も適した HQ 比については明らかではない。
よって，本研究の目的は，HQ 比と静的・動的バランスとの関係を調査し，HQ 比の目標となる指標を検討することとした。

【方法】対象は，健常成人女性 9 名（年齢 21.6±0.5 歳）とした。筋力の測定は，等速性筋力測定器（Biodex System4，酒井医療
社）を使用し，左下肢の大腿四頭筋とハムストリングスの等速性運動における求心性収縮と遠心性収縮の筋力を測定した。角速
度 60̊/秒と 180̊/秒にて測定し，体重で除した値から，conventional HQ 比と functional HQ 比を算出した。静的バランスは左下
肢での開眼および閉眼での片脚立位とした。測定時間は 20 秒間とし，重心動揺計（G－6100，ANIMA 社）を使用して，総軌跡
長と矩形面積を測定した。動的バランスは 30cm の台から身長の半分の距離だけ前方にジャンプする single�leg landing balance
test を実施した。測定項目は床反力計（BP400600�2000，AMTI 社）を用いて，着地時の前後（anteroposterior stability index；
APSI），左右（mediolateral stability index；MLSI）方向の安定性と，3 方向からなる dynamic postural stability index（DPSI）
を測定した。統計学的解析は，回帰分析にて二次曲線の回帰式を求め，危険率を 0.05 未満で有意とした。

【結果】角速度 60̊/秒，180̊/秒で conventional HQ 比は 0.92±0.21，1.22±0.44 であり，functional HQ 比は 1.00±0.27，1.34±0.52
であった。片脚立位時の総軌跡長と矩形面積は，開眼にて 58.4±7.2cm，9.1±1.7 cm2であり，閉眼では 123.1±16.7cm，21.8±3.5
cm2であった。ジャンプ着地時の APSI は 0.03±0.01，MLSI は 0.01±0.01 であり，DPSI は 0.72±0.06 であった。角速度 60̊/秒
の conventional HQ 比と APSI（r2=0.74，p＜0.05）と，角速度 60̊/秒の functional HQ 比と APSI（r2=0.94，p＜0.05）に有意な
二次の曲線回帰が認められた。APSI が最も小さくなるのは，conventional HQ 比では 0.77 のときであり，functional HQ 比では
0.85 のときであった。その他の項目とは有意な関係は認められなかった。

【結論】conventional HQ 比，functional HQ 比ともに動的バランスでは最も適した HQ 比が存在した。動的バランスを向上させ
るために膝周囲筋の筋力トレーニングをする際の指標として，角速度 60̊/秒の conventional HQ 比，functional HQ 比を用いるこ
とが可能であることが示唆された。
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超音波画像解析を用いた大殿筋上部繊維，中殿筋後部線維の活動状態評価
大殿筋の活動状態が中殿筋後部線維に及ぼす影響について

林 友則1），平野 和宏2），佐藤 信一1），安保 雅博3）

1）東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科，
2）東京慈恵会医科大学葛飾医療センターリハビリテーション科，
3）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words 超音波画像解析・筋活動・中殿筋

【はじめに，目的】

中殿筋後部線維（以下，後部線維）は大殿筋上部繊維（以下，大殿筋）の深層に位置し，立脚時に大腿骨頭を求心位に引き付け，
骨盤の安定化に作用していると報告されている。現在までの後部線維に関する先行研究は針筋電図を用いたものがほとんどで
あり，運動時における活動状態を報告したものは少ない。昨年度，我々は Shear Wave Elastgraphy を用い，後部線維が股関節
内旋位での片脚立位にて最も活動することを報告した。しかし，前述の通り後部線維は大殿筋に広く覆われている為，大殿筋の
活動状態の影響を受けると考えられた。そこで今回，片脚立位時における大殿筋の活動状態が後部線維の活動状態に及ぼす影響
について検討する事とした。

【方法】

対象は既往のない健常男性 12 名（年齢 25.1±1.3 歳）の左下肢の大殿筋および後部線維とした。測定機器は超音波診断装置
（TOSHIBA 社製，Aplio500）を用いた。測定箇所は上後腸骨棘と大転子を結ぶ線の 50％ の箇所とし，自作の固定具を用いてプ
ローブを固定した。運動課題は股関節中間位・外旋位・内旋位での安静立位と片脚立位とした。各肢位にて安静立位時と片脚立
位時の超音波画像を撮像し，各筋の筋弾性率と筋厚を測定した。その後，安静立位に対する片脚立位時の筋硬増加率と筋厚増加
率を算出した。検討課題は被験者 12 名の中間位，外旋位，内旋位での片脚立位時における各筋の筋硬増加率と筋厚増加率の比
較とした。統計学的解析は SPSS ver.20 を使用し，一元配置分散分析，多重比較には Tukey 法を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

筋硬増加率は後部線維において中間位 91.8±31.5％，外旋位 93.7±33.5％，内旋位 121.2±42.5％ であり内旋位と中間位，外旋位
にて有意差を認めた。大殿筋では中間位 149.6±67.7％，外旋位 138.1±52.2％，内旋位 174.0±87.6％ であり，有意差は認めなかっ
た。筋厚増加率は後部線維において中間位 5.4±13.3％，外旋位 5.1±12.2％，内旋位�6.6±12.7％ であり内旋位と中間位，外旋位
にて有意差を認めた。大殿筋では中間位 4.9±18.8％，外旋位 2.6±15.6％，内旋位 17.5±24.3％ であり，外旋位と内旋位にて有意
差を認めた。

【結論】

大殿筋は内旋位での片脚立位において筋厚増加率が最も増加していた。一方，後部線維では筋硬増加率は内旋位，筋厚増加率は
中間位と外旋位にて最も値が増加する結果となった。筋硬増加率にて大殿筋と後部線維が同様の傾向を示しているのは，内旋位
によって筋線維が適度に伸張された結果，筋の長さ�張力の関係より筋張力が発揮しやすい状況になったと考える。しかし，筋
厚増加率では大殿筋と後部線維は相反する結果となった。大殿筋の筋厚が増加することで，後部線維の筋厚増加が制限されたと
考える。現在までに後部線維の筋硬と筋厚を同時に検討した報告はなく，後部線維の筋厚増加率は大殿筋の影響を受ける可能性
があることが示された。
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股関節肢位の違いによる股関節屈筋群の筋活動パターン
股関節屈曲，回旋角度変化に着目して

兵頭勇太郎1），治郎丸卓三2），野村 瞬1），中田 康平1），金沢 伸彦3）

1）金沢整形外科クリニックリハビリテーション部，2）滋賀医療技術専門学校理学療法学科，
3）藍野大学医療保健学部理学療法学科

key words 筋電図・筋動特性・股関節周囲筋

【はじめに，目的】

一般的に腸腰筋の筋力低下が認められる場合には，大腿筋膜張筋が過活動となり，このマッスルインバランスは障害に繋がる
（Sharmasnn 2002）。したがって，股関節屈筋群の筋活動のバランスを整えることは重要である。筋活動は関節角度変化による影
響を受けるため（Lieber 1992），その影響を理解することで，対象とする筋のトレーニング肢位を決定できる。股関節屈曲角度
の違いにより股関節屈筋群の筋活動が変化することは報告されている（Jiroumaru, et al., 2014）。しかし，股関節屈筋群のうち腸
腰筋，縫工筋は外旋，大腿筋膜張筋は内旋の作用があることから股関節回旋肢位の違いによっても筋活動は変化すると考えられ
るが，股関節屈曲角度と回旋角度を同時に変化させ，その際の股関節屈筋群の筋活動を検討したものはない。そこで本研究では，
股関節外旋位，中間位，内旋位において股関節屈曲角度を変化させた際の股関節屈筋群の筋活動について検討した。

【方法】

対象は健常成人男性 15 名（23.8±4.7 歳）とし，筋電図計を用いて，股関節外旋位，中間位，内旋位の 3 つの条件において，股
関節屈曲角度 0̊，30̊，60̊ での等尺性股関節屈曲運動中（自重下）の股関節屈筋群の筋活動を測定した。測定筋は腸腰筋（IL），
縫工筋（SA），大腿筋膜張筋（TFL）とした。被験者は両膝屈曲 90̊ での背臥位となり，各課題をランダムに実施した。股関節
角度はゴニオメーターを用いて計測した。表面電極（1×1cm）は皮膚処理後，電極間距離 1cm とし，測定筋の筋線維方向に沿っ
て貼付した。筋電図データは，筋電解析ソフトを用いて，フィルタ処理後（バンドパス 10～500Hz），二乗平方平滑化処理（RMS）
を行い，中間位条件の屈曲 0̊ 課題の各筋の RMS を 1 として正規化を行った。統計処理は SPSS を用いて，回旋条件ごとに各筋
の筋電図は一元配置分散分析（股関節屈曲角度）を用いて比較した。事後検定として Tukey 法を用いて，回旋条件ごとに 0̊，
30̊，60̊ 時における各筋の筋電図の比較を行った。有意水準は 5％ とした。ただし，IL は屈曲 30̊ までしか表面筋電図を計測で
きないため（Jiroumaru, et al., 2014），60̊ のデータは除外した。

【結果】

IL では，外旋位での屈曲 0̊ と比べ 30̊ において筋活動の有意な増加が認められた（p＜0.05）。SA では，外旋位での屈曲 0̊ と比
べ 30̊，60̊ において筋活動の有意な増加が認められた（p＜0.05）。TFL では，内旋位での屈曲 60̊ と比べ 0̊ において筋活動の有
意な増加が認められた（p＜0.05）。IL は外旋位での屈曲 30̊，SA は外旋位での屈曲 60̊，TFL は内旋位での屈曲 0̊ で最も活動が
増大した。

【結論】

IL，SA は股関節外旋位で屈曲角度を増加させた位置で屈曲運動することでより活動を増大し，TFL は内旋位で屈曲角度を減少
させた位置で屈曲運動することでより活動を増大した。
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疲労後の筋への定量圧刺激が運動機能と筋収縮様式に及ぼす影響

川上 健二1），菅田 陽怜1），松下光次郎2），池田 尊司3），河上 敬介1），片岡 晶志1），津村 弘4）

1）大分大学福祉健康科学部，2）岐阜大学工学部機械工学科，
3）金沢大学子どものこころの発達研究センター，4）大分大学医学部

key words 筋疲労・圧刺激・運動機能

【はじめに，目的】継続的かつ過度の運動負荷によって筋が疲労すると，筋収縮力の低下や弛緩時間の延長，伸張性の低下など
の筋機能の低下を引き起こす。これは主に筋のエネルギー枯渇により起こると考えられている。このような筋に対して徒手によ
る圧刺激を加えると運動機能が改善することを経験する。しかし，筋に対する圧刺激が運動機能の改善に及ぼす影響を，定量的
に検証した報告はほとんどない。そこで，本研究では，徒手の圧刺激を模擬した定量的圧刺激装置を用いて，健常者の疲労後の
筋への圧刺激が運動機能と筋収縮様式へ及ぼす影響を明らかにする。

【方法】対象者は右利き健常者 21 名（男性 13 名，女性 8 名，平均年齢 27 歳）である。対象とする筋は右浅指屈筋とし，全ての
対象者に対して筋疲労誘発課題を実施した。筋疲労誘発課題は，最大握力の 65％ 収縮を保持させた状態から 4％ の逸脱が 2
秒以上持続した状態を筋疲労の発生と定義して実施した（Fuglevand 1993，Sandra 2001）。その後，臨床で用いられる強度に近
いと考えられる 5N と 10N（各群 7 名）の圧刺激を右浅指屈筋に対して 60 秒間行った。圧刺激は浅指屈筋に対して体表から垂直
方向に与えた。また，圧刺激前後にランダムボタン押し課題（示指から小指にて各 160 回，合計 640 回）を実施し，その際の対
象筋の筋活動を筋電計にて計測した。評価項目は，刺激前後のボタン押し反応時間と筋電図の周波数成分の変化とした。筋電図
の周波数成分は，ボタン押し前後の 250msec に対して高速フーリエ変換を行い算出した。その後，周波数成分を 8�15 Hz（α
帯域）・15�30 Hz（β 帯域）・30�45 Hz（γ 帯域）に区分けして各成分のパワーを抽出した。統計解析はウィルコクソン検定を用
い，有意水準は 5％ とした。なお，コントロールとして非刺激群を設定した（7 名）。

【結果】5N の圧刺激を加えた群（5N 群）と非刺激群においてボタン押し反応時間が刺激前に比べ刺激後で有意に速くなった
（5N 群：20.8msec ±17.6，非刺激群：15.9msec ±13.2）（P＜0.05）。一方，10N の圧刺激を加えた群（10N 群）では有意な変化は
みられなかった。また，筋電周波数成分の変化については，各群ともに有意差はみられなかった。しかし，非刺激群の筋電図は
刺激前に比べ刺激後に低周波成分へ移行する傾向がみられた。

【結論】5N 群と非刺激群においてボタン押し反応時間の短縮が認められた。しかし，筋電図の周波数解析の結果，筋活動の低周
波成分への移行は非刺激群でのみ認められた。この結果は，5N 群と非刺激群において，反応時間では測れないレベルでの筋収
縮様式の変化の違い（運動単位の動員および発火頻度の増減など）が存在する可能性を示している。今後は，この変化の違いが
脊髄レベルでの変化の影響か，脳レベルでの変化の影響かを明らかにしたい。また，5N 群と 10N 群において，ボタン押し反応
時間の短縮が認められた 5N 群のみであったため，圧刺激強度の調整の必要性が示唆された。
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P-KS-47-5

超音波画像診断装置を用いた片麻痺児の下腿三頭筋について
骨格筋の質的・量的評価による比較

本間 智明，中林美代子，佐藤 理美，石井 康朗，小川美矢子，赤坂 紀幸

新潟県はまぐみ小児療育センター

key words 超音波画像診断・片麻痺・筋輝度

【はじめに，目的】

超音波画像診断装置による骨格筋の質的・量的評価として超音波エコー輝度（以下，筋輝度）や筋厚を用いた報告がなされてき
ているが，脳性麻痺児等を対象とした研究は少ない。そこで，本研究では脳性麻痺等の片麻痺を呈する児の麻痺側・非麻痺側下
腿三頭筋の筋輝度や筋厚，腓腹筋羽状角（以下，羽状角）について超音波画像診断装置を用いて比較・検討を行ったので報告す
る。

【方法】

対象は脳性麻痺や脳症後遺症等の片麻痺児で粗大運動機能分類システム：レベル 1 の男女 12 名（平均年齢 7.2±2.51 歳）。方法
は超音波画像診断装置（東芝メディカルシステムズ社製）を用い，測定条件は周波数や Gain を統一し，B�mode，8MHz で撮影
した。測定肢位は腹臥位で膝関節伸展位，足関節は検査台から出し，安静状態で両側の下腿最大膨隆部位（下腿長を 100％ とし
腓骨頭下端から 26％ 部位）を縦断画像にて測定した。装置内蔵の距離・角度測定機能を用い，筋厚は内側腓腹筋（以下，MG），
ヒラメ筋（以下，Sol）とも表層腱膜から深層腱膜の 2 点間距離とし，羽状角は筋束と深層腱膜のなす角を測定した。また，画像
解析ソフト（ImageJ）を用いて麻痺側・非麻痺側の MG・Sol の筋輝度を 256 段階で表現される Gray�scale のヒストグラムの平
均値で算出した。統計処理は Wilcoxon の符号付順位和検定を用い，有意水準は危険率 5％ 未満とした。

【結果】

麻痺側 MG は非麻痺側と比べて筋輝度が有意に高く，筋厚が有意に薄く，羽状角は有意に角度が小さかった（p＜0.01）。（麻痺
側 MG 輝度中央値［25% 値�75% 値］単位：非麻痺側 MG 輝度中央値［25% 値�75% 値］単位=125.2［107.44�150.82］pixel：99.4

［91.75�112.48］pixel，麻痺側 MG 厚：非麻痺側 MG 厚=7.5［6.03�9.93］mm：10.6［8.83�13.00］mm，麻痺側羽状角：非麻痺側
羽状角=9.6［7.00�14.50］̊：13.3［12.00�15.75］̊）

麻痺側 Sol は非麻痺側と比べて筋輝度，筋厚とも有意差はなかった。（麻痺側 Sol 輝度：非麻痺側 Sol 輝度=69.1［59.30�79.70］
pixel：63.9［50.08�79.11］pixel，麻痺側 Sol 厚：非麻痺側 Sol 厚=13.0［10.80�14.95］mm：13.0［9.90�17.53］mm）

【結論】

先行研究では超音波画像診断装置は筋内の脂肪・結合組織といった非収縮組織が増加した筋は高輝度に映り，低輝度の筋と比
べて相対的に筋繊維断面積が減少している（福元ら，2015）。また，羽状角が大きいほど生理学的断面積が大きくなるため，筋
力の発揮に有意となる（市橋，2014）等の報告がある。今回，片麻痺児の麻痺側 MG の質的・量的な違いが明らかになり，筋繊
維断面積は減少していることと生理学的断面積も小さく，筋力の発揮が行いづらいことが示唆された。また，Sol 輝度と筋厚に
有意差が認められなかったことから，歩行が自立していることで Sol は質的・量的に維持されやすいことが考えられる。

超音波画像診断装置を用いた質的・量的評価は個々の筋の性質を理解することに繋がり，理学療法を実施する上で有益な情報
を得ることが出来る。
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P-KS-48-1

注意方向の異なる練習方法によるCross Test の改善度の相違

清木 宏徳1），森下 元賀2），弘中 一成1），上田 亮輔1），原田 幹彦1）

1）光市立大和総合病院リハビリテーション部，2）吉備国際大学大学院保健科学研究科

key words 運動学習・注意・バランス能力

【はじめに，目的】

効率的な運動学習は，早期に動作の再獲得に繋がり日常生活動作の改善に重要である。運動学習を促すための方略の一つとし
て，運動課題への注意の向け方が考えられる。注意の向け方として，運動中の注意を身体外部へ向ける External focus（EF）と
身体内部に向ける Internal focus（IF）がある。EF は無意識的，反射的な運動制御過程の働きを高め運動パフォーマンスを向上
させると言われているが，対象者や運動課題により効果や適応については明確になっていない。本研究の目的は，EF と IF の注
意方向の異なる練習方法の違いが立位バランスに与える影響を調べ身体機能，注意機能，認知機能から検討することである。

【方法】

対象は，入院患者 41 人（脳血管疾患 22 人，整形外科疾患 14 人，廃用症候群 5 人）で，EF 群（21 人：平均 76.2±9.5 歳），IF
群（20 人：平均 77.8±9.0 歳）をランダムに 2 群に分けた。EF 群と IF 群の効果判定は Cross Test を行い，立位から重心を前後，
左右方向に移動させた際の面積である矩形面積とし，その拡大を改善度とした。計測はプレテスト，14 日間の練習期間，7 日後
に保持テストを行った。教示は，EF 群は重心を動かす方向の「床」へ，IF 群は，対象者の「身体」へ意識を向けた。身体機能
はバランス能力として Berg Balance Scale（BBS），注意機能は Trail Making Test�A（TMT�A），認知機能は Mini�Mental State
Examination（MMSE）を行った。統計解析には SPSS Statistics22 を用い，EF 群と IF 群の改善度の検証は二元配置分散分析を
行い，後検定は Bonferroni の多重比較法を用いた。また，EF 群，IF 群のプレテストから保持テストまでの改善率と BBS，TMT�
A，MMSE の関連を検討するため，スペアマンの相関係数を求めた。統計学的有意水準は危険率 5％ 未満とした。

【結果】

Cross Test の矩形面積は，プレテスト・練習期間・保持テストの順に，EF 群は 16777.3±9825.7mm2，19345.5±10233.8mm2，
21179.3±9849.8mm2，IF 群は 14286.93±7915.73mm2，14940.28±8806.11mm2，14172.37±9088.08mm2で EF 群において交互作用
を認め，練習期間を除き有意に増加した（p＜0.01）。また，BBS，TMT�A，MMSE は EF 群で順に，39.8±10.5 点，291.2±170.0
秒，25.8±3.8 点，IF 群は 37.9±9.1 点，234.6±110.7 秒，26.0±3.4 点だった。EF 群と IF 群の改善率と BBS，TMT�A，MMSE
はいずれも相関を示さなかった。

【結論】

本研究では，基礎研究として疾患を問わず軽度のバランス能力，注意機能の低下したものを対象とした。この度の研究では，EF
群と IF 群の改善率と身体機能，注意機能，認知機能との関係性は明らかにならなかったが，軽度のバランス能力，注意機能の
低下した患者においては EF の教示が IF の教示よりも Cross Test の改善に有効であることが示唆された。要因として，EF の
教示を行うことで「床」に意識が向き，足底から求心性の情報入力が得られやすくなった可能性がある。
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P-KS-48-2

地域在住高齢者の転倒有無が歩行時の関節協調性に与える影響

山縣 桃子1），建内 宏重1），清水 厳郎1），正木 光裕2,3），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）新潟医療福祉大学医療技術学部，
3）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

key words 地域在住高齢者・歩行・協調性

【はじめに，目的】

Uncontrolled manifold 解析（UCM 解析）は，関節運動の変動を運動遂行に重要な変動性（VUCM）と運動を阻害する変動性
（VORT）に分ける手法である。VUCM が VORT より大きい場合，中枢神経系によって動作が制御されると解釈され，これはシ
ナジー値として定量化される。この値が大きいほど，各関節が協調運動し安定性を獲得していると解釈される。安定性獲得は 3
段階で進行するとされている：1）VUCM と VORT が大きい状態，2）VUCM のみが大きい状態，3）VUCM と VORT が小さ
い状態。3）は変動が小さくエネルギー効率性が良い状態であるが，高齢者の歩行では 3）が困難であるため，2）の戦略を代償
的に用い，下肢関節を協調的に運動させていることが報告されている（Krishnan V. 2013）。この研究によって，若年者よりも高
齢者は中枢神経系によって左右方向の遊脚側足部を制御していることは明らかとなったが，上下方向の遊脚側足部（足部クリア
ランス）については検討されていない。さらに転倒歴の有無が関節協調性に与える影響について調査した報告はない。そこで本
研究では，転倒歴の有無によって下肢の関節協調性が変化するかを明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢者 21 名とし，転倒群 7 名（81.6±3.4 歳）と非転倒群 14 名（74.1±8.6 歳）に分類した。測定課題は，快適歩
行速度で 6m 歩行路を 20 回歩行することとした。運動学的データは，赤外線カメラ 8 台を用いた三次元動作解析装置 Vicon MX

（Vicon 社製）で測定し，左右の下肢関節座標を算出した。UCM 解析には MATLAB（MathWorks 社製）を用い，前額面の VUCM，
VORT，シナジーを算出した。左右の下肢関節間が遊脚側足部位置を制御するために協調的に運動すれば VUCM が増加する。
歩行時の遊脚期は 100％ に正規化し，それぞれの変数に対して，全体の平均，遊脚期 30%，遊脚期 50% を計算した。遊脚期 30%
は遊脚肢の運動軌跡を制御する時期，遊脚期 50% は最も足部が低くなる時期として使用した。統計学的処理では転倒群と非転倒
群の 2 標本 t 検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

上下方向と左右方向について，転倒群は非転倒群と比べて全ての時期で VUCM が有意に高かった。また，上下方向の遊脚 30%
のシナジー値も，転倒群において有意に高値となった。他の変数に関しては有意な差は認めなかった。

【結論】

両群のシナジーは，遊脚期 30% を除いた全てで同等であった。これに対し，転倒群の VUCM は常に高値であり，前額面の遊脚
側足部を制御するために，下肢関節の変動をより大きくすることで協調性を維持していたことが分かった。また，遊脚期 30%
のシナジーは転倒群で高く，転倒群が中枢神経系によって遊脚肢の運動軌跡をより制御していることが示唆された。
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P-KS-48-3

2 点交互視運動の速度の違いが立位姿勢制御に与える影響

村上 隆一1），島谷 康司2），曽利 洋平3），曽 智4），辻 敏夫4）

1）国立病院機構福山医療センター，2）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，
3）国立病院機構東広島医療センター，4）広島大学大学院工学研究院

key words 2点交互視運動・眼球移動速度・立位姿勢制御

【はじめに，目的】

ヒトは対象物の速い動きに対応する衝動性眼球運動，遅い動きの対象物を注視する追従性眼球運動，前庭動眼反射などを利用す
ることによって視覚対象物を見失うことなく視認できる。先行研究では，衝動性眼球運動による姿勢制御，追従性眼球運動によ
る姿勢制御の影響は報告されているものの，衝動性眼球運動と追従性眼球運動の姿勢制御の比較に関する報告それほど多くな
い。そこで，本研究では，2 点交互視運動の速度の違いによる姿勢制御との関連性について検証を行った。

【方法】

被験者は若年健常者 43 名（男性 23 名，女性 20 名，平均年齢 20.9±1.0 歳）。重心動揺計測には Wii ボード（任天堂社製）を用
いて閉脚立位とし，自作した LED 追従装置（幅 65cm，計測距離 2.0m，被験者を起点とした LED2 点間の角度は 18 度に設定）
を用いて各被験者の目の高さに設定した水平方向の眼球運動誘導を行った。被験者に対して，「眼球運動追従装置の両端が交互
に点灯します。頭部は動かさずになるべく眼だけを動かして白い光を追ってください。」との教示を行った。注視条件，2 点交互
視条件（1 Hz，2 Hz）の各条件 3 試行（計 9 試行）を被験者ごとにランダム化し計測を行った。各試行間 2 分間の休息を設けた。
測定は 1 試行につき 70 秒間行い，測定開始と終了時の 5 秒間を除外した 60 秒間を前半 30 秒間・後半 30 秒間（以下，前半・後
半）に分け解析に使用した。総軌跡長，外周面積，実効値面積（以下，RMS），X 軸周波数（ピーク値）を使用し，各条件の 3
回の測定の平均値を算出した。3 条件間比較には，二元配置分散分析および Bonferroni 検定による多重比較検定を行った。なお，
有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

2 点交互視条件間の比較では全解析項目において有意差を認めなかった。外周面積において後半注視条件と比較して後半 1
Hz・2 Hz 条件にて有意に低値を示した。RMS においては，前半・後半ともに注視条件と比較して 1 Hz，2 Hz 条件において有
意に低値を示した。

【結論】

2 点交互視運動の速度の違いは姿勢制御に影響を与えないことが示唆された。衝動性眼球運動は眼球の位置を意識的に細かく調
節する必要がなく自己体動感に影響しにくく，視野の安定性に関与しているといわれている。このため，眼球運動速度が増加し
ても視野の安定性が保たれ重心動揺に影響しなかったことが考えられる。一方，2 点交互視条件の外周面積・RMS は注視条件よ
り有意に低値を示した。2 点交互視運動の神経回路の活動が脳幹を経由して下腿伸筋群の活動を高めるとの報告があることか
ら，若年健常者においては 2 点交互視条件で身体動揺が減少したと考えられる。今後は，健常高齢者や障がい者を対象として 2
点交互視条件で身体動揺の関係性を検証していく予定である。
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二重課題は片脚立位時の姿勢動揺を安定させる
メンタルローテーション課題を用いた検討

谷 玲奈，牧野 均

北海道文教大学

key words 二重課題・メンタルローテーション・姿勢調節

【はじめに，目的】

最近の研究では，単一課題（以下，ST）の姿勢調節のみよりも，ST と同時に認知課題を行った二重課題（以下，DT）条件下
において，ST のパフォーマンスが向上することが明らかとなっている。

一方，認知課題のひとつ，メンタルローテーション（以下，MR）課題を行うと，実際の身体部位の脳の運動関連領域が賦活さ
れるため，運動能力と MR 課題の成績は関係があると考える。

以上のことから，DT 条件下での MR 課題の有用性，また，MR 課題の成績と姿勢動揺の関係性を明らかにすることを目的とし
た。今回は姿勢動揺の指標として総軌跡長と矩形面積を用いた。また，MR 課題の成績の指標として，正答率を用いた。

【方法】

本研究の対象は，健常大学生 42 名（男性 22 名，女性 20 名）を被験者として用いた。

①ST

「できるだけ揺れないで，片脚で立ってください」の口頭指示のもと，静止片脚立位を利き足で，1m 先の壁にある指標を注視さ
せ 30 秒間行った。

②DT

ディスプレイに両手（足）の手掌面（足底面）と手背面（足背面）を 6 方向に回転させた画像をランダムに表示させてから，で
きるだけ早く正確に「右手（足）」，「左手（足）」を，口頭にて回答させた。ST である片脚立位を行いながら，それぞれ 30 秒間
遂行した。

被験者は計 3 回片脚立位を行った。それぞれの片脚立位時の総軌跡長，矩形面積，正答率を測定した。ST である片脚立位のみ
は対照群，MR 課題中の片脚立位はそれぞれ，手刺激群，足刺激群とした。

統計処理は，姿勢動揺の比較として Tukey 法を用いて多重比較を行った。また，姿勢動揺と MR 課題の相関関係については，
ピアソンの相関係数の検定を用いた。有意水準は危険率 1％ 未満とした。

【結果】

対照群，手刺激群，足刺激群の総軌跡長および矩形面積を比較した結果，総軌跡長，矩形面積ともに対照群と比べ手刺激群，足
刺激群は有意に低かった。また，MR 課題の正答率と総軌跡長の間で，負の相関関係がみられた。

【結論】

本研究では，片脚立位のみよりも，MR 課題施行中の片脚立位の方が，姿勢動揺が安定している結果となった。今回，MR 課題
へ注意が向き，片脚立位に対し最適な注意を向けられたため，姿勢動揺が安定したと考える。

さらに MR 課題の成績が良い人ほど，姿勢動揺が安定していた。本研究では，DT いおいて MR 課題中に脳の運動関連領域が賦
活されたことによって，成績が高いとその能力が反映し姿勢制御能力も高かったと考える。

本研究から，DT 条件下における片脚立位練習の認知課題として，MR 課題の活用が期待される。また，MR 課題の改善と同時
に姿勢制御能力の改善に努めることができると考える。臨床で応用していくために，今後高齢者に対する認知課題として検討し
ていくべきだと考える。
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皮膚への触刺激は中枢性疼痛修飾系を介して疼痛を緩和できるか

松澤 明黎1），井澤 康祐1），伊藤 慎也1），長谷川雄也1），水口 淳1），佐藤 亜紀1），城 由起子2），
松原 貴子1）

1）日本福祉大学健康科学部，2）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words touch・疼痛緩和・中枢性疼痛修飾系

【はじめに，目的】我々は痛いときに痛み部位に手を当て，軽く擦ったり圧迫したりすることで痛みを和らげようとする。この
ような皮膚への軽微な触刺激（touch）による鎮痛効果については，従来，gate�control theory（Melzack，Wall 1965）による仮
説が唱えられてきたが，推論の域を出ず解明には至っていない。近年，ヒトにおいては touch による熱痛覚感受性低下が報告さ
れ（Mancini 2015），また，動物実験においても touch が内因性オピオイドを介して C�fiber など侵害受容ニューロンへの特異的
な抑制作用を惹起する可能性が示されおり（Watanabe 2015），その鎮痛機序に中枢性疼痛修飾系の関与が推察される。そこで本
研究は，ヒトを対象に touch による鎮痛効果を，痛覚感受性に加え中枢性疼痛修飾系の機能指標である temporal summation

（TS）を用い調べた。

【方法】対象は健常成人 16 名（男性 8 名，女性 8 名，年齢 21.0±1.1 歳）とした。Touch は，上肢への軽擦（T�touch）および自
覚しない圧（P�touch：圧覚閾値の 90％ 強度，平均 3.1±1.6N）と電気（E�touch：1.0Hz，平均 2.5mA）刺激の 3 条件とした。
評価は熱痛閾値，圧痛閾値および熱痛・圧痛の TS とし，各 touch 前・中に測定した。TS は，熱痛閾値＋3℃ の温度ならびに圧
痛閾値の 125% の圧力で刺激を 10 回加え，各疼痛強度を visual analogue scale（VAS）で測定し，1～10 回目までの VAS 値の傾
き（熱痛 TS，圧痛 TS）を測定値とした。統計学的解析は Wilcoxon の符号付き順位検定を用い，有意水準は Bonferroni の補正
により 1.6% 未満とした。

【結果】touch 前と比べ熱・圧痛閾値はともに T�touch と P�touch により有意に上昇し，熱痛 TS は T�touch と E�touch，圧痛
TS は T�touch にて有意に減衰した。

【結論】今回，touch により，これまでに報告されている熱痛覚感受性だけでなく圧痛覚感受性も低下し，さらに両 TS の減衰を
認めた。TS は近年広く用いられている痛みの定量評価指標の一つであり，TS の減衰は上行性疼痛伝達系の感作抑制や内因性オ
ピオイドを介した鎮痛効果を反映していると考えられる。一方，動物実験において touch は低閾値 Aδ，C�fiber を興奮させ，無
髄 C�fiber の求心性入力によって引き起こされる体性心臓交感神経性 C�反射を抑制することが示されており，さらにこの効果
はオピオイドの拮抗薬であるナロキソン投与により減弱することが報告されている（Watanabe 2015）。これらのことから，touch
は内因性オピオイドなどが関与する中枢性疼痛修飾系を作動させ，表在性の熱痛覚感受性だけでなく深部組織の痛覚を反映す
る圧痛覚感受性までも低下させることで疼痛を緩和する可能性が示唆された。本研究の限界点として，touch 条件による鎮痛効
果の違いや touch による広汎な鎮痛効果については明らかでなく，臨床応用に向けて更なる検討は必要である。
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リフティング動作時に生じる腰痛の発生状況と疼痛関連因子の関係性について

亀山 泉1），坂野 裕洋1），内川 智貴2）

1）日本福祉大学健康科学部，
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【はじめに，目的】

作業関連性腰痛（Work Related Low Back Pain，以下 WRLBP）は，労働にともなう軽微な繰り返し作業などによって惹起され
る若い勤労世代に多い腰痛であり，WRLBP によって生じる労働力の低下や医療費の増大などが大きな社会問題となっている。
そのため，WRLBP の病態解明や効果的な予防方法の確立は重要であるが，明らかな器質的異常所見を認めない場合が多いた
め，その病態については不明な点が多く，有効な予防方法についても一定した見解が得られていない。そこで本研究では，
WRLBP の効果的な予防方法の確立に関する基礎的研究として，健常大学生を対象に，リフティング動作時に生じる腰痛の発生
状況と疼痛関連因子との関係性について検討した。

【方法】

健常大学生 80 名（男性 50 名，女性 30 名，平均年齢 20.0±1.3 歳）を対象に，身体的要因として体幹伸展の最大筋力と可動域，
指床間距離，両側 SLR 角度，心理的要因として POMS（気分），SDS（抑うつ），STAI（不安），MPI（性格），認知的要因とし
て CSQ（痛みに対する対処方略），GSES（自己効力感），JPSS（自覚的ストレス），その他の評価として IPAQ（身体活動量），
SF�36（健康関連 QOL）を評価した。その翌週以降に 30 回のリフティング動作（2 秒/回）を実施し，5 回毎に腰痛の程度を NRS
にて聴取した。なお，聴取した NRS の結果より，リフティング動作 5 回目の時点で腰痛の発生を認めた 33 名を発生群，発生を
認めなかった 47 名を非発生群に分類した。統計学的解析は，対応のない t 検定，Mann�Whitney の U 検定を用いて両群間の比
較を行った。また，リフティング動作 5 回目時点の NRS を従属変数とした重回帰分析で各評価項目との因果関係を検討した。
有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

両群間で有意差を認めた項目は，リフティング動作終了時の NRS，SF�36 の「身体機能」，「日常役割機能（精神）」，「心の健康」
であり，発生群では非発生群と比較して，NRS は有意に高値，SF�36 の 3 項目は有意に低値を示した。また，重回帰分析の結果
ではリフティング動作終了時の NRS（β=0.51），SF�36 の「心の健康」（β=�0.33）と「体の痛み」（β=0.25），CSQ「無視」（β=�0.21）
が抽出された。

【結論】

本研究結果より，若年成人における WRLBP の発生要因には，「身体機能」や「日常役割機能（精神）」，「心の健康」などの健康
関連 QOL が関与しており，特に「心の健康」は WRLBP の発生に強い影響を及ぼしていることが推察された。したがって，若
年成人の WRLBP の発生予防において，SF�36 などを用いて健康関連 QOL を評価することの有用性を示唆するとともに，理学
療法の実施に際しても，身体機能に対する運動療法のみでなく，心の健康を良好な状態に維持するために患者教育などを併用す
ることの重要性を示唆する内容と考える。
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経皮的電気神経刺激（TENS）の刺激部位の違いが鎮痛効果に及ぼす影響に関す
る検討
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key words TENS・疼痛・刺激部位

【はじめに，目的】

鎮痛を目的とした電気刺激療法である経皮的電気神経刺激（TENS）では，即時的な鎮痛をもたらし得る門制御説に基づき，疼
痛部位と同一の皮膚分節領域に電極を貼付する方法が多用されている。TENS の鎮痛機序としては，門制御説の他に，全身性の
鎮痛に寄与し得る内因性オピオイドも関与する。特に，後者に着目すると，疼痛部位と関連の無い遠隔部位に電極を貼付して
TENS を施行したとしても，内因性オピオイドの放出に十分な通電時間を確保することで鎮痛を得られる可能性が考えられる
が，十分な検討は行われていないのが現状である。以上から本研究では，TENS の刺激部位の違いが鎮痛効果に及ぼす影響につ
いて検討することを目的とした。

【方法】

健常者 18 名を対象とし，疼痛発生部位と同一の皮膚分節領域に TENS を施行する条件（通常 TENS），疼痛発生部位と関連のな
い遠隔部位へ TENS を施行する条件（遠隔 TENS），TENS を実施しない条件（コントロール）の 3 条件を無作為順序で日を改
めて実施した。各条件ともに，対象者は馴化のための安静背臥位を 5 分間保持した後，NRS で 6 となる疼痛を発生させる電流強
度での疼痛発生刺激（周波数 3Hz，パルス幅 40ms）を上腕二頭筋腱外側部の皮膚へ加えた。疼痛は 1 分間隔で 4 回発生させ，
2 回目の疼痛発生の 30 秒後に TENS（周波数 100Hz，パルス幅 250μsec，電流強度：無痛範囲内で最大）を開始し，各条件の終
了まで継続した。TENS の刺激部位は，通常 TENS では疼痛部位と皮膚分節領域が一致する右上腕前外側部，遠隔 TENS では
左下腿前外側部とした。4 回目の疼痛発生後，疼痛発生刺激を休止し，安静背臥位を 10 分間保持した後に疼痛発生刺激を再開し，
疼痛を 1 分間隔で 2 回発生させた。各条件の実施中，疼痛の主観的指標として 4 回目と 6 回目の疼痛の NRS を各疼痛の発生直
後に聴取した。また，疼痛の客観的な指標として前頭前皮質の脳血流量（酸素化ヘモグロビン量：PF�HbO2）を測定した。その
上で，各条件間で 4 回目と 6 回目の疼痛の NRS と，各条件で TENS 未施行となる 2 回目の疼痛発生時の PF�HbO2の増加量を
基準とした 4 回目と 6 回目の疼痛発生時の PF�HbO2の増加率を多重比較検定にて分析した。

【結果】

NRS と PF�HbO2の増加率の両指標において，通常及び遠隔 TENS ともにコントロールと比較して 4 回目と 6 回目の疼痛発生
時での有意な減少もしくは減少傾向（4 回目の疼痛発生時の PF�HbO2）を認めたが，両 TENS 間での明らかな差は認めなかっ
た。

【結論】

本結果は，刺激部位の違いが TENS の鎮痛効果に影響しないことを示している。遠隔 TENS において，TENS 開始直後に当た
る 4 回目の疼痛に対する鎮痛は，門制御説や内因性オピオイドでは説明できず，TENS により賦活された広汎性侵害抑制調節の
関与が推察される。また，6 回目の疼痛に対する鎮痛は，TENS の持続的な実施に伴い放出された内因性オピオイドに基づくと
推察される。本結果から，臨床での TENS の実施方法の多様化が期待される。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（基礎）P49】

P-KS-49-4

経皮的末梢神経電気刺激による中枢性疼痛修飾系への影響
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【はじめに，目的】経皮的末梢神経電気刺激（transcutaneous electrical nerve stimulation：TENS）は，従来運動器疼痛に対す
る鎮痛作用を有する物理療法のひとつとして用いられている。その鎮痛機序は，内因性オピオイドを介する中枢性疼痛修飾系の
関与が考えられており，刺激周波数により関与するオピオイドが異なることが示唆されている。一方，ヒトを対象とした TENS
による鎮痛効果については，刺激部での痛覚閾値上昇に限局した報告が多く，中枢性疼痛修飾系への影響まで含めた検討はほと
んど行われていない。そこで今回，中枢性疼痛修飾系の指標とされる temporal summation（TS）を用い，これまでに痛覚感受
性の低下効果が報告されている低周波数（low frequency：LF）および高周波数（high frequency：HF）での TENS による中枢
性疼痛修飾系への影響を調べた。

【方法】対象は健常成人 16 名（平均 20.5±0.9 歳，男性 8 名，女性 8 名）とし，全ての対象に LF（4Hz，筋収縮が生じない最大
強度：平均 12.2±2.0 mA），HF（100Hz，痛みを伴わない範囲での最大強度：平均 12.8±2.3 mA）の TENS 刺激，または sham
刺激（電極貼付のみ）を片側前腕背側へ各 20 分間，実施順序はランダムに，24 時間以上の間隔を空けて行った。測定項目は，
圧痛閾値（pressure pain threshold：PPT），圧痛強度（pressure pain rating：PPR）および TS とし，各刺激前と直後に測定し
た。PPR は，PPT の 125% 強度の圧刺激による疼痛強度を visual analogue scale（VAS，mm）で測定した。TS は，PPR を 10
回連続で測定し，1 回目の PPR を基準とした各 PPR 変化量の合計を測定値とした。統計学的解析は，Friedman 検定および
Tukey�type の多重比較検定，Wilcoxon の符号付順位検定を用い，有意水準を全て 5% 未満とした。

【結果】LF，HF ともに全ての部位で PPT は刺激直後に有意に上昇し，PPR は有意に減弱した。また，刺激部では，sham に比
べて HF で PPT が有意に高値，PPR が有意に低値を示した。TS は，LF，HF ともに全ての部位で有意に減衰し，周波数による
差はなかった。sham は PPT，PPR，TS とも全ての部位で変化しなかった。

【結論】LF は脊髄や吻側延髄腹内側部の μ オピオイド受容体を，HF は δ オピオイド受容体をブロックし，一次求心性侵害刺激
入力を調節することで中枢性感作を抑制するといわれていることから，TENS は内因性オピオイド鎮痛系を作動させると考え
られている。今回，ヒトを対象とした本実験において，LF，HF ともに刺激部だけでなく対側部や遠隔部といった広汎な痛覚感
受性の低下効果を認め，さらに全ての部位で TS の減衰を認めた。TS は上行性疼痛伝達系の感作状態を反映するといわれてお
り，またオピオイドの投与により減衰することから内因性オピオイド鎮痛系の機能評価に適するといわれている。以上より，
TENS はヒトにおいても広汎な痛覚感受性の低下効果に加え，中枢性疼痛修飾系を介した鎮痛効果をもたらす可能性が示唆さ
れた。
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上肢筋血流量の増加に注目したキセノン光の星状神経節近傍照射と神経筋電気
刺激の効果比較に関する検討

松本 健太1），吉田 英樹2），佐藤 輝1），前田 愛1），向中野直哉1），川村 真琴1），小西 杏奈1），
島田 瑞希1），高桑奈緒美1），鳴海 萌1），天坂 興2,3），原 幹周2,4），小田桐 伶2,5），前田 貴哉2,3）

1）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）弘前大学大学院保健学研究科，3）弘前記念病院，
4）黒石市国民健康保険黒石病院，5）弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

key words キセノン光・神経筋電気刺激・筋血流量

【はじめに，目的】

キセノン光の星状神経節近傍照射（Xe�LISG）は交感神経活動抑制に伴う末梢血管拡張，神経筋電気刺激（NMES）は筋収縮に
伴う筋ポンプ作用により上肢筋血流量の増加に寄与すると報告されている。しかし，作用機序の異なる Xe�LISG と NMES の上
肢筋血流量増加の程度を比較検討した報告は皆無である。以上から本研究の目的は，上肢筋血流量の増加に注目して Xe�LISG
と NMES の効果を比較検討することとした。

【方法】

健常者 5 名の上肢筋として左右の上腕二頭筋（BB）計 10 筋を対象とし，介入として以下の 3 条件を無作為順序で日を改めて実
施した。条件 1：Xe�LISG を実施する条件，条件 2：NMES を実施する条件，条件 3：Xe�LISG や NMES を実施しない条件。
条件 1 では，対象者は安静仰臥位を 15 分間保持（馴化）後，Xe�LISG（左右の星状神経節が照射対象）を 10 分間受けた。キセ
ノン光の照射条件は先行研究に準じ，発光間隔を最初 1 分間は 1 秒に 1 回，以降は 3.5 秒に 1 回，1 回の発光時間とエネルギー
を 5 msec，18 W とした。Xe�LISG 終了後，安静仰臥位を 10 分間保持した。条件 2 では，対象者は馴化後に左右の BB に対す
る NMES を 20 分間受けた。NMES の刺激条件は先行研究に準じ，二相性対称性矩形波を用いてパルス幅 250 μsec，周波数 30
Hz とし，電流強度は BB が十分に収縮し無痛範囲で最大に調整した。オン・オフ時間はいずれも 5 秒間とした。条件 3 では，
対象者は馴化後に安静背臥位をさらに 20 分間保持した。各条件の実施中，筋血流量の指標として左右の BB の酸素化ヘモグロ
ビン量（BB�HbO2）を連続で測定した。また，交感神経活動の指標として左右の BB の筋硬度を各条件の実施前後で測定した。
その上で，各条件での BB�HbO2の馴化終了時の値を基準とした介入開始 10 分後および 20 分後での経時的変化と各条件間での
介入前後での BB の筋硬度の変化量（筋硬度変化量）を多重比較検定にて検討した。

【結果】

BB�HbO2については，条件 1 では馴化終了時と比較して Xe�LISG 開始 10 分後および 20 分後での有意な増加を認めたが，条件
2 および 3 では明らかな変化を認めなかった。筋硬度変化量については，条件 2 および条件 3 と比較して条件 1 で Xe�LISG に伴
う筋硬度の減少が大きく，条件 3 との間に有意差を認めた。

【結論】

本結果は，Xe�LISG が交感神経活動抑制に基づく上肢筋血流量の増加に寄与し得ることに加えて，筋血流量の増加に対する
NMES の効果が確実性に欠ける可能性を示している。今後，筋血流量の増加に適した NMES の刺激条件に関する検討が求めら
れる。最近，不動に伴う筋の拘縮の発生・進行を抑制する上で，筋血流量を維持・増加させることが重要と指摘されている。本
結果から，Xe�LISG が上肢筋の拘縮の発生・進行の抑制に寄与し得る可能性も考えられ，今後の検証が必要である。
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関節固定が変形性膝関節症の関節構成体に与える影響
関節症モデル動物を用いた実験研究（パイロットスタディ）
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key words 関節固定・関節軟骨・変形性膝関節症

【はじめに，目的】健常な膝関節を長期間固定すると，滑膜組織の線維化や周囲組織との癒着形成，関節軟骨の形態的変化が生
じることが，動物実験により明らかにされている。しかしながら，変形性膝関節症（Knee Osteoarthritis：膝 OA）が発症し，
既に関節軟骨が摩耗・変性している状態において，関節固定が関節構成体に与える影響は未だ明らかにされていない。ヒト膝
OA 患者では，膝関節可動域制限を伴うことが多いことは周知の事実であり，発症した膝 OA において関節可動域を制約させた
場合の関節構成体変化の理解は，理学療法介入の方針決定において必要不可欠である。そこで，本研究では，ラット外傷性膝 OA
モデルを使用し，発症した OA 膝に対する関節固定が関節構成体に与える影響を検討することを目的とした。

【方法】12 週齢の Wistar 系雄性ラット右膝関節に外科的処置（meniscotibial ligament 切離）を施し，内側半月板不安定性（DMM）
モデルを作成した。その後，早期膝 OA となる術後 4 週時より，K�wire を用いた創外固定具を使用して膝関節を屈曲 110±5
度に固定した（DMM+固定群；n=4）。対照群として，皮膚と関節包のみを切開する偽手術+固定群（n=4），関節固定は行わず
自然飼育のみ行う DMM 群（n=4）を設けた。術後 8 週時に膝関節を採取し，micro�computed tomography（μ�CT）撮影を行っ
た。その後，膝関節を展開し，脛骨関節面に Indian ink を滴下し軟骨変性箇所を肉眼的に観察した（n=2/群）。また，矢状断の
脱灰パラフィン組織標本を作成した後，サフラニン O およびヘマトキシリン・エオジン染色を行い，光学顕微鏡にて観察した

（n=2/群）。

【結果】DMM 群の内側脛骨関節面において，Indian Ink 陽性の関節軟骨摩耗像が確認された。DMM+固定群では，上述の変化
に加えて，さらに大腿骨顆部との接触面における同心円状の Indian ink 陽性所見が出現した。偽手術+固定群では，関節軟骨摩
耗像は見られなかった。組織学的所見では，DMM 群の関節軟骨には深層までの亀裂を伴う摩耗・変性像が確認された。DMM
+固定群では摩耗・変性関節軟骨への滑膜組織侵入が観察され，膝蓋下脂肪体近傍の滑膜組織と関節軟骨との癒着像も見られ
た。偽手術+固定群では，関節軟骨を滑膜組織が被覆していたが，滑膜侵入の程度は DMM+固定群よりも軽度であった。μ�CT
所見では，DMM 群に軟骨下骨嚢胞が確認されたが，DMM+固定群では，DMM 群よりも嚢胞径が小さい傾向が見られた。偽手
術+固定群では，軟骨下骨嚢胞は見られなかった。

【結論】OA 膝における関節固定によって，膝蓋下脂肪体近傍の滑膜と周囲組織との癒着形成が生じ，変性関節軟骨への滑膜組織
侵入を招いた。また，軟骨下骨の骨吸収像である軟骨下骨嚢胞は，関節固定をすることで嚢胞径の増大を防いだ。今後は，これ
らの現象のメカニズムについて解析を進めるとともに，上述の変化が膝 OA の進行速度にどのように影響を与えるのか，長期的
視点での研究が必要である。
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不動化による膝蓋下脂肪体の萎縮はROM�ex で予防できるか
―ラット膝関節不動化モデルを用いた組織学的検討―
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key words 不動化・膝蓋下脂肪体・ROM�ex

【はじめに，目的】

関節拘縮の予防，治療は理学療法士の責務であるといっても過言ではない。関節拘縮の病理組織学的観察を行った先行研究で
は，関節前方にある脂肪体の萎縮，線維増生，うっ血を認めている。関節における脂肪体は，その柔軟性による関節周辺組織の
保護だけでなく，関節運動の緩衝材としての役割を担うとされ，関節可動域運動（以下，ROM�ex）では脂肪体の可動性が確認
されている。関節拘縮予防や治療の目的で，脂肪体に対しマッサージやストレッチを行い柔軟性の維持・改善を図る手技が散見
されるが，脂肪体に対する機械刺激の効果や組織学的変化は不明である。そこで今回，ギプス固定期間中の膝関節に ROM�ex
を行い，関節拘縮（膝蓋下脂肪体の変化）の予防効果を組織学的に観察，検討を行うことを目的とした。

【方法】

対象は 8 週齢の Wistar 系雄ラット 15 匹（256～304g）を用いた。1 週間の馴化期間を設けた後，無作為に通常飼育のみ行う群
（以下，正常群）（n=5），不動化のみ行う群（以下，拘縮群）（n=5），不動期間中に ROM�ex を行う群（以下，予防群）（n=5），の
3 群に振り分けた。不動化は右後肢とし，擦傷予防のため，予め膝関節中心に後肢全体をガーゼで覆い，股関節最大伸展位，膝
関節最大屈曲位，足関節最大底屈位の状態で骨盤帯から足関節遠位部まで固定した。固定肢の足関節遠位部から足趾までは浮腫
の有無を確認するために露出させた。予防群への ROM�ex は，期間中毎日ギプス固定を除去し，麻酔下で右後肢に 10 分間実施
した。ROM�ex は約 1N の力で右後肢を尾側へ牽引し，その後牽引力を緩める動作を 10 分間繰り返した。速度を一定に保つた
めメトロノームを用い，2 秒間で伸展―屈曲が 1 セット（1 秒伸展，1 秒屈曲）となるようにした。実験期間はいずれの群も 2
週間とした。期間終了後，実験動物を安楽死させ，股関節を離断して右後肢膝関節を一塊として採取した。採取した膝関節を通
常手技にて HE 染色標本を作製した。標本は光学顕微鏡下で観察し，病理組織学的検討を行った。観察部位は，関節前方の膝蓋
下脂肪体とし，取り込んだ画像から脂肪細胞の面積を計測した。各群の比較には，一元配置分散分析を適用し，有意差を認めた
場合には多重比較検定に Tukey�Kramer 法を適用した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

拘縮群，予防群では同様の組織変化がみられ，膝蓋下脂肪体における脂肪細胞の大小不同，線維増生が認められた。脂肪細胞の
面積は正常群 1356.3±275.1μm2，拘縮群 954.6±287.7μm2，予防群 1165.0±316.6μm2で全ての群間において有意差が認められた

（p＜0.05）。

【結論】

ギプス固定による 2 週間の関節不動によって膝蓋下脂肪体には脂肪細胞の大小不同，線維増生が認められた。不動化により脂肪
体は萎縮するものの，予防介入することでその萎縮は軽減できることが示唆された。
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変形性膝関節症モデルラットにおける軟骨細胞配列パターンの変化

髙橋 英明，田巻 弘之，大西 秀明

新潟医療福祉大学運動医科学研究所

key words 変形性関節症・軟骨細胞・細胞配列

【はじめに，目的】

変形性関節症（OA；osteoarthritis）は，関節軟骨の変性退行疾患で高齢者において最も多い骨関節疾患の一つである。そして，
OA の根本的な治療戦略がないことから，軟骨細胞の振る舞いについて理解することは重要である。通常，関節軟骨細胞は，表
層から石灰化層にいたるまで複雑に分化統制されており，局在別にその働きが異なる。そのため，関節軟骨細胞は表層の静止軟
骨細胞から石灰化層の肥大軟骨細胞に至るまで柱状（カラム状）に規律性を持った配列パターンを成し細胞間において相互作用
を有することが報告さている。一方，OA の病態においては，軟骨細胞のアポトーシスが誘導され，細胞数と OA 重症度との間
には関連があるとされているが，配列パターンに影響を及ぼすかについては定かではない。本研究では，関節軟骨の恒常性維持
に細胞配列パターンが影響するかについて，OA モデルラットを用い空間自己相関分析による検討を行った。

【方法】

13 週齢 Wistar 系雄性ラット（n=30）を用い，すべての処置は全身麻酔下にて実施した。OA 誘発処置として，右膝関節の内側
半月脛骨靭帯を切除し，右膝関節を不安定にせしめた。左膝関節には半月板剖出までの Sham 処置を実施した後に縫合した。術
後 0，1，2，4，8 週目（各 n=6）の各時期で灌流固定をおこない膝関節を採取した。試料は 24 時間の後固定後，エチレンジア
ミン四酢酸で脱灰し，パラフィン包埋した。各サンプルブロックは 5μm の薄切切片を作成し，Safranin�O 染色及び H�E 染色を
施した。観察には光学顕微鏡を用い，設置した CCD カメラにて脛骨内側面の組織画像を取得した。Safranin�O 染色画像は OA
重症度の半定量的評価（OARSI スコア），H�E 染色画像は画像処理ソフトを用いて細胞密度と空間自己相関分析の Z スコア（配
列パターンの指標）を算出した。

【結果】

術後 0 週目と比較した結果，OARSI スコアは術後 1 週目より有意に高値を示した（P＜0.05），細胞密度と Z スコアは術後 0
週目と比較し，術後 2 週目より有意に低値を示した（P＜0.05）。OARSI スコアと細胞密度の間に弱い負の相関関係を認めた

（r=－0.41）。一方，OARSI スコアと Z スコアの相関関係については，より強い負の相関関係を認めた（r=－0.62）。

【結論】

本研究の結果から関節軟骨の恒常性維持には軟骨細胞の数だけでなく，その配列パターンも重要な因子である可能性が示唆さ
れた。術後 1 週目では関節表面の fibrillation による OARSI スコアの上昇が認められたが，細胞数や細胞配列には有意差を認め
なかった。OA 初期では，表層部の軟骨細胞において，アポトーシスとオートファジーシグナルの共局在が報告されていること
から，術後 1 週目では細胞数と細胞配列には影響を及ぼさなかったと推察される。
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関節不安定性の制動が膝関節軟骨異化反応に及ぼす影響―組織学的・運動学的
分析―

鬼塚 勝哉1,2），村田 健児3,4），国分 貴徳3），藤原 秀平1），中島 彩1），森下 佑里4），
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3）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，
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【はじめに，目的】

変形性膝関節症（以下：膝 OA）の発症と進行には，メカニカルストレスと生物学的ストレスが関与する。メカニカルストレス
に関しては，関節不安定性が関節軟骨破壊を導くカスケードを引き起こし，生物学的ストレスに関しては Matrix metalloprote-
inase（MMP）と Tissue Inhibitor of Metalloproteinase（TIMP）の不均衡な発現によって，関節軟骨細胞の異化反応が亢進する
ことが報告されている。しかし，関節不安定性の制動が膝関節軟骨異化作用に及ぼす影響は明らかにされていない。膝関節軟骨
は一度損傷されると修復しないため，理学療法を含む保存療法では変性を予防することが重要である。本研究の目的は，関節不
安定性の制動が関節軟骨異化作用に及ぼす影響を組織学的，運動学的に検討することとした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット（12 週齢 8 匹）とし，異なる関節状態（ACL�T 群，CAJM 群）の 2 群に分類し，Control 群として ACL�
T 群対側後肢を用いた。ACL�T 群では，ACL 脛骨付着部を外科的に切離し，CAJM 群では脛骨の前方動揺を外科的に制動した。
組織学的分析として，術後 4 週時に膝関節を採取し，関節軟骨の損傷程度を，Safranin O�Fast Green 染色を用いた Mankin スコ
アにより評価した。スコアリングはランダムに番号割り付けをした後で 2 名に依頼し，平均点を算出した。また，免疫組織化学
染色にて抗 MMP13 抗体，抗 TIMP1 抗体にて ABC 法を用いて DAB にて発色させた後，ヘマトキシリンによる対比染色を施行
して光学顕微鏡にて観察した。運動学的分析として，術後 1 週，2 週，4 週時にアクリル板で作成した歩行路上を自由歩行させ，
その様子を底面から撮影し，安定した 2～3 歩行周期の歩幅を画像解析ソフト Image J（1.45I）を用いて算出した。術側後肢の支
持性が影響を及ぼすと考えられる，非術側後肢の歩幅を分析項目として，「（非術側の歩幅平均/両側の歩幅平均の和）×100」の
式にて歩行周期における非術側後肢の占める割合を算出し，統計解析ソフト JMP Pro12 を用いて解析し，有意水準は 5% とし
た。

【結果】

Mankin スコアは，ACL�T 群（平均：3.63 最大：5.5），CAJM 群（平均：2.13 最大：3），Control 群（平均：1.13 最大：1.5）
となった。免疫組織化学染色では，最表層から中間層において MMP13 は ACLT 群と CAJM 群で発現が認められたが，TIMP
1 は CAJM 群でのみ発現が認められた。運動学的分析では，両群において有意差は認められなかった。

【結論】

運動学的分析として，関節不安定性を制動することが歩行に及ぼす影響を歩幅で検討したが有意差は認められなかった。しか
し，組織学的分析において，CAJM 群では ACL�T 群と比較して軟骨の異化の予防に作用した可能性が考えられる。今後は運動
力学的分析により，関節不安定性を制動することが膝関節軟骨変性に及ぼす影響を検討する必要がある。本研究は，膝関節軟骨
代謝維持に向けて，異常関節運動の改善に向けた介入を行う意義を示す基礎的データの 1 つと成り得る。
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マウス変形性膝関節症モデルに対する振動刺激が関節軟骨に及ぼす影響
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key words マウス・変形性膝関節症・振動刺激

【はじめに，目的】

近年，変形性関節症（OA）に対する全身振動の効果や，ジグリングの臨床的効果について報告が散見される。しかし，局所へ
の振動刺激が OA を生じた関節軟骨にどのような影響を及ぼすかは十分に検討されていない。そこで今回，マウス膝 OA モデル
に対し，振動刺激が関節軟骨に及ぼす影響を病理組織学的に検討することを目的として実験を行った。

【方法】

対象は 10 週齢の ICR マウス 18 匹を用いた。4 週間の環境順化後，無作為に 4 匹を抽出し，実験終了まで通常飼育する Control
群とした。残りの 14 匹に対しては，吸入麻酔下で外科的に膝 OA を作製した。その方法は，先行研究を参考に，膝内側から侵
襲して内側脛骨半月靭帯と前十字靭帯を切除し，関節不安定化モデルを両側膝関節内側部に作製した。術後は 8 週間の通常飼育
を行い，膝 OA を惹起させた。8 週後，無作為に介入群と非介入群にそれぞれ 7 匹ずつ分け，介入群には 1 回/日，15 分間の振
動刺激を 4 週間行った。振動刺激の装置は，電動歯ブラシの先端アタッチメントを自作して改良した自家製の装置を用い，吸入
麻酔下で膝関節内側部に振動刺激を加えた。非介入群については，介入を行わずに吸入麻酔のみ 4 週間実施した。実験期間終了
後，すべてのマウスを麻酔の過剰投与にて安楽死させ，両下肢を一塊として採取した。通常の組織標本作製手順でパラフィンブ
ロックを作製し，滑走式ミクロトームを用いて約 3μm の厚さで薄切した。その後，ヘマトキシリン・エオジン染色を行った後
に，光学顕微鏡下で膝関節の関節内を観察した。膝 OA の病理組織学的変化については Glasson らによる組織学的分類（0：正
常，0.5：Safranin�O 染色性低下，1：軟骨表面のわずかな fibrillation，2：表層下への亀裂と微細な欠損，3：石灰化層への亀裂
またはびらんが関節面の 25% 未満，4：同 25～50%，5：同 50～75%，6：同 75% 以上）により評価した。

【結果】

組織学スコアについては，Control 群はいずれの標本も 0 点であった。非介入群，介入群の順に，大腿骨軟骨は 4.7±1.3（6�2），
1.8±0.6（3�1），脛骨軟骨は 5.5±0.5（6�5），2.2±0.6（3�1）となり，いずれも介入群の方が有意に低値を示した。組織学的所見
については，非介入群のすべての標本で fibrillation が生じており，亀裂は軟骨下骨に達していた。また，軟骨層が欠損する象牙
化や軟骨の壊死像も認められた。一方で介入群は，fibrillation が軟骨表層にとどまる例が多く，軟骨の壊死像は非介入群よりも
少数であった。なお，Control 群には異常所見は認められなかった。

【結論】

振動刺激は，OA の関節軟骨を器質的に改善させる可能性が示唆された。
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微弱電流刺激が伸張性収縮後の骨格筋の機能回復に及ぼす影響

廣重 陽介1），渡邊 大輝2），和田 正信2）

1）おかもと整形外科クリニック，2）広島大学大学院総合科学研究科
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【目的】

伸張性収縮（eccentric contraction：ECC）は，他の様式の収縮と比べ筋損傷が高い頻度で生じ，そのため，収縮によって低下
した筋力の回復に長時間を要する。ECC によって損傷が起こる器官としては，筋小胞体（sacroplasmic reticulum：SR）あるい
は筋原線維があげられ，これらではタンパクの分解が生ずることが報告されている。鎮痛や組織修復促進などを目的として，医
療現場で用いられている微弱電流刺激は，筋疲労の回復にも効果があるとされているが，これを実証した研究はなされていな
い。そこで本研究では，微弱電流刺激処置により，ECC 後の低下した張力が迅速に回復するか否か，また，回復が早まるとすれ
ば，筋細胞内のどの器官に作用するのかについて，検討することを目的とした。

【方法】

実験には，Wistar 系雄性ラット 30 匹を用いた。これらを ECC 負荷（eccentric：E）群（n=20）と無負荷（sedentary：Sed）群
（n=10）に分け，E 群には前脛骨筋に ECC を負荷した。収縮を負荷した脚を刺激脚，負荷しなかった脚を安静脚とした。E 群を，
微弱電流刺激処置を施す群（E+treatment：ET）群（n=10）と施さない群（E+non�treatment：EN）群（n=10）に細分し，ET
群の刺激脚には，ECC 負荷直後から 3 日後にかけて，1 日 1 回（計 4 回），1 回 20 分間の微弱電流刺激処置を施した。Sed 群に
ついては，左脚にのみ微弱電流刺激処置を行った。これらの処置を行った後に，前脛骨筋を摘出し，等尺性収縮力を測定した。
また，SR Ca2+

�ATPase 活性，SR Ca2+放出・取り込み速度，ミオシン ATPase 活性および Ca2+濃度調節タンパク（ジヒロドピ
リジン受容体，ジャンクトフィリン 1，リアノジン受容体 1，SR Ca2+

�ATPase）量の分析を行った。

【結果】

等尺性収縮力，SR Ca2+放出・取り込み速度，リアノジン受容体 1 量およびミオシン ATPase 活性については，EN 群では，安静
脚と比較し刺激脚において低値が認められた。一方，ET 群では両脚間に有意な差異は認められなかった。総カルパイン活性

（安静脚＜刺激脚），ジャンクトフィリン 1 量（安静脚＞刺激脚）については，ECC による主効果が認められた。また，SR Ca2+
�

ATPase 活性，SR Ca2+
�ATPase 量およびジヒドロピリジン受容体量については，EN 群と ET 群との間および安静脚と刺激脚と

の間に，有意な差異は認められなかった。

【結論】

本研究で得られた重要な知見は，ECC 負荷後，微弱電流刺激処置を 3 日間施すことによって，等尺性収縮力，ミオシン ATPase
活性および SR Ca2+放出速度に低下がみられなかったことである。本研究の結果は，微弱電流刺激処置によって，筋疲労の回復
が促進されること，また，その促進作用は筋原線維および SR の機能の低下が抑制されるためであることを示唆するものである。
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老化性筋萎縮に対する定量的な伸張刺激の効果
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【はじめに，目的】近年，加齢により生じる老化性筋萎縮と転倒率等の関係性が多く報告され，転倒，骨折，寝たきりといった
悪循環を引き起こさないために，その予防を目的とした理学療法が様々な方法で行われている。しかし高齢者では，高負荷の筋
力トレーニングが実施困難である場合が多く，より低負荷でも老化性筋萎縮の進行を軽減できる方法が求められる。一方これま
でに，坐骨神経切除ラットに対して他動的な足関節背屈運動による周期的伸張刺激を加え，廃用性筋萎縮を 22% 軽減できること
を明らかにしてきた。そこで，この周期的伸張刺激が老化性筋萎縮の進行の軽減に対しても効果的であるかどうか明らかにする
ことを目的とした。

【方法】Wistar 系高齢ラット（雄性，450�620g，n=30）を対象に，他動的な足関節の背屈運動を 1 日 1 回 7 日間行い，足関節底
屈筋群に周期的伸張刺激を与えた（St 群）。周期的伸張刺激は小動物用足関節運動装置（BRC）を用い，ラット足関節を角速度
45 deg/s で，底屈方向に加わるトルクが 8mNm に達するまで背屈させ，そのトルクで 5 秒間保持した。その後，トルクが 0mNm
に達するまで，角速度 45 deg/s で底屈させ，その角度で 5 秒間保持した。この伸張刺激を 15 分間繰り返した。伸張刺激開始 0，
3，7 日目のラットから各々ヒラメ筋，足底筋を採取，凍結横断切片を作製し，ヘマトキシリン�エオシン染色を施した。その染
色像から筋線維横断面積を測定した。なお，対象群として伸張刺激を行わない高齢ラットを作製し（NSt 群），伸張刺激の有無
による筋線維横断面積の違いを比較した。

【結果】NSt 群のヒラメ筋の筋線維横断面積は，伸張刺激開始時（768±88μm2）に比べ，3，7 日目の筋で有意な差がなかった
（3 日目；891±78μm2，7 日目；748±72μm2）。足底筋の筋線維横断面積は，伸張刺激開始時（1026±61μm2）に比べ，3，7 日目
の筋で有意に小さかった（3 日目；898±128μm2，7 日目；778±123μm2）。St 群のヒラメ筋の筋線維横断面積は，伸張刺激開始
時に比べ，3 日目の筋で有意に大きかったが，7 日目の筋は伸張刺激開始時や同時期の NSt 群の筋と比べ有意な差がなかった

（3 日目；1033±28μm2，7 日目；729±44μm2）。足底筋の筋線維横断面積は，伸張刺激開始時に比べ，3，7 日目の筋で有意に小
さく，同時期の NSt 群の筋と変わらなかった（3 日目；856±64μm2，7 日目；728±143μm2）。

【結論】高齢ラットにおいて 1 週間という短い期間でも，特に足底筋が著明に萎縮した。この進行する老化性筋萎縮に対して，
廃用性筋萎縮の進行軽減に効果的な周期的伸張刺激を行っても，進行を軽減する効果は不十分であった。今後，各筋を構成する
筋線維タイプの違いにも着目した上で，老化性筋萎縮に対して効果的な種々刺激の負荷量や頻度等の方法を検討する必要があ
る。
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伸張性筋収縮による筋線維膜透過性亢進並びに筋収縮張力低下とその反復試行
効果

早尾 啓志1,2），田巻 弘之1），中川 弘毅1,2），與谷 謙吾3），荻田 太3），玉越 敬悟1），
高橋 英明1），山本 智章4），大西 秀明1）

1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）新潟医療福祉大学大学院，3）鹿屋体育大学，
4）新潟リハビリテーション病院

key words 伸張性筋収縮・Evans blue dye・反復試行効果

【はじめに，目的】電気刺激誘発性の伸張性筋収縮（ECC）は筋損傷を誘発する要因の一つである。ECC による筋損傷では，1
度目に比べて，2 度目に同様の ECC を行って生じる筋痛や筋損傷程度が小さくなる反復試行効果（repeated bout effect）が報告
されている。これらの筋損傷は筋張力などの機能的低下にも関連する。また 2 度目の ECC 実施前にどの程度筋の構造的機能的
回復がなされているか検証することは，反復効果を詳細に評価するうえでも重要である。本研究では，2 度目の ECC 前の回復程
度を検証し，筋の構造的機能的観点から ECC の反復試行効果について検討することを目的とした。

【方法】F344 系雄性ラット 32 匹（14�16 週齢）を実験に供した。ECC 処置の第 1bout の前後（無処置対象群；Cont 及び post�
ECC1st群），及び 2bout の前後（pre�ECC2nd群及び post�ECC2nd群）に相当する 4 群を設け（n=8/群），各 bout 間隔は 2 週間で
あった。両処置において，麻酔下で左前脛骨筋（TA）へ経皮的直接電気刺激（30V，100Hz，2 秒間）により足関節の背屈を起
こし，この時他動的に足関節を底屈する TA の ECC（200deg/s）を合計 80 サイクル行った。post�ECC 群では ECC の 2 日後に
TA を採取し，Evans blue dye（EBD）は採取 24 時間前に腹腔内投与した。また採取に先立ち TA の等尺性最大筋収縮張力

（Fmax）を計測した。TA の凍結横断切片を蛍光顕微鏡で観察し，画像解析ソフトにて EBD+筋線維数を計測した。

【結果】Cont 群では EBD+筋線維が観察されなかった。post�ECC1st群では平均約 1700 本の EBD+筋線維が確認されたが，その
2 週間後（pre�ECC2nd群）ではほとんど観察されず，post�ECC2nd群では post�ECC1st群より約 20 倍有意に低値を示した（p
＜0.01）。Fmax では Cont 群，pre�ECC2nd群（Cont 群の約 90% レベルに回復）に対する低下率は，それぞれ post�ECC1st群

（63%）より post�ECC2nd群（26%）で小さかった。

【結論】1 度目の ECC から 2 週間後には，膜透過性が亢進した筋線維は少なく，最大筋収縮機能は 90% 程度回復することが示さ
れた。ECC 実施による筋線維膜透過性の亢進及び筋収縮張力の低下は 2 度目の方が小さく，反復試行効果が認められたが，その
効果の現れ方は両パラメータで異なる可能性が示唆された。
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筋萎縮後の再荷重による微細筋損傷と炎症性サイトカインや酸化ストレスマー
カーとの関連

勝田 若奈1,2），廣瀬 昇3,4），相原 正博3），斉藤 史明4），萩原 宏毅1,3,4）
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2）国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション科，
3）帝京科学大学医療科学部理学療法学科，4）帝京大学神経内科

key words 再荷重・微細筋損傷・酸化ストレス

【はじめに，目的】長期間にわたる不動は廃用性筋萎縮の原因となるため，早期より運動療法が広く実践されている。しかし，
運動療法による再荷重は骨格筋に対し機械的刺激を加えるため，本来改善させるべき骨格筋に微細な損傷が生じ筋萎縮を増悪
させうる。したがって，萎縮筋に対する適切な荷重量を設定することが臨床上重要になるが，有用な指標が存在しないのが現状
である。筋萎縮の機序には，炎症性サイトカインや酸化ストレスの関与が報告されている。運動時や運動終了後に炎症性サイト
カインが上昇し，好中球をプライミングして活性酸素を放出し，酸化ストレスにより筋損傷を誘発するとされている。今回，筋
萎縮後の再荷重の過程で生じる微細筋損傷と炎症性サイトカインや酸化ストレスマーカーと関連を検討した。

【方法】10 週齢の C57BL6 系雄マウスを，コントロール群（以下，Co 群），ギプス固定群（以下，CI 群），再荷重群（以下，RL
群）に分けた。ギプス固定は右側後肢を，膝関節伸展位，足関節底屈位にて 2 週間固定を実施した。マウスは前肢と一側後肢で
ケージ内を移動でき，餌と水は自由に摂取できるようにした。再荷重群は，ギプス固定期間終了後に再荷重を 1 日行った。実験
期間終了後に採血し，また前脛骨筋，腓腹筋，ヒラメ筋を摘出した。摘出筋は，筋湿重量計測後に凍結横断切片を作成し，ヘマ
トキシリン�エオジン染色にて観察した。マイクロアレイ法にて，摘出筋の遺伝子発現を網羅的に解析した。また，血液サンプ
ルより血清を得た後，炎症性サイトカインである IL�1β，IL�2 や TNF�α 血中濃度，酸化ストレスマーカーであるヒドロペルオ
キシド含有量，還元度を定量化した。

【結果】筋湿重量，平均筋線維径は，Co 群と比較して，CI 群，RL 群とも低値を示した。再荷重による微細筋損傷は，腓腹筋の
HE 染色では明らかではなかった。血清での炎症性サイトカインの値は，IL�1β，IL�2，TNF�α も CI 群で最大値を示した。骨
格筋では，IL�1β 発現量は CI 群で増加，RL 群で低下，IL�2 発現量は著変なし，TNF�α 発現量は RL 群で低下した。血清ヒド
ロペルオキシドは CI 群＜Co 群＜RL 群の傾向を示した。骨格筋マイクロアレイでは，Ncf1，Ncf2 は CI 群，RL 群で発現量が増
加した。Nox4 は CI 群で発現量が増加した。

【結論】廃用性筋萎縮と再荷重の過程で，炎症性サイトカインや酸化ストレスマーカーにユニークな変動がみられた。これらの
プロセスに炎症や酸化ストレスが関係し，病態のバイオマーカーとなる可能性が示唆された。今後，微細筋損傷との関連を，損
傷を受けやすいとされるヒラメ筋や，デュシェンヌ型筋ジストロフィーのモデルである mdx マウスを用いて，さらに詳細に検
討する予定である。
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カヘキシア誘発マウスにおける中鎖脂肪酸経口摂取が抗腫瘍と骨格筋量におよ
ぼす影響

森 拓也1,2），川原 勲1,2），後藤 桂1,3），國安 弘基1）

1）奈良県立医科大学大学院医学研究科分子病理研究室，
2）医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科，
3）医療法人和敬会星田南病院リハビリテーション科

key words カヘキシア・骨格筋・中鎖脂肪酸

【はじめに，目的】

進行期がん患者の 80％ はカヘキシアを発症し，その 30％ は死に関連する。またカヘキシアは骨格筋萎縮を誘導し，それらは患
者の日常生活動作範囲を減少，生活の質を低下させる。それらの治療には栄養介入と運動療法が基盤となるが，栄養状態は運動
療法実施時の基準ともなり得るため，本実験は栄養介入に着目した。近年，中鎖脂肪酸における抗腫瘍効果について数々報告さ
れているが，それらのモデルにおける骨格筋量に着目した報告はない。中鎖脂肪酸は，カルチニン・シャトルを経由せず，ミト
コンドリアに取り込まれ，アセチル CoA に変換し，TCA サイクルにおける酸化的リン酸化を起こす。これらは，解糖系を主と
する，腫瘍にはエネルギー代謝系の強制変更を起こす可能性があり，抗腫瘍効果が期待される。それらの代謝経路が骨格筋の
ATP 産生の観点では有益に働く可能性がある。よって本研究の目的は，カヘキシア誘発マウスにおける中鎖脂肪酸の経口摂取
が抗腫瘍，骨格筋量に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】

実験動物は，Balb/c マウス（雄・6 週齢）を使用した。カヘキシアモデルの作成は，腫瘍腹膜播腫モデルを作成した。モデル作
成に使用した腫瘍は同系の大腸癌細胞株である CT26 を使用し，1×10̂7/0.2 mL の濃度で PBS 希釈し，鼠頸部より腹膜へ 0.2
mL を注射し作成した。中鎖脂肪酸食は，ラウリン酸（Lauric acid 以下 LAA）を使用，通常食である CE2 に対し重量比で 2％
を混合し作成した。群分けは，Control 群（Con 群），LAA 群，腫瘍群，腫瘍＋LAA 群とした。各群毎に食物のみ変更し，その
他は全て同一条件下で飼育した。飼育中，食事摂取量，体重を 2，3 日毎に測定した。16 日間の飼育後，安楽殺を行い，腸間膜
内の腫瘍，左右大腿四頭筋を摘出し，重量を測定した。得られた，食事摂取量，体重，腫瘍重量，大腿四頭筋重量に関する数値
に対して統計解析を行った。

【結果】

食事摂取量に差は認められなかった。体重は，Con 群 23.6/LAA 群 22.5±0.8/腫瘍群 24.9±1.5/腫瘍＋LAA 群 22.5±0.9 であり
LAA 摂取で体重減少効果を認めた。腫瘍重量は，腫瘍群 2.5±0.6/腫瘍＋LAA 群 1.8±0.7 であり LAA 摂取で抗腫瘍効果を認め
た。大腿四頭筋重量は，Con 群 0.18/LAA 群 0.19±0.01/腫瘍群 0.109/±0.01/腫瘍＋LAA 群 0.102±0.01 であり，腫瘍の有無で重
量差は認めたが，LAA による重量増加は認められなかった。また体重で除した骨格筋の体重比率でも，腫瘍群 0.44/腫瘍＋LAA
群 0.46 と差は認められなかった。

【結論】

今回の結果は，LAA は体重減少と抗腫瘍効果を引き起こす可能性が示唆され，骨格筋の萎縮は誘導しないことが示唆された。
抗腫瘍効果は先行研究と類似した結果であるが，骨格筋の萎縮の非誘導性が示唆されたことから，LAA 摂取とその他の骨格筋
成長因子を組み合わせることで，抗腫瘍効果に加え，骨格筋萎縮予防に繋がると考える。
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小動物用定量負荷運動装置の試作

田中 正二，中川 敬夫

金沢大学医薬保健研究域

key words ラット・最大反復回数・筋肥大

【はじめに，目的】臨床における筋力増強運動時の負荷量の設定について，RM（最大反復回数：repetition maximum）法の概念
を取り入れることが多い。しかし，運動負荷と筋の反応に関する知見は十分ではなく，理学療法研究において負荷強度と筋肥大
の関係を解明することは重要な課題である。しかし，本邦の研究機関において，倫理的な問題から筋生検などの人体へ侵襲を加
える研究は非常に困難な状況にある。そこで，本研究では，運動負荷強度と筋肥大の関係を解明するための動物モデル作成を目
的として行った。

【方法】8 週齢の Wistar 系雄性ラット 8 匹を対照群および 70%�1RM 群の 2 群に振り分けた。先行研究を参考に作成したスク
ワット運動装置を用いて 1RM を測定して 1RM を基準に 70%�1RM を決定した。同装置を用いて 70%�1RM 群には 1RM の 70%
に相当する負荷を与えて，15 回×15 セットのスクワット運動を 5 回/週の頻度で 8 週間行わせた。また，すべてのラットの 1
RM は 2 週間ごとに 1 回測定し，70%�1RM 群の負荷量を調整した。実験終了後，ヒラメ筋，腓腹筋，大腿四頭筋を採取した。
組織を急速凍結して横断切片を作成し，ヘマトキシリン－エオジン染色後，顕微鏡にて画像撮影を行った。筋湿重量および筋湿
重量/体重（筋湿重量比）に有意差の認められた下肢筋のみ，画像解析ソフトを用いて筋線維横断面積を測定し，筋線維横断面
積，筋湿重量，筋湿重量比は Student’s t�検定にて比較した。また，体重および 1RM，体重に対する 1RM の比較は反復測定に
よる分散分析後，Bonferroni の多重比較法にて統計学的に比較した。有意水準は 5％ 未満とした。なお，実験期間中はすべての
実験動物に標準的な固定飼料を与えて飼育した。

【結果】実験終了時の体重は対照群 401.5±16.7 g，70%�1RM 群 342.0±12.0 g，1RM は対照群 1012.5±272.0 g，70%�1RM 群 1925.0
±221.7 g，体重に対する 1RM は対照群 2.5±0.6，70%�1RM 群 5.6±0.7 であり有意差が認められた。実験終了時の筋湿重量は，
対照群ヒラメ筋 132.5±7.7 g，腓腹筋 1993.8±133.3 g，大腿四頭筋 1227.5±135.2 g，70%�1RM 群ヒラメ筋 133.0±20.4 g，腓腹筋
1928.0±96.9 g，大腿四頭筋 1142.3±87.7 g，筋湿重量比は対照群ヒラメ筋 0.3±0.0，腓腹筋 5.0±0.4，大腿四頭筋 3.1±0.2，70%�
1RM 群ヒラメ筋 0.9±0.0，腓腹筋 5.6±.04，大腿四頭筋 3.3±0.2 であり，筋湿重量はヒラメ筋で，筋湿重量比はヒラメ筋および
腓腹筋において有意差が認められた。ヒラメ筋筋線維横断面積は，対照群 2315±370μm2，70%�1RM 群 2369±316μm2であり，
有意差は認められなかった。

【結論】小動物用定量負荷運動装置を用いた中負荷，高頻度のスクワット運動は，1RM およびヒラメ筋の湿重量を増加させたが，
筋線維肥大は生じなかった。本研究の結果，本装置が小動物用筋力増強システムとして有用である可能性が示されたが，さらに
運動の繰り返し回数やセット数などを検討する余地があると考えられた。
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ラット膝関節拘縮モデルに対する関節可動域運動が関節可動域と関節構成体に
及ぼす予防効果

竹島 英祐1,2），竹田 圭佑2,3），小島 聖4），松﨑 太郎2），細 正博2）
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4）金城大学医療健康学部理学療法学科

key words ラット膝関節拘縮モデル・関節可動域運動・関節可動域・関節構成体

【はじめに，目的】

関節可動域運動（以下，ROM�ex.）に関する先行研究では，関節拘縮に対して関節可動域を改善させる報告はあるが，関節構成
体に及ぼす病理組織学的変化について検討したものは少ない。今回，我々はラット膝関節拘縮モデルにおいて，ギプス固定期間
に行う膝関節への ROM�ex.が関節可動域と関節構成体に及ぼす効果について検討することを目的とした。

【方法】

対象は 8 週齢の Wistar 系雄ラット 17 匹（体重 262～304g）を用い，1 週間の馴化後，無作為に通常飼育のみを行う群（以下，
正常群）5 匹，ギプス固定のみ行う群（以下，拘縮群）6 匹，不動期間中に ROM�ex.を行う群（以下，介入群）6 匹，の 3 群に
分けた。正常群は 2 週間の通常飼育を行い，拘縮群と介入群には 2 週間のギプス固定を行った。不動化は右後肢とし，我々の先
行研究に倣いギプス固定を行った。ギプス固定の際，擦過傷ができないように留意し，浮腫の有無を確認するために，固定肢の
足関節遠位部から足趾までは露出させた。ギプス固定及び ROM�ex.を行う際は，イソフルラン吸入麻酔を使用し，介入群はギ
プス固定期間に 1 日 1 回（7 回/週），介入群は不動期間中に 1 日 1 回（7 回/週），ギプス固定を除去して右膝関節に ROM�ex.
を行った。ROM�ex.は約 1N の力で右後肢を尾側へ牽引し，その後，元の位置に戻す動作を 10 分間繰り返した。速度を一定に
保つため，メトロノームを用い，2 秒間で伸展－屈曲が 1 セット（1 秒伸展，1 秒屈曲）となるようにした。実験最終日に拘縮群
と介入群は右後肢を約 1N の力で尾側へ牽引し，角度計を用い，膝関節角度（可動範囲）を測定した。介入群は ROM�ex.の前後
で角度を測定した。実験期間終了後，ラットを安楽死させ，右後肢膝関節を一塊として採取した。採取した膝関節は通常手技で
HE 染色を行い，組織標本を作製した。関節構成体の観察部位は大腿骨及び脛骨の軟骨表面と後方関節包とした。組織標本は光
学顕微鏡下で観察し，病理組織学的検討を行った。統計処理は，関節可動域は一元配置分散分析を適用し，有意差を認めた場合
は多重比較検定（Tukey�Kramer 法）を行い，関節構成体の変化は組織標本を半定量的に分析し，Fisher の直接確率検定を行っ
た。有意水準は 5% とした（Excel 統計 statcel3）。

【結果】

関節可動域は拘縮群 80.3±10.7̊，介入前 67.7±11.0̊，介入後 60.7±8.4̊ であり，拘縮群と介入後の間で有意差を認めた。組織学的
所見としては，軟骨表面に膜状組織の線維増生が観察され，大腿骨の軟骨表面では正常群と介入群，拘縮群と介入群の間で線維
増生の出現数に有意差が認められた。また後方関節包では密性組織への変化，うっ血や出血の所見が観察され，正常群と拘縮群，
正常群と介入群の間でその出現数に有意差が認められた。

【結論】

2 週間のギプス固定期間に行う 1 日 10 分の ROM�ex.は，介入による効果を認めたが，関節拘縮や関節構成体の変化に対する有
益な予防効果は認められなかった。
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異なる筋収縮様式がラット棘上筋腱複合体及び骨接合部に及ぼす影響

小曽根海知1），国分 貴徳1），塚本 栞1），松本 優佳1），中井 謙吾1），黒尾 元基2），林 弘之3），
金村 尚彦1）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，2）白岡整形外科，
3）埼玉県立大学保健医療福祉学部共通教育科

key words Enthesis・運動・収縮様式

【はじめに，目的】

筋腱付着部関連疾患は理学療法士が対象とする疾患の中で多く目にする疾患である。腱などの軟部組織が骨に付着する部位は
Enthesis と呼ばれ，4 層構造を呈することで強靭な付着部を形成する。同部は機械的負荷が集中する部位であり，炎症や変形の
好発部位としても報告され，特に成長期における骨端部障害や OverUse により生じると報告されている。Enthesis 関連疾患が
数多く報告されている中，機械的負荷が起因として挙げられているが，収縮様式の違いが特異的変化を及ぼすかについては報告
されていない。よって本研究は，収縮様式の違いが Enthesis に及ぼす影響について，組織学及び分子生物学的解析を用いること
で特異性の一部を解明し，同関連疾患に対する治療介入の基礎となるデータを提示することを目的とした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 24 匹（4 週齢）を対象とし，運動群（Level 群，Down 群，Up 群）と非運動群（NoRun 群）各 6 匹に分類。
対象筋は棘上筋とし，小動物用トレッドミルを用いて 9,12m/min にて 10 分，15m/min にて 40 分の走行を計 20 日実施した。ト
レッドミルの傾斜角度は先行研究に基づき 0 度（Level 群），�16 度（Down 群），+16 度（Up 群）と設定し走行させ，収縮様式
は傾斜角度を変えることで変化を与えた。

組織学的解析として右肩甲帯を採取し，固定，脱灰後，パラフィンブロックより薄切し，Toluidine Blue 染色を行った。

分子生物学的解析として左棘上筋・腱を使用し，IL�6，LOX の mRNA 発現量比較を real�time PCR を用いて比較した。統計的
手法として正規性検定後，一元配置分散分析を行い，下位検定に Tukuy 法を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

組織学的結果として，NoRun 群と比較し全運動介入群において線維軟骨層の拡大が観察されたが，運動介入群間での差は観察さ
れなかった。

分子生物学的結果として，筋腱両組織において，NoRun 群と比較すると全群で IL�6 発現量は増加傾向を示し，LOX 発現量は低
下傾向を示した。特に筋組織における NoRun 群と Level 群間で IL�6 発現量は優位な増加を示し，腱組織における NoRun 群と
Down 群間で LOX の有意な低下が確認された。

【結論】

全運動介入群で線維軟骨層の拡大，炎症物質の増加，collagen 架橋因子の減少を認めた。よって運動介入が機械的負荷を生じさ
せ，Enthesis 構造変化に影響を及ぼしている可能性が推察された。しかし異なる運動介入に対する反応の違いには一定の見解を
得ることができず，特異性の解明には至らなかった。

Enthesis 関連疾患は，先行研究上高頻度・高負荷な運動が構造変化に影響を及ぼすと報告されている。また腱組織においては遠
心性収縮が高負荷を生じさせると言われているため，遠心性収縮が Enthesis 構造に及ぼす影響は大きいことが推察される。しか
し本研究にて，起因となる運動強度や収縮様式の再現性が低かった可能性が示唆されたため，今後介入方法や解析方法の再検討
を行っていく必要がある。
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C2C12 筋管細胞を用いたエンドトキシン誘発性筋萎縮に対する ω�3 系多価不
飽和脂肪酸の予防効果

西田 裕一1），前重 伯壮2），上野 瑞季3），三好 真琴2），守口 舞輝3），藤野 英己2）

1）神戸大学医学部保健学科，2）神戸大学生命・医学系保健学域，3）神戸大学大学院保健学研究科

key words ω�3系多価不飽和脂肪酸・LPS・筋萎縮

【はじめに，目的】

敗血症などの基礎疾患に関連して生じる全身性炎症状態では，NF�κB の活性化により TNF�α やその他炎症性サイトカインの
産生が亢進し，それにより骨格筋でのタンパク質合成が抑制され，同時にタンパク質分解が促進される。その結果，脂肪量減少
の有無に関わらず骨格筋量が減少し，活動性や QOL の低下をもたらす。DHA や EPA に代表される ω�3 系多価不飽和脂肪酸
は，NF�κB の活性を抑制する核内受容体である PPARγ のリガンドとして作用することが報告されている。一方，EPA や DHA
の作用に関して，生理学的な筋タンパク合成促進効果や II 型糖尿病モデルにおけるタンパク質分解系の抑制効果等が報告され
ているが，全身的炎症により惹起される筋萎縮に対する予防効果は明らかでない。そこで，エンドトキシン誘発性筋萎縮モデル
に対して抗炎症作用を有する ω�3 系多価不飽和脂肪酸を添加することで筋萎縮を予防できると考えた。本研究では，培養筋管細
胞にリポポリサッカライド（LPS）を添加することで惹起される炎症性筋萎縮に対し，DHA および EPA の予防効果の検証を
行った。

【方法】

マウス筋芽細胞株 C2C12 細胞を 12 well plate に播種し，10％ fetal bovine serum を含む Dulbecco’s modified Eagle medium で
増殖させた。90～100% コンフルエント時に血清を 2％ horse serum に変更し 5～6 日間の培養にて筋管細胞に分化させた。DHA
または EPA を 25，50，100μM の濃度で添加し，1 時間後に LPS を 1μg/ml の濃度で添加した。1 回目の LPS 添加の 24 時間後
に 2 回目の LPS 添加を行い，48 時間後の筋管細胞径を測定した。結果の統計処理には，一元配置分散分析と Tukey の多重比較
検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

LPS 添加群は対照群と比較して筋管細胞径が有意に減少した。DHA に関しては，25μM および 50μM 添加群で LPS 添加群に対
して有意に高値を示し，対照群レベルに維持された。EPA に関しては，25μM 添加群で LPS 添加群に対して有意に高値を示し，
対照群レベルに維持された。一方，DHA の 100μM 添加群は対照群と比較して低値を示す傾向にあり，EPA の 100μM 添加群で
は対照群および 25μM 添加群に対して有意に低値を示した。

【結論】

本研究では，エンドトキシン誘発性筋萎縮に対する DHA および EPA の予防効果が示され，さらに高濃度の DHA，EPA では
予防効果が減少することが明らかになった。これらによって，炎症性筋萎縮に対する ω�3 系多価不飽和脂肪酸の用量依存的効果
が示唆された。
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ラット骨格筋挫滅損傷後に異なる刺激時間で寒冷療法を実施した際の筋再生過
程の相違

宮川 基1），幅 大二郎2），荒川 高光2）

1）神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻，
2）神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域生体構造学分野

key words 筋損傷・筋再生・物理療法

【はじめに，目的】

一般的に，スポーツ現場では急性期の筋損傷に対して，寒冷療法が用いられる（Knight, et al., 1994）。しかし，われわれの動物
実験の結果，ラット骨格筋を挫滅した直後に 20 分間の寒冷刺激を行うと，筋再生を遅延させてしまうことがわかった（Takagi,
et al., 2011）。臨床で使用するには，刺激時間の 20 分間は長すぎる可能性がある。そこで，本研究では先行研究よりも寒冷刺激
の刺激時間を短くし，筋損傷に対する治療効果を調べることとした。

【方法】

8 週齢の Wistar 系雄ラット（190±10g）30 匹を，筋に挫滅損傷のみを実施する群（Con 群），筋に挫滅損傷と 10 分間の寒冷刺
激を実施する群（Crush+Icing 10min 群：CI10 群），筋に挫滅損傷と 20 分間の寒冷刺激を実施する群（CI20 群）の 3 群に分け
た。先行研究に倣い，各動物をイソフルラン麻酔下で左長趾伸筋を露出させ，500g 重錘を付加した鉗子で筋腹を挟み，30 秒間
の挫滅損傷を与えた。その後，皮膚を縫合し，挫滅損傷 5 分後から，CI10 群，CI20 群には損傷部皮膚にアイスパックを当てた。
挫滅損傷から 6，12 時間，1，2，3，4，5，6，7，14 日後にそれぞれ 1 匹ずつ屠殺し，左長趾伸筋を採取し，約 9μm の凍結切片
を作成した。H�E 染色の他，マクロファージの動態を ED1 免疫組織化学で観察した。また，7 日後までの損傷筋線維周辺のマ
クロファージ数を数えた。14 日後において中心核線維の全筋線維に対する割合と中心核線維の横断面積を計測し，群間で比較し
た。

【結果】

Con 群は 12 時間後にはマクロファージが損傷筋内に進入していた。CI10 群は 1 日後に，CI20 群は 1 日後以降に進入していた。
マクロファージ数は Con 群と CI10 群は 2 日後にピークとなるが，CI20 群は 3 日後にピークとなった。損傷 14 日後に中心核線
維の全筋線維に対する割合は，Con 群よりも CI10 群と CI20 群が高値であった。14 日後における中心核線維の横断面積は，Con
群よりも CI20 群が低値であった。

【結論】

無処置の筋再生が最もよく，寒冷刺激時間 20 分間では先行研究と同様に筋再生が阻害されていた。寒冷刺激 10 分間でも，20
分間ほどの遅延はないが，筋再生が阻害されていた。先行研究（Takagi, et al., 2011）では再生に重要な因子（TGFβ1，IGF�I）
を産生するマクロファージの遊走が寒冷刺激によって遅延するため，筋再生も遅延し，再生筋の成熟も遅らせたと考えた。本実
験でも寒冷刺激時間が長いほど筋再生と成熟が遅延した。寒冷刺激を臨床で行う際，筋再生の観点から見ると刺激時間はより短
いほうがよいと考えられた。
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ラット前十字靭帯自己治癒過程における膠原線維の顕微的観察
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key words 前十字靭帯・自己治癒・Aldehyde Fuchsin�Masson Goldner染色

【はじめに，目的】

我々は，膝前十字靭帯（Anterior cruciate ligament：ACL）の完全損傷後，関節包外より ACL 損傷後に生じる異常な関節運動
を制御することで ACL が自己治癒することを報告した（Kokubun ら 2016）。靭帯は主にコラーゲン分子の集合体であるコラー
ゲン線維と線維芽細胞で構成され，損傷後は線維芽細胞によるコラーゲン合成が行われることで組織は治癒へと向かう。現在ま
でのところ複数の研究で ACL の自己治癒が報告されているが，治癒メカニズム解明には至っていない。そこで本研究では，当
研究室で開発した関節制動モデルを用い，ACL 治癒過程の結合組織の変化を損傷後急性期の関節内に着目して組織学的に検討
した。

【方法】

Wistar 系雄性ラット（11 週齢）6 匹を対象とし，ACL 非治癒（ACL�Transection：ACL�T）群と ACL 治癒群（Controlled ab-
normal movement：CAM）群に 3 匹ずつ振り分けた。各群右後肢を対象に，ACL�T 群に対し ACL の切断を行い，CAM 群に
対し ACL 切断後関節包外より脛骨の前方引き出しの制動を行った。損傷後 5 日時点で膝関節を採取し，4%PFA にて 48 時間固
定後，10%EDTA を用いて脱灰処理した。脱灰後は，スクロース置換の後，凍結包埋した。ACL�T 群の左後肢は，対照（Intact）
群として採取し，同様の処理を実施した。包埋したサンプルは，14μm に薄切し，Aldehyde Fuchsin�Masson Goldner 染色を実
施後，光学顕微鏡で組織学的に観察した。

【結果】

Intact 群では，連続性のある ACL が観察され，膠原線維は一定方向に配列していた。ACL�T 群では，ACL の連続性はなく，
中枢側断端の後方偏位や軟骨破壊が観察された。高倍率の観察では，関節内に幼若な間葉細胞が観察され，遊離した軟骨の周囲
では軟骨細胞への分化が，その他では線維芽細胞への分化が観察された。いずれの間葉細胞も膝関節前面部に限局せず関節内に
点在していた。CAM 群では，ACL の連続性はないものの，中枢側断端の後方偏位や軟骨破壊は観察されなかった。高倍率での
観察では，ACLT 群と同様に幼若な間葉細胞と線維芽細胞への分化が観察された。さらにその局在は，ACL の断端間を狭小化
するように ACL 断端部と膝関節前面の滑膜・脂肪体周囲に観察された。

【結論】

本研究により，間葉細胞は ACL 損傷後，治癒の可否にかかわらず関節内に増殖し，関節制動により細胞局在が変化することが
明らかとなった。さらに，ACL 治癒への間葉細胞の関与が示唆された。今後，免疫組織化学染色を含めた経時的な観察をする
ことで，靭帯の治癒メカニズムを示すことができ，関節制動という早期運動療法が ACL の治癒に不可欠であることを裏付ける
可能性がある。
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環境温度がラット核心温度・外層温度および活動量に及ぼす影響

伊藤 明良1），太治野純一1），飯島 弘貴1），長井 桃子2），中畑 晶博1），張 ジュエ1），王 天舒1），
喜屋武 弥1），青山 朋樹1），黒木 裕士1）

1）京都大学大学院医学研究科理学療法学講座，
2）京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター

key words 温度・活動水準・環境

【はじめに，目的】

すべての生化学反応はアレニウスの法則に従って，温度に左右されている。ヒトを含む恒温動物は核心温度を一定の狭い温度域
内に制御しているが，一方で，外層温度は外部の環境温度に影響を受けることが知られている。つまり四肢の組織内温度（外層
温度）は環境温度により大きく変動し，組織代謝に影響を与えると考えられるが，その詳細は不明な点が多い。また，環境温度
が行動性体温調節機構の一つである活動量に与える影響についても不明である。活動量自体が代謝活性や病態へ直接的に影響
を及ぼすことから，その動態把握は重要である。そこで本研究では，環境温度がラットの核心温度と外層温度，および活動量に
及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

実験動物として 12 週齢の Wistar 系雄性ラットを用いた。核心温度は腹腔内（n=3）に，外層温度は背部皮下（n=3）および大
腿外側部皮下（n=4）に温度データロガーを留置することで測定した。活動量は背部皮下に加速度センサーを留置することで測
定した（n=5）。留置処置後，室温 25℃ 環境で 7 日間飼育後，順番に室温 32℃，28℃，23℃，18℃，13℃ 環境でそれぞれ 3 日間
ずつ飼育し，各部位の温度および活動量を連続的に測定した。データの解析は，異なる室温に移った際の影響を排除するため，
各室温における飼育 3 日目のデータを抽出し，一日の平均値，日中および夜間の平均値を算出し，統計学的に比較検討した。

【結果】

腹腔内温度の一日平均は室温 32℃ 環境で 23℃～13℃ 環境よりも有意に高かったが（P＜0.01），32℃ と 13℃ 環境間の平均値の
差は 0.6℃ 程度であった。一方で，背部皮下および大腿外側部皮下の一日平均温度は室温依存性に有意に変化し（P＜0.05），そ
の変化量は大腿外側部皮下において顕著であった（背部皮下温度：室温 32℃ で 37.3℃，室温 28℃ で 37.0℃，室温 23℃ で 36.7℃，
室温 18℃ で 36.5℃，室温 13℃ で 36.2℃；大腿外側部皮下温度：室温 32℃ で 36.6℃，室温 28℃ で 35.9℃，室温 23℃ で 35.1℃，
室温 18℃ で 34.2℃，室温 13℃ で 33.5℃）。活動量に関しては，日中は室温間で有意な差は認められなかったが，夜間では室温
32℃ 環境で有意に減少した（P＜0.05）。

【結論】

ラットにおいて，室温 28℃～13℃ 環境では核心温度である腹腔内温度および活動量に及ぼす影響は少ないことが明らかとなっ
た。しかしながら，外層温度である背部皮下温度および大腿外側部皮下温度は室温に影響を受けること，そして，より遠位に位
置する大腿外側部皮下の方がその変化量が大きいことが明らかとなった。室温を含む飼育環境は通常一定に制御されているが，
施設ごとにその基準は異なる。日本動物実験協会は室温基準を 18℃～28℃ としており，その範囲は広い。今後は，四肢の組織
温度が組織修復や物理刺激に対する反応に及ぼす影響を検討していくことを予定している。
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部分的坐骨神経結紮モデルラットにおける疼痛と運動機能低下

岡田 圭祐1,2），今北 英高2）

1）大東中央病院理学療法室，2）畿央大学大学院健康科学研究科

key words 慢性疼痛・神経障害性疼痛・骨格筋

【はじめに，目的】

慢性疼痛は感覚的側面に加えて，情動・認知的側面を伴い，不動が慢性疼痛の増悪因子になることは広く知られるようになって
いる。慢性疼痛モデルとして部分的坐骨神経結紮（以下 PSN）モデルなどの神経障害モデルや薬剤性炎症モデル，ギプス固定モ
デルが一般的に用いられている。これらの慢性疼痛モデルに対しトレッドミル走行などの運動負荷を加えることで，不動を回避
し疼痛の改善に至ったとする研究は多くあるが，神経障害モデルではトレッドミル走行をしても疼痛に変化を認めないとする
報告も見られる。不動が疼痛と関与することが常識的になっている一方で，神経障害による運動機能障害は注目されていない。
今回，PSN モデルを用いて骨格筋機能の変化を検討することを目的とした。

【方法】

Wistar 系雄ラット 10 匹をシャム（SH）群 4 匹，PSN 群 6 匹に無作為に分類した。seltzer らの方法に基づいて，右坐骨神経を
背側より露出し，絹糸（6�0）にて 1/3～1/2 結紮した。SH 群では同様に坐骨神経を露出し，坐骨神経を剥離する処置まで施行
した。手術前および術後 1，3，5，7 日，その後は 1 週間ごとに体重測定および Von Frey hair と push�pull gauge による疼痛行
動評価を実施した。また，術後 4 週で麻酔下にて両側のヒラメ筋（以下 SOL）と長趾伸筋（以下 EDL）を摘出し，In vitro にて
骨格筋張力測定を実施した。その後，筋湿重量を測定し組織学標本を作成した。筋の連続切片に対しコハク酸脱水素酵素染色

（以下 SDH 染色），ATP�ase 染色を行って筋線維タイプ別に分類し，筋線維横断面積を測定した。統計処理は F 検定にて等分散
の検定を行い，等分散性が仮定できれば Student の，仮定できない場合は Welch の t 検定を行った。なお，危険率 5％ をもって
統計学的有意とした。

【結果】

両群間の体重に有意な差はなかった。疼痛行動評価で PSN 群の右後肢に痛覚過敏症状が認められた。右 SOL（SH：0.12±0.02
g，PSN：0.04±0.01g），右 EDL（SH：0.09±0.01g，PSN：0.06±0.01g）の筋湿重量が SH 群と比較し PSN 群が有意に低値を示
した。また，右 SOL は筋張力測定で電気刺激を与えてもほとんど収縮を認めず，右 EDL の筋張力に関しても SH 群と比較し
PSN 群で有意な低下を認めた。左 SOL の筋張力に有意な差はなかった。左 EDL の筋張力は SH 群に対し PSN 群で有意に低下
した。

【結論】

PSN モデルでは患側に痛覚過敏症と同時に筋萎縮，筋張力低下が認められ，骨格筋機能が低下することが示唆された。運動機能
の低下は疼痛に起因した間接的な不動だけでなく，直接的に永続的な不動を誘発することが予測され疼痛の増悪因子になるこ
とが考えられる。この影響は慢性疼痛を考える上で無視できず，今後さらに関係性を明らかにしていく必要がある。
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片側大脳皮質損傷後の運動機能回復に関与する神経回路網の再編成
神経回路網の再編成を調節する遺伝子の探索

吉川 輝1），中町 智哉2），Randeep Rakwal3），柴藤 淳子4），大滝 博和5），塩田 清二4），
泉﨑 雅彦1）

1）昭和大学医学部生理学講座生体調節機能学部門，2）富山大学大学院理工学研究部，
3）筑波大学大学院人間総合科学研究科つくば国際スポーツアカデミー，
4）星薬科大学生命科学先導研究センターペプチド創薬研究室，5）昭和大学医学部解剖学講座顕微解剖学部門

key words 中枢神経損傷・神経回路網・遺伝子

【はじめに，目的】

中枢神経損傷後の機能回復には，神経回路網の再編成が重要な役割を担っていることが明らかになってきた。中枢神経損傷後の
リハビリテーションは，機能回復に有用であり，その神経科学的基盤として神経回路網の再編成の促進に寄与していると考えら
れている。また，神経回路網の再編成は，成体脳に比べ新生児脳で高い能力を有していることが示唆されている。そこで我々は，
新生児期の脳損傷後の神経回路網の再編成において特徴的な機序を明らかにし，それを応用することで成体脳損傷後の機能回
復をさらに促進することができるのではないか，と仮説立てて，新生児期および成体脳損傷モデルを用いて研究を行っている。
これまでに，非損傷側の前頭部に位置する領域で神経回路網の有意な違いを捉えた。そこで，本研究は，同領域で得られた変化
に関連する因子を明らかにするため，遺伝子を網羅的に解析し関連因子の抽出を行った。

【方法】

本実験は，オス C57BL6 マウスを用いた。新生児群（NBI：n=5）は生後 7 日，成体群（ABI：n=5）は生後 10 週齢にて，運動
感覚領域を含む左大脳皮質を吸引にて広範囲に損傷させた。コントロール群は，生後 14 日，35 日，10 週（それぞれ n=5）とし
た。損傷後 1 週，4 週において，ソムノペンチルの腹腔内投与による深麻酔導入後，ブレグマより吻側の右大脳皮質の組織を採
取した。採取した組織は，�80 度で急速凍結後に粉末状にして mRNA を抽出し，そこから cDNA を合成した。この cDNA は，
赤色と緑色の蛍光でそれぞれラベルし，遺伝子の発現量は Agilent 社製のキット（8×60k：G4852A）を用いた。測定した発現
量がコントロール群に比べ 1.5 倍以上の増加もしくは減少の遺伝子を選定した。選定した遺伝子は，Ingenuity Pathway Analy-
sis（IPA）ソフトウェア（トミーデジタルバイオロジー社製）を用いた。

【結果】

NBI 群で，1，4 週において発現が増加した遺伝子数は 193，61 であり，ABI 群は，1703，98 であった。一方，発現が減少した
遺伝子数は，NBI 群が 663，1178 であり，ABI 群は 2263，505 であった。IPA の結果，術後 1 週では両群とも細胞維持や細胞発
達の pathway に関与する遺伝子が上位を占めていたが，NBI 群ではさらに細胞増殖および神経システムの発達と機能の path-
way に関与する遺伝子が存在した。術後 4 週では，NBI 群は術後 1 週と類似していた。一方，ABI 群は，細胞増殖の pathway
に関わる遺伝子が上位を占めたが神経システムの発達と機能の pathway に関与する遺伝子は上位に存在しなかった。

【結論】

NBI 群は，術後早期から神経システムに関する因子の導入が認められたが，ABI 群では，それらが著明ではないことが明らかに
なった。このことが，新生児の脳損傷からの高い可塑的能力であると推察された。現在，これらの因子の中から，新生児に特徴
的なものに着目して遺伝子の特定を行っている。さらに，両者に存在するが，その作用能力が新生児で高い因子にも着目して同
定していく。
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末梢神経損傷モデルラットに対する運動介入が神経筋接合部の形態変化に与え
る影響

峯岸 雄基1），中本 幸太2），今北 英高3），武本 秀徳4），国分 貴徳5），村田 健児5），金村 尚彦5）

1）医療法人親和会鳳永病院，2）医療法人名圭会白岡整形外科，3）畿央大学健康科学部理学療法学科，
4）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，5）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 末梢神経損傷・神経筋接合部・低負荷運動

【はじめに，目的】

末梢神経損傷後の運動療法は従来から広く施行されており，末梢神経損傷後に旺盛な神経再生が起こることはよく知られてい
る。しかし，直接神経再生に及ぼす影響に関して未だ一定した見解は得られておらず，二次的障害予防のための装具作成などの
介入が中心となっている現状がある。そこで本研究は，坐骨神経圧挫による末梢神経損傷モデルラットに対する低負荷運動介入
が，神経可塑性に与える影響を明らかにするために，末梢神経損傷後の運動介入の有無による神経筋接合部（以下 NMJ）の形
態変化を蛍光免疫組織化学染色により組織学的に検討するとともに，末梢神経損傷後の早期運動療法の意義確立に資すること
を目的とした。

【方法】

Wistar 系雄性ラット 10 週齢 18 匹を対象とした。対照群（以下 sham 群），坐骨神経圧挫群（以下 SC 群），坐骨神経圧挫後に運
動介入群（以下 SC�Ex 群）の 3 群に 6 匹ずつ無作為に振り分けた。SC 群と SC�Ex 群に対し，両側の坐骨神経近位側を�100
度に冷却したクリップで 3 分間圧挫した。Sham 群は坐骨神経を露出後，圧挫はせず筋と皮膚を縫合した。SC�Ex 群に対し，神
経圧挫後 2 日目より外乱刺激装置（回転角度±7 度，回転速度 20rpm）を用いて低負荷運動介入を行った。期間は 4 週間，週に
5 日間，1 日 1 時間実施した。各群ともに処置後 4 週経過時点で，左後肢の長趾伸筋（以下 EDL），ヒラメ筋（以下 SOL）を採
取した。採取後，凍結包埋し厚さ 60μm で縦切した。一次抗体として抗 neurofilament（以下 NF）抗体，α�bungarotoxin（以下
α�BTX）を，二次抗体として Cy3 を用いて NMJ の形態を蛍光免疫組織化学染色により組織化学的に検討した。蛍光顕微鏡にて
観察し，画像解析には ImageJ を使用して α�BTX の蛍光領域を計測し，各群で比較検討した。

【結果】

各群で α�BTX の蛍光領域を比較した（平均値±SE，μm2）。EDL では Sham 群で 349.9±41.3，SC 群で 135.1±16.4，SC�Ex
群で 121.9±13.0 であった。SOL では Sham 群で 237.8±96.3，SC 群で 65.7±12.7，SC�Ex 群で 146.9±0.0 であった。また，SC
群に比べ SC�Ex 群では EDL と SOL ともに，end plate へと侵入する NF が多く観察された。

【結論】

末梢神経損傷後の運動介入の有無による NMJ の形態変化を，損傷後 4 週時点で組織学的に検討した。EDL と SOL ともに sham
群に比べ，坐骨神経を圧挫した SC 群と SC�Ex 群では α�BTX の蛍光領域が減少しており，NMJ に変性が生じていることを示
した。SC 群と SC�Ex 群で著明な差は認められず，運動介入の有無による NMJ の形態変化は示さなかった。しかし，SC�Ex
群では SC 群に比べ end plate へと侵入する NF が多く観察された。以上のことから，運動介入の有無による NMJ の形態変化は
認められなかったが，低負荷運動介入により NF 再生が促進されたことが示唆された。今後は，末梢神経損傷後の経時的な NMJ
の形態変化の分析，並行して電気生理学的分析を行い，末梢神経損傷後の運動療法の意義確立へとつなげる必要がある。
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バランスボード上の姿勢戦略の順応効果

萬井 太規1），長谷川直哉2），武田 賢太2），佐藤 佑樹2），田中晨太郎2），呉 瑕2），前島 洋1），
浅賀 忠義1）

1）北海道大学大学院保健科学研究院，2）北海道大学大学院保健科学院

key words バランスボード・姿勢戦略・順応

【はじめに，目的】

我々は，底部が円状のバランスボード練習にて，姿勢安定性が向上することを報告した（Mani, et al., 2016）。しかしながら，関
節角度の変位量のみでは，姿勢戦略の順応効果は明確にはならなかった。バランスボード上の立位では，支持基底面（Base of
support：BOS）が狭く，BOS が不規則に移動することから，足関節と股関節を協調的に用いる多関節戦略が用いられることが
推察される（Ooteghem, et al., 2009）。本研究の目的は，楕円解析と相互相関関数を用いて，バランスボード上立位の姿勢戦略の
順応効果を示すこととした。楕円解析とは，課題中の足関節と股関節角度を二次元座標にプロットし，楕円をフィッティングさ
せ，その楕円の形状や傾きから両関節間の関連性を明らかにする方法である（de Lima, et al., 2014）。本研究の結果は，バランス
ボード練習により構築される運動パターンを示す基礎的資料となる。

【方法】

健常若年者 17 名（男性 12 名，22.8±1.1 歳）を対象とした。被験者は矢状方向のみ不安定となる底部が円状のボード上で，でき
るだけ長く安定して保つように指示された。各被験者 90 秒以上保持できるようになるまで実施した。三次元動作解析装置およ
び床反力計を用いて，保持時間，足圧中心点と体重心間の距離（COP―COM 間距離），および下肢関節可動域（Range of motion：
ROM）を算出した。楕円解析として，足関節角度を横軸，股関節角度を縦軸とした二次元座標プロットから，楕円面積，離心
率，中心座標，および長軸の傾きを算出した。離心率が大きく，長軸の傾きが±1 に近いほど多関節戦略，ゼロに近いほど足関
節戦略が優位であると解釈される。さらに，姿勢制御変数である COP―COM 間距離の変化量（⊿COP―COM）と各関節運動

（⊿ROM）との関連性を，相互相関関数を用いて，相関係数の最大値および時間差から分析した。1 回目の施行（練習前）と 90
秒以上保持出来た最後の施行（練習後）を対応のある t 検定を用いて比較した。危険率は 5％ とした。

【結果】

平均保持時間は練習後有意に延長した（p＜0.01）。楕円解析の結果，練習後，離心率は有意に増大し，楕円面積および長軸の傾
きは有意に減少した（p＜0.05）。さらに，相互相関関数の結果，⊿COP－COM と⊿足関節 ROM との相関係数が有意に増大し，
時間差が有意に減少した。一方，股関節と膝関節は，いずれも⊿COP�COM との相関係数に有意差を認めなかった。

【結論】

バランスボード練習により，股関節と足関節ともに関節運動は減少する一方，股関節に比して足関節を主体とした戦略となる。
また，相互相関関数の結果から，練習後，足関節を協調的に動かし重心を制御する戦略となることが示された。BOS が狭くとも
底部が円状のような足関節での制御が可能な場合，中枢神経系は足関節戦略を強調することで，姿勢安定性を高めたと考えられ
る。姿勢戦略の構築には，BOS の大きさや足関節の自由度を考慮した課題設定が重要となることが示唆される。
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【はじめに，目的】視空間傾斜は立位時の身体重心を視空間傾斜側に偏倚させると報告されている（Tsuruhara, et al., 2006）。一
方，視空間傾斜が歩行に与える影響は明らかではない。我々は没入型ヘッドマウントディスプレイを用いて視空間傾斜を生じさ
せるシステムを開発し，視空間傾斜による身体傾斜の立位と歩行での違いを明らかにすることを目的として研究を行った。

【方法】対象は右利きの健常男生 11 名で，年齢は 21.5±1.5 歳であった。対象者は前方にステレオカメラ（しのびや社製 ovrvision
1）を搭載した没入型ヘッドマウントディスプレイ（Oculus VR 社製 Oculus Rift DK2）を装着し，ステレオカメラでとらえた対
象者前方の視空間の映像をそのまま提示される条件（非傾斜条件）と，オリジナルのプログラムで左に 20 度傾斜させた映像を
提示される条件（傾斜条件）で，5 秒間の立位保持と 6m の歩行を各 2 試行実施した。その際，頭部と体幹と骨盤の側方傾斜角
度を三次元動作解析装置（Vicon 社製 Vicon MX）で測定した。測定は非傾斜条件での立位，非傾斜条件での歩行，傾斜条件で
の立位，傾斜条件での歩行の順に実施した。データ解析では頭部と体幹と骨盤の側方傾斜角度を，立位での 5 秒間の平均値，歩
行時の両脚支持期（右下肢前），単脚支持期（右下肢），両脚支持期（左下肢前），単脚支持期（左下肢）での最大値および最小
値について，それぞれ 2 試行の平均値を求め，傾斜条件と非傾斜条件の差を効果量とした。その際，左傾斜を正の値，右傾斜を
負の値とした。求めた頭部と体幹と骨盤の側方傾斜角度の効果量について，立位での 5 秒間の平均値を対照とし，両脚支持期

（右下肢前），単脚支持期（右下肢），両脚支持期（左下肢前），単脚支持期（左下肢）での最大値および最小値との間で比較した。
検定には Dunnet の t 検定による多重比較（両側）を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】頭部および体幹の側方傾斜角度の効果量はいずれの歩行周期においても最大値，最小値ともに立位より大きかった（p
＜0.05）。骨盤の側方傾斜角度の効果量は単脚支持期（右下肢），両脚支持期（左下肢前），単脚支持期（左下肢）の最大値と単脚
支持期（左下肢）の最小値において立位より大きかったが（p＜0.05），両脚支持期（右下肢前）の最大値と両脚支持期（右下肢
前），単脚支持期（右下肢），両脚支持期（左下肢前）の最小値については立位と有意差がなかった。

【結論】視空間傾斜による身体の傾斜は立位時よりも歩行時の方が大きかった。歩行では，左右の下肢の荷重感覚を比較できる
立位よりも，体性感覚による視空間傾斜の代償が困難であることが要因として考えられる。加えて，前進することに注意を向け
る歩行は，立位よりも姿勢の調整に向けられる注意容量が減少すると考えられる。本研究から，歩行は立位よりも体性感覚によ
る視空間傾斜の代償が困難な課題と考えられた。
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【目的】

人は発達に伴い，空間において頭位を平衡に保つ反応として，視覚や前庭覚からの刺激をもとに，姿勢調節機能に関与する立ち
直り反応を獲得する。しかし，成長に伴う体性感覚の発達により姿勢調節における視覚や前庭覚への依存度は低下するという報
告がある一方で，成長に伴っていずれかの感覚器に依存することはないという報告も存在する。

そこで本研究では健常成人に対して，視覚情報操作による立ち直り反応を比較することを目的とした。

【方法】

実験対象は健常成人 10 名とし，足底の接地しない速度制御可能な座位傾斜装置（ペアサポート社）を用いることで，立ち直り
に関与する前庭刺激，体性感覚刺激を制御し，視覚刺激が立ち直り反応に与える影響を分析した。視覚情報は，あらかじめ撮影
した平衡時の画像と傾斜する動画をヘッドマウントディスプレイの画面上に映すことで操作した。立ち直り反応を誘発するた
め，座位傾斜装置上に被験者を座らせ，利き手側に座面傾斜させた。傾斜角度は 10̊，傾斜速度は前庭覚刺激しない 1.5̊/sec に設
定した。立ち直り反応の計測はカメラ（CASIO 製）を使用し，画面内にストップウォッチを撮影することで，経過時間を確認
した。姿勢の変化は，眉間，胸骨上切痕，両側肩峰，両側上前腸骨棘および上前腸骨棘を結んだ線分上の臍直下部に貼付したマー
カーを，画像処理ソフト Image J により解析した。

計測パラメータは，応答潜時（以下 Reaction time，RT）［sec］，頸部側屈角度変化（以下 Neck Degree，ND）［̊］，体幹側屈角度
変化（以下 Trunk Degree，TD）［̊］とした。

計測条件は，開眼，閉眼，視覚誤情報 1（以下 Visual Incorrect Information 1，VI1），視覚誤情報 2（以下，VI2）とした。

VI1 は，座面傾斜せずに画面上では傾斜していく動画を再生することで，視覚誤情報を与える条件とした。VI2 は，座面傾斜に
対して画面上では水平画像を再生することで，視覚誤情報と同時に体性感覚刺激を与える条件とした。

統計処理は，測定パラメータを従属変数，開眼，閉眼，VI1，VI2 の 4 条件を独立変数とし，一元配置分散分析，および Bonfer-
roni 法による多重比較を行った。統計ソフトは，BMISPSSver22 を用い，有意水準 5% 未満とした。

【結果】

VI1 では立ち直り反応は見られなかった。その他の条件について，RT では分散分析の結果有意差が示され，多重比較の結果，
開眼，閉眼，VI2 の順で有意に短縮していた。ND では分散分析の結果有意差があり，開眼条件は閉眼と VI2 それぞれの条件と
の間に有意差があった。TD では有意差は示されなかった。

【考察】

VI1 条件で立ち直り反応が見られなかったのに対し，VI2 条件で体幹の立ち直り反応が生じたことから，健常成人は視覚よりも
体性感覚優位の姿勢制御ではないかと示唆された。RT では，視覚の遮断された閉眼条件よりも VI2 条件が遅い反応を示したこ
とから，視覚情報と体性感覚情報の衝突による反応の遅延が生じていたと考えられる。
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【はじめに，目的】

転倒経験のある高齢者では，立位重心測定時に足圧中心（COP）の総軌跡長や平均移動速度が高値を示すことが報告されている
（Melzer, et al., 2004）。乳様突起に電極を貼布し，ランダムノイズ電流による前庭刺激を行うと，刺激中の総軌跡長，平均移動速
度が減少する（犬飼ら., 2016）。本研究の目的は，5 秒間という短時間での介入においても重心動揺は減少するかを検証するとと
もに，高い刺激効果を示す被験者の傾向を明らかにすることである。

【方法】

対象は健常成人 26 名（男性：13 名，女性：13 名）とした。ランダムノイズ電流刺激には DC�Stimulator Plus（Neuro Conn
社製）を使用し，直径 2 cm の円形電極を両側の乳様突起に貼布した。重心動揺測定は CFP400PA102RS（Leptorino 社製）を使
用し，測定時間は 30 秒とした。測定条件は，1）Control 条件（刺激無し），2）1.0 mA_30 秒刺激条件，3）0.4 mA_30 秒刺激条
件，4）0.4 mA_5 秒刺激条件（S_0.4 mA 条件）の 4 条件とし，各条件 2 回の測定を行った。各条件は被験者毎にランダムに行い，
測定した 2 回の総軌跡長と平均移動速度の級内相関係数（ICC）と平均値を算出した。各項目での平均値について，反復測定一
元配置分散分析後，Bonferroni 法にて事後検定を行った。また，Control 条件の重心動揺の値と，他の刺激条件での刺激効果に
ついて Pearson の積率相関を用いて相関係数を算出した。なお，有意水準は 5% とした。

【結果】

測定した総軌跡長，平均移動速度の ICC はいずれも高値を示した（ICC：0.85～0.94）。各条件の重心動揺［総軌跡長（mm±SE）/
平均移動速度（mm/sec±SE）］は，Control 条件［498.1±21.8/16.7±0.7］，1.0mA_30 秒刺激条件［458.8±17.8/15.3±0.6］，0.4
mA_30 秒刺激条件［457.4±16.5/15.3±0.6］，S_0.4mA 条件［448.9±18.0/15.0±0.6］であった。反復測定一元配置分散分析の結
果，総軌跡長，平均移動速度ともに主効果を認めた（p＜0.01）。事後検定の結果，すべての刺激条件で，Control 条件に比べて総
軌跡長と平均移動速度の有意な減少を認めた（p＜0.05）。また，Control 条件での総軌跡長，平均移動速度の値は，他の刺激条件
での刺激効果と有意な負の相関を認めた（p＜0.05，r=�0.443～�0.602）。

【結論】

前庭ランダムノイズ電流刺激は，5 秒間という短時間の介入でも重心動揺を減少させることが明らかとなった。また，Control
条件で総軌跡長や平均移動速度が高値を示す被験者で，刺激効果が大きかったことから，高齢者の転倒予防に有用な介入方法で
あることで示唆された。
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【はじめに，目的】立位前方リーチ動作では，随意運動に先行して重心を前方に移動するために足圧中心（以下，COP）を後方
へ移動し，続いて体幹の前傾運動が開始される。随意運動に先行し，重心動揺を事前に最小限に抑えるためのフィードフォワー
ド性の姿勢制御を先行随伴性姿勢調節（以下，APAs）という。立位前方リーチ動作について数多く報告されているが，立位前
方リーチ動作開始の APAs についての報告は少ない。よって，本研究の目的は，立位前方リーチ動作開始の COP を分析し，
APAs によるリーチ距離の関連を調査することである。【方法】対象は，健常成人 20 名（男性 8 名，女性 12 名，平均年齢 23.2
±1.4 歳，身長 162.3±8.5cm）とした。使用機器はインターリハ社製ゼブリス高機能型圧分布測定システム（以下，WinFDM）を
用いてサンプリング周波数 100Hz で計測した。動作方法は，WinFDM 上で立位を取り，右手を肩屈曲 90 度にて拳上，足部は肩
幅に開いた位置を開始姿勢とし，WinFDM 同期カメラの LED ランプを開始合図として，踵が接地面より浮かない状態で最大限
リーチ動作（以下，通常課題）を行う。次に，開始姿勢より上前腸骨棘の 25cm 前方及び大転子の高さに昇降可能な机を設置し
リーチ動作（以下，環境設定課題）を行い，それぞれの課題におけるリーチ距離及び COP 後方移動距離を測定した。なお，課
題は 2 回ずつ行いその平均値を採用。リーチ距離（cm）及び COP 後方移動距離（cm）は身長（cm）で正規化し 100 で乗じた
値を分析項目とした。統計学的解析は，課題前後のリーチ距離及び COP 後方移動距離を，データの正規性を確認した後に対応
のある t 検定で比較し，リーチ距離と COP 後方移動距離との関連は Pearson の相関係数を用いて解析した。本研究の有意水準
は 5％ 未満とした。【結果】リーチ距離において環境設定課題（23.4±4.0%）は通常課題（21.5±3.6%）より有意に増加（p＜0.01），
COP 後方移動距離においては，環境設定課題（0.65±0.36%）は通常課題（0.52±0.29%）より有意な増加（p＜0.05）を認めた。
リーチ距離と COP 後方移動距離は軽度の相関（r=0.37，p＜0.05）を認めた。【結論】立位前方リーチ動作開始の COP 後方移動
距離とリーチ距離は関連する可能性が示唆された。またリーチ動作において視覚情報は APAs に好影響を与えフィードフォ
ワード性の姿勢制御が行いやすくなったと推察される。
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仮想壁に対する指先への振動刺激が姿勢制御に与える影響

三谷 良真1,2），島谷 康司3），島 圭介4），坂田 茉実4），山下 正次4）

1）県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻，2）興生総合病院リハビリテーション部，
3）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，4）横浜国立大学大学院工学研究院

key words Light Touch contact・Virtual Light Touch contact・姿勢制御

【はじめに，目的】

指先での軽い接触（Light Touch contact：以下 LT）は姿勢動揺を軽減させ，身体の安定化に貢献することは報告されているが，
LT による効果を得るためにはカーテンや壁などの「固定点への接触」が不可欠であると考えられている。そこで shima らは LT
をコンセプトとし，固定点がない空間でも LT 効果を得られることを目的とした，工学的手法を用いることで仮装壁に対する指
先への振動刺激を与えるデバイスである Virtual Light Touch contact system（以下 VLT）を開発し，立位機能評価に対する有
効性を報告している（sakata, shima, et al., 2015）。しかし，VLT が姿勢制御に与える影響は明らかにされていないため，本研究
は VLT が姿勢制御に与える影響を検証することを目的として検証した。

【方法】

対象者は健常成人女子 6 名とした。先行研究（Baldan, et al., 2014）を参考に，Control 条件は閉眼閉脚立位で両上肢は自然な体
側下垂位とした（No touch 条件：以下 NT 条件）。比較条件として，対象者の右横に垂らした紙に指尖で軽く触れさせる LT
条件，被験者の右示指に振動子と加速度計を内蔵した装置を装着させ，右上肢を振ることで振動子から振動刺激が与えられる
VLT 条件の 3 条件を設定した。尚，VLT 条件の時は，被験者に「まるで壁に触れるように手を振ってください」と口頭指示を
行った。姿勢動揺の測定には重心動揺計 GP�6000（ANIMA 社製）を用い，サンプリング周波数は 50Hz，測定時間は 60 秒とし
た。VLT system には 3 軸加速度計，小型振動子を使用した。測定項目は総軌跡長，外周面積，実効値面積，前後重心動揺速度，
重心動揺速度の実効値を使用し，各条件の重心動揺パラメータの比較を対応のある一元配置分散分析（多重比較検定法 Bonfer-
roni 法）を用いて比較した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

3 群間において，総軌跡長，前後重心動揺速度，重心動揺速度の実効値の項目で，VLT 条件が NT 条件と比較して有意な減少を
認めた（p＜0.05）。また，有意差が出るには至らなかったが，LT 条件も NT 条件と比較すると上記の項目で減少傾向を示した

（総軌跡長：p=0.1332，前後重心動揺速度：p=0.1504，重心動揺速度の実効値：p=0.2376）。

【結論】

重心動揺速度は COM の加速度と相関しており（Masani, et al., 2014），本研究結果より，総軌跡長，及び前後重心動揺速度が減
少したことから，VLT は LT と同様かそれ以上の姿勢動揺軽減効果を得られることが示唆される結果となった。さらに，重心動
揺速度の実効値が減少したことから，VLT は対象者の重心動揺速度のばらつきを抑え，一定の速度で姿勢制御の調節が可能に
なることが示唆された。また VLT により姿勢動揺の軽減が得られた要因として，LT による姿勢制御への影響は指尖から得られ
る求心性情報が必要である（Kouzaki, 2008）と報告されており，VLT による姿勢動揺軽減効果も指尖への振動刺激が姿勢制御
の感覚戦略に影響したと推測されるが，今後の検証が必要である。
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対人ライトタッチを用いた立位姿勢動揺における協力的な身体同調課題は暗黙
的な身体同調を増加させる

石垣 智也1,3），森岡 周1,2）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，3）訪問看護リハビリステーションフィットケア

key words 身体接触・身体同調・姿勢制御

【はじめに，目的】

二者間で指先を用いた軽い身体接触（対人ライトタッチ）を行うと，立位姿勢動揺に身体同調現象が認められる（Johannsen
L，2009）。身体同調は非言語的コミュニケーションのひとつとされており，暗黙的な身体同調は，明示的な身体同調後に増加す
ることが知られている（Yun K, 2012）。しかし，明示的な身体同調をもたらす課題特性の違いが，暗黙的な身体同調に及ぼす影
響は検討されていない。本研究では，明示的な身体同調は伴うものの，その課題特性が協力的か否かという違いが，対人ライト
タッチによる立位姿勢動揺の暗黙的な身体同調に及ぼす影響について検討することを目的とした。

【方法】

面識のある健常同性若年者からなる 16 ペア（32 名）を，協力的同調群 8 ペア（平均年齢 20.9±1.4 歳）と非協力的同調群 8 ペア
（平均年齢 21.6±3.7 歳）に群分けし，立位姿勢動揺の二者同時測定を行った。立位条件は，二者を側方に位置させた閉眼開脚安
静立位を基準に，非接触（NT）条件と，示指を介して相互接触（1N 未満）を行う対人ライトタッチ（IPLT）条件とした。測
定は，NT 条件，IPLT 条件の順で 3 試行ずつ実施した後に，明示的な身体同調課題を行い，再度，NT 条件と IPLT 条件の測定
を課題前と同様に行った。測定時間は全て 30 秒間とした。明示的な身体同調課題は IPLT 条件の設定で行い，ペアの各々にリー
ダーとフォロワーの役割を設定し，それぞれ 2 回ずつ役割を交代して 4 試行実施した。協力的同調群では，リーダーは任意の方
向にランダムな体重移動を行うが，接触している示指の感覚に基づきリーダーの体動に自己の体動を追従することを求める
フォロワーと協力する課題とした。非協力的同調群では，リーダーはフォロワーとの協力は求めず，0.5Hz の音刺激に合わせて
前後または左右に体重移動を行い，フォロワーはリーダーの体動に追従する課題とした。姿勢動揺は，重心動揺計 Twin�Gravi-
corder G�6100（ANIMA 社製）を用い，足圧中心（CoP）を記録（sampling rate：100Hz）した。解析値には，CoP 速度の前後

（AP）軸・側方（ML）軸別における相互相関係数（CoPv�Xcorr）のピーク値を用いた。統計解析は，CoPv�Xcorr の比較を群
と課題前後の二要因からなる分散分析にて行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

IPLT 条件の AP 軸にのみ有意な交互作用を認め（p＜.01），協力的同調群は課題後に CoPv�Xcorr が有意に増加し（p＜.01），非
協力的同調群よりも有意に高値を示した（p＜.05）。他の条件，項目では有意な交互作用および主効果は認めなった。

【結論】

対人ライトタッチによる立位姿勢動揺の暗黙的な身体同調の増加には，協力的な課題特性を有する身体同調経験が関与するこ
とが示された。運動療法は対象者の身体に触れて行うことが多く，対象者と協働することが求められる。本研究結果より，身体
接触を介して協力的状況下で行われる運動療法には，非言語的コミュニケーションとして機能している側面があると考えられ
る。
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脊椎脊髄疾患における Light Touch が立位の姿勢動揺に及ぼす効果

飯塚 隆充1,2），大角 哲也1,2），田島健太郎1,2），原田 亮1），臼田 滋2）

1）榛名荘病院リハビリテーション部，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words light touch・立位バランス・姿勢制御

【はじめに，目的】

固定点への軽い指先接触（light touch：LT）で立位姿勢動揺が減少し，不安定方向への接触ではより動揺が減少することが報告
されているが，機能障害を有する患者においてその効果は十分に検証されていない。本研究の目的は，脊椎脊髄疾患患者を対象
に LT が立位の姿勢動揺に及ぼす影響と LT の実行の可否を分析することである。

【方法】

対象は脊椎脊髄疾患入院患者 28 名（男性 10 名，69.5±9.14 歳，頸髄疾患 17 名，胸腰髓疾患 11 名）で，30 秒以上の開脚立位を
保持可能なものとした。立位は両上肢を下垂した No Touch（NT）条件，大転子の高さの水平面に接触する LT 条件，肘関節 90̊
屈曲位で前方の水平面に接触する Horizontal LT（HLT）条件と前方の垂直面に接触する Vertical LT（VLT）条件の上肢の 4
条件と，開閉眼を組み合わせた計 8 条件とした。足位は開脚立位とし，LT は利き腕または触覚が鋭敏であった側の示指にて計
量器 KS�243（DRETEC 社製）に 1N 以下の接触とした。姿勢動揺は重心動揺計 G�7100（ANIMA 社製）にて 30 秒間（20Hz）
測定した。全 LT 条件が遂行可能であった可能群の総軌跡長と前後・左右方向における動揺速度の root mean square（RMS 速
度）に対し，反復測定二元配置分散分析（上肢条件×視覚条件）を行った。また，可能群といずれかの条件が遂行不可能であっ
た不可能群の，年齢，疾患部位，筋力（ASIA 機能障害尺度の C5�T1 と L2�S1 領域合計点），触覚（Semmes�Weinstein Monofila-
ment による示指と母趾指腹），振動覚（Rydel Seiffer 音叉による橈骨茎状突起と内果）に対し，χ2検定または Mann�Whitney
の U 検定にて群間比較を行った。統計解析には IBM SPSS Statistics 23 を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

LT 可能群は 20 名（67.8±10.0 歳），不可能群は 8 名（73.8±4.5 歳）であった。総軌跡長（cm）の平均値±標準偏差は，開眼で
NT が 52.5±21.3，LT が 37.0±13.8，HLT が 34.7±16.3，VLT が 35.5±14.9，閉眼で各 102.6±69.8，57.4±26.0，63.8±40.5，57.1
±25.6 であった。RMS 速度（cm/s）の前後方向は，開眼で 1.72±0.72，1.22±0.48，1.17±0.58，1.18±0.55，閉眼で 3.53±2.47，
1.98±1.00，2.20±1.39，1.98±0.90，左右方向は，開眼で 1.13±0.57，0.78±0.37，0.71±0.35，0.73±0.31，閉眼で 2.06±1.52，1.10
±0.50，1.26±0.50，1.14±0.70 であった。全て交互作用が有意であり，視覚条件と上肢条件間にそれぞれ有意差を認め，NT
と LT3 条件間で有意差を認めた。群間比較では，年齢と C5�T1 の筋力には有意差を認めず，疾患部位とも有意な関連を認めな
かった。L2�S1 の筋力，触覚，振動覚では不可能群に有意な機能低下を認めた。

【結論】

LT を実行可能なだけの身体機能を有する場合，開脚立位においては接触方向に関わらず同程度の効果を及ぼすことが示唆され
た。また，LT を実行可能とする要因には，上肢は接触部位の触覚と接触肢の深部感覚，下肢は筋力と足底の触覚と足関節の深
部感覚が含まれていることが示唆された。
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Optimal cut�off value of inspiratory muscle strength to predict exercise intoler-
ance in patients with chronic heart failure
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Shinya Tanaka2），Emi Maekawa3），Takashi Masuda4）

1）Department of Rehabilitation, Kitasato University Hospital，2）Kitasato University Graduate School of Medical Sciences，
3）Department of Cardiovascular Medicine, Kitasato University School of Medicine，
4）School of Allied Health Sciences, Kitasato University

key words Inspiratory Muscle Strength・Heart Failure・Exercise Intolerance

【Background】Inspiratory muscle weakness is present in 50% of chronic heart failure（CHF）patients and has been documented
as an independent predictor for mortality. Although inspiratory muscle strength is thought to improve with inspiratory muscle
training, the optimal cut�off value to determine the inspiratory muscle weakness has not been thoroughly evaluated in these
patients. The aim of this study was to identify the cut�off value of inspiratory muscle strength to predict exercise intolerance in
CHF patients.

【Methods】We studied 256 patients with CHF（60.3±12.0 years, 202 males）who performed cardiac rehabilitation during hospi-
talization and after hospital discharge. We measured maximal inspiratory pressure（PImax）as an inspiratory muscle strength
using spirometer and calculated the percentage of predictive value（%PImax）. We also measured peak oxygen uptake（VO2）dur-
ing symptom�limited cardiopulmonary exercise test and determined the peak VO2＜14 mL/kg/min as an exercise intolerance.
All parameters were measured three months after hospital discharge. We identified the cut�off value of %PImax for peak VO2＜
14 mL/kg/min and analyzed the influence of that value on exercise intolerance.

【Results】Forty�two patients showed peak VO2＜14 mL/min in this study. Analysis of receiver operating characteristic（ROC）
curve revealed the %PImax as a significant predictor for peak VO2＜14 mL/kg/min with an area under the ROC curve of 0.727

（95%CI：0.642�0.812, P＜0.001）. The cut�off value of %PImax for peak VO2＜14 mL/kg/min was 79.5%（sensitivity：0.685, speci-
ficity：0.690）. When the patients’ %PImax showed ＜79.5%, the odds ratio to predict peak VO2＜14 mL/kg/min was 4.688（95%
CI：1.928�11.401, P=0.001）.

【Discussion】This study demonstrated that the cut�off value of %PImax to predict exercise intolerance was 79.5%. This cut�off
value is helpful in determining the inspiratory muscle weakness and identifying the criteria for inspiratory muscle training in
CHF patients.
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Relationship between physical activity, muscle thickness and echo intensity in
patients with chronic obstructive pulmonary diseases：A cross�sectional study.
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【Purpose】

This study aimed to identify the relationship between physical activity（PA）, muscle thickness（MT）and echo intensity（EI）
in patients with chronic obstructive pulmonary disease（COPD）.

【Methods】

This was a cross�sectional study. In total 13 patients with COPD（mean age 73.9±7.6 years, height 163.2±5.1 cm, body weight
59.9±12.2 kg）were recruited from a community in this study. PAs were measured using a pedometer attached on the waist for
a week. Quadriceps muscle strength was measured using a hand held dynamometer. MT and EI were recorded by ultra-
sonography imaging. The patients lay in the supine position with their knee extended at 0̊ and muscle relaxed. MT was calcu-
lated as the length between the deep aponeurosis of vastus intermediate and surface aponeurosis of vastus intermediate at
three difference points of the image. Each ultrasonography image data was the mean value recoded. EI of quadriceps was
measured using image analysis software（ImageJ）. Spearman’s correlation coefficient was used for statistical analysis of the
relevance of PA, quadriceps muscle strength, MT, and EI. The study was approved by the regional ethics committee and con-
ducted in accordance with the Declaration of Helsinki.

【Results】

Higher PA was significantly associated with quadriceps muscle strength（r=0.79, p＜0.01）and EI of quadriceps（r=�0.68, p＜
0.05）. There was no significant correlation between PA and MT.

【Discussion】

Our results showed that higher PA in patients with COPD was associated with higher MT and lower EI of quadriceps. Lower
EI of quadriceps indicates that the muscle cell gap has little connective tissue, less fat, low extracellular fluid, which are associ-
ated with muscle strength. Our study indicates that improvement in muscle quality is a requirement for high PA.
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Sleep Apnea and Lateral Balance Instability in the Elderly.

Masashi Kanezaki1），Teruhiro Ogawa2）

1）Department of Physical Therapy, Faculty of Health Care Sciences, Himeji Dokkyo University，
2）Division of Otolaryngology, Himeji St. Mary’s Hospital

key words Sleep Apnea・Lateral balance instability・Elderly

Ameliorating postural instability and sleep disorders are common problem of geriatric health care. Since there is a previous
study of sleep apnea and falls, it is important to investigate whether the elderly patient with sleep apnea syndrome exhibits in-
creased postural sway. However, the relationship between profile of sleep apnea assessed by full polysomnography and pos-
tural stability in the elderly has not been elucidated.

We enrolled fourteen age�matched control subjects and 36 elderly with SAS. Each subject was evaluated by full polysomnogra-
phy. Inclusion criteria for patients with SAS included a full overnight polysomnogram with an apnea�hypopnea index（AHI）
greater than 20 events per hour. The recruit criteria for age�matched control subjects was defined as AHI＞15 without SAS�
related symptoms. The study was approved by the institutional ethics committee. We evaluated the following data：length；of
the CoP（ML and AP）, distances and the velocities of the CoP（ML and AP）.

The distance in ML direction with open�eyes in the elderly with SAS was significantly higher than that in age�matched control
subjects, whereas no significant differences were found in the length and velocity in ML direction with open�eyes between the
elderly with SAS and age�matched control subjects. The distance in ML direction with was significantly associated with hy-
popnea index, apnea�hypopnea index, apnea index and arousal index. In addition, the length in ML direction with open�eyes
was significantly correlated with hypopnea index and apnea index. However, there was no significant correlation between the
length, distance and velocity in AP direction and the polysomnographic findings. A stepwise linear regression analysis showed
that apnea index was the only independent determinant of the distance in ML direction with open�eyes in elderly with SAS.

The present study found that sleep apnea has significant association with lateral balance instability in elderly with SAS.
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肺高血圧症患者に対する外来呼吸リハビリテーションの効果

稲垣 武1,2），寺田 二郎2），田邉 信宏2,3），川田奈緒子2），天田 裕子1），笠井 大2），
杉浦 寿彦2），浅野 由美1），坂尾誠一郎2），巽 浩一郎2），村田 淳1）

1）千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科，2）千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学，
3）千葉大学大学院医学研究院先端肺高血圧症医療学寄附講座

key words 肺高血圧症・呼吸リハビリテーション・患者教育

【はじめに，目的】

肺動脈性肺高血圧症（PAH），慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）をはじめとする肺高血圧症（PH）は，肺血管抵抗が上昇
し，右心不全に至る希少性難治性疾患である。これまで，PH 患者に対する呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）は，失神や心
不全増悪，突然死などが危惧される事から，積極的には推奨されてこなかった。しかし近年，欧州を中心に PH 患者に対する運
動療法の効果に関する報告が散見され，運動耐容能，健康関連 QOL などの改善効果が認められている。一方で，本邦における
PH 患者に対する呼吸リハの報告は少なく，本邦におけるエビデンスの蓄積，本邦でも実施可能な方法論の確立が急務である。
今回，3 ヶ月以上治療を変更していない安定期 PH 患者に対して外来呼吸リハを施行し，その効果・安全性について検討した。

【方法】

対象は，2012 年 3 月から現在までに当科外来で呼吸リハを受けた PH 患者女性 11 例（CTEPH9 例，PAH2 例，年齢 64.1±10.9
歳，身長 157.5±5.6cm，体重 58.6±12.8kg，平均肺動脈圧 46.8±16.1mmHg）。呼吸リハプログラムは，筋力増強運動，呼吸体操，
歩行運動によって構成される在宅での自主トレーニング（Home�ex）を主体とし，1 回/週程度当科外来を受診してもらい，
Home�ex の負荷量調整，ADL 指導，患者教育などを実施した。評価項目は，6 分間歩行距離（6MWD），大腿四頭筋筋力（QF），
健康関連 QOL（St George’s Respiratory Questionnaire；SGRQ），息切れ（Baseline dyspnea index；BDI，Transition dyspnea
index；TDI），ADL スコア，呼吸機能，身体活動量，心エコー（三尖弁圧較差；TRPG，推定収縮期肺動脈圧；sPAP），血液デー
タ（BNP）などとし，3 ヶ月間の呼吸リハ前後の変化について Wilcoxon 符号付き順位和検定を用いて検討した。

【結果】

全例が完遂し，6MWD（p=0.002），QF（p=0.006），SGRQ の ACTIVITY の項目（p=0.002），身体活動量（p=0.008），息切れ
（TDI）で有意な改善を認めた。また，TRPG（p=0.76），sPAP（p=0.96），BNP（p=0.70）は有意な変化を認めなかった。運動
療法実施中，1 例のみ血圧低下を生じたが，休憩にて改善が得られた。その他心不全など，呼吸リハに伴う有害事象を認めなかっ
た。

【結論】

安定期 PH 患者に対する外来呼吸リハは，運動耐容能，健康関連 QOL，身体活動量などへの改善効果が期待できる。安全に呼吸
リハを行うためには，心不全に準じたリスク管理，慎重な症例選択が重要である。今後も症例の蓄積，方法論の確立，疾患特異
的アプローチの検討などが望まれる。
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O-RS-01-5

慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸困難感と健康統制感との関係

江越正次朗1,2），堀江 淳2），白仁田秀一2），小栁 泰亮2），古賀 秀作2），諸富 誠一2），
宮副 孝茂2），高橋浩一郎2），林 真一郎2），浅見 豊子3），荒金 尚子3）

1）医療福祉専門学校緑生館，2）NPOはがくれ呼吸ケアネット，3）佐賀大学医学部附属病院

key words 慢性閉塞性肺疾患・呼吸困難感・JHLC

【はじめに，目的】

慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者への包括的呼吸リハビリテーションの効果を持続させるためには，継続的な疾患の自己管理が
重要であるとされる。しかし，自己管理が十分に行えない者も存在することを考慮すると，呼吸困難感の原因としては，器質的
な気流制限以外にも，心理社会的因子が，COPD 発症後の疾患の自己管理に影響を及ぼすことが考えられ，その事が呼吸困難感
に影響を及ぼしていることも考えられる。しかし，COPD の呼吸困難感と心理社会的因子である健康統制感についての報告は見
当たらないため検討した。

【方法】

対象は，研究の参加に同意が得られた安定期 COPD 患者 48 名である。対象の内訳は男性 47 名，女性 1 名，平均年齢 70.3±9.1
歳，平均%1 秒量（%FEV1.0）56.8±15.9% であった。

測定項目は，呼吸困難感の評価として，mMRC スケール（mMRC），健康統制感の評価として，日本版 Health locus of control
（JHLC）尺度を用いて評価した。その他，呼吸機能検査，BMI，身体活動量の評価として，国際標準化身体活動質問票（IPAQ），
運動習慣，Scoring Instructions for the Lung Information Needs Questionnaire（LINQ）を評価した。

統計学的解析は，mMRC が 2 以上群（高息切れ群）21 名と，mMRC が 2 未満群（低息切れ群）27 名で，各測定項目を分析し
た。解析は，独立サンプルの t 検定または，独立サンプルによる Mann�Whitney の U 検定を行い，2 群間の関係を分析した。ま
た，JHLC の 2 群間での比較で，有意差が認められた項目と，各測定項目との関係を pearson または spearman の相関分析にて
解析した。さらに，mMRC を従属変数として，有意差が認められた項目を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析を実施
した。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

高息切れ群と低息切れ群の比較において，JHLC では，運の項目において，高息切れ群が低息切れ群よりも有意に高値を示した。
呼吸機能では，%FEV1.0，1 秒率において高息切れ群で有意に低値を示し，IPAQ では，高息切れ群で有意に低値を示した。運動
習慣では，高息切れ群で有意に運動習慣が低くかった。

JHLC の運と各測定項目では，年齢（r=0.453），LINQ の病気の理解度（ρ=0.459）において有意な正の相関関係が認められた。

mMRC での 2 群の分類を従属変数，JHLC の運，%FEV1.0，IPAQ，運動習慣を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析で
は，JHLC の運（オッズ比=1.329，95%CI=1.058�1.668）が最も強い影響因子として抽出された。

【結論】

健康統制感の指標である JHLC において，高息切れ群が低息切れ群よりも，自分の健康は，運によって影響を受けるとの考え方
が有意に強い傾向を示した。また，健康は運に影響を受けると考える傾向が強い者ほど，病気の理解度が低い結果となった。以
上のことから，COPD 患者の呼吸困難感に健康統制感は影響を及ぼすことが示唆され，健康統制感も視野に入れた患者教育が必
要である。
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O-RS-01-6

COPD患者に対する低頻度外来呼吸リハビリテーションの有効性

秋山 歩夢1），辻村 康彦1），平松 哲夫1），三川浩太郎1,2）

1）平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック，
2）中部学院大学看護リハビリテーション学部

key words COPD・外来呼吸リハビリテーション・在宅運動指導

【はじめに，目的】

COPD は国内外で今後死亡率の上昇が見込まれる慢性呼吸器疾患である。疾患治療において重要なことは早期発見・介入であ
り，その際，呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）が果たす役割は大きいと思われる。しかし，現在 COPD 患者の多くは薬物療
法が治療の中心となっており，呼吸リハが実施されている症例は少ない。臨床上の理由として，クリニックにおける外来呼吸リ
ハの実施機関が少ないことや，呼吸リハ効果を得るために必要な週 2 回以上の来院が困難で，低頻度の介入効果が不確定である
ことが考えられる。当院では月 1 または 2 回の低頻度しか介入できない症例に対しても在宅運動指導を中心とした介入で健康
管理や増悪予防に努めてきたので，今回その有効性を報告する。

【方法】

対象は当院にて月 1 または 2 回の外来通院による呼吸リハを 6 か月以上継続できた COPD 患者 35 名（平均年齢：72±7.3 歳，男
性：33 名，女性：2 名，%VC：95.6±23.3%，%FEV1.0：68.5±30.5%，GOLD 重症度分類 I/II/III/IV：10/11/10/4）。呼吸リハ
は呼吸練習，筋力トレーニング，持久力トレーニング，歩数計を用いた在宅運動指導を積極的に実施した。評価項目は，息切れ
問診票，6 分間歩行距離（6MWD），COPD Assessment Test（CAT），身体活動量とした。身体活動量はスズケン社製ライフコー
ダを用いて 14 日間連続装着し，平均歩数を測定した。検討内容は各評価項目の呼吸リハ開始前と開始後 6 か月後データを比較
し，wilcoxon 符号付順位和検定を用いて分析した。検定における統計学的有意差は p＜0.05 とした。

【結果】

息切れ問診票：10.3±6.4→6.9±4.1 点（p＜0.01），6MWD：474.2±78.5→506.4±79.5m（p＜0.01），CAT：8.2±3.7→5.4±2.4 点
（p＜0.01），身体活動量：4687±2817→5720±3104 歩（p＜0.05）。全ての評価項目において有意な改善を認め，さらに 6MWD
と CAT においてはそれぞれの MCID を上回る改善を認めた。

【結論】

低頻度の介入によって幅広い重症度の症例に対して運動耐容能や HRQOL，身体活動量の改善が認められ，その有効性が認めら
れた。主な理由としては，歩数計および歩数記録帳を活用した在宅運動指導を積極的に行ったことが考えられる。さらには軽症
から中等症の病期の早い段階の症例にも有効であったことから，早期から呼吸リハが介入することで疾患進行による経年低下
や急性増悪の予防に何らかの影響を与えることができる可能性も考えられた。結論として，本研究より COPD 治療においては月
1 または 2 回の低頻度の介入であっても，できる限り外来にて呼吸リハ介入すべきと考える。今後の課題として，症例数を増や
し，疾患進行と低頻度外来呼吸リハとの関連性を継続して検討する必要がある。
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The effect of pre�operative rehabilitation on physical function after 1 year in
lung transplantation patients

Akira Tamaki1），Yohei Oshima2），Susumu Sato2），Fengshi Chen3），Hiroshi Date3）

1）Graduate School of Health Science, Hyogo University of Health Sciences，
2）Rehabilitation Unit, Kyoto University Hospital，
3）Department of Thoracic Surgery, Kyoto University Hospital
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【Purpose】

Available studies have shown that the effects of pre�operative rehabilitation for lung transplantation patients on physical func-
tion are beneficial in the short term；however, the effectiveness of pre�operative rehabilitation in the long term remains un-
clear.The purpose of this study was to verify the effect of pre�operative rehabilitation on physical function after 1 year in lung
transplantation patients.

【Methods】This study was conducted from August 2008 to August 2012. The subjects were 30 patients who had undergone
lung transplantation from brain dead or living donors at Kyoto University Hospital. We classified the subjects into a no�experi-
ence rehabilitation（NE）group（22 persons）and an experienced rehabilitation（E）group（8 persons）pre�operatively. We
measured changes in body mass index（BMI）, knee extension strength, 6�min walking distance（6MWD）, and activities of daily
living（ADL）score pre�operatively and at 3 months, 6 months, and 1 year post�operatively.The study was approved by the re-
gional ethics committee and conducted in accordance with the Declaration of Helsinki.

【Results】There were no significant differences between the NE group and E group in BMI or ADL score at 1 year after opera-
tion. However, 6MWD and knee extension strength were higher in the E group than in the NE group.

【Discussion】The results of this study indicate that pre�operative rehabilitation is important in lung transplantation patients.
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Change in muscle cross�sectional area and its influence on functional out-
come in ventilated intensive care unit patients：A prospective study.
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【Purpose】

This study aimed to identify changes in muscle mass, and its relationship with functional outcome in intensive care unit
（ICU）patients ventilated for� 2days.

【Methods】

This study was a prospective study. The cross�sectional area（CSA）of the multifidus muscle was assessed and measured using
computed tomography（CT）in ICU patients on admission and at discharge and in age�matched healthy controls. The physical
functional test for the ICU（PFIT�s）, Medical Research Council（MRC）sum score, and duration of prolonged bed�rest were
assessed in the ICU patients on admission and at discharge. Paired t�test was used to assess changes in outcomes, and unpaired
t�test was used to compare the results between the ICU patients and controls. Pearson’s correlation coefficient was used to as-
sess the relationship between muscle CSA and functional outcome. The study was approved by the regional ethics committee
and conducted in accordance with the Declaration of Helsinki.

【Results】

Nine ICU patients and nine age�matched healthy controls were recruited for the study. The baseline characteristics of muscle
CSA were not significantly different between the ICU patients on admission and controls. However, muscle CSA was signifi-
cantly reduced in the ICU patients at discharge compared with that in the ICU patients on admission and in the controls（P＜
0.05）. At discharge from the ICU, PFIT�s and MRC were not significantly reduced. The decrease muscle CSA in the ICU pa-
tients was found to be significantly correlated with the duration of prolonged bed�rest and MRC（P＜0.05）.

【Discussion】

In the present study, the decrease in muscle CSA, and its correlation with prolonged bed�rest, and MRC suggest that interven-
tions to prevent muscle loss in ICU patients ventilated for� 2 days are inadequate. Therefore, primary physical therapy inter-
vention should be the focus for preventing muscle loss in these patients.
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肺移植後の身体活動性が遠隔期の骨格筋形態機能および運動耐容能に及ぼす影響
―a longitudinal study―

大島 洋平1），佐藤 晋1），宮坂 淳介1），吉岡 佑二1），中谷 未来1），島村 奈那1），玉木 彰2），
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【はじめに，目的】

我々は第 51 回大会において肺移植後遠隔期の運動耐容能には肺機能に加えて骨格筋機能が重要であることを報告した。当院で
の肺移植後リハビリプロトコールでは筋力強化や身体活動性向上を中心とした介入を術後 3 ヶ月まで行っているが，地元への
帰省に伴いフォローが終了となることから自宅での身体活動性が十分に確保できていない可能性がある。肺移植後の身体活動
性は心身機能を良好に保つ上で重要であると考えられるが，その臨床的意義を縦断的に検討した報告は極めて少ない。本研究の
目的は，1）肺移植後の身体活動性を明らかにすること，2）身体活動性が骨格筋の形態機能変化および運動耐容能の回復に及ぼ
す影響を縦断的に検討すること，の 2 点とした。

【方法】

本研究は当院における肺移植前後の前向き観察研究からデータを抽出して解析を行った。対象は 2013 年 4 月から 2015 年 10
月までに当院にて肺移植を施行した 60 例のうち，16 歳以上かつ術後 1 年まで追跡可能であった 32 例（46±13 歳，男性 18 例）
とした。原疾患は間質性肺炎が約半数を占めており，術式は生体肺移植 13 例（両側 12 例），脳死肺移植 19 例（両側 7 例）であっ
た。調査項目は，一般情報，肺機能（%FEV1），脊柱起立筋の断面積（ESMCSA）および筋内脂肪変性の程度，膝伸展筋力（QF），
6 分間歩行距離（6MWD），身体活動性（PAL）とした。なお，脊柱起立筋の定量評価には胸部 CT 画像を用い，ESMCSAは第 12
胸椎レベルにて，筋内脂肪変性の程度は平均 CT 値（ESMCT）にて評価した。身体活動性は OMRON 社製の活動量計を用いて
連続 7 日間における 1 日当たりの平均歩数を算出した。統計解析には SPSS を使用し，術後の各パラメータの経時変化を検討し，
PAL と各パラメータの関連性について解析した。

【結果】

%FEV1 は術後 6 ヶ月まで有意に改善し，6MWD は術後 1 年まで改善した。ESMCSA，ESMCTおよび QF は術後 3 ヶ月で低下し，
ESMCSA，QF は術後 6 ヶ月以降で術前レベルに改善したのに対し，ESMCTは術後 1 年でも回復が遷延した。PAL は術後入院期
間中から術後 3 ヶ月までは対象者平均で 5000 歩以上を維持して推移したが，術後 3 ヶ月以降は有意に低下し，術後 6 ヶ月では
平均で 5000 歩を下回った。術後 3 ヶ月および術後 6 ヶ月での PAL と同時期での 6MWD には有意な正の相関を認め，術後 3 ヶ
月で 5000 歩以上の PAL が得られた症例の 6MWD は 450m を上回り，実用的な屋外歩行能力の獲得に至った。しかし，術後 3 ヶ
月以降で PAL が減少した症例ほど，ESMCTの低下が顕著であり，術後 1 年での 6MWD の回復が遷延した。

【結論】

肺移植後は呼吸機能の改善に伴い，運動耐容能や身体活動性は早期に回復を認めた。しかしながら，身体活動性はリハビリ介入
を終了した 3 ヶ月以降では減少する症例が多く，身体活動性の低下は骨格筋脂肪変性の進行を助長し，運動耐容能の回復を妨げ
る要因となっていた。肺移植後遠隔期における身体活動性の維持向上に向けた取り組みが必要である。
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O-RS-02-4

非小細胞肺癌の肺葉切除術後の心肺合併症患者における臨床経過と身体機能の
推移

兵頭 正浩1），入江 将考1），濱田 和美1），安田 学2），花桐 武志2）

1）国家公務員共済組合連合会新小倉病院リハビリテーション部，
2）国家公務員共済組合連合会新小倉病院呼吸器外科

key words 非小細胞肺癌・胸腔鏡下肺葉切除術・術後心肺合併症

【はじめに】

非小細胞肺癌（NSCLC）患者の肺切除後の心肺合併症（術後合併症）は，短・長期的に術後患者に悪影響を及ぼすことが報告さ
れている。我々は先行研究において術後合併症の独立因子を同定したが（Eur Respir J. 2016），呼吸リハビリテーション（呼吸
リハ）としては術後合併症の予防的側面だけではなく，回復も重要な課題である。本研究は，術後合併症患者における臨床経過
と身体機能の推移を明らかにすることを目的とする。

【方法】

2005 年 6 月から 2012 年 10 月までに当院において，術前病期 I 期の診断で胸腔鏡下肺葉切除術を施行した NSCLC 連続症例を
対象とした（全例呼吸リハ実施）。身体機能評価は，6 分間歩行距離（6MWD）と等尺性膝伸展筋力を，手術前，術後 2 病日，
術後 7 病日，退院時の計 4 回測定した。呼吸リハは手術翌日から開始し漸増的運動療法を行った（2 回/日）。合併症を発症して
も呼吸リハは原則中止せず病態に応じて継続介入した。カルテより術後経過の詳細を調査した。術後合併症有り群と無し群にお
いて，術後在院日数と身体機能評価の推移を比較した。統計分析には，Mann�Whitney U 検定，反復測定の分散分析，Bonfer-
rorni 多重比較を用いた。有意水準は危険率 5% とした。

【結果】

包含基準を満たした 188 名を解析対象とした。術後合併症有り群は 36 例で，術後在院日数の中央値は 9 日だった。合併症内訳
（重複例あり）は，肺瘻遷延 18 例，心房細動 12 例，無気肺 8 例，肺炎 4 例，気胸 3 例，乳糜胸 1 例だった。肺瘻遷延例で胸膜
癒着術を 1 回以上行ったのは 9 例で胸腔ドレーン留置期間の中央値は 10 日間で，遅発性再気胸全例がドレーン再挿入し留置期
間の中央値は 13 日間だった。術後在院日数は合併症有り群で有意に長かった（17 日 vs9 日，p＜0.001）。反復測定の分散分析に
よる 2 群間の身体機能の比較の結果，6MWD は主効果，測定時期，交互作用の何れも有意で（p=0.024,＜0.001,=0.031），多重比
較検定の結果，術後 7 病日と退院時の差が最も大きかった。下肢筋力では測定時期のみ有意で（p＜0.001），術後 2 病日と退院時
の差が最も大きかった。

【結論】

先行研究では COPD 併存は術後合併症の有意な独立因子であったが，実際，術後肺瘻，心房細動，無気肺，肺炎といった合併症
が高頻度であったのは，脆弱な気腫肺，肺血管床の減少，気道クリアランス低下など，COPD の臨床的特徴と合致する結果だっ
た。これらは胸腔ドレーン留置，心房細動の rate control，難治性肺炎などの積極的な運動療法が困難となる治療期間を伴うも
のだった。下肢筋力の推移はどの時期も 2 群間に差はなかったので，筋力は周術期において術後合併症の影響を受けていない事
が示唆された。一方，6MWD は 2 群間に差を認め，術後合併症やその治療が影響していたと考えられた。しかしながら術後在
院日数に差があったが退院時 6MWD に群間差がなかったのには，呼吸リハが合併症治療期間も中止せず病態に応じ継続介入し
ていたことも要因であった可能性が示唆された。
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O-RS-02-5

生体肝移植術前後における筋力と 6分間歩行距離の変化

水野 陽太1），伊藤 理2,3），服部 慶子1），永谷 元基1），井上 貴行1），西田 佳弘3），
大西 康晴4），亀井 秀弥4），倉田 信彦4），長谷川好規2），小倉 靖弘4）

1）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科，
3）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科，4）名古屋大学医学部附属病院移植外科

key words 生体肝移植・筋力・6分間歩行

【はじめに，目的】末期肝障害患者の多くは，筋力や運動耐容能などの身体機能が低下している。身体機能の低下は肝移植術に
より数ヵ月から数年後に改善すると報告されているが，移植術後短期間の在院中にどのように変化するかは明らかではない。肝
移植周術期における理学療法介入は，他の外科周術期と同様，術後合併症の予防や身体機能回復の促進を目的に行われており，
筋力や運動耐容能の経過を把握することは重要である。肝移植による身体機能に関する報告の多くは脳死肝移植術を対象とし
た海外からのものであり，わが国で多く行われている生体肝移植術の報告は無い。そこで本研究は，生体肝移植術前後の身体機
能の変化と，それらに関連する因子を検討することを目的とした。【方法】2014 年 4 月から 2015 年 12 月までに当院で生体肝移
植術を施行され，周術期理学療法が実施された成人 21 例を対象とした後方視的観察研究を行った。うち術前と術後 4 週目で評
価が可能であった 12 例については，移植前後での身体機能を比較し，筋力の評価として握力ならびに等尺性膝伸展筋力，運動
耐容能の評価として 6 分間歩行距離（6MWD）を測定した。術前後の評価指標については Wilcoxon の符号順位検定を用いて比
較し，各指標の相関は Spearman の順位相関係数を用いて算出した。統計学的解析では有意水準を危険率 0.05 未満とした。【結
果】評価群（n=12）と非評価群（n=9）では術前肝障害重症度の指標である MELD score に有意差はみられなかった。評価群は
全例が移植後自宅退院であったが，非評価群では 2 例が死亡退院であった。評価群の移植後の歩行開始は平均 5.7 日（2�17 日），
術後在院日数は平均 54.2 日（31�125 日）であった。術前 6MWD と MELD score（r=�0.646，P=0.023）ならびに呼吸機能の%
VC（r=0.757，P=0.004），%FVC（r=0.776，P=0.003），%FEV1（r=0.734，P=0.007）には有意な相関がみられた。術前後の比較
において 6MWD に有意差はみられなかった（365.9±141.3 m vs. 341.1±139.7 m，P=0.182）が，握力（21.4±5.4 kgf vs. 17.3±5.9
kgf，P=0.015）と等尺性膝伸展筋力（19.1±5.4 kgf vs. 13.5±5.8 kgf，P=0.012）において有意な低下を認めた。術前 MELD score
と握力減少率（r=�0.604，P=0.038），等尺性膝伸展筋力減少率（r=�0.786，P=0.002）との間には有意な負の相関がみられた。

【結論】生体肝移植術後 4 週の時点では，筋力は術前のレベルまで十分に回復しなかった。今後，移植後の筋力低下の軽減，早
期回復を促す理学療法の確立が望まれる。
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O-RS-02-6

消化器がん患者における術前の全身性炎症は術後呼吸器合併症の予測因子か？

堀 拓朗1），美崎 定也2），秋山 裕貴1），林 洋暁1），山部 拓也1）

1）医療法人社団苑田会苑田第一病院，2）医療法人社団苑田会人工関節センター病院

key words 消化器がん・全身性炎症・呼吸器合併症

【はじめに，目的】

消化器がん患者における周術期リハビリテーションでは，術後の呼吸器合併症（肺炎・無気肺）を予防することが重要である。
また近年では，がん細胞が炎症性サイトカインを出すことによって引き起こされる全身性炎症が予後不良因子であると報告さ
れている。そこで本研究では，消化器がん患者における術前の全身性炎症と術後呼吸器合併症発症の関連性を検討することを目
的とした。

【方法】

対象は 2014 年 4 月から 2016 年 3 月までに当院外科に入院し，消化器がんに対して開腹手術を施行した 88 名とした。術前より
歩行不能であった症例，自宅外から入院した症例は除外した。調査項目は，年齢・性別・身長・体重・診断名・腫瘍ステージ・
手術時間・出血量・手術後にベッド上端座位を実施するまでにかかった日数（臥床期間）・手術後に歩行を実施するまでにか
かった日数（歩行開始期間）・術後呼吸器合併症の有無とした。呼吸器合併症の有無は，医師により肺炎または無気肺と診断さ
れカルテに記載されたものを有りとした。また全身性炎症の指標としては，術前の C 反応性蛋白（CRP）及び血清アルブミン値
より求められる Glasgow Prognostic Score（GPS）を用いた。GPS は CRP＜1.0 mg/l かつ albumin＞3.5 g/l が 0：正常群，CRP
≧1.0mg/l または Albumin≦3.5g/dl が 1：予備群，CRP≧1.0mg/l かつ Albumin≦3.5g/dl が 2：炎症群に分けられる。対象を呼
吸器合併症の有無により 2 群に分類した。統計は統計解析ソフト改変 R コマンダーを使用し，2 群間の比較には Mann�Whitney
の U 検定及び χ2検定を行った。次にロジスティック回帰分析にて術後の呼吸器合併症発症に関連する因子の抽出を行った。統
計学的分析では有意水準は 5% とした。

【結果】

2 群の属性は，呼吸器合併症有り群は 10 名（男性 8 名，女性 2 名），平均年齢 76.4 歳（67�86 歳）で，無し群は 78 名（男性 53
名，女性 25 名），平均年齢 72.6 歳（50�91 歳）であった。2 群間の比較において，有り群の手術時間が有意に長く，有り群では
217.9 分±80.1（平均値±標準偏差），無し群では 298.7 分±152.3 であった。GPS に関しては，有り群は 0：0 名，1：5 名，2：5
名で，無し群は 0：38 名，1：28 名，2：12 名で有意差を認めた。ロジスティック回帰分析においては手術時間（オッズ比 1.010），
GPS（オッズ比 5.951）で有意差を認めた。

【結論】

本研究の結果より，消化器がん患者における術前の全身性炎症は，術後呼吸器合併症発症の予測因子である可能性が示唆され
た。術後の呼吸器合併症の原因は，手術時の全身麻酔による呼吸機能の抑制や挿管による気道内分泌物の増加などが挙げられ
る。がん患者における全身性炎症の存在は低身体機能との関連が予想されており，また低身体機能である症例は術後の合併症発
症率が高率であるとされている。本研究結果も，これらの先行研究を支持するものであった。今後，消化器がん患者における全
身性炎症と身体機能の関連についての更なる研究が必要と考える。
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O-RS-03-1

姿勢変化が左右胸郭体積変化に及ぼす影響

正保 哲，柿崎 藤泰

文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科

key words 左右胸郭体積変化・三次元動作解析装置・姿勢変化

【はじめに，目的】

臨床において疲労感や呼吸困難感を訴える患者の胸郭に着目して評価すると，呼吸筋活動の左右非対称性がみられることが多
く，矢状面上での異常アライメントに加え，前額面上で骨盤に対する胸郭の変位や呼吸時の胸郭拡張差の左右差を多く経験す
る。そこで今回，姿勢の異なる座位における左右の胸郭形状を 3 次元動作解析装置を用いた上下左右胸郭体積変化から比較検討
することを目的とした。

【方法】

対象は，若年男性 11 名とした。測定姿勢は，直立座位（骨盤傾斜角 0 度）と後傾座位（骨盤傾斜角 20 度）と，胸郭運動による
体積変化の測定には 3 次元動作解析装置 Vicon MX（Vicon 社）を使用した。胸郭運動による体積変化の測定は，体表に貼付し
た赤外線反射マーカの変化量から算出し，マーカ貼付位置は，胸骨運動の触診で使用される部位を目安とし，胸骨切痕レベル，
第 3 肋骨レベル，胸骨剣状突起レベル，第 8 肋骨レベル，第 10 肋骨レベル，臍レベルとした。各レベルの正中線上に貼付した
マーカから近い順に内側，中央，外側に左右に 3 個ずつ計 6 個，腹・背部の表裏をなす位置に計 84 個のマーカを貼付した。胸
郭体積の算出は，対応する腹・背側のマーカから中点を算出し，上部胸郭は腹側から中点までの前面，下部胸郭は中点から背側
までの後面としてそれぞれ各六面体での体積変化量を算出した。また，胸骨切痕から第 3 肋骨までの合計を上部胸郭体積変化，
胸骨剣状突起から第 10 肋骨までの合計を下部胸郭体積変化とした。

【結果】

直立座位では，安静呼吸，深呼吸ともに上部胸郭では，右胸郭に比べ左胸郭で有意に大きな体積変化が認められた（P=0.003，
P=0.002）。また，安静呼吸，深呼吸ともに下部胸郭では，左胸郭に比べ右胸郭で有意に大きな体積変化が認められた（P=0.002，
P=0.001）。後傾座位では，安静呼吸で下部胸郭において，右胸郭に比べ左胸郭で有意に大きな体積変化が認められた（P=0.003）。
直立座位では，上部胸郭では，安静呼吸，深呼吸ともに呼気・吸気で左胸郭で（P=0.003，P=0.003），（P=0.003，P=0.003），下
部胸郭では，安静呼吸，深呼吸ともに呼気・吸気で右胸郭で大きな体積変化が認められた（P=0.003，P=0.003）。後傾座位では，
上部胸郭で深呼吸時に呼気・吸気ともに左胸郭で（P=0.03，P=0.03），下部胸郭では，安静呼吸，深呼吸ともに呼気・吸気で左
胸郭で大きな体積変化が認められた（P=0.01，P=0.016）（P=0.008，P=0.026）。下部胸郭では，直立座位に比べ後傾座位で安静呼
吸，深呼吸ともに，吸気，呼気で左胸郭で大きな体積変化が認められた（P=0.003，P=0.003）。

【結論】

後傾座位では胸郭形状の左右差が低下し胸椎は対称になり姿勢保持は安定するが，換気に対する不利な状況を増大させる可能
性も危惧される。骨盤後傾位の改善はより良い呼吸環境を提供する上で重要な一つの手段の成り，前額面上での胸郭形状を評価
することは，呼吸しやすい環境を提供することに繋がると思われる。
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O-RS-03-2

口腔内圧の段階的な負荷が横隔膜筋厚と胸腹部運動に及ぼす影響

阿萬 大地1,2），小泉 美緒1），森沢 知之1），玉木 彰1）

1）兵庫医療大学大学院医療科学研究科，2）神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院

key words 横隔膜筋厚・呼吸筋力・胸腹部運動

【はじめに，目的】

吸気筋力トレーニングは最大吸気位における横隔膜筋厚を増加させ，最大吸気口腔内圧（PImax）と強い相関があると示されて
いるが，PImax による負荷量の変化が横隔膜に対してどのような影響を及ぼすかは定かではない。そこで本研究では，口腔内圧
の段階的な負荷が横隔膜筋厚と胸腹部運動に及ぼす影響を明確にすることを目的とした。

【方法】

健常成人 52 名（男性 24 名・女性 28 名平均年齢 22.5±2.2 歳，身長 164.6±7.2 cm，体重 56.6±8.4 kg，BMI 20.8±2.1）を対象と
した。

測定項目は，呼吸機能，および各段階的負荷における横隔膜筋厚，腋窩部拡張差及び，臍帯部拡張差とした。測定手順はまず PI-
max を測定した後，負荷なし（以下 rest）・20%PImax・40%PImax・60%PImax・80%PImax の負荷を算出し，デジタル呼吸筋
トレーナー（HaBInternational 社製 POWERbreatheTMKH2Pcsoftware）に入力した。入力順は各負荷 3 回ずつランダムに設定
した。次に，各負荷における最大呼気～最大吸気位の胸腹部呼吸運動時の周径と最大吸気時の横隔膜筋厚を計測した。横隔膜筋
厚は，超音波画像診断装置を用い，股関節膝関節屈曲 90̊ 股関節内外旋，内外転中間位，骨盤前後傾中間位の端座位にて右中腋
窩線と第 9 肋間の交点につけた印と肋骨弓との間で測定した。腋窩部拡張差及び，臍帯部拡張差は Respiratory Inductance
Plethysmography（RIP）を用いて経時的な周径の変化をリアルタイムに記録し，最大呼気位及び最大吸気位の周径を測定し算
出した。

統計処理は，Shapiro�Wilk 検定により正規性を確認した後，反復測定による分散分析あるいは Friedman 検定により各負荷にお
ける筋厚・胸腹部周径の平均の差を検討し，事後検定として Steel.Dwass 検定を実施した。有意水準 5% とした。

【結果】

横隔膜筋厚（cm）は，rest，20%PImax，40%PImax，60％PImax，80%PImax でそれぞれ，30±0.06/0.33±0.06/0.37±0.07/0.34
±0.06/0.28±0.06 であった。腋窩部最大吸気位周径�腋窩部最大呼気位周径（腋窩部拡張差）（cm）は rest，20%PImax，40%PI-
max，60％PImax，80%PImax でそれぞれ，5.77±1.72/5.62±1.69/5.65±1.72/5.57±1.71/5.51±1.72 であった。臍帯部最大吸気位
周径�臍帯部最大呼気位周径（臍帯部拡張差）（cm）rest，20%PImax，40%PImax，60％PImax，80%PImax でそれぞれ，1.50
±1.83/1.49±1.85/1.41±1.80/1.35±1.66/1.31±1.70 であった。

統計学的検討の結果，横隔膜筋厚は 20%PImax と 60%PImax を除く全ての負荷間で有意差を認めた（p＜0.05）。腋窩部拡張差は
rest と 80%PImax 間でのみ有意差を認めた（p＜0.05）。臍帯部拡張差は有意差を認めなかった（p＞0.05）。

【結論】

本研究の結果から，横隔膜の収縮を目的とするのであれば 40%PImax が適していることが明らかとなった。また，80%PImax
の高負荷のみ胸郭の拡張が最終域に達せず，横隔膜筋厚は最小であったことから横隔膜の収縮は胸郭の拡張域によって異なる
可能性が示唆された。
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脳卒中片麻痺患者の胸腹部可動性と病期の関連

真子 裕太1），金子 秀雄2），江口 勲3），北島 淳一1）
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key words 脳卒中・胸腹部可動性・病期

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者は肺炎など呼吸器合併症が生じやすく，その原因の一つとして胸郭可動性の低下による換気量減少が挙げら
れる。維持期の脳卒中片麻痺患者では麻痺側胸郭の可動性が低下すると報告されているが，急性期の脳卒中片麻痺患者では明ら
かでない。そこで今回，急性期でも測定可能な深呼吸時の胸腹部可動性に着目し，急性期および維持期の脳卒中片麻痺患者にお
ける胸腹部可動性の特性を把握することを目的とした。

【方法】

対象者は，脳卒中発症前独歩で発症後 1～2 週経過し，意思疎通が可能な初発の急性期脳卒中片麻痺患者（急性期群）21 名（年
齢 71±9 歳，男性 12 名），歩行可能で脳卒中発症後 6 ヶ月以上経過した意思疎通が可能な維持期脳卒中片麻痺患者（維持期群）
21 名（84±7 歳，男性 11 名）とし，胸郭の手術の既往，呼吸器疾患が有る場合は除外した。上肢 Brunnstrom Recovery Stage

（BRS），Barthel Index（BI），胸腹部可動性を測定した。胸腹部可動性は呼吸運動評価スケールを用いて，左右上部胸郭，左右
下部胸郭，腹部の計 5 カ所における深呼吸運動を測定し，呼吸運動測定器に表示された 9 段階（0～8）のスケールで表した。測
定はベッド上背臥位にて各 2 回行い，最大値を採用した。また，上部胸郭と下部胸郭は左右でそれぞれ平均し，3 部位を合計し
たスケール値（合計スケール値）を求めた。上下部胸郭および腹部のスケール値は 4 未満，合計スケール値は 12 未満を可動性
低下とした。急性期群と維持期群における胸郭可動性の麻痺側と非麻痺側を比較するために Wilcoxon の符号付順位和検定を
行った。上肢 BRS と呼吸運動評価スケール値の相関には Spearman の順位相関係数を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

測定結果（急性期群，維持期群：中央値）は上肢 BRS（5，5），BI（60 点，70 点），麻痺側上部胸郭可動性（3，3），非麻痺側上
部胸郭可動性（3，3），麻痺側下部胸郭可動性（3，3），非麻痺側下部胸郭可動性（3，3），腹部可動性（4，4），合計スケール

（10.5，10）であった。急性期群は下部胸郭で非麻痺側より麻痺側が有意な低下を認めたが，上部胸郭では有意差を認めなかった。
維持期群は上部胸郭で非麻痺側より麻痺側が有意な低下を認めたが，下部胸郭では有意差を認めなかった。可動性低下者数は，
上部胸郭（13 名，12 名），下部胸郭（16 名，19 名），腹部（4 名，8 名），合計スケール（12 名，17 名）だった。また，相関関
係は維持期群の麻痺側下部胸郭スケール値と上肢 BRS で中等度の有意な相関（r＝0.51）を認めたが，急性期群では認められな
かった。

【結論】

脳卒中片麻痺患者は多くの対象者で胸郭可動性が低下し，急性期と維持期の胸郭可動性の特性は異なることが示唆された。急性
期では下部胸郭拡大作用をもつ横隔膜機能が麻痺側で低下し，維持期では上肢運動麻痺が上部胸郭可動性を抑制している可能
性が考えられる。
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端坐位における骨盤肢位が呼吸機能に及ぼす影響
呼吸筋力，胸郭拡張差，横隔膜移動量における検討

岡田 航1），中川 佳久2），中岡 伶弥3），宮田 信彦4），羽崎 完5）
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key words 姿勢・スパイロメータ・超音波画像診断

【はじめに，目的】横隔膜は代表的な吸気筋の一つであり，Zacharkow（1988）は胸椎後弯位では肋骨下制に伴い横隔膜前方部
も垂れ下がり横隔膜機能が低下すると述べている。しかし実際に横隔膜機能については検証していない。また武田ら（2015）は
胸郭可動性・呼吸機能と胸椎弯曲角度・腰椎弯曲角度・骨盤後傾角度の関係について重回帰分析を行った結果，骨盤後傾角度
が胸郭可動性と呼吸機能に最も影響したと報告している。このことから横隔膜機能について検討する際，胸椎ではなく骨盤肢位
について考慮する必要があると考えた。そこで本研究の目的は端坐位における骨盤肢位が呼吸機能に及ぼす影響について検証
することである。

【方法】対象は呼吸器系に問題がなく，喫煙歴のない健常成人男性 17 名とした。年齢は 20.8±1.6 歳，BMI は 21.2±1.4kg/m2

であった。測定肢位は端座位にて骨盤前後傾中間位（以下骨盤中間位）と骨盤最大後傾位とした。各々の姿勢で呼吸筋力，胸郭
拡張差，横隔膜移動量の測定を行った。呼吸筋力はオートスパイロ AS�507（ミナト医科学株式会社製）を使用し，吸気筋力

（以下 PImax）と呼気筋力（以下 PEmax）を測定した。胸郭拡張差は胸郭可動域測定装置（竹井機器工業株式会社製）を用いて
剣状突起レベルで測定した。横隔膜移動量は Toledo らの方法を用いた。超音波画像診断装置（日立メディコ社製）を使用し門
脈左枝を同定した。門脈左枝の移動距離を横隔膜移動距離とし，最大吸気から最大呼気の間で測定した。移動距離は画像解析ソ
フト ImageJ を用いて算出した。統計学的手法は対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】PImax は骨盤中間位 72.3±16.1cmH2O と骨盤後傾位 74.3±21.5 cmH2O で有意差は認められなかった。PEmax は骨盤中
間位 84.7±20.2 cmH2O で骨盤後傾位 69.3±14.4 cmH2O と比べ有意に高い値を示した（p＜0.01）。胸郭拡張差は骨盤中間位 4.2
±1.5cm で骨盤後傾位 3.6±1.1cm と比べ有意に高い値を示した（p＜0.05）。横隔膜移動量は骨盤中間位 5.9±1.5cm で骨盤後傾位
5.0±1.6cm と比べて有意に高い値を示した（p＜0.05）。

【結論】本研究の結果より骨盤中間位と比べて骨盤後傾位では呼気筋力および胸郭拡張差，横隔膜移動量が有意に低下すること
が判明した。我々は骨盤後傾位で骨盤中間位と比べ肺活量が有意に低下することを検証した。これらのことから肺活量は吸気筋
力ではなく骨盤肢位や胸郭拡張差，横隔膜移動量に影響を受けている可能性が示唆された。また呼吸において横隔膜を効率的に
用いるためには骨盤肢位も考慮する必要性が示唆された。
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吸気負荷が呼吸循環動態に及ぼす影響
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key words 吸気負荷・呼吸循環動態・安全性

【はじめに，目的】呼吸・心疾患患者において，最大吸気筋力，最大呼気筋力が有意に低下することが報告されている。最大吸
気筋力は，生命予後や運動耐容能と相関関係がみられている。吸気筋力の改善に伴い，最大酸素摂取量や 6 分間歩行の改善につ
いての報告もあり，吸気筋力に対する，介入が近年注目されている。介入方法としては吸気負荷（Inspiratory muscle loading：
IML）にて吸気筋力増強が行われるが，IML は胸腔内の陰圧を強め，静脈還流量を増加させる。静脈還流量は心臓の前負荷とな
るため，IML は前負荷を増加させ，心臓に過負荷となる恐れがあるが，IML 中の呼吸・循環動態について詳細に調査した研究
は皆無である。そこで本研究は IML が，呼吸循環動態に及ぼす影響を明らかにし，IML の安全性について検討することを目的
とした。

【方法】呼吸筋力評価，IML が可能である健常成人 24 名を対象とした。電子スパイロメーターにて吸気筋力評価後，吸気負荷装
置である Power Breathe classic を用いて 10，20，30，40 cmH2O の計 4 種の IML をランダムに実施し，その間・直後の呼吸・
循環動態を評価した。IML は，吸気時間 1.5 秒，呼気時間 3 秒の調節呼吸をパソコンの指示画面に合わせて 3 分間実施させ，3
分間の休憩を行った後，次の負荷へ移行した。呼吸動態は呼気ガス分析器（AE�310S，ミナト医科学）にて酸素摂取量（VO2）
を，自律神経活動は心拍計（POLAR RS800CX，ポラール・エレクトロ・ジャパン）にて心拍変動（HF：副交感神経活性度，
LF/HF：交感神経活性度）を，循環動態は連続血圧・血行動態測定装置（PORTAPRES，Finapres Medical Systems）にて収縮
期血圧（SBP），心拍数（HR）を測定し，ダブルプロダクト（DP：心筋酸素消費量）を算出した。統計解析方法として，各測定
項目について反復測定一元配置分散分析を行った。多重比較は Tukey�Kramer 法にて行い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】DP，SBP，HF，LF/HF は安静時と比較し，各負荷において有意差が認められなかった。HR と VO2に関しては安静時
と 40cmH2O 負荷の間において有意差を認めた（p＜0.05）。各負荷の内，DP，SBP，HR，VO2の平均最大値は，DP：10187，SBP：
132.97mmHg，HR：77.49bpm，VO2：5.43ml/kg・min（1.6METs）であった。これらの値は SBP を除き，40cmH2O 負荷時で最
大値であった。

【結論】各評価項目における最大値と，運動療法の中止基準としては，DP は 20000～25000 以上の場合，SBP は安静時よりも 40
mmHg 以上上昇した場合であり，HR は 120bpm を超えた場合や運動前の 30％ を超えた場合を中断基準とされている。今回の
研究においては上記の中止・中断基準を上回ることなく，安全に実施が可能であった。さらに IML がもたらす身体への負荷強
度としては，40cmH2O 負荷の時においても 1.6METs 程度であることから，健常若年者における 40cmH2O 以下の吸気負荷は低
強度で安全なトレーニングであると考えられた。
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骨格筋電気刺激の実施頻度の違いが下肢の筋力トレーニングに与える影響
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【はじめに，目的】

呼吸リハビリテーションにおける下肢の筋力トレーニングのエビデンスレベルは最も高い Grade A に位置づけられている。し
かし，呼吸器疾患患者では呼吸困難感などにより筋力トレーニングに必要な高強度負荷をかけられないという問題がある。そこ
で近年，骨格筋電気刺激（以下，EMS）が注目されている。これまでに EMS の生理学的効果に着目した先行研究は散見される
が，その効果が現れる実施頻度に関する報告は少ない。そこで本研究では，EMS の異なる実施頻度が下肢の筋厚，筋力，運動
耐容能に与える効果を検証し，その効果の差を比較検証することを目的とした。

【方法】

対象は健常成人男女 25 名（男性 9 名・女性 16 名，年齢：20.3±1.2 歳，身長：164.5±7.5cm，体重：56.6±8.2kg）とし，EMS
非実施群（Control 群）と，EMS 実施群を週 3 日実施群（週 3 群），週 5 日実施群（週 5 群）に無作為に分類した。EMS 実施群
はベルト電極式骨格筋電気刺激装置を用い，非監視下にて 1 日 1 回 20 分の電気刺激を 6 週間継続して実施した。強度は対象者
の耐えうる最大強度とし，毎回指定の用紙に強度を記入してもらうよう指示した。尚，全ての対象者は 6 週間のうち最初と最後
の 1 週間の活動量をモニタリングし，日常生活における活動量を統一した。EMS 介入前には，超音波診断装置を用い大腿部と
下腿部筋厚，等尺性膝関節伸展筋力（膝伸展筋力）及び筋疲労率，体組成などを測定し，さらに運動耐容能として心肺運動負荷
試験（CPX）を実施し，6 週間後も同様の評価を行った。また，CPX と膝伸展筋力の測定日は別日とした。統計処理は各群の
EMS 実施前後における各測定値の差を対応のある t 検定で，3 群間における各測定値の変化量の差を一元配置分散分析および
多重比較にて分析した。さらに，大腿部筋厚と膝伸展筋力の関係を Pearson の相関係数を用いて分析した。有意水準は 5% とし
た。

【結果】

EMS 実施後の大腿部，下腿部筋厚は実施前より週 3 群，週 5 群で有意に高値を示した（p＜0.05）。また，各群における筋厚の変
化量は Control 群と比較して週 3 群，週 5 群で有意に高値を示し（p＜0.05），週 3 群と週 5 群間には有意差が認められなかった。
EMS 実施後の膝伸展筋力は週 3 群と週 5 群で有意に高値を示し（p＜0.05），膝伸展筋力の変化量は Control 群と比較して週 3
群と週 5 群で有意に高値を示した（p＜0.05）。EMS 実施後の peak Watt と右脚筋肉量は週 5 群のみ有意に高値を示した（p＜
0.05）。さらに，大腿部筋厚と膝伸展筋力との間には有意な相関関係が認められた。

【結論】

6 週間の EMS の実施により週 3 群では筋厚，膝伸展筋力に有意な増加が認められ，その変化量は週 5 群と比較しても統計学的
に有意な差は認めなかった。このことから，EMS は週 3 日という実施頻度でも十分に下肢の筋力トレーニングとしての効果が
得られることが示唆された。
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O-RS-04-1

COPD患者における肺高血圧症と気腫病変の関係性
心臓超音波検査とCT上での検討

大場健一郎1），田中 雄也1），山本振一郎2），金田 瑠美1），津田 徹2）

1）恵友会霧ヶ丘つだ病院呼吸リハビリテーションセンター，2）恵友会霧ヶ丘つだ病院

key words 肺気腫・肺高血圧症・心臓超音波検査

【はじめに，目的】

肺高血圧症（以下 PH）は COPD の主要な合併症であるが，その診断は専門家が行う右心カテーテル検査が必要である。最近で
は，ガイドラインにて非侵襲的に行える心臓超音波検査（以下 UCG）によるスクリーニング検査を推奨している。COPD の気
腫化と右心カテーテルでの平均肺動脈圧との関連性の報告はあるが，UCG により求められる三尖弁圧較差（以下 TRPG）との
関連性をみた報告はない。

今回の目的は TRPG と気腫化の関連性の検討と UCG 上 PH が疑われる TRPG≧32mmHg となる LAV%と LAA のカットオフ
値を判別することである。

【方法】

2014 年から 16 年までに当院にて入院呼吸リハプログラムを実施した COPD 患者 183 名のうち肺機能検査，CT，UCG を同時期
に行ったものを選択しカルテより後方視にて調査を行った。評価項目は年齢，性別，身長，体重，肺機能検査（VC，%VC，FEV1.0，
%FEV1.0），CT にて全肺野の低吸収領域体積（以下 LAV%）と低吸収域（以下 LAA），UCG で左室駆出率（以下 EF），左室拡
張能（E/E’），TRPG のデータを収集した。

LAA は Goddard 法を用いて上肺野，中肺野，下肺野それぞれの領域を 0 から 4 点でスコア化し，計 24 点満点で重症度を評価し
軽症群，中等症群，重症群の 3 群に分類した。

統計方法は TRPG と LAV％と LAA の相関関係を Spearman の順位相関係数，LAA の重症度別での TRPG を Kruskal�Wallis
検定にて検討した。LAV％と LAA のカットオフ値は ROC 曲線を用いて算出した。すべての統計結果は p＜0.05 を有意水準とし
た。

【結果】

183 名中 70 名を解析した（男性：53 名，年齢：77.8±8.1 歳，BMI：19.8±3.7kg/m2，%FEV1.0：37.2±21.8％，TRPG：30.9±8.0
mmHg，EF：67±10％，E/E’：7.9±2.5）。TRPG との関連性において LAV%（r=0.600），LAA（r=0.552）で相関関係を認めた。
群間比較では重症群の TRPG が軽症群，中等症群の TRPG より有意に高かった（軽症 vs 重症：26.1±5.9mmHg vs 39.4±7.2
mmHg，中等症 vs 重症：29.4±6.3mmHg vs 39.4±7.2mmHg p＜0.001）。LAV%のカットオフ値は 32.0%，LAV スコアのカット
オフ値は 13.5 点であった。

【結論】

PH は 2/3 以上の有効肺血管床が破壊することで上昇すると言われている。今回の結果でも LAA の群間比較から軽症群，中等
症群に比べ重症群では TRPG が有意に高かった。しかし，TRPG と LAV％，LAA に相関関係が認められたことから 2/3 以上の
破壊がなくとも徐々に肺動脈圧が上昇している可能性もある。LAV％のカットオフ値も 32％ であったことから肺血管床の破壊
は約 1/3 のみであった。COPD の肺動脈圧の上昇は肺気腫だけでなく低酸素血症や肺血管リモデリングの要因や増悪を契機に
肺動脈圧が上昇することも知られている。気腫化が 30% 以上の COPD 患者に対しては心肺機能を総合的に評価し低酸素血症を
起こさないための ADL 指導や適切な酸素療法に加え，増悪予防の知識や禁煙等の患者教育を含めた包括的なリハプログラムが
必要である。
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O-RS-04-2

男性COPD患者における 6分間歩行距離「370m」の臨床的意義の検証

今泉裕次郎1），堀江 淳2），内田 賢3），柴田 貴章3），河島 通博3），林 真一郎4）

1）JCHO佐賀中部病院リハビリテーション科，2）京都橘大学健康科学部，
3）JCHO佐賀中部病院呼吸器内科，4）NPO法人はがくれ呼吸ケアネット

key words COPD・6MWD�370m・臨床的指標

【はじめに，目的】

6 分間歩行距離（6MWD）は，慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の死亡率の上昇や入院回数の増加の予測因子であり，その距離
は 370m であると報告されている（J.S. Krahnke ら，ATS, 2013）。本研究では，370m 未満，370m 以上の 2 群で群分けし，身体
特性の差異の比較，および COPD の相対評価である COPD Assessment Test（CAT）の cut off 値から，6MWD�370m の臨床的
意義について検証した。

【方法】

対象は，研究の参加に同意が得られた病状安定期の男性 COPD 患者 86 名で，平均年齢は 73.3±7.5 歳，BMI は 22.4±4.7，%FEV1

は 59.3±25.2% であった。主要測定指標は 6MWD とした。副次的測定指標は，CAT，mMRC，呼吸筋力（MIP，MEP），握力，
膝伸展筋力，片足立脚時間，5m 最速歩行時間，Timed Up and Go 時間（TUG），長崎大学呼吸 ADL 質問票の総得点（NRADL），
健康関連 QOL 質問票の総得点（SGRQ），精神症状質問表の総得点（HADS）とした。統計学的解析は，死亡率，入院回数の増
加が上昇し始める 6MWD�370m 未満群と以上群の 2 群間の身体特性の比較を独立サンプルの t 検定にて分析した。また，サブ
解析として 6MWD�370m 未満群と以上群を従属変数，CAT 得点を説明変数として ROC 曲線を求め，CAT の cut off 値を算出
した。曲線の精度は，ROC 曲線下面積（AUC）にて分析した。統計学的有意水準は 5% とし，統計解析ソフトは SPSS version
20 を使用した。

【結果】

6MWD�370m 未満群と以上群の比較では，mMRC（2.5±0.8vs1.2±0.7，p＜0.001），MEP（72.0±39.7vs104.4±35.2cmH2O，p
＜0.001），MIP（44.3±21.9vs64.2±25.3cmH2O，p＜0.001），握力（25.9±5.7vs32.9±7.3kg，p＜0.001），膝伸展筋力（27.1±9.3vs
35.8±9.1kgf，p＜0.001），片足立脚時間（27.7±30.2vs71.7±43.2 秒，p＜0.001），5m 最速歩行時間（3.6±1.2vs2.6±0.5 秒，p＜0.001），
TUG（7.9±2.0vs5.8±1.0 秒，p＜0.001），CS�30（13.4±3.1vs 18.3±4.1 回，p＜0.001），NRADL（62.2±20.2vs87.7±13.6 点，p
＜0.001），SGRQ（54.6±14.6vs29.8±16.5，p＜0.001），HADS（12.6±4.8vs9.7±5.3 点 p=0.015）で 370m 未満群が有意に低値を示
した。また，CAT 得点での死亡率上昇，入院回数の増加が生じ始める cut off 値は 13 点（AUC=0.83）であった。

【結論】

6MWD�370m 未満群の各身体機能，身体能力，ADL，QOL，息切れ症状，精神症状が有意に低下していた。COPD 患者の 6
MWD�370m を境界とした歩行距離は，臨床上重要な指標となり得ることが示唆された。また，6MWD�370m は，高い精度の
CAT 得点の cut off 値が得られた。6MWD�370m は，死亡率の上昇，及び入院回数増加を想起させる cut off 値でもあることか
ら，CAT 得点もそれらリスクを想起できる指標となり得ることが示唆された。
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O-RS-04-3

男性COPD患者における過換気 IC測定法の再現性と動的肺過膨張の指標とし
ての有用性の検証

古賀 秀作1,4），堀江 淳2,4），林 真一郎3,4）

1）高木病院リハビリテーション部，2）京都橘大学健康科学部，3）高木病院呼吸器センター，
4）NPO法人はがくれ呼吸ケアネット

key words 慢性閉塞性肺疾患・過換気IC測定法・動的肺過膨張

【はじめに，目的】

慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の ADL，身体活動量などを阻害する症状は，動作時の呼吸困難である。呼吸困難の最大の要因
は，air�trapping による肺の過膨張が挙げられる。特に，動作に伴う動的肺過膨張の抑制は，COPD 患者の最優先治療の一つと
されている。我々は，これまで健常成人に対する過換気直後に最大吸気のみを行う，簡便な過換気 IC 測定法の報告を行った。
その中で，過換気 IC 測定法は，再現性を有し，従来の方法と比較しても差異なく実施できたことを報告した。

そこで，本研究の目的は，過換気 IC 測定法が，COPD 患者に対し信頼性を有するのかを検証し，更に，動的肺過膨張の指標と
なりうるのかを検証することとした。

【方法】

対象者は，男性 COPD 患者 27 名（平均年齢 67.6±9.9 歳，StageI 期 7 名，StageII 期 13 名，StageIII 期 5 名，StageIV 期 2 名）
とした。主要測定指標は，IC 変化率とし，説明測定指標は，FEV1，FEV1%，%FEV1，AT，BMI，漸増シャトルウォーキング

（ISW）距離，ISW 試験前後の SpO2，PR，呼吸困難感，下肢疲労感の変化量，St. George’s Respiratory Questionnaire（SGRQ）
の得点，COPD Assessment Test（CAT）とした。過換気 IC 測定法は，電子メトロノームを用いて呼吸数 20 回/分，40 回/分で
30 秒間呼吸し，その後，最大吸気位まで吸気を行う方法とした。そして，20 回/分，40 回/分の呼吸数で得られた IC の差を，20
回/分の IC で除して算出した値を IC 変化率とした。測定は，2 回実施し，その最良値を採用した。統計学的解析は，過換気 IC
測定法の信頼性は，級内相関係数 ICC（1，2），および ICC（1，1）を用いて，その再現性分析した。また，過換気 IC 測定法で
得られた変化率と説明測定指標との相関を，Pearson の積率相関係数を用いて分析した。なお，統計学的有意水準は 5% とし，
統計解析ソフトは SPSS を使用した。

【結果】

過換気 IC 測定法（20 回）における，ICC（1，2）は r=0.967，ICC（1，1）は r=0.936，過換気 IC 測定法（40 回）における，ICC
（1，2）は r=0.987，ICC（1，1）は r=0.975 非常に高い再現性を有していた。IC 変化率と説明測定指標との相関は，FEV1（r
=�0.429，p＜0.05），FEV1%（r=�0.476，p＜0.05），%FEV1（r=�0.485，p＜0.05），ISW 距離（r=�0.426，p＜0.05）と有意な負の
相関を認めた。それ以外の説明測定指標との相関は認められなかった。AT と ISW 距離との相関は認められなかった。

【考察】

過換気 IC 測定法は，呼吸数 20 回/分，40 回/分共に高い再現性を有していた。更に，ICC（1,1）においても高い級内相関が得ら
れたことから，複数回実施することなく，高い信頼性を有する測定法であることが示唆された。また，IC 変化率と気流制限の指
標および，ISW 距離とも有意な相関を示しており，動的肺過膨張の指標となりうる可能性が示唆された。今後は，より客観的，
かつ精度の高い指標を用いて，過換気 IC 測定法が，動的肺過膨張の指標となりうるのかを検証していきたい。
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O-RS-04-4

慢性閉塞性肺疾患患者における身体組成と臨床パラメーターおよび疾患重症度
の関係

辻村 康彦1,2），秋山 歩夢1），平松 哲夫1），田平 一行2）

1）平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック，2）畿央大学大学院健康科学研究科

key words COPD・体格指数・除脂肪体重指数

【目的】COPD 患者における栄養指標は主に体格指数（BMI）が用いられ，臨床パラメーターとの関連が報告されてきたが，近
年では除脂肪体重指数（FFMI）の方が良い反応を示すとの報告もある。そこで今回，クリニックで外来呼吸リハビリテーショ
ンを開始した COPD 患者を対象に，BMI および FFMI と臨床パラメーター，COPD 重症度との関連について調査検討した。

【方法】通院中の安定した COPD 患者の中から，体組成計測に影響をおよぼす心や腎不全の合併症のない 87 例を対象とした。内
訳は，男性 83 例，女性 4 例，平均年齢 70.4±6.6 歳，BMI22.9±2.8，FFMI17.6±1.8，%VC96.3±18，%FEV171.5±23，m�MRCI/
II/III：53/31/3，COPD assessment test（CAT）6.3±3.8，Step5501±2609 歩，GOLD 重症度分類 I/II/III/IV：36/29/16/6。

評価項目は生体インピーダンス分析法（TANITA 社製体組成計 RD�501）を用い，得られた値から BMI および FFMI を算出し
た。臨床パラメーターは%FEV1，m�MRC，CAT，Step とした。Step はライフコーダ Ex（スズケン社製）を用いて測定した。
これらのデーターはカルテより後方視的に調査を行った。

検討内容および解析は 1．BMI および FFMI と臨床パラメーターの関係をピアソンの相関係数およびスピアマン順位相関係数
検定を用いて検討した。2．BMI および FFMI と COPD 重症度との関係は，重症度間の対象者数の偏りを考慮し，I，II，III
および IV の 3 群に分けて一元配置分散分析および多重比較検定を用いて検討した。検定における統計学的有意差は P＜0.05
とした。

【結果】FFMI は%FEV1（r=0.48，p＜0.001），m�MRC（r=�0.18，p＜0.001），CAT（r=�0.26，p＜0.014），Step（r=0.31，p＜0.007）
とすべてのパラメーターと関連を認めた。BMI はすべてのパラメーターとの間に関連を認めなかった。COPD 重症度に関して
は，FFMI は I と II の間に有意差を認めなかったが，I と III・IV，II と III・IV との間に有意差を認めた。BMI はすべての群間
において有意差を認めなかった。

【結論】今回の結果より，FFMI は BMI と比較して，臨床パラメーターや疾患重症度の特徴をより正確にスクリーニングできる
ことが明確となった。これは，FFMI がより良く筋量を反映すると考えられること，重症度が進行すれば活動性も低下し，筋量
に影響をおよぼすためそれを反映している可能性が考えられた。研究限界としては，臨床パラメーターが活動性に関係する項目
が選択されていること，対象が男性に偏っていることであり，これらが結果に影響を与えた可能性がある。これに関しては今後
幅広く症例数を増やすと共に，他の臨床パラメーターに関しても検討する必要があると考えている。
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O-RS-04-5

慢性閉塞性肺疾患と間質性肺炎における心機能と運動耐容能の比較

善田 督史

国際医療福祉大学臨床医学研究センター化学療法研究所附属病院リハビリテーション室

key words 慢性閉塞性肺疾患・間質性肺炎・心機能

【目的】

近年，呼吸器疾患において，心臓超音波検査（心エコー）の精度向上により，心エコーを用いた心機能評価が着目されている。
慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者は，軽症の段階から心機能低下を合併しており（Ramsey R：2010），運動耐容能とも関連して
いる（Wats H：2010）。COPD 患者の安静時における心機能評価は散見されるが，IP に関する心機能評価は少なく COPD と IP
の心機能を比較した報告はない。そこで，本研究は，COPD 患者と IP 患者の心機能や運動耐容能を比較検討した。

【方法】

対象は，2014 年～2015 年における入院時の COPD 患者 20 名（年齢 79.5±4.8 歳），間質性肺炎（IP）患者 15 名（年齢 76.3±3.6
歳）とし，2 群間で比較した。COPD 国際ガイドライン（GOLD）の分類は，II：5 名，III：10 名，IV：5 名であった。間質性
肺炎の内訳は，特発性肺線維症（IPF）：11 名（日本呼吸器学会の重症度分類 II：3 名，III：4 名，IV：4 名），薬剤性：3 名，膠
原病関連性：1 名であった。酸素療法使用者は COPD 群 15 名・IP 群 5 名おり，安静時と運動時共に鼻腔カヌラ O2 1～3.0 L/min
を使用していた。心機能評価項目は，LVEF・LV E/e’・RVSP を測定した。運動耐容能として，6 分間歩行試験（6MWT）にて
6 分間歩行距離（6MD）を測定し，6MWT 時の呼吸困難を修正 Borg scale で評価した。また，低酸素血症の評価として 6MWT
時の SpO2最低値を測定した。統計解析は，SPSS を用い有意水準 5% とした。群間比較には Mann�Whitney U test を用いた。

【結果】

COPD 群・IP 群の比較において，心機能では，LV EF 67.3・72.4%（p＝0.50），LV E/e’：8.21・10.65（p＜0.05），RVSP：36.3・
40.7 mmHg（p＝0.34）であった。運動耐容能において，6MWD：242 m・204 m（p＝0.35），呼吸困難（修正 Borg scale）：4.3・
4.8（p＝0.35），SpO2最低値：88.7・85.1%（p＜0.05）であった。

【考察】

心機能評価において，左室拡張機能（LVE/e’）のみ，IP 群が有意に高値であった。また，IP 群でより労作時における低酸素血
症が著明であった。Funk GC らより，COPD 患者において低酸素血症は肺動脈圧上昇を招き，右室負荷により左室を中隔から圧
排し，結果として左室は収縮機能低下よりも拡張障害を呈するとしている。IP 患者はより労作時低酸素血症が著明なため，心負
荷となり心機能低下を助長していると考えられた。

【結論】

COPD 同様に IP 患者においても，低酸素血症が左室拡張機能低下に影響を及ぼしていた。
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O-RS-04-6

COPD患者の身体活動向上への取り組みとその効果

奥條 朝子

坂出市立病院

key words 身体活動・慢性閉塞性肺疾患・歩数計

【はじめに，目的】

COPD に対する管理目標において近年，身体活動が重要との認識が高まっている。身体活動を維持するためには，患者自身の努
力だけでなく周囲からのサポートも重要である。今回医師，作業療法士と協力し，当院通院中の安定期 COPD 患者の身体活動向
上に取り組んだ。また 3 ヶ月間，毎日の歩数を記録してもらいその効果を調査した。

【方法】

外来通院中の安定期 COPD 患者 14 例（男性 12 名女性 2 名，平均年齢 73.6±6.8 歳。GOLD 分類：II 期 4 名 III 期 8 名 IV 期 2
名，HOT 使用 6 名）を対象にアンケートを実施し，外出しにくい原因を聴取した。日常生活動作で呼吸困難感が強い患者には
作業療法を追加した。身体活動は歩数計で測定し，肺の健康手帳に歩数を記載してもらい診察日には医師も確認した。また歩数
を利用したお遍路めぐりを設定し，歩数記録の継続に取り組んだ。歩数記録の前後で CAT と 6 分間歩行テストを実施し，それ
らの変化と歩数の変化を比較した。

【結果】

3 ヶ月後，平均歩数は平均 5,115 歩から 5,509 歩へと約 400 歩増加した。しかし毎日の歩数は変動し，最小歩数と最大歩数の差は
6,000 歩におよんだ。CAT10 点未満群と以上群には 3 ヶ月間の歩数の差はみられず CAT スコアが改善しても，歩数の改善は少
なかった。6 分間歩行距離においては 75％ の患者で維持，改善していた。維持，改善していた群は毎日の歩数は変動していたが，
最小歩数は 3,000 歩を維持できていた。しかし 6 分間歩行距離低下群は 3,000 歩以下になる日が多くみられた。アンケートにて
73％ の患者が起きてから寝るまでの間に横になって過ごすと回答しており，その把握は歩数計では困難であった。

【結論】

身体活動向上へのモチベーションを保てるよう，肺の健康手帳に歩数を記録することは効果があった。CAT スコアと歩数には
相関はみられなかった。75％ の患者の 6 分間歩行距離は維持，改善がみられた。3,000 歩以上の活動が 6 分間歩行の維持，増加
につながった。歩数計は歩数しか測定できない。今後は 3 軸計を利用して，起居移動動作の把握を行い，ライフワークに応じた
オーダーメイドの指導をしていきたい。
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P-RS-01-1

肺がん患者における運動耐容能の規定因子について

三嶋 卓也

公立陶生病院中央リハビリテーション部

key words 肺がん・運動耐容能・倦怠感

【はじめに】

肺がんでは咳，原因不明の体重減少，継続する微熱，倦怠感などの症状が出現し，進行すると運動耐容能の低下を招く。

【目的】

肺がん患者において運動耐容能は予後に影響すると報告されているが，運動耐容能を規定する因子についての検討はない。本研
究では肺がん患者における運動耐容能の規定因子について検討した。

【方法】

2014 年 10 月から 2016 年 8 月の間に当院で肺がんの診断を受けた患者 30 例（男性 26 例，SCLC5 例/NSCLC25 例，平均年齢 69.0
±8.9 歳，PS 0/1/2：24/4/2 例）を対象として治療前に肺機能（FVC%pred，FEV1.0%，DLco%pred），呼吸困難（mMRC），精
神機能（不安/抑うつ），倦怠感（BFI），下肢筋力（大腿四頭筋筋力），運動耐容能（6MWD）の測定を行った。解析は 6MWD
とその他の測定項目の相関関係を検討した後に 6MWD を従属変数，有意に相関関係を認めた測定項目を独立変数とした重回帰
分析を行い規定因子について検討した。

【結果】

測定結果は FVC%pred：105.3±19.6%，FEV1.0%：66.6±19.8%，DLco%pred：85.2±27.6%，mMRC：0/1/2/3：14/11/1/4，不
安：5.9±3.4，抑うつ：6.0±4.2，BFI：18.3±16.3，大腿四頭筋筋力：86.9±28.9Nm，6MWD：517.0±129m であった。6MWD
と有意な相関関係が認められた独立変数は，FVC%pred（r=0.56），FEV1.0%（r=0.33），DLco%pred（r=0.35），mMRC（r=�0.59），
抑うつ（r=�0.46），BFI（r=�0.69），下肢筋力（r=0.64）であった。重回帰分析では 6MWD の規定因子として下肢筋力，mMRC，
BFI が抽出された。R2 は 0.74 と高く，予測精度が高かった。

【結論】

肺がん患者の運動耐容能は下肢筋力，呼吸困難，倦怠感が独立した規定因子であることが示唆された。
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P-RS-01-2

肺切除術患者における 6分間歩行テスト中の 30秒毎循環応答およびSpO2経
時的変化

吉永 龍史1），蓬原 春樹2），本田真之介3），椎木 陽啓3）

1）国立病院機構熊本医療センターリハビリテーション科，
2）国立病院機構宮崎病院リハビリテーション科，3）国立病院機構宮崎東病院リハビリテーション科

key words 肺切除・6分間歩行テスト・脈拍数

【はじめに，目的】

肺切除術後は，肺毛細血管床の減少により，心臓に対して後負荷が増大すると言われている。以前我々は，肺切除術後患者にお
いて術前と術後 14 日目（以下，POD14）の 6 分間歩行距離（以下，6MD）に加え，30 秒毎循環応答変化も同様であったことを
報告した。一方，術前値まで 6MD が改善する POD14 以内の術後の経時的な循環応答変化についてはまだ明らかになっていな
い。

本研究目的は，術前と術後 4 日，7 日および 14 日の 6 分間歩行テスト時の 30 秒毎循環応答変化の比較とその特徴について明ら
かにすることとした。

【方法】

対象は，原発性肺癌に対する肺切除術を施行した 42 例とした。基本属性は，男性 22 名，女性 20 名，年齢 69.3±10.0 歳，肺活
量 2.75±0.66L，1 秒率 80.1±15.2％ であった。術式は，胸腔鏡補助下肺切除術 40 名，標準開胸 2 名であった。

方法は，術前，POD4，POD7 および POD14 の測定時期に米国胸部医学会標準法に準拠し 6MD を測定した。その際，患者にパ
ルスオキシメータ（TEIJIN PULSOX�SP）を装着し，脈拍数（PR）と SpO2 を開始 0 秒から 30 秒毎に 10 分間記録した。患者
は 6MD が終了する 6 分後から 10 分まで端座位で休憩した。

統計解析は，6MD，10 分間測定した PR あるいは SpO2 変化それぞれに対しての 10 分間 30 秒毎の各要因と，同時間の測定時期
について反復測定分散分析を適用後，多重比較 Bonferroni 法を用いた。いずれも有意水準は両側 5％ 未満とした。

【結果】

6MD は，術前が 390.4±80.9m，POD4 が 326.4±95.2m，POD7 が 373.2±91.7m および POD14 が 377.5±84.7m で術前と比べ POD
4 のみが有意に低下（p＜0.001）していた。

PR 経時的変化は，すべての測定時期の同時間の間に有意差を認めなかった。PR 変化の特徴は，POD4 が開始 0 秒 79.5±12.4bpm
から 1 分 90.0±12.6bpm まで有意に PR が増加し，1 分後から 6 分まで定常状態となった。そして，6MD 終了 6 分後から 7 分ま
でにかけて有意に PR が 83.6±11.1bpm まで低下し，その後 10 分まで一定に経過した。

SpO2 経時的変化は，術前と比べ POD7 が 4 分 30 秒と 5 分の間に，POD14 が 5 分，5 分 30 秒および 6 分の間に有意な低下（p
＜0.05）を認めた。POD4，7 および 14 の SpO2 同時間の間にすべて有意差を認めなかった。SpO2 変化の特徴は，POD7 の中央
値（四分位範囲）が開始 0 秒で 97（93�97）%から 30 秒の 94（89�94）%まで有意に低下（p＜0.05）したが，その後 6 分の 92

（87�94）%まで定常状態となった。その後，6 分から 6 分 30 秒の 95（87�95）%まで有意に SpO2 が上昇（p＜0.01）したが，そ
の後 10 分まで一定に経過した。

【結論】

肺切除術後の 6 分間歩行テスト時の循環応答変化はすべての測定時期で同様であった。また，SpO2 変化は，術前と比べ POD
7 および POD14 の 5 分前後で有意に低下するため 6MD 時のこの時間帯のリスク管理に特に注意すべきである。
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P-RS-01-3

胸腔鏡下肺切除術周術期患者における身体活動量の推移と予測因子

高橋 佑太1），岡村 大介1），小林 令奈1），玉置 桜2），加藤菜々実1），今野 香純1），吉安 展将3），
石川 祐也3），分島 良3），小島 史嗣3），板東 徹3）

1）聖路加国際病院リハビリテーション科，2）聖路加国際病院看護部，3）聖路加国際病院呼吸器外科

key words 身体活動量・周術期・肺切除術

【はじめに，目的】近年，癌患者の身体活動量と QOL や生命予後との関連が明らかとなり，癌患者においても運動の必要性が示
されている。一方で，肺癌に対する開胸手術後の身体活動量は術前と比べて低下し，特に片肺全摘などの高侵襲な手術では顕著
であると報告されている。しかし，近年では胸腔鏡手術や縮小手術など低侵襲化が進み，術後の身体活動量は維持される可能性
があるが，低侵襲手術例を対象とした先行研究はみられない。さらには，肺癌患者の身体活動量は，治療開始前の時点で既に低
下しているとの報告もあり，術前から活動性低下をもたらす因子を有していることが考えられる。そこで本研究の目的は，胸腔
鏡下肺切除術周術期患者における身体活動量の実態を把握するとともに，術後身体活動量を予測し得る術前因子を検討するこ
ととした。【方法】2016 年 2 月から 8 月に肺腫瘍に対して胸腔鏡下肺切除術を施行された患者 37 例（男性 24 例，女性 13 例，年
齢 69.7±8.4 歳）を対象として，前向き観察研究を実施した。評価項目は，3 軸加速度計付き歩数計（メディウォーク，テルモ）
による身体活動量評価に加えて，関連因子として 6 分間歩行距離および健康関連 QOL を術前，入院中，退院後 1 週および退院
後 2 ヶ月時点で評価した。身体活動量の測定期間は，入院前後は 3 日以上，入院中は手術日と退院日を除く全日とし，起床から
就寝までを測定した。身体活動量の指標には，一日当たりの歩数を採用し，術前値に対する術後各時期の身体活動量の比を回復
率（＝術後値/術前値×100，%）として算出した。統計学的解析には，各時期の評価指標の継時的変化の検討に混合効果モデル，
身体活動量の回復率の予測因子の検討に Spearman の順位相関係数を用いた。【結果】術後身体活動量，6 分間歩行距離および健
康関連 QOL は，術前と比べて，入院中および退院後 1 週まで有意に低値を示したが（それぞれ，p＜0.01），退院後 2 ヶ月では
有意差を認めなかった。また，各時期における身体活動量の回復率は入院中で 27.4%，退院後 1 週で 66.8%，退院後 2 ヶ月で 99.1%
と継時的に改善を認めた。さらに，退院後 1 週までの回復率は年齢，術前 6 分間歩行距離および退院後 2 ヶ月までの回復率と有
意な相関を認めた（それぞれ，r=－0.45，0.43，0.41，p＜0.05）。一方で，退院後 2 ヶ月までの回復率はいずれの術前因子とも相
関を認めなかった。【結論】胸腔鏡下肺切除術後患者の身体活動量は術後一時的に低下するものの，退院後 2 ヶ月で術前値に回
復することが明らかとなった。また，術後の運動耐容能と健康関連 QOL は，身体活動量の回復と同様の推移を辿ったことから，
術後運動耐容能の低下が身体活動量制限を招き，QOL 低下につながったと推察された。さらに，術後早期の身体活動量の回復
率は，高齢かつ術前の運動耐容能が低いほど不良であり，術後早期の回復率自体がその後の長期的な身体活動量回復を予測する
因子になり得ることが示された。
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P-RS-01-4

非小細胞肺癌患者における胸腔鏡下肺葉切除術の術後運動耐容能に影響を与え
る因子

入江 将考1），濱田 和美1），兵頭 正浩1），安田 学2），花桐 武志2）

1）国家公務員共済組合連合会新小倉病院リハビリテーション部，
2）国家公務員共済組合連合会新小倉病院呼吸器外科

key words 非小細胞肺癌・胸腔鏡下肺葉切除・術後運動耐容能

【はじめに，目的】

非小細胞肺癌患者に対する肺切除術後の呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）では，周術期管理の一翼を担うだけでなく，退院
まで可及的に運動耐容能を回復させることが重要な役目となる。本研究の目的は，退院前後の時期における運動耐容能に影響を
及ぼす因子を明らかにすることである。

【方法】

当院において 2005 年 6 月から 2012 年 10 月までに胸腔鏡下肺葉切除を受けた非小細胞肺癌連続症例を対象とし，全例呼吸リハ
と術前・術後に 6 分間歩行試験を行った。術後 7 病日と退院時の 6 分間歩行距離（6MWD）を従属変数とし，可能性のある術前
患者因子，術中因子，術後因子を独立変数とした 2 つの多重線形回帰モデルを作成した。また，術後 7 病日と退院時の 6MWD
の中央値で各々 2 群に分け，術後運動耐容能と術後在院日数および退院時 Performance status（PS）との関連性も調査した。統
計分析は，回帰分析ではステップワイズ法（p＜0.05）で変数選択を行った。2 群間の連続変数の比較には t 検定を，比率の比較
には Fisher の正確検定を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

研究期間中の連続症例 267 例中，病理病期 I 期の 188 例を解析対象とした（年齢中央値 71 歳，女性 72 例）。術前，術後 7 病日，
退院時の 6MWD（中央値）は，それぞれ 473m，430m，440m であった。術後在院日数中央値は 9 日間であった。術後 7 病日の
6MWD の有意な独立因子は，年齢（p=0.002），DLCO%pred（p=0.005），術前 6MWD（p＜0.001），術後心肺合併症あり（p＜0.001）
であった。退院時 6MWD のモデルでは，年齢（p=0.002），DLCO%pred（p=0.007），術前 6MWD（p＜0.001），出血量（p=0.009）
が有意であった。両モデルとも当てはまりは良好であった（R2=0.60，0.70，p＜0.001，＜0.001）。術後在院日数と退院時 PS にお
いては，術後 7 病日と退院時の両時期とも，6MWD 低値群は高値群と比較して，有意に劣っていた（全て p＜0.001）。

【考察】

分析の結果，高齢，低肺機能，低運動耐容能といった肺癌術前における患者因子が，術後 7 病日と退院時の 6MWD に共通した
独立因子であった。退院時期は術後 9 病日（中央値）なので，僅か 2 日間の違いであったが，術後 7 病日と退院時で異なる因子
も認められた。両モデルに共通する因子（年齢，DLCO%pred，術前 6MWD）と独立して，術後 7 病日は術後心肺合併症が，退院
時では出血量が有意に影響を与えていた。つまり，術後経過が順調で合併症を生じない患者群では，7 病日の時点で優れた 6
MWD を示し，退院時においては手術侵襲の程度が，運動耐容能の回復に影響していたことが明らかとなった。また，術後運動
耐容能低下は，術後在院日数を延長させ，退院時の PS 低下にも関連していた。しかしながら，重回帰分析の性質上，これらの
結果が直ちに因果関係を意味しているわけではないが，理学療法士として術前運動耐容能を把握することと，術後運動耐容能を
可及的に回復させることの臨床的重要性が示唆された。
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P-RS-02-1

肺切除術を受ける患者の術前のフレイル度と身体機能の関連性

山田 耕平1），市ノ瀬有佐1），横山 茂樹2），桑嶋 博史1），多田 善則1），塩田 和輝1），木曽 靖彦1），
玉木久美子1），管原 崇1），本田 透3），小野 恭裕3）

1）香川県立中央病院リハビリテーション部，2）京都橘大学健康科学部理学療法学科，
3）香川県立中央病院リハビリテーション科

key words 周術期・基本チェックリスト・フレイル

【はじめに，目的】

フレイルとは，加齢に伴い身体の予備力が低下し，身体機能障害に陥りやすい状態と定義され，術後の肺合併症や QOL 低下に
関連するとされている。

我々は第 51 回日本理学療法学術大会にて，肺切除術を受ける患者の術前フレイル度を基本チェックリスト（Kihon Check List：
KCL）を用いて評価し，フレイル群は非フレイル群と比較して術前の 6 分間歩行距離（6 minutes walking distance：6MWD）や
膝伸展筋力体重比が有意に低値であったと報告した。このことからフレイルを有する患者は身体機能が低下しているため，術前
から運動耐容能や下肢筋力向上を目指した運動指導が必要になると考える。しかしながら，指導にあたって KCL によってフレ
イルと判定される者における歩行練習や下肢筋力トレーニング時の至適運動量に関する報告は少ない。

そこで今回，肺がんのため肺切除術を受ける術前の患者に対して，KCL を用いたフレイル度の評価からフレイルの有無に群分け
し，6MWD と膝伸展筋力体重比のカットオフ値を算出することを目的とした。この点を把握することによって，身体機能面か
らもフレイルの可能性が把握でき，至適運動量の指標にもつながるものと考える。

【方法】

対象は，2015 年 7 月から 2016 年月 7 月の期間に，当院で肺葉切除または肺部分切除を受けた 60 歳以上の患者 76 例（男性 47
例，女性 31 例，年齢 72.9±7.4 歳）とした。他の疾患の治療が優先された者や術後に理学療法が実施できなかった者は除外した。

術前の外来来院時に自己記入により KCL を評価した。また入院後の術前に 6MWD（m），膝伸展筋力体重比（kgf/kg）を計測
した。KCL が 7 点以下を非フレイル群，8 点以上をフレイル群とし，ROC 曲線を求めた。統計解析には R2.8.1 を用い，有意水
準は危険率 5% とした。

【結果】

KCL が 7 点以下の者は，63 例（男性 38 例，女性 25 例，年齢 70.9±6.0 歳），8 点以上の者は，13 例（男性 7 例，女性 6 例，年
齢 73.3±5.4 歳）であった。

KCL の 7 点/8 点におけるカットオフ値を求めた結果，6MWD は 430m（感度 0.84，特異度 0.76）であった。膝伸展筋力体重比
は 0.51kgf/kg（感度 0.63，特異度 0.76）であった。

【結論】

6MWD のカットオフ値は 430m であった。安藤らは COPD でも非 COPD でも 400m 未満では外出制限を生じると報告してい
る。膝伸展筋力体重比のカットオフ値は 0.51 kgf/kg であり，阿波らは COPD の外出制限を 0.53 kgf/kg と報告している。この
ように KCL によるフレイル度も，いずれの指標でも COPD 患者と同様の傾向を認めており，フレイル群では術後に 6MWD
や膝伸展筋力体重比が低下し，外出制限を生じる可能性もあることが考えられた。このため術前よりフレイル群に対して具体的
な目標数値を示し，運動指導を行う必要があると考えた。
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P-RS-02-2

VATS患者の術後早期の運動耐用能と関連因子について

柏木 智一，阿部 寛子

大館市立総合病院

key words 肺切除・周術期・運動耐用能

【はじめに，目的】

周術期における肺切除患者の報告はいくつか認められるが，近年多くなってきている胸腔鏡補助下肺切除術（以下，VATS）の
報告は少ない。また，運動耐用能は重要な予後規定因子の一つとされているが，VATS 患者における術後早期の運動耐用能に影
響する関連因子は明らかでない。そこで，当院における VATS 患者の運動耐用能と関連因子について調査した。

【方法】当院において肺腫瘍によって VATS を施行された 21 例（男性 7 例，女性 14 例，平均年齢 71.4±5.6 歳）を対象とした。
術前に歩行が自立していなかった症例，評価項目に不備があった症例は除外した。切除部位は葉切除，区域切除および部分切除
である。全例，術前後の理学療法が施行された。術前の理学療法は手術の 2 日前に開始，術後の理学療法は手術翌日からおおむ
ね 1 週間施行された。評価項目は術後の合併症の有無，術後の歩行開始期間，術後の歩行自立期間，術後の理学療法日数，術後
の入院期間，術前の肺機能（1 秒率，%VC），手術時間，出血量，術後 7 日目の安静時および運動時の創部痛（NRS），術前と術
後 7 日目の 6 分間歩行距離（以下，6MD）とした。6MD は，ATS のガイドラインに準じて測定した。統計解析は術前と術後 7
日目の 6MD の比較は T 検定を用い，術前と術後 7 日目の 6MD との関連性については，Pearson および Spearman の相関係数
を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】術後の合併症は無気肺が 2 例，せん妄が 2 例だった。術後の歩行開始期間は平均 2.0 日，歩行自立期間は平均 3.4 日，理
学療法日数は平均 7.8 日，入院期間は平均 10.1 日だった。術前の 1 秒率は平均 75.2％，%VC は平均 103.8%，手術時間は平均 226
分，出血量は平均 84g，安静時痛（NRS）は平均 0.9，運動時痛（NRS）は平均 2.1 だった。術前の 6MD は平均 368m で，術後
7 日目の 6MD は平均 323m で術後有意に低下していた（回復率 88％）。また，術前 6MD と年齢（r=�0.566）において有意な相
関が認められ，術後 6MD と年齢（r=�0.498），運動時痛（r=0.502），出血量（r=�0.509），術前 6MD（r=0.740）において有意な
相関が認められた。その他の項目においては，有意な相関は認められなかった。

【結論】低侵襲である VATS 患者においても，術後 7 日目の時点の運動耐用能は術前より低下していることが示唆された。術前
と術後 7 日目の運動耐用能には年齢が影響しており，特に高齢者において術前後のさらなる運動療法の必要性が考えられる。ま
た，手術侵襲に伴う創部痛の減少が術後早期の運動耐用能を高める上で重要だと考える。
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P-RS-02-3

高齢ならびにCOPD合併肺癌患者に対する肺葉切除術後の運動耐容能の推移

石井 毅1），内 昌之1），大国 生幸1），小椋 療治1），新井 義朗1），牧野 崇2），大塚 創2），
伊豫田 明2），海老原 覚1）

1）東邦大学医療センター大森病院リハビリテーション科，2）東邦大学医療センター大森病院呼吸器外科

key words 原発性肺癌・周術期リハ・6分間歩行距離

【はじめに，目的】

原発性肺癌患者の外科的治療に際して，周術期呼吸リハビリテーション（リハ）は術後呼吸器合併症を予防するうえで推奨され
ている。がん患者に対するリハでは，短期的・長期的な生命予後の把握と治療経過に伴う ADL・QOL の予測が必要とされるが，
術後遠隔期に及ぶ身体機能に関する報告は少ない。

本研究では，周術期にリハを施行した高齢ならびに COPD 合併肺癌患者に対し術後外来で継続的にリハを施行し，術後遠隔期の
運動耐容能の推移を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，原発性肺癌の診断で，術前より当院の周術期リハプロトコールを適用し，肺葉切除術を施行した 80 歳以上または COP-
DII 期以降の 75 症例のうち，術後外来でのリハを継続し得た 27 症例とした。退院後は術後 1，3，6 ヵ月に外来で運動療法なら
びに運動指導を行うとともに再評価を行った。評価項目は，運動耐容能の指標として 6 分間歩行距離（6MWD）と，術後 6MWD/
術前 6MWD×100 で算出した術後 6MWD 変化率（⊿%6MWD）を算出した。術前呼吸機能は VC，％VC，FEV1.0，％FEV1.0，
FVC，PEF を測定した。術後 1 ヶ月時点における⊿％6MWD 平均値を算出し，これを基準に平均値以上を維持群，平均値未満
を低下群として術前の呼吸機能との分析を行った。統計学的分析には，SPSS ver.17 を用い，測定値は平均±SD で示した。2
群間における各評価項目の比較は Mann�Whitney の U 検定を，群内での各評価項目の関係を Spearman の順位相関係数を適用
し，有意水準を 5％ とした。

【結果】

対象 27 症例における 6MWD は術前 388.5±87.6m，術後 1 ヵ月 343.5±105.8m，3 ヵ月 375.7±89.3m，6 ヵ月 373.1±101.0m で，
術後 1 ヵ月⊿％6MWD は平均 87.6±18.7％，3 ヵ月 97.6±16.0％，6 ヵ月 96.9±20.2％ であった。維持群の内訳は，18 例，男性
13 人，女性 5 人，年齢 74.9±9.7 歳，低下群は 9 例，男性 6 人，女性 3 人，年齢 70.7±10.4 歳で，2 群間の比較では，術後 1 か月
6MWD（p＜0.05），術後 3 か月，6 か月⊿%6MWD（ともに p＜0.01），術前％VC，％FEV1.0（ともに p＜0.05）において有意な
差を認めた。群内での関連性においては，維持群，低下群とも，術後 3 ヶ月と 6 か月の⊿%6MWD 間（r=0.813，p＜0.01，r=
0.912，p＜0.01）に相関を認め，低下群でのみ術後 3 か月 6MWD と術前％FEV1.0（r=0.882，p＜0.01），術後 6 か月 6MWD と術
前％FEV1.0（r=0.879，p＜0.01）で有意な相関を認めた。

【結論】

肺葉切除術を施行された高齢および COPD 合併肺癌患者において，術前％FEV1.0 および 1 か月での 6MWD 改善率が一定値以
下の場合，術後遠隔期において十分な運動耐容能改善が得られない可能性が示唆された。がん患者の運動耐容能低下は ADL，
QOL 低下を招く可能性が考えられ，周術期以降も継続したリハならびに評価が必要と考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）【ポスター（呼吸）P02】

P-RS-02-4

胸腺摘出術患者における術前 6分間歩行距離は術後離床遅延を予測する

林 和寛1），福本 紘一2），横井 香平2），永谷 元基1），井上 貴行1），伊藤 理3,4），
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key words 離床遅延・6分間歩行距離・胸部外科

【はじめに，目的】

胸腺摘出術は，胸腺腫および重症筋無力症に対する治療法の一つである。胸腺腫患者の約 1/3 に重症筋無力症が合併するとさ
れ，先行研究では重症筋無力症合併と胸腺摘出術後死亡率との関連が報告されている。胸部外科術後の理学療法においては，術
後合併症の予防と身体機能の回復を主たる目的として術後早期から離床を行うことが推奨されている。術後の離床遅延は術後
合併症や在院期間の延長につながることから，離床遅延に関連する要因を明らかにすることが求められている。そこで，本研究
は胸腺摘出術患者において，術後離床遅延を予測する術前術中因子について検討した。

【方法】

2013 年 4 月から 2015 年 6 月の期間に当院にて胸腺摘出術および周術期理学療法を施行した 57 例を対象とし，後方視的に検討
した。術翌日に病棟歩行可能であった患者を早期離床群，歩行不可能であった患者を離床遅延群とした。評価指標は併存疾患，
術前呼吸機能，術前 6 分間歩行距離（6MWD），手術時間，麻酔時間，出血量，術中水分バランス，術式，硬膜外麻酔使用の有
無とした。各評価指標について，2 群間を Mann�Whitney U 検定およびカイ二乗検定を用いて比較した。また，離床遅延の予測
因子をロジスティック回帰分析で検討した。結果は平均値±標準偏差で示し，統計学的解析では有意水準を危険率 0.05 未満とし
た。

【結果】

対象の年齢は 59±12 歳，BMI は 23.0±3.7 kg/m2であり，男性 33 例，女性 24 例であった。重症筋無力症を有していた患者は 13
例であった。早期離床群は 31 例，離床遅延群は 26 例であった。離床遅延群の病棟歩行開始日は，術後 2 日目が 22 例，術後 3
日目が 4 例であった。術後肺炎は離床遅延した 1 例のみに生じた。入院期間中には重症筋無力症クリーゼは発症しなかった。

離床遅延群の術前 6MWD（460±96 m）は，早期離床群（519±99 m）と比較して有意に低値を示した。重症筋無力症の有無の
割合は両群間で差を認めず，その他の術前術中因子についても有意な差を認めなった。術前術中因子のうち，離床遅延の有無と
の関連が危険率 0.2 未満であった因子（高血圧，術前化学放射線療法，%肺活量，%1 秒量，術前 6MWD）を独立変数として抽
出し，離床遅延の有無を従属変数として，ステップワイズ法を用いてロジスティック回帰分析を行った。ロジスティック回帰分
析の結果，術前 6MWD のみが離床遅延の独立した危険因子として抽出された。離床遅延と術前 6MWD の Receiver Operating
Characteristic 曲線から算出された離床遅延のカットオフ値は 498 m であった。

【結論】胸腺摘出術後における離床遅延には術前 6MWD が関連した。6MWD は術前評価指標の一つとして有用であり，術前 6
MWD が低値を示す患者においては術後に離床が遅延する可能性が推測されるため，術前後の介入方法を検討する必要がある
ことが示唆された。
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P-RS-02-5

原発性肺癌肺切除術後の退院時 6分間歩行距離が 400mを下回る症例の特徴

島村 奈那1），大島 洋平1），佐藤 晋1），宮坂 淳介1），吉岡 佑二1），中谷 未来1），細江 拓也1），
村尾 昌信1），濱田 涼太1），佐藤 寿彦2），伊達 洋至2），松田 秀一1）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部附属病院呼吸器外科

key words 原発性肺癌・肺切除術・運動耐容能

【はじめに，目的】

肺癌肺切除術後では運動耐容能が低下することが報告されている。癌患者において術後の運動耐容能を維持することは Per-
formance Status（PS）の維持に繋がり，術後の治療選択や QOL の維持に非常に重要な意味を持つ。運動耐容能の指標として，
6 分間歩行距離（6MWD）400m は屋外歩行自立可否の目安として実臨床で用いられているが，肺癌肺切除患者においても術後
6MWD が 400m 以下の症例は退院後の活動性低下から PS 低下の危険性が高いと考えられるため，運動耐容能が 6MWD で 400
m 以下に低下しないようにすることは重要である。そこで今回の研究の目的は肺癌肺切除術後患者の術後 6MWD が 400m を下
回る症例の特徴を明らかとすることとした。

【方法】

対象は当院にて 2015 年 1 月～12 月に原発性肺癌の診断にて肺切除術を施行した 136 名のうち，術前 6 分間歩行距離（6MWD）
が 400m 以上であった 90 名とした。術後運動耐容能に影響する因子を，術前因子（年齢，BMI，性別，喫煙指数，術前 6MWD，
術前 6MWT 最低 SpO2，DM の有無，術前 Alb 値，術前%VC，術前 EFV1%，術前 DLCO，術前 PCF），手術因子（術式，手術時
間，術中出血量，組織型，癌の stage），術後経過因子（術後最大 CRP，術後 Af の有無，術後 3 日目 NRS）に分類し診療記録よ
り後方視的に調査した。さらに退院時 6MWD が 400m 以下であった群（A 群）と 400m 以上であった群（B 群）の 2 群に分類
し比較した。統計には各評価項目の両群間の比較に対応のない t 検定およびカイ二乗検定を用い，得られた結果に ROC 解析を
行いカットオフ値を算出した。統計学的有意基準は 5% 未満とした。

【結果】

両群間の割合は A 群 32 名（36%），B 群 58 名（64%）であり，年齢，BMI，性別は両群間で有意差を認めなかった。各項目の
2 群間の比較では，術前 6MWD（A 群：470.8±49.5m，B 群：523.5±56.7m，p＜0.01），術前%VC（A 群：98.6±14.6%，B 群：
105.8±12.2%，p＜0.01），術前 PCF（A 群：308±70.1L/min，B 群：354.8±104.6L/min，p=0.02）が A 群と比較して B 群で有意
に高値であった。一方，その他の項目については，両群間で有意差を認めなかった。%VC のカットオフ値は 104.0%（感度 72.3%，
特異度 87.0%）であった。

【結論】

本研究の結果から，術前 6MWD，術前%VC，術前 PCF が低下している症例では，術後 6MWD が 400m 以下に低下しやすく，
退院後屋外歩行が困難となり活動性が低下する危険性が高まることが明らかとなった。%VC のカットオフ値は 104.0% であり，
感度と特異度が他の指標よりも高かった。そのため，特に肺活量が正常域でも低肺活量の症例では術後の運動耐容能低下および
PS の低下に注意する必要がある。
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P-RS-03-1

肝胆膵領域癌患者における術前骨格筋量評価の有用性

松岡 森1），内田洋一朗2），浦 慎太朗1），寺嶋 宏明2），本田 憲胤1）
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2）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院消化器センター外科

key words 肝胆膵領域癌・術前骨格筋量・術後合併症

【はじめに】がんのリハビリテーション（以下，リハ）ガイドラインにおいて，開腹術施行予定患者に対する術前呼吸リハは術
後呼吸器合併症減少（GradeB），術後入院期間短縮（GradeB）に繋がると示されている。現状での術前リハは呼吸練習が主体で
あるが，がん患者における身体運動機能改善は，術後合併症減少・日常生活動作能力改善・在院日数短縮などに寄与すると言わ
れている。中でも術前骨格筋量が重要な位置を占め，生体肝移植や胃癌患者における予後・術後合併症発症の予測に有用と報告
されている。また，筋肉量は運動機能を規定する要因であり，術前骨格筋量の測定は重要と言えるが，開腹術，特に高侵襲手術
である肝胆膵領域癌患者における術前骨格筋量評価に関する報告は散見する程度である。【目的】肝胆膵領域癌患者における術
前骨格筋量評価の有用性を検討すること。【対象/方法】対象は平成 27 年 10 月～平成 28 年 9 月までに当院にて肝胆膵領域癌に
対して開腹手術を施行した 25 例。（男女比 17/8 例）。術式は亜全胃温存膵頭十二指腸切除術 12 例，膵体尾部切除術 2 例，肝左
葉切除術 2 例（うち胆道再建 1 例），肝右葉切除術 2 例，肝左三区域切除術（動脈合併切除再建）1 例，肝後区域切除術 2 例，肝
部分切除術 2 例，拡大胆嚢摘出術 2 例であった。入院時に InBodyS10Ⓡにて骨格筋量を測定。標準値以上を正常群，標準値未満
を低骨格筋量群に分類し，術前患者因子（年齢，体重，BMI，体脂肪量，呼吸機能，血液検査，握力など），手術因子（手術時
間，麻酔時間，出血量など），術後因子（術後合併症，歩行開始病日，絶食期間，術後在院日数など）において比較・検討した。

【結果】正常群 18 名/低骨格筋量群 7 名（平均年齢 66.6±9.9/71.0±3.4 歳）。術前 ADL は全例で自立し，PS0 23 例/PS1 2 例。術
前体重（正常群 vs 低骨格筋量群：62.9±9.6 vs 52.6±12.2kg），BMI（25.2±4.4 vs 20.8±3.6kg/m2）において低骨格筋量群で有意
に低値を示した（p＜0.05）。術前呼吸機能・握力・手術/麻酔時間に有意差は認めなかった。術後合併症（Clavien�Dindo 分類：
II 以上）は，低骨格筋量群では 3/7 例（42%）に認め，内訳は GradeII 3 例（門脈血栓 2 例/心房細動 1 例）であった。正常群で
は 4/18 例（22%）に認め，GradeII 3 例（胸腹水 3 例），GradeIIIa 1 例（創し開）であり，低骨格筋量群で有意に術後合併症発
症率は増加した（p＜0.05）。歩行開始病日・術後絶食期間・術後在院日数には有意差を認めなかった。【結論】肝胆膵領域癌患者
における術前身体運動機能評価としての骨格筋量測定は術後合併症発症予測に有用であると言える。今後は，術後合併症予防の
ためにも従来の術前呼吸練習に加え骨格筋量増加を目的とした積極的なリハ介入が必要である。
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食道癌術後の咳嗽力に影響する要因の検討

田平 一行1），濱田 真一2）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）関西医科大学附属病院

key words 食道癌・咳嗽力・声帯機能

【目的】食道癌手術は，外科手術の中でも侵襲が大きく，また反回神経麻痺も起こりやすく，咳嗽力が低下し呼吸器合併症を生
じやすいとされている。咳嗽は，そのメカニクスから肺機能，呼吸筋力，声帯機能が影響する事は明らかであるが，術後のどの
要因が咳嗽力低下に強く関係しているか明らかになっていない。また，術後は病態が刻々と変化する事から，咳嗽力に関与する
要因も変化すると考えられるが，これも明らかにされていない。そこで今回，術後の咳嗽力に関与する因子について，経時的に
検討したので報告する。

【方法】対象は，食道癌患者の診断にて外科手術施行した 22 名（男性 17 名，女性 5 名，年齢：68.7±6.8 歳）とした。術前と術
後 1，2，3，4，7，14 病日に肺活量（VC），呼気筋力（PEmax），咳嗽時呼気流量（CPF）を測定し，咳嗽時痛は visual analogue
scale（VAS）を用いて評価した。また，CPF 測定時の流量波形から呼気上昇時間（EPRT）を算出し，声帯機能の指標とした。
解析方法：咳嗽時痛以外の測定値は全て術前値を基準とした 100 分率で表した。CPF と各測定項目との相関分析を全期間およ
び病日毎に行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】CPF は，全期間では PEmax（r=0.629），VC（r=0.323）と正の，咳嗽時痛（r=�0.686），EPRT（r=�0.499）と負の有意
な相関を認めた（p＜0.01）。特に咳嗽時痛と PEmax とは強い相関を認めた。また CPF は第 1－3 病日は EPRT と，第 7 病日は
咳嗽時痛と有意な負の相関を認めた（p＜0.05）。病日毎の解析では，CPF と VC，PEmax とは相関を認めなかった。

【結論】CPF は咳嗽のメカニクスから VC，PEmax，声帯機能は影響する事は間違いなく，実際に多数報告されている。今回の
全期間での解析でもこれら全てと関連を認め，食道癌術後では特に咳嗽時痛と PEmax の影響が大きいと考えられた。しかし病
日毎の解析では，術後早期に関連していたのは EPRT のみであった。食道癌では反回神経麻痺を生じやすい事や，術後早期は挿
管による一時的な声帯の麻痺も生じやすいため，これらの影響が考えられた。また病日毎の解析において，いずれの項目も CPF
と関連が低かったのは，個人によって各要因の回復度合いが異なることを示唆しているものと推察された。
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超高齢消化器外科術後患者における退院時歩行能力低下の有無についての比較
検討

音地 亮1），秋 達也1），石田 慎悟2）

1）社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院リハビリテーション科，
2）社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院外科
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【はじめに】

超高齢者は，様々な併存疾患を有している場合が多く，心肺予備能の低下により術後呼吸器合併症の併発リスクの増加や術後せ
ん妄の発生率は高くなる。また創部痛やバイタルサインの悪化に伴い理学療法が行えず，歩行能力や他の ADL 低下をきたすこ
とも少なくない。これまで消化器外科術後患者の離床や歩行状況についての検討はなされているが，超高齢者を対象とした報告
はなされていない。そこで今回，超高齢者を対象に消化器外科術後歩行能力低下の有無について比較検討した。

【方法】

平成 24 年 4 月から平成 27 年 5 月までに当院に入院し，消化器外科手術を実施した 85 歳以上の超高齢患者 43 例を対象とした。
除外基準として，自宅以外からの入院患者，入院前から歩行不能な患者とした。基本属性として年齢，性別，術前血液検査値

（Alb，TP，Hb，Ht），併存疾患（Charlson Comorbidity Index：CCI），在院日数，転帰（自宅退院もしくは転院）の他に，手術
情報として手術時間，麻酔時間，出血量，術後合併症発生の有無を加え，また理学療法進行状況として術後理学療法介入までの
日数，端座位開始までの日数，立位開始までの日数，歩行開始までの日数，歩行能力とし，retrospective に調査した。歩行能力
に関しては，Functional Ambulation Category（FAC）を用いて入院時と退院時を比較し，歩行能力維持群（維持群）と歩行能
力低下群（低下群）に分類し比較検討を行った。統計学的処理として，2 群間の比較に対応のない t 検定，Mann�Whitney U
検定，χ2検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

維持群は 25 例（58%），低下群は 18 例（42%）であった。以下に（維持群 vs. 低下群）で表記する。基本属性では，在院日数
（14.04±7.3 vs. 20.38±10.2）と転帰（自宅退院：維持群 88% vs. 低下群 56%）で有意差を認めた。手術情報においては，有意差を
認めなかった。理学療法進行状況は座位開始までの日数（1.60±0.9 vs. 2.88±2.1），立位開始までの日数（2.12±1.4 vs. 4.50±4.1），
歩行開始までの日数（3.60±3.5 vs. 7.72±7.5）で有意差を認めた。

【結論】

歩行能力低下群では，理学療法進行が遅延している事が明らかとなった。これは術前の身体活動量や認知機能，術後合併症の程
度やバイタルサインの不安定さなどによっても左右される事が考えられる。離床遅延に伴い，歩行能力だけでなくその他の
ADL や全身耐久性にまで影響を及ぼすため，超高齢者であるなら尚更その影響は大きい。そのため，超高齢者であっても可及
的早期から離床することが，術前歩行能力を維持し，更に自宅退院へ繋がると考えられる。今後は個々の身体機能や術前活動量
などにも着目して検討していく必要がある。

【理学療法学研究としての意義】

退院時の歩行能力低下を防止するためには，徹底したリスク管理の下で，超高齢者においても術後早期に立位・歩行と抗重力活
動を積極的に実施する事が重要である事が示唆された。
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P-RS-03-4

大腸癌術後の歩数低下に関わる予測因子の検討
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key words 大腸癌・歩数低下・予測因子

【はじめに，目的】周術期リハビリテーション（以下，リハ）の主たる役割は呼吸器合併症と早期離床，廃用予防である。術後
の理学療法を遂行するにあたり術後の創部痛，疲労，ドレン管理などの問題で離床困難な場合も少なくない。その結果，術後の
廃用を招き，退院後の ADL に及ぼす影響は大きい。その為，離床が困難な患者に選択的あるいは集中的に理学療法を行うため
の予測因子を知ることは極めて重要なことであるが，未だ予測因子を検討した報告はない。今回，当院の大腸癌患者の術後理学
療法に歩数計を導入し，術後歩数の低下に関わる因子を検討した。【方法】対象は 2015 年 5 月から同年 12 月までに当院で大腸
癌手術が行われた 97 例に歩数計を装着し，1 日毎の歩数を計 7 日間測定した。術前日も参考値として測定し，術後は 2 日目から
7 日目まで装着した。患者には一律 3000 歩を目標にするよう指導し，術後 1 週間までに 3000 歩に達しない場合を歩数低下と定
義し，歩数低下群と歩数良好群に分けて検討を行った。検討項目は，年齢，直腸切除術施行者，p�stage，貧血，併存症（貧血，
腎不全，COPD，心不全，肝硬変，糖尿病，認知症，脳梗塞，腸閉塞），術前化学療法，術後合併症（Clavian�Dindo 分類 II 度以
上），術後ドレン，術前歩数，術後初回歩行開始日，performance status，SMI（CT で L3 レベルの骨格筋断面積を身長の 2 乗で
除した），サルコペニア，握力低下（男性 26kg 未満，女性 18kg 未満），歩行機能低下（0.8m/s 未満），内臓脂肪および皮下脂肪

（CT で臍レベルでの断面積），向精神薬（リントン，アタラックス P，リスペリドン）使用有無とした。検討はロジスティック
回帰分析を用いて検討した。なお，P 値 5％ 未満を有意差判定の基準とした。【結果】全体の歩数中央値は術前日 3345 歩，術後
2 日 393 歩，術後 3 日 1301 歩，術後 4 日 1847 歩，術後 5 日 3286 歩，術後 6 日 3551 歩，術後 7 日 4451 歩であり，目標値である
3000 歩の達成者は，術後 2 日 4 人（4%），術後 3 日 20 人（20.4%），術後 4 日 27 人（27.6%），術後 5 日 45 人（45.9%），術後 6
日 48 人（49%），術後 7 日 57 人（58.2%）だった。全 97 例中，28 例（28.9%）が歩行低下と判定された。両群の比較では，入院
期間で歩行低下群 20.5 日（中央値），歩行良好群 11.0 日（中央値）と有意差を認めた（P＜0.001）。歩数低下因子を検討したとこ
ろ，単変量解析では直腸切除術施行者，年齢 80 歳以上，向精神薬使用者，術前歩数 3000 歩未満，術後初回歩行開始 2 日目以降，
術後ドレン，術後合併症，貧血で有意差を認めた。さらに，多変量解析を行ったところ，術後合併症（OR：28.1，95%CI：1.88�
419.6），術前歩数 3000 歩未満（OR：29.9，95%CI：2.28�394.5）で有意差を認めた。【考察】術前予測として歩数のカウント，術
後予測として術後合併症の発生が，理学療法をより重点的，選択的に行う予測因子として示唆された。この結果を踏まえ，今後，
予測因子の妥当性の検証と選択的なリハ介入後の効果を前向き研究で検討する必要がある。
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P-RS-04-1

呼吸機能低下を認める術前癌患者の身体活動量の実態と呼吸機能，心理面との
関係

中嶋 仁，都留 貴志

独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科

key words 呼吸機能低下・術前癌患者・身体活動量

【目的】身体活動量は疾病と死亡率を減少させる因子である。癌患者の規則的な身体活動は，身体組成，身体機能，QOL の維持
及び改善につながることができると言われている。癌の外科的処置を受ける患者において術前より高い身体活動を保つことは
術後回復や術後肺合併症を予防するために重要である。まして呼吸機能が低下している患者においてはその意味は深い。今回の
調査目的は，呼吸機能低下を認める術前癌患者の身体活動量を把握するとともに，呼吸機能，心理面との関係について調査する
ことである。

【方法】対象は当院で癌の手術を予定している患者で術前の呼吸機能検査で機能低下を指摘された 16 名。平均年齢は 73.1±4.2
歳，男性 14 名，女性 2 名。病名は腎臓癌 2 名，胃癌 4 名，膵臓癌 1 名，肺癌 3 名，大腸癌 5 名，食道癌 1 名。肺機能は，VC
3.1±0.7L，VC は 100.3±17.0%，FEV1.0 は 1.7±0.6L，FEV1.0% は 59.9±16.7%，%FEV1.0 は 76.6±19.2L であった。換気障害の
分類は拘束性換気障害 1 名，閉塞性換気障害 14 名，混合性換気障害 1 名であった。全例が独歩可能で ADL は自立していた。骨
関節障害，脳血管障害を有す者は本調査より除外した。対象者は外来にて身体活動量と心理面の評価を行った。身体活動量の評
価は国際標準化身体活動質問紙（International Physical Activity Questionnaire：IPAQ）短縮版，心理面の評価は Profile of mod
States（POMS）短縮版を使用した。IPAQ にて身体活動量を把握し，身体活動量における呼吸機能，POMS の関係を検討した。
統計学的分析として身体活動量における呼吸機能，POMS との関係について重回帰分析を用いて検討した。従属変数を IPAQ
により算出した身体活動量 kcal/week とし，独立変数を呼吸機能（VC，%VC，FEV1.0，FEV1.0%，%FEV1.0），POMS（怒り
敵意，混乱当感，抑うつ落ち込み，疲労無気力，緊張不安，活気活力，総合的気分状態）のとした。

【結果】身体活動量は平均 815.0±741.5kcal/week であった。重回帰分析の結果，呼吸機能，POMS の全ての項目において身体活
動量を説明することは出来なかった。

【結論】IPAQ による術前患者の身体活動量は，平均 815.0±741.5kcal/week であった。身体活動量が多いと判断される数値が
1000 kcal/week 以上であることから考えると活動量は低い。今回の調査において呼吸機能，心理面が身体活動量との関係は認め
なかったが術前癌患者の身体活動量が，低いことがわかった。今回の結果から，癌術前患者に対する身体活動量を増大にさせる
ための教育や理学療法プログラムの必要性を認識した。
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P-RS-04-2

消化器がん術後の早期離床
SRソフトビジョンを用いた疼痛緩和姿勢の検討

景山 英智，中山 哲志，東 章代，吉川 美帆

阪和住吉総合病院

key words 周術期・疼痛緩和・座位姿勢

【はじめに，目的】

近年，消化器外科術後で Fast track surgery（以下：FTS）や ERAS と称される手術後の安全性と回復促進効果を強化した集学
的リハビリテーションプログラムを構成し，在院日数の減少と社会復帰を実現する周術期管理が示されている。第 48 回日本理
学療法学術大会で，消化器がんによる開腹手術した患者の早期離床を検討し，胃がん・大腸がん手術の腹部切開部位による疼痛
緩和姿勢の違いを報告した。今回はスマートラバーソフトビジョン（以下：SR ソフトビジョン）を用いて，2015～2016 年の胃
がんと大腸がん開腹手術後坐位の体圧分布・面圧中心点から疼痛緩和姿勢の分析した結果を以下に報告する。

【方法】

対象は開腹手術した胃がん患者 12 名（男性 10 名，女性 2 名），大腸がん患者 10 名（男性 6 名，女性 4 名）。平均年齢 78.2 歳に
施行した。SR ソフトビジョンとは座位時の座面体圧分布を測定して，圧力の高い所を赤色，低い所を青色で表示した。シート
部分は柔らか素材で構成され圧力値の数値化，面圧中心点をリアルタイムに可視化する。SR ソフトビジョンを用いて手術後 1～
2 日以内の座位姿勢を測定して体圧分布と面圧中心点を測定した。また，臥位と座位姿勢でのフェイススケール評価を用いて疼
痛の評価も行なった。

【結果】

胃がん術後の体圧分布は坐骨結節周囲に高い値がみられ，面圧中心点は坐骨結節よりも前に位置し，姿勢観察では骨盤前傾で身
体を起こしている。大腸がん術後の体圧分布は坐骨結節より後に高い値がみられ，面圧中心点は体圧分布の高い値より前に位置
し，姿勢観察では骨盤後傾で身体を起こしている。フェイススケール評価の安静時臥位と座位姿勢時のスコアが同じになった。
疼痛緩和姿勢を取った歩行を促すことで，初排ガスは胃がん 2.6 日・大腸がん 2 日，食事開始時期は胃がん 5.5 日・大腸がん 6.6
日，在院日数は胃がん 17.日・大腸がん 15.9 日と短縮した。胃がん術後の初排ガスは FTS の文献と比較して同定になった。

【結論】

胃がん術後は臍より上部の白線を切開するため，骨盤を前傾に保ち上腹部に体圧分布を乗せない。また前方に面圧中心点がある
ことで，上腹部伸張位に保ち腰部を伸展して疼痛緩和すると判断した。大腸がん術後は臍より下部の白線を切開するため，骨盤
を後傾に保ち下腹部に体圧分布を乗せない。また前方に面圧中心点があることで，下腹部を伸張位に保ち疼痛緩和すると判断し
た。以上から体圧分布により座位姿勢が骨盤前後傾することが分かり，面圧中心点を体圧分布の高い値から外すことで疼痛緩和
の姿勢を取る。消化器がん患者に，術後に疼痛緩和姿勢を用いた早期離床を図り動かすことで，消化管の消化や吸収機能が働き，
排ガス・排便までの時間短縮，食事開始時期が早くなり，早期退院に繋がる。消化器がん術後の早期離床を図る時に，疼痛管理
を考え術創部に面圧中心を乗せず，適度な伸張位を保つことで，疼痛緩和になると示唆された。
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P-RS-04-3

当院リハビリテーション科 ICUチームの取り組みについての検討

安田 雅美1），坂本 一路1），熊澤 輝人1），市橋理恵子1），笹野 信子2），竹内 稔3），三浦 千恵4）

1）名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科，
2）名古屋市立西部医療センター麻酔科・集中治療部，3）名古屋市立西部医療センター臨床工学室，
4）名古屋市立西部医療センター看護部

key words ICU・人工呼吸器装着患者・早期リハビリテーション

【はじめに】近年，集中治療領域において ICU 重症患者に対するリハビリテーションの介入が多くの施設で実施されている。ま
た，2012 年には PICS の概念が提唱され，より超早期リハビリテーションの重要性が示唆されている。当院についても 2011
年開院より，集中治療医の指導のもと体制作りが進められてきた。しかし経験不足による積極的介入の遅れや，人員不足による
理学療法士の専従配置が困難な事などを改善するため，2015 年 6 月より ICU チームが編成され，多職種による朝カンファレン
スの参加・呼吸器疾患，消化器疾患などの周術期患者の術前呼吸訓練，術後 ICU における早期からの介入・人工呼吸器装着患者
の積極的な早期離床が多職種の協力を得てより安全に行えるようになってきている。我々はこうしたチームでの取り組みにつ
いて，2016 年 6 月，第 24 回日本集中治療学会東海北陸地方会・学術集会で紹介した。今回追加報告として，理学療法士のチー
ム化における有効性を検討したので報告する。【対象と方法】急性呼吸不全により ICU 入室し人工呼吸器管理（NPPV を含む）と
なった成人患者（ICU 入室中死亡例を除く）を対象とし，チーム編成前の 2014 年 8 月から 2015 年 3 月までの 14 例を A 群（平
均年齢 75.7±9.1），チーム編成後の 2016 年 1 月から 6 月までの 15 例を B 群（平均年齢 71.5±6.4）として，リハビリ介入状況を
診療カルテ情報より後方視的に比較検討した。調査項目としては，人工呼吸器装着からリハビリ開始までの期間，端座位，車椅
子乗車，歩行までの期間，呼吸器離脱までの期間，ICU 滞在期間，退院時の動作能力についてであり，統計学的処理については
カイ二乗検定を用いた。【結果】リハビリ開始時期について，A 群は 2.2±0.8 日（中央値 2 日），B 群は 1.4±0.72 日（中央値 1
日）で差が認められた。また，人工呼吸器装着下でのリハビリ開始となった患者は A 群では 14 人中 5 人（35.7％）に対し，B
群では 15 人中 11 人（73.7％）であった。端座位までの期間は A 群 3.2±0.8 日，B 群 2.4±1.7 日，車椅子乗車までの期間は A
群中央値 3 日，B 群中央値 2 日であり，A 群では 14 人中 13 人が B 群では全員が ICU 滞在中に車椅子に乗車している。呼吸器
離脱までの期間は，A 群 4.3±2.8 日，B 群 6.5±4.6 日，ICU 滞在期間は A 群 9.9±5.9 日，B 群 10.7±7.6 日であった。退院時の動
作能力としては自立歩行可能な患者が A 群 3 人（21.4％）に対し B 群は 7 人（46.7％）であった。【結語】ICU における理学療
法士の専従配置が困難である当院において，チームによる介入を進めてきた結果，ICU 入室翌日からのリハビリ実施が可能とな
り，より早期からの人工呼吸器装着下での安全な離床が多職種の協力を含め体制化され，せん妄や VAP の予防，患者の QOL
向上の有効性が得られたと考えられる。しかし，人工呼吸器装着期間や ICU 滞在期間の短縮には至っていない現状が認められ
た。
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P-RS-04-4

周術期消化器がん患者における術後合併症の発症率軽減を目的とした当院の取り組み
―プレハビリテーション実施の効果と課題―

原 毅1），小暮 英輔1），角田 亘2），草野 修輔2），久保 晃3）

1）国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室，
2）国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科，3）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words 周術期消化器がん患者・プレハビリテーション・サルコペニア

【はじめに，目的】

昨今，消化器がん患者の術後合併症発症には，サルコペニアの影響が指摘され，手術前の運動指導・介入や生活指導（以下，プ
レハビリテーション）が注目されている。本研究の目的は，周術期消化器がん患者にプレハビリテーションを実施し，効果と課
題を検討することとした。

【方法】

対象は，周術期消化器がん患者 37 例（男性 20 例，女性 17 例，平均年齢 64.0±11.8 歳）である。手術部位は，食道 5 例，胃 4
例，肝臓 3 例，膵臓 16 例，結腸 4 例，直腸 5 例であり，平均在院日数が 22.1±13.6 日であった。全症例は，手術治療確定後に
リハビリテーション専門医（以下，リハ医）の診察と生活指導，理学療法士（以下，PT）の運動機能評価と運動指導を実施し
た。リハ医が積極的な介入が必要と判断した症例は，外来で PT が介入した。

運動指導は，ストレッチ 10 分（開始時と終了時に各 5 分），筋力トレーニング 20 分，有酸素運動 20 分で構成した非監視型運動
プログラム（以下，非監視型）を PT が冊子を用いて実施した。運動実施状況は，症例が冊子に記入した記録で確認した。PT
が外来で介入した症例は，既往症や評価結果より運動プログラム（以下，監視型）を作成し 60 分間介入した。

運動機能評価は，等尺性膝伸展筋力（以下，IKF）と 6 分間歩行距離（以下，6MD）を使用し，IKF が最大努力下での膝伸展筋
力（Nm/kg），6MD が 6 分間最大努力下での歩行距離（m）を計測した。IKF が初診時，6MD が初診時と手術日の 1 から 2
日前（以下，手術前）に実施し，介入効果を初診時と手術前の 6MD 変化量（Mayo NE，2011）で判定した。また，初診時の運
動機能評価に加え，確定診断時の CT 画像より計測した L3 腹部骨格筋量を身長で補正した筋肉量（cm2/m2）を算出し，各項目
の cut off 値（原，2015）でサルコペニア保因者を検出した。

術後合併症は，外科合併症基準（Clavien�Dindo 分類）に該当した有害事象と定義した。

統計処理は，サルコペニア保因者と非保因者別に運動機能維持・向上群と低下群に分類し，χ 二乗検定で術後合併症発症率を比
較（p＜0.05）した。

【結果】

平均介入期間は 17.1±6.1 日で，非監視型と監視型の平均運動実施率（実施日数/介入期間）は 72% であった。全症例中サルコペ
ニア保因者は 5 例で全て維持・向上群（100%）に該当し，非保因者は 20 例が維持・向上群（63%）に該当した。両群の術後合
併症発症率（サルコペニア保因者：非保因者）は，GradeI（40%：30%），GradeII（40%：15%），GradeIIIb（20%：5%）で有意
差を認めなかった。

【結論】

消化器がん患者へのプレハビリテーション実施は，サルコペニア保因者でも術後合併症発症率を高率に軽減できた。一方非保因
者では，今後運動内容を再考する必要がある。
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P-RS-04-5

がん周術期におけるQC活動を通じたサポートチームの設立
外科，リハビリテーション科，歯科口腔外科，看護部で連携したチームStrong

髙橋 忠志1），尾身 諭1），菊池 謙一1），泉 圭之介1），岩佐美保子1），尾花 正義1），太田 岳洋2），
加藤 孝章2），長谷川士朗3），柚木 泰広3），及川 千穂4），北澤 浩美4），高林 重子4），富塚 美希4），長井ノブ子4）

1）東京都保健医療公社荏原病院リハビリテーション科，2）東京都保健医療公社荏原病院外科，
3）東京都保健医療公社荏原病院歯科口腔外科，4）東京都保健医療公社荏原病院看護部

key words がん・周術期・チーム医療

【はじめに，目的】テーマ別改善運動（以下，QC）は自らの職場に身近な問題の解決に取り組む自主的な活動として，各部門ま
たは複数の部門でサークルを結成，テーマを選定し，改善運動を行う取組である。そして，QC 活動の目的は職員の意識改革や
職場の活性化を促すことにより，患者が快く治療に専念でき，安心で納得できる医療を受けられる環境を実現することである。
がん周術期において，術前の看護ケアが患者の不安を取り除き，術前後の口腔ケアが肺炎予防に有効なこと，術前からの呼吸リ
ハビリテーション（以下，リハ）や術後の早期離床が術後呼吸器合併症の予防に有効で，ADL・QOL の回復に大きな影響を及
ぼすことは様々な先行研究で認められている。今回，QC 活動を通じて，がん患者に対する外来からの周術期サポートを外科，
リハ科，歯科口腔外科（以下，歯科），看護部で連携したチーム医療で行ったことによる変化を報告する。

【方法】QC 活動は 2016 年 6 月より運用開始。外来での呼吸リハは肺癌，食道癌，胃癌，胆肝膵臓癌，大腸癌，咽頭喉頭癌とし
た。チーム内での流れは，以下の通りである。まず，外科にて癌と診断され，手術が決定すると，説明外来の看護師が介入を行
う。説明外来では入院後の療養生活の流れや深部静脈血栓症などの合併症の説明が行われ，入院前の歯科とリハ科受診の説明と
同意が行われる。同意が得られた場合，歯科にて口腔ケア，リハ科では呼吸リハを実施する。入院後は手術前に歯科にて口腔ケ
ア，リハ科では呼吸リハの実施状況の確認を行う。手術後は原則，翌日よりリハを開始し，早期離床に努めた。呼吸リハの内容
は腹式呼吸や口すぼめ呼吸，インセンティブスパイロメトリーの呼吸練習とレジスタンストレーニング，有酸素運動の指導を
行っている。さらに，院内に QC 活動を周知するためチーム名を Strong（Surgery support Team of Rehabilitation and Oral sur-
gery, Nursing care Group）とした。QC 活動の効果を検証するために，2016 年 2 月～同 5 月（QC 前群）と 2016 年 6 月～同 10
月（QC 後群）で術前からのリハ介入件数，呼吸器合併症発生件数などを調査し，比較を行った。

【結果】外科における癌手術は QC 前群：QC 後群で 47 名：31 名。術前からのリハ介入患者数は 1 名：31 名，術後介入患者数は
9 名：31 名。胸部 X 線画像評価における術後呼吸器合併症（肺炎，無気肺，胸水貯留，ARDS）は 12 件：5 件であった。

【結論】今回，周術期がん患者に対して外来からの口腔ケア，呼吸リハ，看護ケアのチームを構築した。チームを構築し，院内
に周知することによって，外来からのリハ介入件数が増加したと考えられる。さらに，がんリハガイドラインにおいて，術前か
らの呼吸リハは術後の呼吸器合併症が減少するとされており，その効果もみられている。今後，症例を増やし，在院日数や
ADL・QOL 回復状況においても検討していく必要がある。
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P-RS-05-1

重症敗血症患者における ICU関連筋力低下発症に対する早期集中リハビリテー
ションと通常治療との差異

中田歩美香1），西原 浩真1），井澤 和大2），瀬尾龍太郎3），北井 豪4），岩田健太郎1）

1）神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，2）神戸大学大学院保健学研究科，
3）神戸市立医療センター中央市民病院救急部，4）クリーブランドクリニック循環器内科

key words 敗血症・ICU関連筋力低下・早期リハビリテーション

【はじめに，目的】

ICU 関連筋力低下（ICUAW）は ICU 入室中に発症し，疾患の発症やその治療過程に随伴する他の要因によって定義できない四
肢の筋力低下である。また，これは人工呼吸器装着期間が遷延している患者の約 25％ に発症し，人工呼吸器（MV）の離脱を遅
延させ，死亡率の上昇とも関連がある。特に，敗血症や多臓器不全の患者においては，高率に合併することが知られている。先
行研究では，ICUAW の予防や治療法の一つとして，早期離床が考えられている。しかし，その効果については明らかではない。
本研究の目的は，挿管下人工呼吸器管理（IPPV）の敗血症患者における ICUAW 発症に対する早期集中リハと通常治療の差異
について明らかにすることである。当院では 2014 年より専従 PT による早期集中リハビリテーション（リハ）を開始した。な
お 2013 年，2014 年とも無鎮静にて人工呼吸管理が行われている。

【方法】

対象は，2013 年 5～12 月までの当院 ICU 入室患者でリハ介入した連続 359 例中，IPPV3 日間以上の連続 40 例（通常治療群）と
2014 年 5～12 月までの当院 ICU 入室患者でリハ介入した連続 460 例中，IPPV3 日間以上の連続 61 例（早期集中リハ群）の計
101 例である。101 例中本研究における取り込み基準は敗血症患者，除外基準は死亡例・脳神経外科例である。検討項目は年齢，
性別，RASS，APACHEII スコア，daily ICU insulin，ICU 入室中の PT 実施単位数/ICU 入室期間，離床開始日数，Ventilator�
free days（VFD），リハ開始日数，離床開始日数，ICU 滞在日数，在院日数，退院時独歩，そして ICUAW 発症率である。これ
らの項目について両群間における比較検討を行った。統計学的手法にマンホイットニーの U 検定と χ2 条検定を用いた。有意差
判定基準は 5% とした。

【結果】

全 101 例中，最終解析対象は，通常治療群 8 例，早期集中リハ群 11 例であった。年齢，性別，APACHEII スコア，daily ICU
insulin，Ventilator�free days（VFD），ICU 滞在日数，在院日数においては群間に差はなかった。早期集中リハ群は，通常治療
群に比し，RASS（�0.18±0.40 vs. �1.56±1.88 日，p=0.029），ICU 入室中の PT 実施単位数/ICU 入室期間（1.14±0.36 vs. 0.64
±0.19 日，p＜0.001）リハ開始（1.4±0.9 vs. 2.4±0.7 日，p=0.02）及び離床開始日数（3.3±1.3 vs. 4.5±3.7 日，p=0.004），退院時
独歩（27.3% vs. 12.5%，p=0.01），ICUAW 発症率（45.5% vs. 87.5%，p=0.03）に差を認めた。

【結論】

専従 PT 配置による早期集中リハは，通常治療に比し，人工呼吸管理下敗血症患者の退院時の歩行自立率の改善および ICUAW
の抑制に寄与する可能性がある。
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当院市中肺炎患者における在院日数に影響を及ぼす因子の検討

村川 勇一1），南木 伸基2），堀 竜馬1），中井友里恵1），名出 美紀1），宮崎慎二郎3）
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key words 市中肺炎・在院日数・予測因子

【はじめに，目的】

本邦における肺炎患者の死亡率は，2011 年以降に脳血管障害に代わり第 3 位となり，肺炎による死亡患者の多くが病前よりサル
コペニアや呼吸機能低下，免疫能低下などを有する高齢者である。その為，入院後に治療を実施しても退院まで長期間を有する
患者も少なくない。本研究の目的は，市中肺炎患者の在院日数に影響を及ぼす因子を検討することにより早期退院への一助とな
ることとした。

【方法】

対象は，平成 25 年 1 月から平成 26 年 9 月までに当院へ市中肺炎の診断にて入院した全 102 名中，呼吸リハビリテーション介入
開始となりデータ収集が可能であった 51 名のうち，生存退院された 40 名とした。

調査項目は，性別，年齢，身長，体重，BMI，A�DROP，入院前歩行の可否，呼吸リハビリテーション開始日数，座位練習開始
時点とした離床開始日数，呼吸リハビリテーション開始・退院時 BI，BI 利得，経口・経腸栄養開始日数，入院時の LDH，CRP，
TP，Alb，WBC，Hb，BUN，Cre，BS，HbA1c，T�cho，総リンパ球数，GNRI，CONUT をカルテより後方視的に抽出した。

統計解析は，40 名の在院日数中央値が 19 日であったことから，19 日以下を早期退院群，20 日以上を退院遅延群に分類し，2
群間の各調査項目の比較を Unpaired�t 検定，Mann�Whitney U 検定，χ2検定を用いて検討した。また各項目と在院日数の関係
性を Spearman の順位相関係数を用いて検討した。さらに在院日数を従属変数，相関関係の認められた項目を独立変数とした重
回帰分析を実施して在院日数に影響を及ぼす因子を検討した。全ての解析において有意水準は 5％ とした。

【結果】

2 群間の比較において，A�DROP，呼吸リハビリテーション開始時 BI，経口・経腸栄養開始日数，Alb，GNRI，CONUT に有意
差を認めた。在院日数との関係性においては A�DROP，離床開始日数，呼吸リハビリテーション開始時 BI，経口・経腸栄養開
始日数，Alb，GNRI，CONUT で有意な相関関係が認められた。また重回帰分析の結果（R2＝0.301，p＜0.001），在院日数に影
響を及ぼす因子として GNRI（β＝�0.311）と離床開始日数（β＝0.411）が抽出された。

【結論】

近年，在院日数の短縮が進む中で入院時に入院の長期化に関連するリスクを有するかを把握し，より早期から集学的な介入を行
うことは重要である。今回の結果，市中肺炎患者の在院日数へ影響する因子として入院時の GNRI と離床開始日数が抽出された
ことから，GNRI のような複合的な指標を用いて栄養評価を行うことや入院後より廃用症候群等による ADL 低下などを呈さな
いよう早期離床を中心とした呼吸リハビリテーション介入を実施することにより在院日数の短縮へ繋がる可能性があると考え
る。
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P-RS-05-3

高齢誤嚥性肺炎患者における 48時間以内の早期離床の効果

上原 光司1），重留 美咲1），俵屋 章則1），欅 篤2）

1）社会医療法人愛仁会高槻病院技術部リハビリテーション科，
2）社会医療法人愛仁会高槻病院診療部リハビリテーション科

key words 誤嚥性肺炎・早期離床・経口摂取

【はじめに，目的】

現在日本人の死亡原因の中で，肺炎は年間 12 万人を超え 2011 年に脳血管疾患を抜いて，がん，心疾患に次ぐ第 3 位となった。
また肺炎による死亡の内訳は，95％ 以上が 65 歳以上の高齢者で 70％ 以上が誤嚥に関係していると言われている。そのため誤嚥
性肺炎は再燃性で致死率も高く，高齢社会に伴い今後も増加すると予測され，当院でも増加傾向にある。近年では，理学療法士
による早期のリハビリテーションは重度の誤嚥性肺炎の高齢者患者に対して，30 日以内の院内死亡率減少に関連すると報告さ
れるなど，誤嚥性肺炎患者にも不要な安静臥床による廃用症候群を予防するべく早期離床がすすめられている。そこで今回，理
学療法士の行う早期離床が高齢誤嚥性肺炎患者にどのような影響を与えているか比較検討した。

【方法】

対象は，当院で誤嚥性肺炎と診断されリハビリテーションの依頼が入院後 96 時間以内にあった患者で，死亡退院患者，入院前
から経管栄養患者，離床不能患者を除いた 123 名を診療録から後方視的に調査した。まず理学療法士が入院後 48 時間未満に離
床（端座位）した群（早期群）と，48 時間以降群（遅延群）の 2 群に分けた。そして年齢，性別，入院前環境（在宅生活），入
院前要介護度（なし/支援～要介護 5），入院前 ADL（歩行可能割合），入院前嚥下状態（FOIS），肺炎重症度（A�DROP），入院
時栄養状態（GNRI），経口摂取開始までの時間，退院時の 3 食経口摂取の可否，在院日数，転帰先などを比較した。統計学的検
討には，Mann�Whitney の U 検定，または χ2 乗検定を行い 5％ 未満をもって有意差ありと判断した。

【結果】

早期群 69 名（54%）で有意に高齢（85.2vs82.2；p＜0.01）であったが，入院前環境，入院前要介護度，入院前 ADL に有意な差
は認めなかった。また肺炎重症度，入院前嚥下状態，入院時栄養状態に差は認めなかったが，早期群で経口摂取開始までの時間
が有意に短く（58.3vs135.6；p＜0.001），退院時の 3 食経口摂取の割合も多かった（78vs54；p＜0.01）。さらに在院日数も短縮さ
れていたことがわかった（17.9vs30.6；p＜0.001）。

【結論】

理学療法士が入院後早期に介入し適切なリスク管理のもと安全に離床を行うことが，早期経口摂取開始や嚥下機能の維持，そし
て在院日数短縮にも影響を及ぼしていることが示唆された。
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急性期病院における誤嚥性肺炎患者の転帰に関する要因について

大場みゆき，大野 達子，鎌田 智之，鈴木 香夏，鈴木 朋恵

中通総合病院

key words 誤嚥性肺炎・転帰・ADL

【はじめに，目的】

本邦における疾患別死亡数では，肺炎は増加傾向にあり，2011 年以降，死因の第 3 位となっている。これは，高齢者の人口割合
の増加，誤嚥性肺炎の増加が一因として考えられている。誤嚥性肺炎は誤嚥に関係した基礎疾患により，疾病が治癒しても二次
的な身体機能の低下をきたし，入院前と同じ居住場所に退院できない場合も少なくない。そこで，当院に入院しリハビリテー
ション（以下，リハ）を実施した誤嚥性肺炎患者の特徴について調査し，転帰に影響する要因を検討した。

【方法】

2015 年 4 月 1 日から 1 年間に，誤嚥性肺炎の診断で入院した 219 例のうち，リハ（理学・作業・言語聴覚療法のいずれか）が処
方された 112 例から，死亡例，データ欠損例を除く 86 例（平均年齢 82.8±11.0 歳，男性 54 例，女性 32 例）を対象とした。

入院前と同じ居住場所に退院した 55 例（39.6％）を同一群，変更した 31 例（60.4％）を変更群とし，年齢，性別，食事摂取手
段の変更の有無，入院からリハ処方までの日数，入院前・リハ開始時・リハ終了時の ADL 能力（Barthel Index：以下 BI），BI
利得（リハ終了時 BI－リハ開始時 BI），在院日数ついて診療録より後方視的に調査した。解析は，性別，食事摂取手段の変更の
有無は χ2検定を用い，その他の項目は，Mann�Whitney の U 検定を用い，有意水準はいずれも 5％ 未満とした。

【結果】

2 群の比較では，リハ開始時 BI（同一群 17.2±24.9 点，変更群 5.8±15.6 点），リハ終了時 BI（同一群 27.6±33.0 点，変更群 13.1
±21.9 点），在院日数（同一群 26.7±17.9 日，変更群 60.6±34.6 日）に有意差がみられた。年齢，性別，入院からリハ処方までの
日数（同一群 6.4±8.4 日，変更群 9.3±11.6 日）入院前 BI（同一群 35.0±32.6 点，変更群 34.0±33.7 点）BI 利得（同一群 10.7
±24.4 点，変更群 7.3±16.6 点），には有意差は無かった。食事摂取手段を変更したのは同一群 12.7％（経口→胃瘻 6 件，経口→
経静脈栄養 1 件），変更群 22.6％（経口→胃瘻 3 件，経口→経静脈栄養 3 件，経口→経鼻管栄養 1 件）であり，有意差は見られ
なかったが変更群の方が多い傾向にあった。

【結語】

誤嚥性肺炎患者が転帰先を変更する要因として ADL 能力が挙げられ，また食事摂取手段の変更も一因として考えられた。また
変更群の方が，在院日数が有意に多いことから，肺炎治療の困難さよりも退院先の調整などの社会的な要因が関与している可能
性があると考えられた。早い段階から医療スタッフ及び医療ソーシャルワーカーによる退院支援に向けた組み込みが必要であ
る。誤嚥性肺炎群では，併存する誤嚥に関係した基礎疾患により元来の ADL 能力が低い状態にあった。肺炎の治療による安静
が，更なる ADL 能力の低下を招き，転帰にも影響する傾向にあった。如何に廃用を防止していくか課題であり，肺炎の重症度
や全身状態を考慮しながら，適切な時期に適切な負荷の包括的なリハを実施する必要がある。
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P-RS-06-1

固有背筋群の切除後に血管内脱水を呈した Lemierre 症候群に対する理学療法
経験

松岡 勇人1），田中 秀和1），北村 哲郎2），萱島 道徳2），藤倉 裕之3），小川 吉彦3），桑原 理充4），
堀川 博誠5），三笠 圭一3）

1）奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係，
2）奈良県立医科大学附属病院医療技術センター，3）奈良県立医科大学附属病院感染症センター感染制御内科，
4）奈良県立医科大学附属病院形成外科，5）奈良県立医科大学附属病院リハビリテーション科

key words 術後・離床・早期運動療法

【はじめに，目的】

Lemierre 症候群は扁桃・咽頭炎や口腔内感染症に引き続いて内頸静脈血栓性静脈炎，更に全身性敗血症塞栓を来す症候群であ
る。現在，抗菌薬が普及したものの Lemierre 症候群の理学療法経過を示した報告は非常に少なく今回，糖尿病の基礎疾患から
口腔内感染に起因する Lemierre 症候群の高齢発症の患者に対する理学療法（以下 PT）を経験したので報告する。

【方法】

80 歳代の男性，糖尿病の基礎疾患があり，口腔衛生は不良で受診 10 日前より背部から頭部の痛みを主訴に当院受診され，Le-
mierre 症候群による右後頸部から右仙骨部と右固有背筋群の全体の筋膜及び右前鋸筋下の壊死性筋膜炎が疑われ，緊急手術施
行し術後集中治療室管理となった。術後は広範囲の右固有背筋群の切除による高度な血管内脱水を認め，菌血症とそれに続発す
る播種性血管内凝固症候群を来たした。術後疼痛により興奮状態で Glasgow Come Scale（以下 GCS）は 10 点，デクスメデトミ
ジンとフェンタニルにて鎮静され Richmond Agitation Sedation Scale（以下 RASS）は 2 点，Functional independence measure

（以下 FIM）は 25 点，その後右後頸部から右仙骨部及び右中腋窩線部の広範囲の術創には陰圧閉鎖療法（以下 NPWT）と週 1
回のデブリードマンと NPWT の被覆材交換が行われ，処置の際にはケタミンの追加投与が実施されていた。血液検査上，Alb
2.0mg/dl で IVC 径 9～12mm（呼吸性変動あり）で広範囲の右固有背筋群の切除による血管内脱水が考えられた。術後 5 日目よ
り PT 開始となった。離床を血圧の変動に備え段階的に進めていき，術後 10 日目に GCS は 11 点，RASS は 1 点となり端坐位可
能，術後 11 日目に GCS は 11 点，RASS は 0 点となり起立可能，術後 18 日目に GCS は 13 点となり車椅子移乗可能，術後 24
日目に GCS は 14 点で室内歩行可能となった。術後 34 日目に GCS は 15 点となり Alb1.6mg/dl，IVC 径 10～14mm（呼吸性変動
あり）で血管内脱水は残存していたが離床を実施。その結果，FIM は 73 点に向上し棟内歩行可能となった。術後 36 日目に全身
麻酔下での右後頸部から右仙骨部の追加手術として分層植皮術が施行された。

【結果】

右固有背筋群の切除後の血管内脱水の改善はなかったものの術後 34 日目に GCS が 15 点，RASS が 0 点となり基本的動作レベ
ルは向上し，FIM が 73 点に改善し離床を順調に行うことで全身麻酔に耐えられる体力の回復を認めた。

【結論】

今回，高齢で糖尿病を背景とし齲歯から菌血症を発症した Lemierre 症候群患者の PT を経験した。早期より医師の指示の下，
血管脱水により PT 中の血圧の変動を十分に考慮しながら離床を進めることで ADL 介助量の軽減（FIM にて 48 点の改善）に繋
がり分層植皮術施行前には棟内歩行可能となり術前の FIM が 73 点と向上した。重篤な感染症患者に対する継続的な PT は病
態を理解し，早期に離床を進めることが重要であると考えられた。本症例の理学療法経験が今後の Lemierre 症候群患者の PT
の一助になれば良いと考える。
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P-RS-06-2

労作時のPCO2モニタリングでの検討

八木田裕治，加藤 悠介，馬上 修一，佐々木貴義，遠藤 正範，安齋 明子，須藤 美和，
坪井 永保，加藤 光恵

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院

key words 経皮的二酸化炭素分圧・二酸化炭素分圧・運動負荷試験

【はじめに，目的】

慢性呼吸器疾患患者の安静時や労作時の低酸素血症の評価のためにパルスオキシメータによる SpO2の連続測定が行われるが，
動脈血二酸化炭素分圧（以下 PaCO2）の評価はまだ一般的には行われておらず，報告も少ない。しかし，近年経皮的 PaCO2

（以下 PtcCO2）の測定機器が発達し歩行時などの労作時の PaCO2連続測定が可能になった。今回，呼吸器疾患を有する入院患者
に PtcCO2モニターによる連続測定を行い病態の把握における有用性を確認したので報告する。

【方法】

呼吸器疾患を有する患者について労作時の低酸素血症の有無と二酸化炭素分圧の変化を連続的に測定する。測定には経皮動脈
血酸素飽和度，経皮二酸化炭素分圧測定器である TCM TOSCA モニタ（ラジオメータ：IMI）を用いて SpO2と PtcCO2を連続
測定する。結果をグラフ化し経時変化を解析する。

【結果】

症例①では，歩行前の PtcCO248mmHg から歩行中は 3mmHg 低下し，終了後も 1mmHg の低下が見られたが，最低値 44mmHg
で有意な変化は見られなかった。経皮的酸素飽和度（以下 SpO2）は開始時 97％，最低値 95％ であった。歩行距離は 223m で修
正 Borg スケール 3 であった。症例②では，歩行前 PtcCO2 40mmHg であったが歩行中には最大 43mmHg まで上昇が見られた。
その後休憩時に 37mmHg まで低下が見られた。吸入 O2 6L/min オキシマイザーの条件でも歩行試験を行ったが，5L/min 分同
様に歩行時には 42mmHg まで上昇が見られるものの，休憩時に 37mmHg まで低下が見られた。症例③では Bedside でのリハビ
リ中に PtcCO2を測定した。数値の変化は見られなかった。また，酸素吸入流量を食事の際に 2L/min オキシマイザーから 3L/
min オキシマイザーに変更したが PtcCO2値に変化は見られなかった。

【結論】

先行研究によると PtcO2 の最高値は SpO2の最低値から 2 分間遅れて出現するとされていたが，症例①での測定では SpO2の低
下時にも PtcO2の上昇は見られなかった。症例②では SpO2の低下時に PtcO2の上昇が見られていた。今回症例①での 6MWT
程度の負荷では酸素消費量が増えるが，その分換気量も増えるため体内の CO2が排出され PtcCO2の上昇が抑えられたと考えら
れた。症例②では，歩行終了後息切れの訴えよりも下肢の疲労感の訴えが強かったため，筋力低下による運動制限が考えられる。
COPD による運動時の気流制限と残気量増加により一時的な PaCO2の上昇が見られたが，運動終了後は呼吸数増加により
PaCO2は前値よりも若干低い値をとった。症例③では Bedside での比較的負荷量の軽度なリハビリのため呼吸数や換気量に大
きな差が生じないため PaCO2に大きな変動がなかったと考えられる。一般に筋肉量により酸素消費量は変動するが，一方運動量
が増えることで換気量が増加する。低酸素血症と高二酸化炭素血症を来すいわゆる II 型呼吸不全患者では，換気量が増加するた
め労作時には PaCO2の上昇を気にせず十分な酸素吸入が必要と考えられる。
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P-RS-06-3

長期人工呼吸管理下の脊髄損傷患者において起居動作を中心とした運動療法が
効果を示した症例

小ノ澤真一1），塗谷 栄治2），染矢 滋3），井戸 一憲3）

1）医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院リハビリテーションセンター，
2）医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院麻酔科，
3）医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院リハビリテーション科

key words 長期人工呼吸器管理・脊髄損傷・運動療法

【はじめに，目的】

C6 頚髄損傷を受傷し，術後肺炎を合併した事により，4 カ月人工呼吸器管理となったが，理学療法介入により抜管となった症例
について報告する。

【方法】

80 歳代男性，C6/7 脱臼骨折および C6 頚髄損傷受傷し，A 病院へ入院。同日後方徐圧固定術施行。受傷後 54 病日後 B 病院へ転
院となる。A 病院での経過として 2 病日目肺炎発症。5 病日目に PT 開始。C6 以下 Frankel 分類 A，人工呼吸器 CPAP+PS，PEEP
8，FiO2：0.5 であった。7 病日目にせん妄と診断され，離床を促された。9 病日目に側臥位にて痰による気道閉塞あり，痰回収
できず一時的に CPA となるがすぐに蘇生される。33 病日目状態安定し，一般病棟へ転棟となる。その後痰の喀出不良で気道閉
塞が繰り返されるが，抜管に向けて SBT 行われていた。転院時は両側胸水著明，低アルブミン血症を呈していた。人工呼吸管
理 SIMV+PS，PEEP6 FiO2：0.3，TV400ml 深呼吸 600ml であった。身体機能は Frankel 分類 B，Zancoli 分類右 C6A，左 C
8A であり，感覚は Th7 まで認められた。56 病日目に端座位練習実施。BP 低下するが自覚症状なく介助にて端座位練習実施，
深呼吸など促す。62 病日目 RH 実施中に人工呼吸器外し O2：2L 投与にて端座位練習実施。夜間不眠にて日中覚醒不良となり内
服による調整開始。64 病日目に VE 施行し 68 病日目嚥下食開始となる。72 病日目発熱し，誤嚥性肺炎疑われたが尿路感染と診
断。食事は 74 病日目再開となる。88 病日目 VC780ml，FVC17％，FEV1.0：470ml，FEV1.0％：80％，筋力肩関節屈曲右 2.0
kg/左 1.8kg。夜間の不眠持続しており，日中 RH 室への出療打診。102 病日目出療開始となる。この時 VC770ml，FVC18％，FEV
1.0：500ml，FEV1.0%：79%，筋力肩屈曲右 2.1kg/左 1.8kg と著変なし。出療時は起居動作を中心とした全身運動を行なった。

【結果】

（出療前→出療後：138 病日目）

VC770ml→1080ml，FVC18％→29％，FEV1.0：500ml→770ml，FEV1.0%：80％→98％，肩関節屈曲筋力右 2.0kg→4.5kg，左 1.8
kg→5.4kg X�p・CT において胸水減少も認められ肺病変も改善。また夜間不眠減少し，日中の覚醒状態は改善傾向であった。
ADL は全介助であったが，寝返り動作は自立，端座位介助で 10 秒保持→見守りにて 30 秒保持可能，移乗動作全介助→中等度
介助へ改善した。139 病日目に夜間人工呼吸器も off となり，抜管となる。153 病日目退院に向けて転棟となった。しかし自己喀
痰の頻度は少なく吸引回数・痰量はほぼ一定して変化はなかった。

【結論】

長期人工呼吸器患者の抜管については一定の見解が得られていないが，離床が 1 つの手段と考えられている。本症例も離床は
行っていたが，ベッド周囲を中心とした離床運動では呼吸・身体機能改善までは至らなかった。しかし出療し全身運動を中心と
した運動療法介入にて呼吸・身体機能の改善が認められた。理学療法における運動療法によって改善し，抜管に至った症例であ
ると考えられた。今後喀痰能力改善に向けアプローチが望まれる。
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P-RS-06-4

脳卒中患者における気管切開後の臨床経過
気管切開チューブ抜去・閉塞に要する日数に着目して

宇渡竜太郎

西宮協立リハビリテーション病院

key words 脳卒中・意識レベル・自己咳嗽

【はじめに】急性期における脳卒中患者においては，意識レベル低下，嚥下・咳嗽反射低下にて誤嚥性肺炎や上気道閉塞のリス
クを認められる事がある。酸素化能改善，気道確保のため気管挿管，人工呼吸器管理が行われる。また，長期的な管理を要する，
もしくは予測される場合は気管切開が行われる。諸家の報告においては，急性期での抜管，人工呼吸器離脱の報告は多く認めら
れるが，気管切開後の気管切開チューブ抜去・閉塞における臨床経過の報告は少ない。今回，当院に入院した気管切開後の脳卒
中患者において，閉塞練習開始時より気管切開チューブ抜去・閉塞までの臨床経過を比較した。気管切開チューブ抜去・閉塞に
要する日数について関与する要素が認められたのでここに報告する。

【方法】2016 年 4 月より 9 月に当院に入院した 3 名の気管切開後の脳卒中患者を対象とした。症例 A は 40 代前半，男性，診断
名は脳幹梗塞。症例 B は 40 代後半，男性，診断名は小脳梗塞。症例 C は 70 代前半，女性，診断名はクモ膜下出血。気管切開
に至った背景は，症例 A・B が発症直後からの意識レベル低下，症例 C は神経原性肺水腫による低酸素血症によるものであっ
た。3 症例ともに当院入院時は，酸素療法は必要なく室内気での管理，単管式の気管切開チューブ管理であった。閉塞練習開始
時と気管切開チューブ抜去・閉塞時の JCS，SIAS�Motor（SIAS�M），SpO2，呼吸回数（RR），吸引回数，自己咳嗽を 3 症例に
て比較検討した。

【結果】閉塞練習開始時，症例 A は JCS1 桁，SIAS�M（1�1a，2�1�0），SpO298%，RR14 回/分，吸引回数 6 回/日，自己咳嗽も
可能であった。症例 B・C は JCS2 桁，SIAS�M は症例 B（2�2，2�2�2），症例 C（1�1c，1�1�0）。SpO298%，RR16 回/分，吸引
回数は症例 B は 11 回/日，症例 C は 3 回/日，自己咳嗽は困難であった。気管切開チューブ抜去・閉塞時に変化が認められたの
は，吸引回数にて症例 A は 2 回/日，症例 B は 3 回/日，症例 C は 2 回/日と軽減し症例 A・B では自己咳嗽能力の改善が認めら
れた。閉塞練習を開始して気管切開チューブ抜去・閉塞までの日数は，症例 A が 7 日，症例 B は 21 日，症例 C は 23 日であり，
閉塞練習開始時に JCS2 桁，自己咳嗽が困難であった症例 B・C は 3 週間以上の日数を要した。

【結論】今回，比較検討した 3 症例において，閉塞練習開始より気管切開チューブ抜去・閉塞までに要する日数においては閉塞
練習開始時の意識レベル，自己咳嗽能力が関与していることが考えられた。脳卒中患者においては，脳の損傷部位や大きさに
よって症状は異なってくるが，意識レベル低下，自己咳嗽能力低下した症例でも気管切開チューブ抜去・閉塞は決して不可能で
はないことが示唆された。今後は症例数を増やし気管切開チューブ抜去・閉塞に必要な臨床指標を検討していければと考える。
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P-RS-07-1

慢性期中枢神経疾患における呼吸筋力と姿勢および運動機能の関連
脳卒中片麻痺・パーキンソン病での検討

石井 雄大1），出口 幸一1），喜多 知沙1），内田 実来1），藤谷 亮2），田中 直樹1）

1）梁山会診療所 ICリハビリテーション，2）滋賀医療技術専門学校理学療法学科

key words 呼吸筋力・脳卒中片麻痺・パーキンソン病

【はじめに，目的】

慢性期の脳卒中（以下 CVA）およびパーキンソン病（以下 PD）患者に多く見られる特徴として，脊柱の後彎化があげられる
（馬場。2013：Tiple D, et al., 2009）。この異常姿勢は体幹機能の低下だけでなく，歩行能力や呼吸機能を低下させ，活動性の低下
をもたらす。これまで姿勢と呼吸機能との関連について高齢者に関する報告は散見されるが CVA・PD 患者における報告は少
ない。中でも呼吸筋力との関連を示す報告はない。呼吸筋力は，肺活量，咳嗽力の低下を引き起こし，感染症の増加や重篤な肺
障害をもたらす。そのため慢性期中枢神経患者の姿勢と呼吸筋力との関連を明確にすることは，慢性期中枢神経疾患における呼
吸理学療法の早期介入の必要性を考える上でも重要となる。そこで本研究は歩行が可能な中枢神経疾患（CVA，PD）患者の姿
勢・運動機能と呼吸筋力を含めた呼吸機能との関連性について明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当院デイケアに通所する歩行能力が自立～監視レベルの CVA 群 10 名（下肢 Brs：III～VI，男女比 6：4，平均年齢 68.9
±7.7 歳），PD 群 10 名（H�Y：III～IV，男女比 6：4，平均年齢 74.2±7.2 歳）とした。呼吸機能はオートスパイロ（AS�507.
ミナト医科学株式会社製）を用いて，肺活量（％VC），一秒率（FEV1.0％），最大呼気流量（PCF），呼吸筋力（PEmax，PImax）
を計測した。運動機能は 10m 歩行，FRT を用いた。呼吸および運動機能検査は 3 回実施し最大値を採用した。次に姿勢計測は
椅子座位にて矢状面像をデジタルカメラにて撮影し，画像解析ソフト（Image J Version 1.48，NIH）を使用して，貼付したマー
カーから先行研究を参考に体幹角（C7�Th12�大転子），頸胸椎角（耳垂�C7�Th12）を算出した。統計処理は各群において身長，
体重，並びに年齢や重症度，そして姿勢・運動項目と各呼吸機能（PImax，PEmax，％VC，PCF）に対して Pearson の相関分
析を行いた。有意水準はいずれも 5％ 未満とした。

【結果】

CVA 群において PImax は 10m 歩行，PEmax は頸胸椎角といずれも負の相関（p＜0.05）を示した。PD 群では，呼吸筋力は姿
勢や運動機能との関連がみられなかった（p＞0.05）。PCF は CVA 群では重症度（下肢 Brs），10m 歩行と負の相関（p＜0.05），
FRT と正の相関（p＜0.05）を示した。PCF は PD 群では年齢，頸胸椎角と負の相関（p＜0.05），FRT と正の相関（p＜0.05）を
示した。PD 患者において頸胸椎角は他にも体重，重症度，体幹角と正の相関（p＜0.05），FRT とは負の相関（p＜0.05）を示し
た。

【結論】

本研究は歩行が自立～監視レベルの慢性期 CVA，PD 患者の呼吸筋力と姿勢・運動機能の関連を検討した。その結果，CVA
患者において呼吸筋力は姿勢・運動機能と関連がみられた。一方，PD 患者において PCF が姿勢と関連した。これらの結果は，
歩行自立度の高い慢性期 CVA および PD 患者の呼吸障害と呼吸理学療法プログラムを考える上で重要な知見を与えるもので
ある。
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脳死肺移植術後維持期における運動耐容能と身体組成の変化
術後 5年までの縦断的調査

鈴木栄三郎1），新國 悦弘1），茄子川由香梨1），辻村 淳1），竹内 雅史1），柿花 隆昭1），
亀卦川 誠1），秋月 三奈1），佐藤 房郎1），秋場 美紀2），松田 安史3），岡田 克典3）

1）東北大学病院リハビリテーション部，2）東北大学病院臓器移植医療部，3）東北大学病院呼吸器外科

key words 肺移植・運動耐容能・身体組成

【はじめに，目的】

当院は 1998 年の国内初の脳死肺移植術の成功にはじまり，以来同移植術施行数において国内最多の実績をもつ。本邦における
肺移植術後のリハビリテーションに関する研究は，周術期回復過程の報告および単一症例報告が散見されるのみである。近年，
呼吸器疾患における運動と栄養管理の重要性は周知の事実であるが，肺移植患者においても術後早期の骨格筋筋力増強と適切
な栄養管理による身体組成の改善の重要性が指摘されている。一方，肺移植術後維持期における運動耐容能と身体組成の実態は
不明である。本研究の目的は，術後定期検査の追跡調査により，脳死肺移植術後 5 年間の維持期における運動耐容能と身体組成
の縦断的な変化を明らかにすることである。

【方法】

対象は当院にて脳死肺移植術を施行し，術後の定期評価において該当するデータが縦断的に得られた症例とした。方法はカルテ
より後方視的にデータを収集した。調査項目は，退院時から術後 5 年までの 1 年毎の定期検査入院時に計測された 6 分間歩行距
離（6MD），BMI，理想体重比（%IBW），除脂肪率，脂肪率，筋肉率とした。身体組成は生体電気インピーダンス方式体組成計

（Physion MD，Physion 社製）にて計測されたデータを用いた。各調査項目を退院時，術後 1，2，3，4，5 年の各期間で比較し
た。統計は各調査項目に対し，期間を要因とする反復測定分散分析を行った後，多重比較検定には Fisher の最小有意差法を用
いた。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

条件を満たした対象は全 8 症例［平均 41.8±13.0 歳，全例女性，両肺移植 4 例（特発性肺動脈性肺高血圧症 3 例，気管支拡張症
1 例），片肺移植 4 例（リンパ脈管筋腫症 4 例）］であった。反復測定分散分析の結果，筋肉率を除く，全ての項目で統計学的に
有意な期間の主効果を認めた。多重比較検定の結果，6MD は術後 1 年で有意に延長し，さらに術後 4 年にも有意に延長した。
BMI，%IBW は術後 2 年で有意に増加した。除脂肪率は術後 2 年から 4 年の間で有意に低下した。一方，体脂肪率は術後 2 年か
ら 4 年の間で有意に増加した。

【結論】

運動耐容能は退院時に比べ術後 1 年から 4 年にかけて改善を示した。体重，脂肪率は 2 年から 4 年にかけて改善を示した一方
で，除脂肪率は術後 2 年から 4 年まで体重増加に伴う相対的な低下を示した。筋肉率は不変であった。これらの結果より，脳死
肺移植術後の運動耐容能，体重，体脂肪率の増加には数年にわたる時間を要すること，さらに，体重，脂肪等の身体組成と運動
耐容能との関係の重要性が示唆された。今後，さらにデータを蓄積し，肺移植術後の包括的なリハビリテーションの構築に役立
てたい。
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呼吸理学療法を実施したCOPDの諸項目の変化
GOLD分類 2011 のカテゴリー別にみた検討

白仁田秀一1,2），平川史央里1,2），小柳 泰亮1,2），林 真一郎2,3），渡辺 尚1,2）
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key words 慢性閉塞性肺疾患・理学療法・身体活動量

【はじめに，目的】

3 ヶ月間の外来理学療法を施行した COPD に対して，GOLD 分類 2011 カテゴリー別に諸項目の変化を検討する。

【方法】

対象は COPD121 例，カテゴリー A は 24 例（年齢：70.0±7.4 歳，BMI：23.1±3.3，日本語版 Montreal Cognitive Assessment
が 26 点未満の軽度認知症（MCI）率：39%（7/18）），B は 41 例（年齢：77.5±8.3 歳，BMI：22.6±4.0，MCI 率：68%（17/25）），
C は 17 例（年齢：67.4±11.6 歳，BMI：22.3±3.4，MCI 率：21%（3/14）），D は 39 例（年齢：75.2±8.5 歳，BMI：21.7±4.5，
MCI 率：79%（22/28））で，運動療法とコンディショニング，また可能な限りセルフマネージメント日誌と万歩計の管理を行っ
た。除外対象は歩行に障害をきたす疾患を有するもの，指示理解力が乏しいものとした。MCI は全対象ではなく，無作為にて測
定した。

測定項目は，症状は modified Medical Research Council（mMRC），生活行動は Life Space Assessment（LSA），身体活動量
（活動量）は国際標準化身体活動質問票（IPAQ），身体機能は膝伸展筋力/体重比（%膝伸展筋力）と 6 分間歩行距離（6MD），
QOL は St. George’s Respiratory Questionnaire（SGRQ），精神は Hospital Anxiety and Depression scale（HADS）8 点以上のう
つ疑い率で検査した。

【結果】

A は LSA：90.9±13.3→100.9±17.2（p＜0.01），IPAQ：905.6±853.6→1386.4±1196.1（p＜0.01），mMRC：1.0±0.2→0.7±0.5（p
＜0.05），%膝伸展筋力：60.6±12.9→65.8±14.1（p＜0.01），6MD：455.8±73.8→501.7±94.1（p＜0.01），SGRQ：21.8±12.3→17.2
±11.5（p＜0.01），HADS うつ疑い率：33%→13%（p＜0.05）。

B は LSA：70.4±24.4→76.9±21.7（p＜0.01），IPAQ：320.8±423.4→462.7±524.8（p＜0.01），mMRC：2.4±0.7→1.8±0.9（p＜
0.01），%膝伸展筋力：47.5±11.8→51.6±14.6（p＜0.05），6MD：309.0±114.1→340.2±127.9（p＜0.01），SGRQ：48.1±16.2→40.4
±16.2（p＜0.01），HADS うつ疑い率：41%→24%（p＜0.05）。

C は LSA：95.2±15.4→101.6±15.4（p＜0.01），IPAQ：1805.1±1710.4→2181.8±1879.4（p＜0.05），mMRC：1.0±0.4→0.9±0.6
（p=ns），%膝伸展筋力：57.1±15.4→63.4±15.3（p＜0.01），6MD：402.9±63.9→457.6±57.5（p＜0.01），SGRQ：34.3±17.3→30.4
±17.9（p＜0.01），HADS うつ疑い率：29%→18%（p=ns）。

D は LSA：62.5±28.7→67.6±26.0（p=ns），IPAQ：274.8±322.0→331.7±334.8（p=ns），mMRC：3.0±0.8→2.5±1.0（p＜0.01），%
膝伸展筋力：50.5±14.8→56.0±16.5（p＜0.01），6MD：266.4±119.1→297.4±129.9（p＜0.01），SGRQ：57.1±15.8→53.8±16.8

（p＜0.05），HADS うつ疑い率：44%→41%（p=ns）。

【結論】

症状，身体機能，QOL は全カテゴリーに改善が認められたが，活動量，生活行動，うつは D のみ変化はなかった。D は初期よ
り生活行動が狭く，MCI も多かった。また，生活行動やうつの改善が少なく，これらの問題は D の活動量の向上を困難とさせ
ていたと推測される。活動量向上に向け，ABC からの理学療法が望まれるが，D の活動量を補うために，身体機能などに効果
があった D の理学療法の継続が重要であると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）【ポスター（呼吸）P07】

P-RS-07-4

慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸リハビリテーションにおける身体活動量の向上効
果に影響する因子

都留 貴志，中嶋 仁，上村 亮介，亀甲健太朗

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科

key words COPD・呼吸リハビリテーション・身体活動量

【はじめに，目的】

近年，慢性閉塞性肺疾患（以下，COPD）患者の不活動は，生命予後を下げることなどから，身体活動量（以下，PA）が重要視
されている。呼吸リハビリテーション（以下，呼吸リハ）が PA を向上させることは，既に数多くの報告がされており，その向
上効果については論を俟たない。しかしながら，PA の向上効果に影響を及ぼす因子についての報告は，我々が渉猟した限りな
い。本研究の目的は，COPD 患者に対して行われた呼吸リハの効果のうち PA の向上効果に影響を及ぼす因子の検討をすること
である。

【方法】

本研究は，安定期 COPD 患者 15 名を対象とした後方視的研究である。研究セッティングは，2010 年 1 月～2016 年 5 月までに約
3 か月間（1 回/週，計 12 回）の呼吸リハプログラムを完遂したものとした。調査項目は，基本属性として年齢，性別，BMI，
MRC，喫煙歴，肺機能は%VC，FEV1.0%，%FEV1.0，ATI，MVV を調査した。さらに，身体所見として，6 分間歩行距離（以下，
6MWD），SGRQ 総点，膝伸展筋力，PA とした。喫煙歴は，Pack�years を用いて評価した。膝伸展筋力は，Hand�Held Dyna-
mometer（アニマ社，μTasMT�1）にて測定した値から体重支持指数（以下，WBI）を算出した。PA は，3 軸加速度計（スズ
ケン社製，ライフコーダー）を用い，1 日の平均歩数を算出した。なお，身体所見は呼吸リハ開始前と終了時に測定し，その差
を変化量として代表値とした。検討項目は，呼吸リハ前後の PA の変化量に影響を与える因子とした。統計学的処理は，呼吸リ
ハ前後の PA の変化量を従属変数，各調査項目を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。ソフトウェアは Stat-
ViewJ 5.0（SAS）を使用し，統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

対象の詳細は，平均年齢 72.9±5.5 歳（男性 12 名，女性 3 名，BMI21.1±4.1kg/m2）であった。MRC は grade0 が 1 名，grade
1 が 4 名，grade2 が 9 名，grade3 が 1 名であった。喫煙歴（pack�years）は 66.5±39.2 であった。肺機能は，%VC85.4±20.2，
FEV1.0% 64.1±15.8，%FEV1.0 68.4±19.9，ATI 2.88±3.65，MVV 53.5±16.8 であった。各身体所見の平均変化量は，6MWD 43.0
±54.7m，SGRQ 総点�7.3±9.8，WBI 9.8±11.2%，PA 1494.7±1761.3 歩/日とすべての項目で改善を認めた。重回帰分析の結果，
PA の向上効果に影響を与える因子として%VC のみが抽出された（β=0.56，P=0.02，R2=0.26）。

【結論】

先行研究による諸家らの報告では，運動制限の主因は換気障害とされている。本研究の対象疾患は COPD であり，閉塞性の換気
障害であることから気流閉塞の程度が影響すると思われた。しかしながら，本研究結果では換気予備能を示す%VC のみが抽出
された。これは，PA が連続した運動ではないことから連続して動ける運動耐用能というより，休みながらでも動ける状態を反
映したためと考える。臨床場面では，この点を注意した評価や治療戦略が必要であると考える。
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長期酸素療法導入後の低酸素血症と酸素流量の再評価の必要性
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key words LTOT・酸素化評価・長期

【はじめに】

長期酸素療法（LTOT）の酸素流量の設定には労作時と睡眠時の酸素化評価が重要である。LTOT 導入後の労作時および睡眠時
の酸素流量の評価は，定期的に実施されていないのが現状である。労作時の低酸素血症の評価は 6 分間歩行試験での SpO2 値の
評価が必要であり，診療報酬で点数化されているが，理学療法士（PT）は現在算定要因から除外されている。

LTOT 新規導入例を長期的に follow した報告は少なく，どのような経過を辿っているか不明である。

【目的】

LTOT 新規導入後，3 ヶ月，6 ヶ月時点での労作時および睡眠時の低酸素血症の有無を評価し，退院後にも酸素量の再評価が必
要かを検討すること。

【方法】

対象は平成 27 年 5 月から平成 28 年 3 月の間に当院呼吸器内科にて新規 LTOT 導入され，6 分間歩行試験，24 時間パルスオキ
シメトリーを定期的に実施した連続 22 例である。

方法は LTOT 導入後半年間の急性増悪の発生有無と 6 分間歩行試験，24 時間パルスオキシメトリー（退院時，退院後 3 ヶ月，
退院後 6 ヶ月）の結果を調査した。急性増悪発症した症例はその時点で脱落とした。

【結果】

対象者は年齢 74.9±6.45 歳，性別は男性 21 例，女性 2 例。身長 161.2±5.9cm，BMI19.07±3.7kg/m2。基礎疾患は IP15 例，COPD
3 例，過敏性肺炎 1 例，ANCA 関連血管炎 1 例，肺切除後 2 例であった。全 22 例中 15 例（67%）が脱落となった。脱落理由は
急性増悪 12 例（54%），検査への拒否 3 例（13%）であった。基礎疾患の急性増悪を認めたのは 3 ヶ月評価で 9 例，6 ヶ月評価
で 3 例であり，全例 IP であった。IP15 例中 12 例が急性増悪を来たしており，その他の疾患は急性増悪を認めなかった。

3 ヶ月評価で 6 分間歩行試験および 24 時間パルスオキシメトリーを計測できた 10 例中，6 例で酸素化悪化を認めた。そのうち
5 例に労作時の，1 例に睡眠時の酸素化悪化を認めた。2 例は労作時，睡眠時ともに酸素化悪化を認めた。1 例は労作時と睡眠時
ともに低酸素血症を認めず，LTOT が終了となった。

6 ヶ月評価では，6 分間歩行試験および 24 時間パルスオキシメトリーを計測できた 7 例中，6 例に酸素化悪化を認めた。3 例に
労作時の，残りの 3 例に睡眠時の酸素化悪化を認めた。

【結論】

LTOT 導入症例の 54％ が急性増悪による脱落を認めた。3 ヶ月と 6 ヶ月評価で低酸素血症の悪化を認める症例が存在し，退院
後 3 ヶ月より短い期間での評価が必要であると考えられた。長期 follow できた症例でも，酸素量の変更をせまられる症例が多い
一方で，酸素化改善が認められ，LTOT 終了となった症例もいた。そのため，LTOT 導入後でも，PT が 6 分間歩行試験による
労作時の低酸素血症の評価を行い，酸素流量の再検討を行う必要が有ると考えられる。
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P-RS-08-1

非特異性間質性肺炎患者一症例における 4週間の下肢骨格筋機能の変化

吉川 琢磨，原田 雄太，上村 洋充，後藤 一平

大阪鉄道病院リハビリテーション科

key words 超音波診断装置・筋輝度・高用量ステロイド

【はじめに，目的】

今回，高用量ステロイド（PSL）投与中の非特異性間質性肺炎（NSIP）患者を担当した。4 週間にわたり運動療法を実施し，運
動機能に加え下肢骨格筋機能の質的・量的変化について若干の知見を得たので報告する。

【方法】

80 代男性。診断名 Fibrotic NSIP。入院前 ADL は独歩にて全自立。理学療法開始時と 4 週後に移動能力，肺機能検査，安静時
SpO2，等尺性膝伸展筋力体重比（筋力），6 分間歩行試験（6MWT），PSL 投与量を評価した。筋力は Hand�held Dynamometer

（アニマ社製 μ�Tas）を用い，ベルト固定法にて計測し体重比を算出した。6MWT は歩行距離と終了時 SpO2，呼吸数，呼吸困
難感（修正ボルグスケール）を評価した。また，骨格筋の質的・量的変化は超音波診断装置（GE 社製，LOGIQ Book XP）に
て筋輝度，筋厚，羽状角を計測した。短軸像で上前腸骨棘～膝蓋骨上縁を結ぶ中点にて大腿直筋（RF）と中間広筋（VI）を抽
出し，その筋輝度を Image J の 8bit gray�scale にて数値化した。その際，同二筋内に関心領域を各 10 ヶ所ずつランダムに設定
し，計 20 ヶ所の輝度の平均値を算出した。さらに，Wilcoxon 検定で差を評価し，有意水準は 5％未満とした。筋厚は RF と VI
の合算値とし，同短軸像にて大腿骨の頂点から皮下脂肪と RF の境界線へ引いた垂線の距離で算出した。さらに，同部位の長軸
像で RF の羽状角を測定した。理学療法はリカンベントエルゴメータによるインターバル方式での運動療法を中心に実施し，
PSL の漸減に合わせて適宜独歩・階段昇降練習等を追加した。

【結果】

移動能力は酸素架台を使用し，院内歩行自立で開始時より変化なし。以下全て開始時・4 週後評価の順で記載する。肺機能検査
は%VC が 47.6%から 50.1%，%DLco は 25.1%から 39.8%。安静時 SpO2は O23L/min 鼻カニューラにて 95%から室内気にて 96%。筋力
は 29%から 31%。6MWT は O24L/min リザーバ付きカニューラにて 120m から O23L/min 鼻カニューラにて 160m。終了時 SpO2

は 85%から 96%，呼吸数は 38 回から 28 回，呼吸困難感は修正ボルグスケールにて 5 から 2。PSL は 50 mg/day から 25mg/day。
筋輝度は 62.2pixel から 67.7 pixel へ変化あるも統計学的有意差はなし。筋厚は 2.24cm から 2.39cm。羽状角は 9.8̊ から 10.1̊ で
あった。

【結論】

筋輝度は若干上昇するも有意差がなかった結果より，本介入にて筋内の脂肪化・結合組織化を防ぐことができたと考える。さら
に，羽状角変化が少なかった結果より，生理学的筋断面積は維持され，筋力低下もなく下肢骨格筋機能は充分保たれたと考える。
また，一般に筋量の減少に先行するといわれる筋の質的な変化をより鋭敏かつ定量的に評価したことで，早期からの筋力トレー
ニングの有効性を示唆できた。
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P-RS-08-2

気管支喘息重積発作後，急性弛緩性四肢麻痺を伴ったホプキンス症候群の 6歳
児のリハビリテーション

佐々木順一

松江赤十字病院リハビリテーション科

key words エンテロウィルスD68型・リハビリテーション・急性弛緩性四肢麻痺

【はじめに，目的】気管支喘息重積発作後，急性弛緩性四肢麻痺を伴ったホプキンス症候群の 6 歳児のリハビリテーションを経
験したので報告する。【方法】6 歳女児。喘息加療中であったが，喘息重積発作を発症し重症呼吸不全で当院救急センター搬送さ
れ挿管・人工呼吸器管理となった。集中治療が行われ第 3 病日人工呼吸器離脱。その際には歩行自立で一般病棟へ転棟となっ
た。第 6 病日突然，四肢麻痺が出現。頭部 MRI で明らかな異常を認めず，第 9 病日にリハビリ依頼があり開始となった。（評価
と経過）JCS1。自己喀痰は困難。膝関節伸展最終域で筋伸張痛あり。感覚障害なし。定頸不可。四肢は MMT0～2 レベルで，下
肢は股関節屈曲がわずかに可能。腱反射は筋緊張低く，詳細検査未実施。病的反射陰性，膀胱直腸障害なし。ADL は全介助。
リハビリ開始時，無気肺の合併があり肺炎予防目的に寝返り練習，体位排痰を促した。近位筋，近位関節へと徒手抵抗，固定・
介助を促し感覚情報を入れることに意識して訓練を実施した。第 18 病日排尿障害出現。脊髄 MRI にて C3�5，Th11�L1 レベル
の前角周囲に高信号病変が認められた。MCV では導出不良であった。その後，咽頭拭い液より EV�D68 が陽性でありホプキン
ス症候群と判明した。ステロイドパルス療法などが実施されながらリハビリを継続。その後徐々に端座位保持可能となった。頭
部，体幹のスタビリティーが向上してからは起き上がり練習，車椅子自走練習，起立台での立位保持練習を実施した。起き上が
り最大介助だが両側の寝返りが自立し，端座位から足元の物がとれるようになり第 179 病日に自宅退院。退院時には右上肢は弛
緩性完全麻痺。下肢は両側とも 2 レベル。両膝関節は�20 度の伸展制限あり。PCF は改善したが拘束性換気障害を認めた。【結
論】ホプキンス症候群は喘息発作後 2 週間以内に 1～2 肢の弛緩性麻痺を急性発症する非常にまれな疾患である。エンテロウィ
ルス D68 型（EV�D68）の関与が最近注目され，2015 年 8 月以降 EV�D68 による呼吸器感染症流行とともにホプキンス症候群
の報告例が本邦でも急増した。10 歳未満の男児に多く，喘息発作後に急性弛緩性麻痺が出現，頸髄や腰髄を中心に炎症病変が出
現する。脊髄前角細胞を中心に障害され，筋萎縮が高度となり麻痺の回復傾向に乏しいといわれている。本症例におけるリハビ
リの問題点は，臨床経過の中で病態が急速に変化したことである。喘息重積発作が重度であるほど注意がそちらにむけられ，急
性弛緩性四肢麻痺の診断を遅らせる可能性がある。初期評価時からしっかりと運動機能，感覚，反射など神経学的所見を詳細に
とることが重要だと考えられ，主治医，リハ医と頻回のディスカッションが必要であると考えられた。
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P-RS-08-3

寒冷過疎地域在住を念頭に在宅運動療法処方を工夫した II 型慢性呼吸不全を伴
うポストポリオ症候群の 1例

石原 敦司1），多賀 収2），唐澤紗季子3），竹谷 晋二1），大見 朋哲1）

1）社会医療法人財団慈泉会相澤病院呼吸器リハセンター，
2）社会医療法人財団慈泉会相澤病院呼吸器内科，
3）社会医療法人財団慈泉会相澤病院心大血管リハセンター

key words ポストポリオ症候群・II型慢性呼吸不全・在宅運動療法

【はじめに】当院が属する長野県松本医療圏は広大な寒冷過疎地域を抱えているが，寒冷過疎地域在住者では降雪や近隣に専門
病院がないなどの事情から頻繁な外来リハ通院は困難である。ポストポリオ症候群（PPS）患者において II 型慢性呼吸不全の進
行性悪化を伴う症例が認められるが，その原因として廃用・過用との関連が示唆されていることから，在宅運動療法処方の際の
運動負荷量を適切に調整する必要がある。

【目的】寒冷過疎地域在住を念頭に在宅運動療法処方を工夫した II 型慢性呼吸不全を伴うポストポリオ症候群の 1 例を報告す
る。

【結果】症例はポリオ後遺症にて胸郭変形を有する 67 歳女性。当院までは車で 1 時間，降雪量の多い環境に夫と二人で暮らして
いる。4 歳でポリオと診断。62 歳時に HOT が導入され 67 歳時に労作時呼吸困難感増大にて受診し，CO2貯留に対して夜間
NPPV 療法が導入された際に PPS と診断された。今回，運動処方目的に 3 週間の入院加療を実施した。入院時の BMI 15.0 kg/
m2，Alb 3.4 g/dL，LDH 340 U/L，CK 60 IU/L，ミオグロビン 28.4 ng/mL，PaCO2 48.6 Torr（経鼻カヌラ 0.75 L/分），VC 0.75
L（31.3％），The Modified British Medical Research Council（mMRC）dyspnea Grade 3，The Nagasaki University Respiratory
ADL questionnaire（NRADL）total 54 点，St. George’s Respiratory Questionnaire（SGRQ）total 65.5 点，経鼻カヌラ 1.5 L/
分投与下の 6 分間歩行距離（6MWD）334 m（最低 SpO2 95％，最大修正ボルグスケール 7）であった。運動処方として呼吸訓練
等に加え，運動時呼吸困難を軽減しつつ自宅内で簡便かつ低リスクで行える運動として NPPV 装着下椅子立ち上がり運動を処
方した。修正ボルグスケール 4～5 程度で，翌日の疼痛増悪や疲労蓄積，血清 CK とミオグロビン値上昇を認めないことを条件
に，運動強度と頻度を 1 セット 7 回，1 日 5 セット（隔日実施）と決定した。退院後，毎月の外来通院の際に随時処方内容を微
調整した。退院後 3 ヶ月の BMI 15.6 kg/m2，Alb 4.1 g/dL，LDH 409 U/L，CK 119 IU/L，ミオグロビン 52.3 ng/mL，PaCO2

41.8 Torr（経鼻カヌラ 0.75 L/分），VC 0.86 L（40.0％），mMRC dyspnea Grade 3，NRADL total 51 点，SGRQ total 48.3 点，経
鼻カヌラ 1.5 L/分投与下の 6MWD 387 m（最低 SpO2 90％，最大修正ボルグスケール 7）と維持されていた。

【結論】過用に注意し運動負荷量を調整した過去の報告を参考に，本症例では低負荷から運動を開始し，CK 値やミオグロビン値
の悪化がないことを確認しながら運動負荷量を調整した。PPS 患者ではテーラーメイドの治療が必要とされているが，本症例は
頻繁な外来リハ通院が困難な寒冷過疎地域在住の HOT および夜間 NPPV 療法患者であったため，さらに詳細な検討と様々な
工夫を要した。
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間質性肺炎を呈した高齢患者に対する呼吸追従式同調器の有用性
～単一症例による連続酸素吸入・流量固定式同調器との比較～

服部 玄徳，上田 哲也，辻田 聡司，西川 真世，石原 英樹

八尾徳洲会総合病院

key words 在宅酸素療法・呼吸同調器・間質性肺炎

【はじめに，目的】

呼吸同調器は携帯型酸素ボンベ使用時の酸素供給時間を延長する目的で，在宅酸素療法患者に対して，広く一般的に使用されて
いる。近年，本邦では在宅酸素療法患者の高齢化が指摘されており，高齢者は認知機能低下や視力障害などによる機器の誤操作
が多いとの報告がある。

呼吸追従式同調器（以下，追従同調器）は患者の呼吸数に追従して吸気時の酸素流量を自動調整する新しい酸素供給装置であり，
高齢患者に対する機器の誤操作を減少させ，身体的負担を軽減させる効果が期待できる。しかし，その臨床的有用性を検討した
報告は非常に少ない。本研究の目的は，間質性肺炎を呈した高齢患者に対する追従同調器の有用性について単一症例で検討する
こととした。

【方法】

対象は間質性肺炎の診断で入院した 70 歳代の男性である。胸部画像では両肺底部優位の粒状・網状陰影，すりガラス陰影，牽
引性気管支拡張像を認めた。既往歴の糖尿病と高血圧症は服薬で経過良好であった。12 病日目から理学療法を開始したが，22
病日目に間質性肺炎の増悪を認め，一時理学療法中止となった。ステロイドパルス療法で症状は改善，32 病日目に理学療法を再
開し，53 病日目より呼吸同調器を使用した労作時試験を行った。

開始時（53 病日目）の所見は，連続酸素吸入（以下，連続：2L/分）下で安静時 SpO2：96%，HR：96bpm であった。労作時は
連続（3L/分）へ増量し，MRC 息切れスケールは Grade 4 であった。聴診では両側下肺野に fine crackles を聴取した。認知機能
は低下なく，Barthel Index は 90 点で病棟内 ADL は概ね自立レベルであった。

次に，本症例に対して，連続（3L/分），流量固定式同調器（以下，固定同調器：3L/分）使用，追従同調器（2L�4L/分）使用の
3 条件下で 6 分間歩行試験（6 Minutes walking test：6MWT）を実施した。なお，6MWT は疲労の影響を考慮し 1～2 日毎に実
施した。また，固定同調器にはダイキン工業社のライトテック DS22，追従同調器には日本ルフト社の Smart Dose を使用した。
主要評価項目は 6MWT における歩行距離，修正 Borg Scale，平均 SpO2 値，最大 HR，SpO2 回復時間とした。副次的評価項目
として，各条件下での酸素供給装置の利便性を Numerical Rating Scale（NRS）を用いて評価し，内省報告を聴取した。

【結果】

各条件下のデータを連続→固定同調器→追従同調器の順で記載する。

歩行距離（m）：165→195→200，修正 Borg Scale：4→4→4，平均 SpO2（%）：86.0±8.0→87.8±3.6→89.0±6.1，最大 HR（bpm）：
142→146→146，SpO2 回復時間（分）：3→3.5→2.5 であった。利便性 NRS は 5→4→8 であった。内省報告では，「追従同調器は
自動で流量が上がるため，操作が簡単で使い易い」と報告があった。

【結論】

追従同調器は固定同調器と比較して，6MWT の結果に大きな差がなく，操作性の観点から有用であると考えられる。また，操
作が簡便になることで，患者の QOL を高めることができる可能性が示唆された。
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市中肺炎患者の呼吸機能は再入院の予測因子となりうるか？

酒井 康成1,2），大平 雅美3），横川 吉晴3），山鹿 隆義1,2），吉村 康夫1）

1）信州大学医学部付属病院リハビリテーション部，2）信州大学大学院医学系研究科，
3）信州大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 市中肺炎・呼吸機能・予測因子

【はじめに，目的】

肺炎は日本人の死因順位別死亡数の第 3 位であり，高齢化にともない今後さらに増加すると考えられる。肺炎の中でも市中肺炎
（CAP）が注目され，CAP 患者の再入院率や死亡率はここ数十年間変化がなく，CAP 患者の再入院を予防することが重要と考
えられている。これまで CAP 患者における再入院の影響因子は年齢，性別，BMI，肺炎重症度，身体機能などが挙げられてい
るが，呼吸機能は検討されていない。そのため呼吸リハビリテーションを行う際の評価の一つであり，また効果判定の一つであ
る呼吸機能が，CAP 患者の再入院の予測因子となるかを検討することが必要であると考えた。

よって本研究は CAP 患者の呼吸機能が再入院の予測因子であるかを明らかとすることを目的とした。

【方法】

調査期間は 2014 年 4 月～2017 年 8 月である。対象は CAP 患者 120 名（男性 67 名，女性 53 名，年齢 80±9 歳）とした。この
際，中枢神経疾患，CAP 以外の肺疾患の診断がついた者は対象から除外した。測定項目は年齢，性別，BMI，FIM，肺炎重症
度として CURB65 score，一秒率（FEV1%），％肺活量（%VC）とし，呼吸機能検査機器はミナト医科学株式会社製オートスパ
イロ AS�307 を使用した。その後，再入院までの期間を調査するためにフォローアップ期間は 1 年間とした。

統計学的解析は再入院の予測因子と考えられる FEV1% を正常群（FEV1%≧70%）と低下群（FEV1%＜70%）に，%VC を正常
群（%VC≧80%）と低下群（%VC＜80%）の 2 群に分類し，Kaplan�meier 法を用いた検討を行った。2 群間の再入院までの日
数検定は Log�rank test による検討を行った。

その後，交絡因子を考慮し，再入院の予測因子の解析に再入院を従属変数，FEV1%，%VC，年齢，性別，BIM，CURB65 score，
FIM を独立変数とした Cox 比例ハザードモデルによる検討を行った。解析には SPSS statistics ver.22 を使用し，有意水準は 5%
とした。

【結果】

再入院の発生率に関しては FEV1%，%VC 低下群は正常群と比較し再入院までの日数が短い傾向が示された（Log�rank test P
＜0.001）。

次に Cox 比例ハザードモデルによる結果を次に示す（HR（95％CI，P 値））。年齢 1.02（0.98�1.06，P=0.44），性別 0.87（0.48�1.57，
p=0.64），BIM 1.11（1.01�1.21，p=0.03），CURB65 score 1.51（1.15�1.97，p=0.003），FIM 0.99（0.97�1.01，p=0.49），FEV1% 0.87

（0.83�0.92，p＜0.001），%VC 0.92（0.88�0.95，p＜0.001）であった。

【結論】

再入院の予測因子である BMI，FIM，CURB65 score は先行研究と同様に有意差を認め，今回新たに FEV1% と%VC が予測因
子に抽出された。

FEV1% は努力呼気量を，%VC は肺コンプライアンスや呼吸筋力を反映し，咳嗽力と関係があり喀痰や細菌の排除に重要な因子
である。そのため肺炎患者においても咳嗽力と関係している FEV1% と%VC が再入院に影響することが考えられた。よって
CAP 患者において呼吸機能を改善させることは再入院予防のために重要であることが示唆された。
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P-RS-09-2

高齢重症肺炎患者に対する起立�着席運動の早期介入効果

松本 千歩，篠原 敦，新藤 和廣，三好 安，三好 正堂

浅木病院リハビリテーション科

key words 肺炎・早期リハビリテーション・起立�着席運動

【はじめに，目的】

肺炎は日本の死因第 3 位であり，市中肺炎罹患者の 7 割が 65 歳以上の高齢者である。また，肺炎治療期間の安静臥床により廃
用性筋萎縮を生じ，不可逆的な ADL 能力低下を来たすことも少なくない。今回，中等度以上の肺炎を起こした高齢患者に対し，
発症後早期より起立�着席運動（以下起立）を行い，短期間で発症前の ADL まで改善した例を多く経験した。考察を含めてその
介入方法について報告する。

【方法】

当院では医師の指示のもと，自覚症状に注意し，血中酸素飽和度や心拍数，血圧などをモニターしながら肺炎発症早期より起立
を行う。起立は身体状態に応じてペース，回数やシートの高さで負荷量を調節し実施した。起立が困難な場合には，ベッド上で
の抵抗運動にて運動量・筋活動量の確保に努め，可能となれば起立へと移行した。

対象は 2011 年 4 月から 2016 年 3 月の 5 年間で当院に肺炎で自宅より直接入院した 197 例のうち，（1）発症前に屋内歩行及びセ
ルフケア（整容・更衣・トイレ動作）が自立，（2）成人市中肺炎重症度分類（A�DROP）で中等度以上の 2 項目を満たした 31
例（男性 23 例，女性 8 例，平均年齢 87.7±6.3 歳）とした。調査項目は，リハビリテーション（以下リハ）開始日数，起立開始
日数，入院日数，入院時 A�DROP，認知症の有無，運動の自発性の有無，1 日（午前午後合計）の平均起立回数（開始時・退院
時），病前 ADL の維持率，自宅復帰率である。

【結果】

リハ開始日数：1.9±0.7 日，起立開始日数：2.1±1.8 日，入院日数：18.1±12.4 日（5～37 日），A�DROP：「中等度」26 例（83.9％），
「重症」3 例（9.7％），「超重症」2 例（6.4％），認知症：「あり」7 例，「なし」24 例，運動自発性：「あり」24 例，「なし」7 例，
1 日の平均起立回数：開始時 186.5±111.3 回，退院時 290.3±129.4 回，病前 ADL の維持率：90.3％（28 例），自宅復帰率：93.5％

（29 例）であった。ADL が低下した 3 例は，全例が中等度肺炎，1 例が認知症であり，全例で自発性がないため退院時平均起立
回数は全体の平均と比較して少なかった。

【結論】

肺炎加療中の理学療法に関する報告はまれである。前本らは，肺炎を発症した高齢者の ADL 維持群と ADL 低下群との間には
年齢（維持群 76.4 歳，低下群 84.3 歳）と離床開始日（維持群 4.4 日，低下群 11.3 日）のみに有意差があったことや，自宅での
ADL が自立していた 53％ の高齢者に退院時 ADL の低下を認めたことなどを報告している。本研究結果では，平均年齢 87.7
±6.3 歳と高齢者が対象だったが，90.3％ の症例で病前の ADL を維持できた。このことから，起立開始日数が 2.1±1.8 日と短く
廃用を最小限にできたこと，ならびに，肺炎急性期において実施するリハビリは起立が ADL の維持に有効であったことが示唆
された。
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P-RS-09-3

COPD患者と健常高齢者における 6分間歩行能力の比較

猪島由紀乃1），栗山 安広1），島岡 秀奉1），津野 良一2），谷岡 博人1），福島 美鈴1），濱窪 隆1），
三宮 真紀1）

1）高知県立あき総合病院リハビリテーション科，2）香長中央病院リハビリテーション科

key words COPD・6分間歩行・修正Borgスケール

【はじめに，目的】

慢性閉塞性肺疾患患者（以下 COPD 患者）は，有病率 8.6％ であり厚生労働省の発表において死亡率第 9 位と増加傾向にある。
また加齢に伴う運動機能低下，肺炎などの併発に伴い理学療法に難渋する例も少なくない。当院においても COPD 患者が骨折，
変形性関節症などを合併し受傷前の運動機能に回復できない場合や運動中の呼吸苦が強くなる症例を経験し，二次的合併症を
含めた包括的な対応が必要と考える。今回われわれは在宅生活が自立している COPD 患者の運動機能を評価するために，当院に
通院のされている COPD 患者のうち，HOT 導入がされていない COPD 患者と健常高齢者の 6 分間歩行能力を比較した。

【方法】

対象は当院に定期的に通院されている COPD 患者で，ADL が自立し HOT 導入がされていない 22 名（以下：COPD 群 男性
14 名，女性 8 名 平均年齢 74.6±9.2 歳）と，健常高齢者は呼吸器および循環器疾患がなく日常生活に支障となる運動器疾患の
ない 10 名（以下：健常者群 男性 4 名，女性 6 名 平均年齢 70±4.8 歳）である。6 分間歩行試験は 6m の距離で両端にコーン
設置し，通常速度にて 6 分間歩行を実施した。その際，エニィパルウォーク（フクダ電子）を使用し，経過とともに歩行距離，
安静時・2 分後・4 分後・終了時の静脈血酸素飽和度（以下 SpO2），脈拍数，修正 Borg スケール（呼吸苦と下肢疲労感）を聴取
し計測した。SpO2 および脈拍数の変化は二元配置分散分析を使用し，歩行距離および呼吸苦，下肢疲労感の比較にはマンホイッ
トニー検定を行い，統計学的有意水準は 5％ にて検討した。

【結果】

COPD 群において，歩行経過に伴い SpO2 低下と脈拍数上昇を認めたが健常者群との有意差は認められなかった。また歩行距離
においても両群に有意差は認められなかった。呼吸苦，下肢疲労感は COPD 群で有意差を認め，歩行経過に伴い呼吸苦と下肢疲
労感を認めた（P＜0.05）。

【結論】

ADL が自立し HOT 導入されていない COPD 患者においては，同世代の健常者と同程度の歩行能力を有し，SpO2 および脈拍数
においても有意差を認めなかった。しかし，呼吸苦と下肢疲労感において有意差がみられた。これは「COPD（慢性閉塞性肺疾
患）診断と治療のためのガイドライン」により，COPD の全身的影響として骨格筋機能障害を合併するとされており，今回の
COPD 群においてもこれが生じていると考える。また呼吸苦と下肢疲労感を認めることは，日常生活において活動意欲に深く関
係する。したがって COPD 患者が呼吸状態の悪化や運動器疾患に起因し，活動意欲の低下を招くことにより生活圏の狭小化が予
測される。よって ADL 自立している COPD 患者においても予防的対策として早期より介入する必要があると考える。
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P-RS-09-4

在宅酸素療法使用患者の再入院となる要因の検討

井ノ元宏希1），金光谷 樹1），平田 照美1），吉村 将2）

1）明石医療センターリハビリテーション科，2）明石医療センター呼吸器内科

key words 在宅酸素療法・再入院・生活指導

【はじめに，目的】

近年，長期にわたり酸素療法を行っている患者は在宅酸素療法（以下 HOT）の普及や人口の高齢化に伴い増加傾向にある。HOT
の適応時期には各種肺疾患が進行し，ADL や活動量が低下している場合が多い。HOT 使用患者が再入院することで ADL や
QOL が著名に低下することを経験するため，呼吸器リハビリテーションを行う際は運動療法以外にも再入院の予防を目的に包
括的な管理を含めた生活指導を行っていく必要がある。そのためには病態の把握が必要であり，HOT 使用患者の再入院の実態
を把握することで，理学療法士の立場からできる指導やアプローチがあるのではないかと考え調査した。

【方法】

対象は HOT を使用している症例で 2014 年 3 月から 2016 年 3 月の間に退院した 86 例。そのうち，6 ヵ月以内に再入院となった
症例を診療録より年齢，性別，原疾患，再入院となった要因を後ろ向きに検討した。ただし，化学療法目的，肺がんによる再入
院は除いた。

【結果】

再入院症例は 44 例（51％）で，平均年齢 74.8（56�90）歳。男性 29 名，女性 15 名。原疾患別では間質性肺炎 28 名（64％），COPD
10 名（23％），その他 6 名（14％）。再入院となった要因の内訳は肺炎，感染症が 15 名（34％），左室機能低下からの心不全 7
名（16％），間質性肺炎の急性増悪 6 名（14％），COPD の急性増悪 3 名（7％），食欲不振 2 名（5％），縦隔気腫 2 名（5％），低
酸素性血管攣縮による右心負荷 2 名（5％），腰椎圧迫骨折 2 名（5％），脱水 1 名（2％），気胸 1 名（2％），貧血 1 名（2％），帯
状疱疹 1 名（2％）であった。

【結論】

再入院となった要因としては肺炎，感染症の割合が最も多い。そのため生活指導の際には人込みを避けることや食事中，食後の
姿勢，適切な口腔ケア，感染危険因子からも低栄養，低活動とならないように指導することが必要である。呼吸器疾患以外に心
疾患の割合も多く入院した際には心機能を把握し，疾患に応じた指導が必要になることもある。理学療法士の立場から HOT
使用患者の再入院予防を行っていくには運動療法のみでなく，疾患の知識や患者の病態，生活動作を把握し，想定した上でそれ
に応じて包括的な管理や生活指導も重要となると示唆される。
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P-RS-10-1

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者への咳介助方法の違いによるCough
Peak Flow の比較とその信頼性の検討

菊地 和人1），佐竹 將宏2），木元 裕介2），岩澤 里美2），鈴木 瞭平2），小林 道雄3），和田 千鶴3），
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【はじめに，目的】

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者における咳介助には，徒手介助や機械による咳介助（MI�E）がある。MI�E
は国内外のガイドラインで推奨されており，咳のピークフロー（CPF）が最も高いと結論付けられている。一方で，咳介助方法
には，MI�E の他に徒手介助や MI�E に徒手介助を加えた咳介助（MAC）もあるが，これらの方法を用いて CPF を比較検討し
た報告は少ない。加えて，CPF の値はピークフローメータ（PFM）と MI�E のディスプレイで示されるが，これらの測定値の
信頼性を確認した報告が少ない。そこで，本研究の目的は，効果的な咳介助方法を得るためにすべての介助方法の測定値を比較
すること，そして CPF の信頼性を検討することである。

【方法】

対象は，当院入院中の気管切開していない DMD 患者 12 名（機能障害度ステージ VIII，年齢 34±8 歳）とした。効果的な咳介
助を得る方法として，自力，徒手介助（呼気介助，吸気介助，全介助），MI�E，MAC での CPF を測定して比較した。自力と徒
手介助の CPF は，PFM（フィリップス社製）に接続したスパイロメータ（AS507；ミナト社製）で測定し，MI�E と MAC の
CPF は，MI�E の機器（カフアシスト E70；フィリップス社製）に接続したスパイロメータで測定した。統計解析には，1 元配
置分散分析及び多重比較検定（Tukey 法）を用いた。次に，CPF の信頼性を調べるために，徒手介助の際に表示された PFM
とスパイロメータの CPF，MI�E の機器とスパイロメータの CPF の相対信頼性と絶対信頼性を Spearman の順位相関係数検定
と Blamd�Altman 分析を用いて検討した。

【結果】

自力咳と咳介助における CPF は，自力 59±35l/min，呼気介助 113±32l/min，吸気介助 170±30l/min，全介助 224±62l/min，
MI�E199±40l/min，MAC240±38l/min であった。多重比較の結果，自力と比べて呼気介助（P＜0.05），吸気介助（P＜0.01），
全介助（P＜0.01），MI�E（P＜0.01），MAC（P＜0.01）と有意な増加を認め，呼気介助と比べて吸気介助（P＜0.05），全介助

（P＜0.01），MI�E（P＜0.01），MAC（P＜0.01）と有意な増加を認め，吸気介助に比べて全介助（P＜0.05），MAC（P＜0.01）で
有意な増加を認めた。PFM とスパイロメータからの CPF の相関関係は，自力（r=0.93，P＜0.05），呼気介助（r=0.97，P＜0.05），
吸気介助（r=0.8，P＜0.05），全介助（r=0.96，P＜0.05）であった。MI�E とスパイロメータからの CPF の相関関係は，MI�E

（r=0.94，P＜0.05），MAC（r=0.98，P＜0.05）であった。Bland�Altman 分析では，どちらの方法も比例誤差を認めず，PFM
とスパイロメータからの CPF にのみ負の加算誤差が認められた。

【結論】

咳介助の比較では，ガイドラインで最も CPF が高いと言われている MI�E よりも MAC や全介助の方が CPF が高かった。CPF
の信頼性は，MI�E と PFM ともに高い可能性が示唆された。
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小児および学童におけるピークフロー値

田上 未来1），松田 雅弘1），冨田 和秀2）

1）植草学園大学保健医療学部理学療法学科，2）茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科

key words 小児・学童・ピークフロー値

【はじめに】ピークフロー値（Peak Expiratory Flow Rate：以下，PEFR）のモニタリングは，喘息の診断と管理のためのガイド
ラインで推奨されている。しかし，機種による違いや，全ての機種における予測値も確立されていない。また，小児領域におい
ては検査協力や理解力も問題となり，その標準値の報告は少ない。今回，千葉県浦安市に在住する健常な小児および学童の
PEFR を得られたので報告する。【方法】千葉県浦安市のスポーツイベントに参加した 3 歳から 12 歳までの 281 名のうち，呼吸
器疾患の既往がなく計測が正確に実施できた 238 名を対象に，アセス ピークフローメータ（PHILIPS 社製 Full range 型）を用
い PEFR を測定した。測定前に，対象者に方法について十分に説明を行い，ノーズクリップは用いずに座位で最大呼出を 2 回行
い，その最良値を採用した。解析は，年齢を任意の 3 グループに分類（グループ I：3�6 歳，男児 34 名，女児 34 名，身長 111.4
±7.9cm，体重 18.7±2.7kg，グループ II：7�9 歳，男児 64 名，女児 48 名，身長 127.9±7.1cm，体重 25.9±4.8kg，グループ III：
10�12 歳，男児 24 名，女児 38 名，身長 141.0±6.5cm，体重 32.0±5.9kg）し，統計ソフト SPSSVer.21 を用い身長・体重・年齢
は Pearson を，性別は Spearman’s を用い相関係数を求めた。さらに，回帰分析を行い男女別に PEFR の回帰式を作成した。有
意水準は，1% とした。【結果】PEFR は，グループ I：157.2±39.7L/min，グループ II：202.9±44.0L/min，グループ III：250.5
±55.4L/min で年齢とともに増加した。PEFR との相関係数は，グループ I：身長（r=0.56），体重（r=0.53），年齢（r=0.55），性
別（r=0.19），グループ II：身長（r=0.38），体重（r=0.29），年齢（r=0.36），性別（r=0.07），グループ III：身長（r=0.03），体重

（r=0.27），年齢（r=0.21），性別（r=0.41）であった。回帰式は，男子：19.87×年齢+53.19（p＜0.01，R2=0.53），女子：15.54×年
齢+70.34（p＜0.01，R2=0.38）であった。【結論】PEFR は，年齢と共に増大しグループ I，II では身長と最も高い相関を認めた。
先行研究では，PEFR は身長と相関が強く，予測式は身長と年齢を用いたものが多い。本調査では，男女共に年齢を用いた回帰
式が作成でき先行研究と類似した結果が得られた。一方，グループ III では性別と体重に相関を示し，先行研究ともグループ I，
II とも違った結果を示した。先行研究では，PEFR は，男子は 16 歳頃まで年齢と共に上昇するが，女子では 13 歳ごろまでとさ
れている。よって，本調査のグループ III の年齢では，男女の発達速度の違いにより性別に最も相関が高かったと考えられる。
本調査の結果，これまでにほとんど報告のない 6 歳以下の就学前児童における PEFR が得られたことは，今後の喘息治療におけ
る呼吸機能のモニタリングに有意義である。しかし，10 歳以上の PEFR においては，今後は，体格や年齢などの基礎データ以
外に PEFR に影響すると思われる因子をさらに検討する必要性が示唆された。
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P-RS-10-3

聴覚刺激が咳反射および咳衝動に及ぼす影響の検討

金崎 雅史1），古川菜々美1），太田垣沙和1），沖中 郁美1），海老原 覚2）

1）姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科，2）東邦大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学講座

key words 咳嗽・咳衝動・聴覚刺激

【背景】咳嗽は主要な呼吸器症状であり，継続的で過剰な咳嗽は QOL を著しく低下させる。また強い cough epoch は運動療法の
進行の阻害因子になる。しかし，咳嗽に対する十分な治療選択はなく，使用頻度の高い OTC 医薬品は non effctive とされてい
る。呼吸困難はそれ自体が不快な呼吸感覚であるが，咳は咳刺激に対する motor action を指している。この概念と一致して，古
くから咳は延髄孤束核を中枢とする反射弓をもつと考えられてきたが，近年，咳が生じる前に Urge�to�cough（筆者らは咳衝動
と呼んでいる）と呼ばれる不快な呼吸感覚が先行して，咳の motor action を修飾することが知られている。また，fMRI による
解析では，咳反射は脳幹より上位の脳機能による修飾を受けることが示されている。従って，過剰な咳・咳衝動の制御において，
咳反射の神経経路上の上位脳機能への介入は効果的な咳嗽治療となるかもしれない。そこで，咳衝動における不快感の責任主座
のひとつと考えられている島皮質にて処理が行われる聴覚刺激に着目し，そのクエン酸誘発性咳反射閾値及び咳衝動への有用
性を検討することとした。

【方法】非喫煙若年者 10 名に対して咳反射閾値，咳衝動を測定した。咳反射閾値は咳が誘発された最小クエン酸濃度（C2および
C5）を，咳衝動は咳衝動 log�log slope 及び Log 咳衝動閾値により評価を行った。聴覚刺激は，被験者が好む曲を自由に選択させ，
イヤホンを介して行った。

【結果】クエン酸誘発性咳反射閾値（C2および C5）は聴覚刺激条件にて統計学的有意に高値を示した。クエン酸誘発性の咳衝動
log�log slpe は聴覚刺激条件にて統計学的有意に低値を示した。一方で，Log 咳衝動閾値は両条件において統計学的有意差は見
られなかった。

【結語】聴覚刺激は，咳反射感受性および咳衝動を低下させることが明らかになった。咳反射は脳幹と上位脳機能によって制御
されている。本研究において，Log 咳衝動閾値に変化が見られなかったことから，聴覚刺激が上位脳機能に影響を及ぼすことで，
その効果を示したことが考えられた。
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P-RS-10-4

COPD疑似体験マスクを用いた運動中の安楽肢位の検討

諏訪 愛理1），赤塚 清矢2），葉山 静香3）

1）鶴岡協立リハビリテーション病院，2）山形県立保健医療，3）北村山公立病院

key words COPD疑似体験マスク・呼吸循環応答・安楽肢位

【はじめに，目的】慢性閉塞性肺疾患（以下，COPD）の症状には，呼吸苦や疲労があり，呼吸苦を軽減させる方法として体幹前
傾位をとることが知られている。しかし，COPD 患者の安楽姿勢における体幹屈曲角度や，骨盤前傾角度と運動中の呼吸循環応
答については明らかでない。そこで，本研究の目的は，運動中の呼吸苦を軽減する肢位について，呼吸循環応答の観点から検討
することである。

【方法】対象は，喫煙歴がない健常成人 22 名（男性 9 名，女 12 名）である。条件は，①骨盤・体幹中間位，上肢支持あり（コ
ントロール群），②骨盤・体幹中間位，上肢支持なし（直立支持なし群），③骨盤・体幹中間位，上肢支持あり（直立支持あり群），
④骨盤・体幹前傾位，上肢支持あり（前傾支持あり群）の 4 条件を設定し，自転車エルゴメータでの Ramp 負荷（20w/分）を
行った。測定には，呼気ガス分析装置，心臓運動負荷装置モニタリングシステム，自転車エルゴメータ，電子角度計を用いた。
体幹屈曲角度，酸素摂取量（VO2），二酸化炭素排出量（VCO2），呼吸商（R），呼吸数（RR），一回換気量（TV），分時換気量

（VE），心拍数（HR），収縮期血圧（SBP），拡張期血圧（DBP），二重積（DP）を計測し，主観的呼吸苦順位を聴取した。本研
究では，健常者における COPD の条件設定として，COPD 疑似体験マスクを用いた。COPD 疑似体験マスクは，内蔵された呼
気負荷装置とピンにより呼気時に抵抗がかかり，1 秒率が COPD 診断基準である 70％ 以下となる設定である。なお，直立支持
なし群，直立支持あり群および前傾支持あり群は，COPD 疑似体験マスクを装着し，実施順序はランダムにて日を改めて行った。
統計処理は，正規性の検定として Shapiro�Wilk 検定を行い，その結果に基づいて反復測定分散分析，対応のある t�検定，χ2

検定を行った。有意水準は 5% である。

【結果】体幹前傾角度は，前傾支持あり群がコントロール群，直立支持あり群（p＜0.05），直立支持なし群（p＜0.01）に比較し
高値を示した。安静時の最大値の比較では，VO2，VCO2，R，RR，VE，ETO2がコントロール群と比較して直立支持なし群，直
立支持あり群，前傾支持あり群において減少し，ETCO2は増加した（p＜0.05）。運動時の最大値の比較は，VO2，VCO2，R，HR，
SBP，DP，RR，TV，VE，ETO2がコントロール群と比較して減少し（p＜0.05），ETCO2は増加した（p＜0.01）。主観的呼吸苦
順位では，前傾支持あり群に最も呼吸苦の訴えがあった（p＜0.01）。

【結論】健常者における COPD 疑似体験マスク使用による安楽肢位は，COPD 患者の呼吸苦を軽減させる肢位と異なることが考
えられた。
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P-RS-10-5

通常歩行と松葉杖歩行が及ぼす身体への影響

荒井 望，渡邊 昌宏

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科

key words 松葉杖歩行・呼吸・身体負荷

【はじめに，目的】

松葉杖は下肢機能障害者に対して汎用される補助具である。また，下肢への荷重量を自由に選択できるため幅広い疾患に適応と
なるとされている。しかし，松葉杖やロフストランド杖歩行は，上肢への負担が増加するため心血管系に及ぼすストレスが大き
いとされている。

そこで本研究は，松葉杖歩行の速度の違いで身体に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は健常成人 14 名（年齢 20.4±0.5 歳）とした。対象者の歩行速度を測定するため，50m の歩行路その前後 3m ずつに助歩行
路を設置した。対象者はその歩行路を通常速度で歩き，その歩行時間から歩行速度を導きだした。歩行速度から，先行研究で報
告されているトレッドミル上速度の変換式，y（km/h）=0.65x（km/h）＋0.04（x：設置した歩行路での歩行速度，y：トレッド
ミル上歩行速度）に代入し，トレッドミル上での速度を決定した（通常歩行）。松葉杖は両松葉杖を使用し左足免荷で行った。
松葉杖歩行では，通常歩行の 50% の速度と松葉杖歩行が不慣れな通常歩行の 25% の速度の 2 通りで行った（松葉杖 25％，松葉
杖 50％）。3 条件（通常歩行，松葉杖 25％，松葉杖 50％）は，3 日間に分けランダムに行った。測定機器は呼気ガス分析装置

（アニマ株式会社 AT�1100）を用いた。各条件それぞれトレッドミル上で 3 分間安静座位後，4 分間の歩行を実施し，体重当た
りの酸素摂取量（VO2/W），METs，酸素摂取量（VO2）と，安静時と終了時の脈拍数を測定した。統計処理には，SPSS Statis-
tics19 を使用し，通常歩行と松葉杖 25％ と松葉杖 50％ の VO2/W，METs，VO2，脈拍数に関して，それぞれ 1 要因分散分析
と多重比較を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

VO2/W（ml/min/kg）と METs と脈拍数（回/min）は，通常歩行（8.99±2.5，2.7±0.4，86±10.0）＜松葉杖 25％（12.14±2.0，
3.5±0.6，103±19.9）＜松葉杖 50％（14.69±3.3，4.2±0.9，113±25.7）とすべて有意な増加が認められた（P＜0.05）。一方，VO
2 は有意差を認めなかった。

【結論】

歩行補助具を用いた場合，通常歩行より酸素摂取量が高くなると報告されている。本研究では，通常歩行に比べ松葉杖歩行では
低速度から VO2/W，METs，脈拍数が増加する傾向が明らかとなった。また菅原らは，心拍数が増加すれば酸素摂取量や消費
カロリーも増加すると報告している。つまり，呼気ガス分析装置を用いらなくとも心拍数だけで身体負荷をある程度推察するこ
とが可能といえる。本研究から，松葉杖歩行では歩行速度に関わらず身体への負荷が増加することが明らかとなったため，臨床
において脈拍数や METs の変化を常に把握する必要があると考えられる。
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P-RS-11-1

健常男性成人における肺気量位の違いが最大吸気力に与える影響および口腔内
圧との関係

鈴木 悠1,2），屋嘉比章紘1,2），久保 晃3），石坂 正大3）

1）国際医療福祉大学塩谷病院，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻，
3）国際医療福祉大学理学療法学科

key words 肺気量位・最大吸気筋力・吸気筋

【はじめに，目的】

肺気量位とパフォーマンス，全身および局所的な筋力発揮の関係については多くの論文で述べられている。しかし，肺気量位の
違いによる，吸気力の発揮については明確にされていない。今回，肺気量位の違いが最大吸気力に与える影響について検討した。
また，吸気筋力測定に使用される口腔内圧計にて最大吸気口腔内圧（MIP）を測定し，自作の吸気力測定装置との関係を検討し
た。

【方法】

対象者は男性健常成人 50 名，年齢 19.3±0.5 歳，身長 171.1±5.8cm，体重 63.1±10.9kg（平均±SD）とした。最大吸気力の測定
として自作の吸気力測定装置（シリンダー 2l 校正器を固定台に置き，足趾筋力計と固定）を使用した。測定開始時の肺気量位は
最大吸気位（全肺気量位），安静呼気位，最大呼気位（残気量位）の 3 条件とし，最大随意吸気努力を行い，最大吸気力を測定
した。また，口腔内圧計により MIP を測定した。測定姿勢は立位とした。

統計処理は肺気量位の測定条件を要因とし，一元配置分散分析を行い，下位検定として Bonferroni 法を用いた。自作の吸気力測
定装置で測定した吸気力と口腔内圧計による MIP は Pearson の相関係数を肺気量位ごとに求めた。なお，有意水準はすべて 5％
とした。

【結果】

最大吸気力値は最大吸気位で 1.5±1.3kg，安静呼気位で 5.9±2.4kg，最大呼気位で 6.9±2.0kg であった。肺気量位の 3 条件で有
意な主効果を認め，最大呼気位，安静呼気位，最大吸気位の順に有意に高かった（p＜0.05）。また，口腔内圧計による MIP と最
大吸気力の関係は，安静呼気位条件で r＝0.641（p＜0.05），最大吸気位条件で r＝0.735（p＜0.05）と強い相関が認められた。し
かし，最大吸気位条件では有意な相関関係が認められなかった。

【結論】

今回の検討により肺気量が高くなることにより，最大吸気力が小さくなることが示唆された。最大吸気位での最大吸気力は，横
隔膜や外肋間筋など吸気筋が収縮し，筋長が短くなり，張力が得られず，吸気筋力が発揮されないことが考えられる。また，安
静呼気位条件，最大吸気位条件では口腔内圧計による MIP との強い相関がみられており，呼吸筋力と関係することが示唆され
た。しかし，最大吸気位条件での吸気力は横隔膜を主とした吸気筋が働かず，呼吸筋力とは独立した関係であることが考えられ
る。肺気量位が最も高い最大吸気位条件での最大吸気力は口輪筋などの口腔周囲の筋が働くことが考えられる。
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P-RS-11-2

「息こらえ法」と「ペーパーバックリブリージング法」における経皮的二酸化炭
素分圧と経皮的動脈血酸素飽和度の変化

田崎 正倫1），石坂 正大2），梅田 啓3），鈴木 悠1），久保 晃2）

1）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室，2）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科，
3）国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

key words 経皮的二酸化炭素分圧・経皮的動脈血酸素飽和度・呼吸苦

【はじめに，目的】

呼吸苦を示す病態には，低酸素状態が特徴であるが高二酸化炭素血症による場合も報告されている。一方で，人間が呼吸苦を訴
える際，低酸素血症が影響しているのか，高二酸化炭素血症が影響しているのか不明な点が多い。本研究は，健常者でも行える

「息こらえ法；Breath Hold（以下：BH 法）」と「ペーパーバックリブリージング法；；Paper Bag Rebrething（以下：PB 法）」
における経皮的二酸化炭素分圧（以下：tcPCO2）と経皮的動脈血酸素飽和度（以下：SpO2）を同時に測定することで，課題間
の違いを明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，呼吸器疾患の既往のない健常成人男性 13 名とした。年齢は 24.6±3.0 歳（平均±標準偏差）とした。

測定は，BH 法から開始し，安静時間 15 分の後，PB 法を実施した。各測定方法ともに被験者が呼吸苦を呈した時点または SpO2

が 90％ を下回った時点で検者が終了させた。各測定終了時に Borg Scale を用い呼吸困難感・疲労度を評価した。

測定方法として，PH 法と PB 法において呼吸状態を変化させ，tcPCO2と SpO2を評価した。tcPCO2は経皮的血液ガス分析装置
TCM4（ラジオメーター社製）に測定し，同時に経皮的酸素飽和度モニターにて SpO2，脈拍数を測定した。

統計学解析は，BH 法と PB 法の課題による要因と課題開始時，課題終了時，課題後ピーク時の時間的要因の 2 要因とした 2
元配置分散分析を行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

常成人 13 名の課題実施可能時間は BH 法は 93.5±24.1 秒であり，PB 法は 126.1±23.1 秒であり，10 名は息こらえの方が早く課
題を終了した。BH 法より PB 法が早く終了した対象者は 3 名（3 秒，5 秒，6 秒）であった。課題終了時の Borg Scale は，両課
題とも中央値 15（最小 13－最大 19）で有意差はみられなかった。課題開始時，課題終了時，課題後ピーク時の SpO2（%）はそ
れぞれ，息こらえが 97.9±0.9，94.3±2.9，91.1±3.6 であり，PB 法が 97.4±1.4，90.2±3.0，86.8±4.6 であった。tcPCO2（mmHg）
は，息こらえが 42.0±2.1，42.0±2.3，44.2±2.5 であり，PB 法が 39.8±4.0，43.9±3.4，47.1±3.6 であった。統計学解析の結果，
SpO2，tcPCO2，脈拍数のすべてにおいて有意な主効果と交互作用がみられた。

【結論】

BH 法と PB 法は課題終了時の呼吸苦は Borg Scale で同程度であるが，PB 法の方が長い時間継続することが可能であった。PB
法の方が SpO2と tcPCO2の変化は大きく，課題終了後にも変化がみられた。健常者における呼吸苦は，息こらえ法では SpO2

が低下する低酸素血症を示し，PB 法では SpO2と tcPCO2が高値を示す高炭酸ガス血症が関係していた。
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機能的残気量が指床間距離に及ぼす影響
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key words 慢性閉塞性肺疾患・指床間距離・胸郭可動性

【はじめに，目的】

厚生労働省の統計によると， 2014 年の慢性閉塞性肺疾患（以下 COPD）患者の死亡者数は 16,184 人となり年々増加傾向である。
COPD 患者はビア樽状の胸郭を呈し，全身の可動性低下が認められる。胸郭と胸椎は解剖学的に連結しており，FRC の増加に
よる胸郭の可動性低下に伴い，体幹回旋可動性が低下することは既に明らかとなっている。また，草刈らによると，健常成人に
意図的な円背姿勢を作った円背条件は無条件と比較し，胸郭拡張差が有意に低下したと報告している。以上より，胸郭の可動性
は体幹屈曲可動性とも関連している可能性が考えられる。さらに，多くの研究で体幹屈曲可動性は指床間距離（以下 FFD）に
よって測定されている。

よって，本研究では，FRC の増加による COPD モデルを設定し，体幹屈曲可動性の評価として測定されている FFD を用いて
FRC が体幹屈曲可動性に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象者は呼吸器疾患の既往のない健常成人 39 名で（男性 17 名，女性 12 名），年齢は 21.2±0.8 歳（平均±標準偏差）とした。

FRC を増加させた COPD モデルは，シリンダーを用いて正確に安静呼気から＋0ml，＋1000ml，＋2000ml の 3 条件の空気を吸
入させ，FRC 増加を健常成人で再現した。FRC 条件を対象者間に無作為な順序で実施し，各条件において息を止めた状態で
FFD を測定した。

FFD の測定はフレクション�D（T.K.K.5403，竹井機器工業社製）を使用した。このデジタル前屈計をベッドの端に固定し，直
立した状態から両手を揃え，手指を伸展した状態でスケールに軽く触れながら体前屈を行った。測定値は，台の上面の高さを 0
cm とし，両指尖の位置が 0cm に達しない場合はマイナス（－）で表記した。なお，単位はセンチメートル（cm）とし，小数点
第 1 位までを採用した。

各 FRC 条件における FFD の変化を分析するため，反復測定一元配置分散分析を行い，主効果の認められた項目に，Bonfferoni
の多重比較検定を行った。統計解析には SPSS statistic バージョン 23 を使用した。なお，有意水準は 5％ とした。

【結果】

FFD の測定値は，＋0ml 条件で 2.2±1.4cm，＋1000ml 条件で 1.8±1.4cm，＋2000ml 条件で 0.5±1.4cm（平均±標準誤差）であ
り，主効果を認めた。また，＋0ml 条件と比較し，＋2000ml 条件では有意に低値を示し，＋1000ml 条件と比較し，＋2000ml
条件では有意に低値を示した（p＜0.05）。

【結論】

本研究は COPD モデルを設定し，FRC の増加によって FFD が低値を示した。これは，FRC の増加に伴って，胸郭が拡張し，
胸郭可動性が低下することで，運動連鎖的作用によって胸椎の屈曲方向の可動性も制限され，矢状面上の体幹可動性が低下した
と考えられる。よって，FRC が増加している COPD 患者においても，体幹屈曲可動性が低下している可能性が示唆された。特
に，FRC 増加が著明な重症 COPD 患者において制限されている可能性がある。
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胸郭柔軟性改善のための呼吸理学療法手技の違いが胸郭コンプライアンスに与
える影響

小林 実希1），間瀬 教史2），山本 健太3），若林みなみ3），山本 実穂1），野添 匡史2），木原 一晃4），
高嶋 幸恵2）

1）伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部，
2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科，3）甲南病院リハビリテーション部，
4）甲南女子大学客員研究員

key words 胸郭コンプライアンス・胸郭柔軟性改善・呼吸理学療法手技

【はじめに，目的】胸郭の柔軟性改善のために用いられる呼吸理学療法手技には，徒手的な胸郭可動域練習（呼吸介助法）や自
動的な呼吸体操が挙げられる（呼吸リハビリテーションマニュアル第 2 版，照林社）。しかし，それらの効果を換気力学的に証
明した報告はなく，実際に胸郭の柔軟性，特に胸郭コンプライアンスが改善するかについては明らかにされていない。本研究の
目的は，徒手的な胸郭可動域練習及び自動的な呼吸体操の施行が胸郭コンプライアンス（Ccw）・肺コンプライアンス（CL）に
与える即時効果について検討することである。

【方法】対象は健常成人 6 名（男性 4 名，年齢 34.2±8.2 歳，身長 170±11.47cm，体重 60.8±11.1kg）とした。呼吸体操は体幹や
上肢の運動を組み合わせた自動的な運動とした。呼吸介助法は背臥位で対象者の上部・下部胸郭及び左右の胸郭を術者が他動
的に圧迫する手技とした。各方法は呼吸リハビリテーションマニュアル第 2 版に準拠して行った。各手技は 15 分間実施し，実
施前後で Ccw 及び CL を測定した。各測定は別の日に行い，測定順序はランダムとした。Ccw と CL の測定方法は，座位にて気
流阻止法を用いて行った。肺気量変化は，流量計（チェスト社製）を用いて測定した。胸腔内圧（Ppl）は食道バルーン法，口
腔内圧（Pmo）はマウスピース内の圧を差圧トランスデューサー（チェスト社製）にて測定し，経肺圧は Pmo から Ppl を引く
ことにより求めた。得られた圧及び肺気量変化をサンプリング周波数 100Hz で PC に取り込み，胸郭，肺の圧量曲線を描いた。
測定した圧量曲線の機能的残機量（FRC）と FRC+0.5L の 2 点を結んだ直線の傾きから Ccw，CL を算出した。

【結果】呼吸介助法前後で Ccw（0.27±0.06L/cmH2O：0.30±0.06L/cmH2O＝呼吸介助法前：呼吸介助法後）は有意に増加し
（p＜0.05），呼吸体操前後で Ccw（0.26±0.06L/cmH2O：0.27±0.04L/cmH2O＝呼吸体操前：呼吸体操後）は有意な変化が認めら
れなかった。また，CL は呼吸介助法前後（0.23±0.08L/cmH2O：0.21±0.06L/cmH2O），呼吸体操前後（0.22±0.06L/cmH2O：
0.24±0.05L/cmH2O）で有意な変化は認められなかった。

【結論】健常人に対する呼吸体操の実施では Ccw，CL は変化せず，徒手的な胸郭可動域練習の実施で Ccw が増加した。よって，
徒手的な胸郭可動域練習は胸郭の柔軟性改善に有効ではないかと考えられた。
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運動習慣が呼吸筋力に及ぼす影響―身体活動量を対照とした検討―
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key words 呼吸筋力・運動習慣・身体活動量

【はじめに】

運動が習慣化されていることおよび身体活動（PA）が高いことは大きな呼吸筋力を有することが推測される。今回，運動習慣
が呼吸筋力に及ぼす影響について PA を対照に検討することを目的とした。

【方法】

健常大学生 65 名を対象に，運動習慣と PA を調査するとともに呼吸筋力を測定した。運動習慣は国民栄養調査の「週 2 回以上，
1 日 30 分以上，1 年以上運動をしている者」を採用した。PA は，国際標準化身体活動量質問紙票日本語版の短縮版を用いた。
呼吸筋力は MIPS（FRC，RV），MEPS（FRC，TLC）を各 3 回実施し，2 回の最大値を採用した。運動習慣の有無，中等度以
上の活動の有無，強度の活動の有無における呼吸筋力の差について t 検定を用いて検討した。呼吸筋力における運動習慣の有無
のカットオフ値について ROC 曲線を用いて検討した。呼吸筋力と総 PA 量，中等度以上の PA 量，高度の PA 量の関連につい
て Pearson の積率相関係数を用いて検討した。また，運動習慣の有無における総 PA 量の差について t 検定を用いて検討した。
有意水準は 5％ とした。

【結果】運動習慣（有 16 名，無 49 名）の順に MIPS（FRC）�103.4cmH2O，�81.4，MEPS（FRC）107.6，79.2，MIPS（RV）�116.1，�
90.4，MEPS（TLC）143.8，104.2 であり，いずれも運動習慣有群が有意に高値を示した。ROC 曲線のカットオフ値（感度，特
異度，ROC 曲線下面積：AUC，p 値）は，MIPS（FRC）で 91.2（68.8％，59.2％，0.65，p＞0.05），MEPS（FRC）で 79.8（75.0，
67.1，0.67，p＜0.05），MIPS（RV）で 86.7（75.0，44.8，0.66，p＜0.05），MEPS（TLC）で 131.1（68.8，75.5，0.72，p＜0.05）で
あった。中等度以上の活動（有 25 名，無 40 名），高強度の活動（有 22 名，無 43 名）について，いずれも有で有意に呼吸筋力
が高値を示した。呼吸筋力と総 PA 量の相関について，MEPS（FRC，TLC）は有意ではなく，MIPS（FRC）は�0.27 で有意，
MIPS（RV）は�0.29 で有意であった。中等度以上の PA 量，高度の PA 量と呼吸筋力の関連について，相関係数は�0.46 から 0.38
で有意であった。なお，運動習慣有で中等度以上の PA 無が 2 名，高度の PA 無が 2 名，運動習慣無で中等度以上の PA 有が 11
名，高度の PA 有が 8 名存在した。総 PA 量は運動習慣有 52.7 Mets.hour，無 18.3 であり，有意に有が高値を示した。

【結論】

運動習慣を有する者は呼吸筋力が高く，総身体活動量と吸気筋力の関係はやや相関を認めた。しかし，ROC 曲線において，AUC
は小さく，予測能は高くないと考えられた。したがって，呼吸筋力の多寡と運動習慣の有無や総身体活動量は一致しないことが
あり，運動習慣と身体活動量から呼吸筋力を推定することは困難であるため，呼吸筋力を実際に測定することが望まれる。生活
活動と運動の種類や量，期間を加味した身体活動の指標を検討する必要がある。
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徒手胸郭圧迫法による胸郭ストレッチングが安静時の呼吸仕事量に及ぼす影響
について
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key words 胸郭ストレッチング・呼吸仕事量・徒手胸郭圧迫法

【はじめに，目的】

胸郭の柔軟性改善を目的とした胸郭ストレッチング方法の 1 つとして，徒手胸郭圧迫法（呼吸リハビリテーションマニュアル第
2 版）がある。その効果として胸郭の柔軟性すなわち胸郭コンプライアンス（Ccw）の改善以外に，呼吸仕事量（WOB）の軽減
も期待できるとされている。しかし，呼吸仕事量の減少を実際に観察した報告はない。そこで今回は徒手胸郭圧迫法による胸郭
ストレッチングが安静時の呼吸仕事量に与える即時的効果を検討することとした。

【方法】

対象は健常成人 6 名（男性 4 名，女性 2 名，平均年齢 34.2±8.2 歳）とした。徒手胸郭圧迫法による胸郭ストレッチングは，被
験者を背臥位とし，術者が上部及び下部胸郭に対し徒手的に胸郭を圧迫する手技とし，15 分間おこなった。手技の前後に座位で
の安静時呼吸 2 分間，および胸郭の圧量曲線の測定を行った。胸郭の圧量曲線は気流阻止法を用いた。肺気量変化は，流量計

（チェスト社製）を用いて測定した。安静呼吸の解析対象は測定後半の安定した 3～5 呼吸とし，一回換気量（TV），呼吸数（RR）
を算出した。胸腔内圧（Ppl）は食道バルーン法，口腔内圧（Pmo）はマウスピース内の圧を差圧トランスデューサー（チェス
ト社製）にて測定し，径肺圧は Pmo から Ppl を引くことにより求めた。得られた圧及び肺気量変化をサンプリング周波数 100
Hz で PC に取り込み，胸郭・肺の圧量曲線と安静時呼吸の圧量ループを描いた。弾性 WOB，粘性 WOB は Modified Campbell
Diagram を用いて算出した。

【結果】

胸郭ストレッチング前後での安静時呼吸の TV（前 0.48±0.04L，後 0.46±0.08L），RR（前 17.4±1.7 回/分，後 15.8±2.7 回/分）
ともに有意差はなかった。吸気の弾性 WOB は胸郭ストレッチ前（1.97±0.65J/min）に比べ胸郭ストレッチング後（1.11±0.61
J/min）で有意に低下した（p＜0.05）。吸気の粘性 WOB（前 0.40±0.18J/min，後 0.25±0.16J/min），呼気の弾性 WOB（前 0.02
±0.03J/min，後 0.07±0.08J/min），呼気の粘性 WOB（前 0.07±0.08J/min，後 0.09±0.13J/min）は胸郭ストレッチング前後で有
意な差を認めなかった。

【結論】

本研究の結果から，徒手胸郭圧迫法による胸郭ストレッチングでは，安静時呼吸の吸気の弾性 WOB を低下させることが明らか
となった。
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上肢を支持した前傾姿勢における肺・胸郭コンプライアンス及び圧量曲線につ
いて

山本 実穂1），野添 匡史1,2），山本 健太3），木原 一晃4），小林 実希1），若林みなみ3），
高嶋 幸恵2），間瀬 教史2）

1）伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部，
2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科，3）甲南病院リハビリテーション部，
4）甲南女子大学客員研究員

key words 支持前傾位・肺・胸郭圧量曲線・肺・胸郭コンプライアンス

【はじめに，目的】

COPD 患者では，上肢を支持した前傾姿勢（支持前傾位）で呼吸困難感の軽減がみられる。その機序として Ogino ら（Respira-
tory Care 2015）は，支持前傾による機能的残気量（FRC）の増加が粘性仕事量を低下させ，呼吸困難感が軽減する可能性を報
告しているが，実際の粘性仕事量の変化は測定されていない。粘性仕事量の変化は，閉塞性肺疾患の呼吸困難感を推察するため
に非常に重要な指標である。しかしその測定には，目的とする姿勢で肺・胸郭の圧量曲線がどのように変化するかを把握する必
要がある。

本研究の目的は，支持前傾に伴う肺・胸郭の圧量曲線及びコンプライアンスの変化について検討することである。

【方法】

対象は健常成人 7 名（男性 5 名，女性 2 名，年齢 33.7±7.1 歳）。測定姿勢は直立位及び支持前傾位の 2 姿勢とし，支持前傾位に
おける体幹前傾角度は対象者が最も快適と感じる角度とした。肺気量位及び圧測定は総合呼吸機能検査装置 CHESTAC�8900

（チェスト社製）を用い，胸腔内圧（Ppl）は食道バルーン，口腔内圧（Pmo）はマウスピース内の圧を測定し，径肺圧（PL）は
Pmo から Ppl を引くことにより求めた。肺・胸郭の圧量曲線は気流阻止法を用い，最大吸気から最大呼気を含む各肺気量位にお
いて，被験者の息止めに合わせてシャッターで気流を遮断した。これらの測定を各姿勢について同日に行い，測定順序はランダ
ムとした。得られた各姿勢における圧及び肺気量変化は，サンプリング周波数 100Hz で解析ソフト（LabChart7）に取り込み，
肺・胸郭の圧量曲線を描いた。描いた圧量曲線において，Ppl と PL が等しくなる肺気量位を機能的残気量（FRC）と仮定し，
各姿勢において FRC+0.5L の 2 点を結んだ直線の傾きから胸郭コンプライアンス（Ccw），肺コンプライアンス（CL）を算出し
た。統計学的検定として，直立位と支持前傾位の 2 条件下において，胸郭及び肺コンプライアンスの比較をウィルコクソンの符
号順位検定を用いて行った。有意水準は 5％ 未満とした。また，2 姿勢間における FRC の変化量及び肺・胸郭圧量曲線の視覚的
変化においても検討した。

【結果】

直立位と支持前傾位で Ccw（0.42±0.13L/cmH2O：0.48±0.19L/cmH2O＝直立位：支持前傾位，p=0.31），CL（0.21±0.05L/cmH
2O：0.22±0.06L/cmH2O，p=0.67）とも有意な差は認められなかった。また，肺の圧量曲線は直立位と支持前傾位で明らかな差
はなかったが，胸郭の圧量曲線は全例において支持前傾位で左方へ変位した。FRC は直立位と比べて支持前傾位で全例増加し，
0.55±0.21L 増加した。

【結論】

上肢を支持した前傾姿勢では肺・胸郭コンプライアンスは変化がないが，胸郭の圧量曲線が左方に変位することで FRC が増加
すると考えられた。
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P-RS-12-3

随意呼吸における胸腹部運動比の違いによる呼吸筋酸素消費量の検討

石井 伸尚1,2），末竹 真将3），奥野裕佳子3），武島 玲子4），冨田 和秀2,4）
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key words 呼吸筋酸素消費量・胸腹部運動比・横隔膜呼吸

【はじめに】COPD 患者に対して，換気効率の良い呼吸法を提示しながら有酸素運動を行うと，運動耐容能が改善することが明
らかになってきた（Collins 2008）。呼吸筋酸素消費量の少ない呼吸方法は，運動時に呼吸筋の酸素消費量を軽減し運動耐容能の
増加に寄与する可能性がある。そこで，我々は呼吸筋酸素消費量の少ない呼吸法をフィードバックする機器の開発を進めてい
る。しかし，随意呼吸における胸腹部運動比と呼吸筋酸素消費量の関係は不明な点が多い。本研究の目的は健常者を対象として，
随意呼吸における胸腹部運動比の違いによる呼吸筋酸素消費量（oxygen consumption of respiratory muscles：VO2resp）を測定
し，胸式呼吸と横隔膜呼吸の VO2resp の差異を比較することとした。

【方法】対象は健常男性 9 名（20.7±1.3 歳）とした。測定肢位はリクライニング 60 度の車椅子坐位とし呼吸筋以外の筋活動が少
なくなるように配慮した。VO2resp の測定は，容量約 12L の死腔を用いた再呼吸負荷デバイスと呼気ガス分析器を接続し，分時
換気量（VE），1 回換気量（TV），酸素消費量（VO2），体重あたりの酸素消費量（VO2/W），呼吸数（RR）を測定した。測定
条件は安静呼吸 3 分間，胸式呼吸 1 分，横隔膜呼吸 1 分とし，各測定間は十分な休息をとった。胸腹部バンドセンサーを使用し，
各条件での胸腹部の動きを記録した。胸腹部運動比は 1 回換気量における胸部と腹部の変化量の合計を 100% とし，そのうちの
胸部変化量の占める割合として規定した。胸式呼吸と横隔膜呼吸における VO2resp は，VO2resp＝（随意呼吸時 VO2/W－安静
呼吸時 VO2/W）/（随意呼吸時 VE－安静呼吸時 VE）と相対的な変化量として算出した。

統計処理は反復測定分散分析を行いそのうち VO2/W の安静時から随意呼吸時の変化量と VO2resp は対応のある t 検定を行
い，解析には SPSS，Statistics22 を使用し，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】胸腹部運動比（%）は安静呼吸 28.4±7.5，胸式呼吸 65.3±13.3，横隔膜呼吸 14.0±5.2 となった。RR（回/min）は安静時
11.9±4.9，胸式呼吸 9.6±2.7，横隔膜呼吸 9.7±2.6，VE（L/min）は安静時 7.9±2.1，胸式呼吸 13.9±5.2，横隔膜呼吸 13.2±4.0，
TV（ml）は安静時 735.6±228.1，胸式呼吸 1481.7±289.7，横隔膜呼吸 1379.3±239.8 であった。VO2/W（ml/kg）の安静時との
変化量は胸式呼吸 0.645±0.878，横隔膜呼吸�0.213±0.954 であり，横隔膜呼吸で有意に低下した（p＜0.05）。VO2resp は胸式呼
吸 0.093±0.141，横隔膜呼吸�0.057±0.201 であり，横隔膜呼吸で有意に低下した（p＜0.05）。

【結論】横隔膜呼吸は，呼吸筋酸素消費量の少ない随意呼吸方法であることが明らかになった。今後，呼吸負荷増加時や運動時
における横隔膜呼吸の効果について検証を進める必要がある。
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P-RS-12-4

健常人における頚部筋の異なる賦活法が随意的咳嗽力に与える影響についての比較
声門閉鎖機能に着目して

池田 朋大，野澤 康明，萩山 明和，太田 晴之

岡山大学病院

key words 頚部筋賦活・随意的咳嗽・声門閉鎖

【はじめに，目的】

多施設による調査では，肺炎入院患者の 66.8％ が誤嚥性肺炎であり，その発症には随意的咳嗽力の低下が関与することが多いと
報告されている。垣内らは随意的咳嗽の圧縮期は声門閉鎖機能の影響を受けると報告している。随意的咳嗽時に声門を閉鎖する
有効な方法の検討は，誤嚥性肺炎の発症を低減させる可能性があると推察する。

本研究では声門閉鎖に関与するとされる頚部筋の賦活が，随意的咳嗽力に与える即時効果について調査することを目的とした。

【方法】

対象は呼吸器，循環器，頚椎疾患の既往がない健常成人 9 名（男性 6 名，女性 3 名，平均年齢 24.4±2.3 歳）とした。対象者を
control 群，頚部屈曲運動群，頭部屈曲運動群，pushing 運動群の 4 群とし，同一対象者に 4 群全ての条件を施行した。条件施行
順は乱数表によりランダム化した。各群に条件施行前後で最大呼気流量（Peak Cough Flow，以下 PCF）を計測した。PCF 測定
器具には，フジ・レスピロニクス社製アセスピークフローメータに呼気ガス分析用のフェイスマスクを接続したものを使用し，
計測した。測定体位は座位とした。測定は，空気漏れのないよう測定器具を顔面にしっかりと密着させ，最大吸気位からの随意
的な咳嗽を全力で行うように説明し，咳嗽は自由なタイミングで行った。Control 群では介入を行わなかった。頚部屈曲運動群，
頭部屈曲運動群では声門閉鎖に関与する頚部筋の賦活を目的に，座位にて運動方向に抵抗を加え，5 秒間の等尺性収縮を行った。
pushing 運動は，上肢に力を入れることにより，反射的に起こる息こらえを利用して，声門閉鎖機能の賦活を図ることを目的と
して採用した。座位にて大転子部横の座面に対して 5 秒間の pushing を行った。頚部筋の賦活運動に関しては，訓練法のまとめ

（日本摂食嚥下リハ学会，2014）を参考にした。測定手順は PCF の計測，30 分間の座位での作業，賦活運動，PCF の計測の順
で行った。測定回数は 3 回とし，その最大値を CPF の値として採用した。各群の実施は 1 日以上の間隔を空けて行った。測定
値の変化率を 4 群間にて比較検討した。統計学的解析は各群の変化率を多重比較検定（steel�dwass 法）により行い，有意水準
は 5％ 未満とした。

【結果】

PCF の変化率は control 群 0.54±4.1％，頚部屈曲運動群 10.5±12.6％，頭部屈曲運動群 4.3±8.4％，pushing 運動群 13.6±10.4％
であった。Control 群と pushing 運動群間でのみ有意差（p＜0.05）を認めた。

【結論】

本研究結果より，pushing 運動を行うことで，随意的咳嗽力が向上する可能性が示唆された。pushing 運動では息こらえに伴い
頚部筋が収縮する。このことから，pushing 運動では，その他の条件と比較して，随意的咳嗽により近い収縮様式で頚部筋の収
縮を促すことが可能となり，PCF が向上したと推察する。
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健常人における体幹運動を伴った呼吸が呼吸機能および呼吸筋力に与える影響
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【はじめに，目的】

術後呼吸器合併症を予防するためには自己排痰を行うことが重要である。咳嗽時に体幹運動を用いて行うことにより，効果的に
自己排痰が可能となる経験をする。しかし，自己排痰能力と呼吸機能に関係があるとの報告はあるが，体幹運動を用い動的に呼
吸機能検査を行った報告は少なく，咳嗽に影響を与えるかは不明である。

本研究は，体幹運動を伴った呼吸を行うことにより，呼吸機能および呼吸筋力の変化について検討した。

【方法】

対象者は，呼吸器疾患の既往がない健常人 18 名（男性 11 名，女性 7 名），平均年齢 24.8±5.3 歳とした。対象者を体幹正中位に
て呼吸を行う群（以下，正中位群）と体幹運動を伴った呼吸を行う群（以下，体幹運動群）の 2 群とし，同一対象者に両条件を
施行した。呼吸機能検査および呼吸筋力測定の慣れの影響を除外するため A 群（1 日目：正中位群，2 日目：体幹運動群），B
群（1 日目：体幹運動群，2 日目：正中位群）を乱数表を用い 1 対 1 に割り付けた。

呼吸機能検査および呼吸筋力測定はスパイロメータ（フクダ電子社製 Spiro Sift SP�370COPD 肺 pre プラス）を用い，%肺活
量，%努力肺活量，1 秒率，%ピークフロー，%最大呼気圧，%最大吸気圧とした。

呼吸機能検査の条件を以下に示す。両群に共通して，体幹正中位での安静呼吸を 3 回以上実施した。次に体幹運動群は，最大呼
気，努力呼気時に体幹後弯運動を行い，最大吸気時に体幹伸展運動を行った。正中位群は常に前方を注視し，背もたれから背部
を離さずに行った。

呼吸筋力測定の条件を以下に示す。体幹運動群の%最大呼気圧は，体幹伸展運動を伴った最大吸気後に体幹後弯運動を伴った最
大呼気努力を行い測定した。%最大吸気圧は，体幹後弯運動を伴った最大呼気後に体幹伸展運動を伴った最大吸気努力を行い測
定した。正中位群は呼吸機能検査と同様の方法で行った。

統計学的解析は正中位群と体幹運動群の各測定項目の平均値を Wilcoxon 符号順位和検定を用いて有意水準は 5% 未満で検定
した。

【結果】

1 秒率，%最大呼気圧は正中位群と比較し，体幹運動群で有意に高値となった。その他の項目は両群間に有意差を認めなかった。

【結論】

山﨑らは腹筋の能動的な収縮は，肋骨の下制を促進することができ，強制呼気時に素早くより強力に胸郭の体積を減少させると
報告している。本研究より，体幹運動群において，体幹後弯運動を伴った呼気は腹筋群の収縮が得られやすくなり，%最大呼気
圧が高値を示したと推察する。また，腹筋群の収縮により，胸郭の体積が急激に減少したため 1 秒率が増加したと推察する。

斎藤らは食道癌術後早期に 1 秒量，最大呼気圧が低下し，両者に有意な正相関があると報告している。呼吸器合併症が生じやす
い術後早期に呼吸機能および呼吸筋力の改善は困難である。しかし，呼吸機能が低下した患者に対して体幹運動を伴った呼吸の
施行は 1 秒率，%最大呼気圧を補う可能性があり，有効な咳嗽法になると推察する。
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P-RS-13-1

ICU入室中人工呼吸器装着下から理学療法を実施し自宅退院可能となった症例
―鎮静状況および血液生化学データからの考察―
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key words 早期離床・人工呼吸器装着・ICU�AW

【はじめに，目的】

近年，ICU�Acqired Weakness の概念が広がり，予防の観点から ICU 管理下であっても全身状態を考慮しつつ可能な限り活動制
限を最小にすることが推奨されている。7 日以上の人工呼吸器管理となる患者は ICU�AW のリスクが高いため，当院 ICU にお
いても人工呼吸器装着期間中から離床を行い，筋力のみならず筋量の維持を図っている。ICU 退室前から低下した筋量は退室後
も低下を続け，1 ヶ月が経過しても改善しない症例を多く経験するが，今回，ICU から理学療法介入を開始し，人工呼吸器装着
期間中から積極的な運動療法を実施し，筋量および筋力が維持され自宅退院が可能であった症例を経験したので報告する。

【方法】

症例は 58 歳男性で，入院前の ADL（職業は建築業）はすべて自立していた。レジオネラ肺炎にて緊急入院し ICU 管理となった。
入院時重症度 APACHEII23 点であり，抗菌薬の投与および補液にて加療された。酸素マスク 5L/min を投与されていたが，第
4 病日，人工呼吸器（SIMV�PC）を装着された。第 5 病日，理学療法開始。ウィーニングを図り第 14 病日に抜管・ICU 退室さ
れた。第 28 病日に自宅退院となった。

【結果】

K・Na など電解質データおよびバイタルサインは正常範囲内であった。CK は入院時 2649U/L，第 5 病日 73U/L まで低下し正
常化した。CRP は第 2 病日 29.5mg/dL まで上昇し以降低下，第 15 病日に 0.3 mg/dL 正常化した。介入開始時は鎮静スケール
RASS�3，第 10 病日以降は RASS�1 で理学療法介入中は応答可能なレベルであった。筋力指標 MRC スケールは第 5 病日 0 点，
第 9 病日 58 であった。第 9 病日に CRP が 3.0 を下回り，翌日以降は意識レベルも安定していたため座位・起立練習および筋力
トレーニングを実施し，第 13 病日からはベッド周囲の歩行練習を実施した。第 14 日目に歩行器歩行開始し，第 18 病日に独歩
再獲得された。第 20 日以降，床上動作や階段昇降も自立した。体組成計 InBody にて測定した骨格筋指数 SMI は，第 14 病日

（ICU 退室時）に 9.6 kg/m2，第 28 病日（退院時）に 10.2kg/m2であった。

【結論】

ICU 退室後に筋量データが低下する症例を経験するが本症例は退室後に筋量は向上した。人工呼吸器管理下であっても循環動
態が安定し適切な鎮静状況であれば，血液生化学データに注意しながら積極的に活動を促すことで，退室後の筋量維持に寄与す
る可能性が考えられた。本症例においては CRP3.0 を下回った時点（第 9 病日）で離床を進めたが，CK は第 5 病日には正常化
していたため，より早期に鎮静状況を調整し離床を推進する，あるいは筋電気刺激療法などから開始するなど他の方法を取り入
れることができた可能性が考えられる。開始基準の設定のみならず，患者の状態に応じた負荷量の設定など，今後症例を重ねて
検討していきたい。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）【ポスター（呼吸）P13】

P-RS-13-2

ICU－acquired weakness を合併したAcute respiratory distress syndrome 患者
一症例における運動機能回復とバランス評価

伊東 一章，菊谷 文子

秋田赤十字病院リハビリテーション科

key words ICU－AW・運動機能・バランス評価

【はじめに】ICU－acquired weakness（ICU－AW）は ICU 管理された重症患者に生じる骨格筋機能低下であり，その原因が明
らかでないものと定義されている。特に多臓器不全や敗血症，Acute respiratory distress syndrome（ARDS）に合併し，人工呼
吸器離脱遅延や長期にわたる身体機能障害や ADL 低下など深刻な影響を及ぼすことが知られている。病態の成因に関しては不
明な点も多く，運動機能回復に関する報告はいまだ少ない。また，基本動作や日常生活活動（ADL）等の低下にバランス機能障
害が関与している症例も多いと推察されるが，ADL 経過とバランス機能回復を詳細に評価したものはない。そこで，ICU－AW
を合併した ARDS 患者の運動機能とバランス機能回復の経過を報告する。

【方法】症例は急性骨髄性白血病の化学療法目的に入院，ADL は自立していた。その後に肺炎を発症，DIC score 7 点，PaO2/
FIO2（P/F）ratio 65，ARDS のため人工呼吸器管理となった。12 病日に P/F 90 と低値であり，連日血小板輸血が行われ肺出血
のリスク管理が併用して行われた。26 病日より呼吸理学療法・離床訓練を開始，61 病日で歩行器での連続歩行が 100m 可能と
なり，98 病日で T 字杖歩行自立となり自宅退院となった。運動機能，バランス機能，ADL の経過は，Medical Research Coun-
cil score（MRC score）［点］，10m 歩行速度［m/sec］，Timed－Up and Go test（TUG）［sec］，6 分間歩行距離［m］，Berg Balance
Scale（BBS）［点］，日本語版 Mini�Balance Evaluation Systems Test（Mini－BESTest）［点］，Functional Status Score for the In-
tensive Care Unit（FSS－ICU）［点］，Barthel Index（BI）［点］で評価した。

【結果】理学療法開始時は筋力低下を呈し，ADL は全介助であった（MRC score；38 点，FSS�ICU；3 点，BI；0 点）。48 病日
では筋力は改善傾向にあったがバランス障害が認められた（MRC score；48 点，BBS；13 点，Mini－BESTest；3 点，FSS�ICU；
23 点，BI；40 点）。75 病日ではさらに筋力は改善したが，バランス障害が残存，ADL は軽介助レベルとなった（MRC score；
54 点，10m 歩行速度；0.63 m/sec，TUG；27.5 sec，6 分間歩行距離；130 m，BBS；33 点，Mini－BESTest；10 点，FSS�ICU；
32 点，BI；85 点）。98 病日でバランス障害は改善し，病棟内 ADL 自立，T 字杖歩行で自宅退院となった（MRC；56 点，10
m 歩行速度；0.78 m/sec，TUG；14.7 sec，6 分間歩行距離；240 m，BBS；50 点，Mini－BESTest；17 点，FSS�ICU；35 点，
BI；95 点）。筋力回復は比較的早期に認められ，その後のバランス機能改善に伴い，運動機能と ADL にも改善が認められた。

【結論】ICU－AW を合併した ARDS 患者の運動機能回復とバランス評価指標に MRC score，BBS，Mini－BESTest を用いて治
療を行った。ICU－AW を合併した患者においてバランス機能評価を行うことは理学療法治療に有用であり，初期は BBS を使用
し，より高度なバランス機能評価には Mini－BESTest が適している可能性が示された。
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ICUリハビリテーションによるADL拡大と譫妄予防

徳田 啓太

嶋田病院

key words 早期離床・譫妄予防・早期人工呼吸器離脱

【はじめに，目的】

ICU 患者は，呼吸循環器系や骨格筋の廃用，呼吸器合併症，精神障害などの弊害を予防するために，早期離床が必要である。超
急性期からリハビリテーション（以下リハ）を行うことは，人工呼吸器離脱までの期間を短縮し，身体機能や ADL 改善を早め，
譫妄発症率を減少させ，入院期間の短縮や QOL 向上に寄与する。米国集中治療医学会のガイドラインでも早期リハは推奨され
ている。今回，急性呼吸不全を呈し，超急性期からの介入により ICU 内における ADL 改善・譫妄予防を図ることが出来たため
ここに報告する。

【方法】

70 歳代男性，65.5kg，主病名は細菌性肺炎。基礎疾患に 2 型糖尿病・COPD があるが日常生活は自立していた。今回，高熱及び
WBC21900，CRP19.0 と高度炎症所見認め，当院救急搬送となった。第 1 病日目，JCS clear，P/F170 台，胸部 XP・CT 検査に
て左上葉・右下葉に浸潤影を認め，6L リザーバーマスク開始となるも，呼吸状態が保てず，NPPV 開始。第 2 病日目より NPPV/
オキシマスク 5L の on/off 管理開始となるが，会話・体動での頻呼吸・低酸素血症を繰り返し，第 3 病日目に ICU 転棟。同日よ
り理学療法開始。初期評価時は JCS2，FIM：20 点，FSS�ICU：1 点，呼吸数 25，斜角筋 Grade：IV，左肺野 rhonchi 聴取，会
話時や体動での呼吸苦・酸素化低下が著明であった。呼吸機能低下における制限が強く，呼吸苦や体動制限等から譫妄発症の危
険を生じていた。理学療法はコンディショングから開始し，徐々に運動療法へ転化。ポジショニングや体位ドレナージは，リハ
以外での時間帯も統一して行えるように看護師へ指導し，離床開始時はリスク管理の面から理学療法士と看護師の 2 名体制で
行なった。並行してカレンダーや時計等の環境整備や車椅子離床等で譫妄予防に努めた。

【結果】

第 9 病日目 NPPV 離脱，第 11 病日目 ICU 退室。退室時は酸素 4L で管理し，JCS clear，HDS�R：28 点，FIM：66 点，FSS�ICU：
24 点，MRC 筋力スコア：48 点，呼吸数 20～22，斜角筋 Grade：II に改善し，大腿周径も�0.5cm と廃用症候群の予防に努める
ことが出来た。

【結論】

早期人工呼吸器離脱・譫妄予防・ADL 拡大が可能となった要因として超急性期からのリハ介入が有効であったと考える。本症
例は COPD 急性増悪と，肥満による横隔膜運動の阻害で換気不全を呈していた。呼吸筋疲弊による挿管リスクも高かったが，早
期より気道クリアランス改善やコンディショニングを行なうことで，呼吸仕事量の軽減が図れ，挿管の回避と早期 NPPV 離脱に
つながり，その後の早期離床につながったと考える。ADL に関しては FIM：20→66 点に改善しているが，改善項目として食
事・更衣・移乗動作の改善及び認知項目は全項目 7 点となっている。ICU 入室において治療や環境要因等により譫妄等の精神
障害を発症することが報告されているが，早期から他職種と連携し声掛けや環境整備など行なうことで認知項目の改善につな
がり譫妄予防につながったことが考えられる。
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ICU獲得性筋力低下患者に対する回復期リハビリテーションの治療介入効果
能動的運動の促進と多職種連携の必要性に着目して

宮﨑 成美1），米澤 武人1），名倉 弘樹2），本田祐一郎2），神津 玲2,3），羽島 厚裕1）

1）独立行政法人国立病院機構長崎病院リハビリテーション科，2）長崎大学病院リハビリテーション部，
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学

key words ICU獲得性筋力低下（ICU�AW）・回復期リハビリテーション・多職種連携

【はじめに】ICU 獲得性筋力低下（ICU�acquired weakness，ICU�AW）は敗血症などの重症患者に好発し，軸索障害を特徴と
する Critical illness polyneuropathy と，近位筋有意の筋力低下を特徴とする Critical illness myopathy，さらに両者を合併した
Critical illness neuromyopathy を包括する病態である。これは死亡率の増加，長期間にわたる身体機能障害，ADL および健康関
連 QOL の低下など，患者の短期及び長期予後に深刻な悪影響を及ぼす。したがって，ICU�AW に対する回復期リハビリテー
ション（リハ）での介入方法の確立は，ADL 能力の改善において重要な課題である。しかし，回復期病院における ICU�AW
の臨床報告は皆無であり，これが ICU�AW に対する効果的な治療戦略の確立を妨げている一要因になっている。そこで本演題
では，急性期病院にて ICU�AW を発症した患者に対する回復期リハでの介入方法を提示し，機能回復の経過や ADL，QOL
の変化について報告する。

【症例】60 歳代女性，入院前の ADL は自立。現病歴としては，X 日に急性期病院へ緊急入院となり，X+1 日に敗血症性ショッ
クと診断。X+69 日に全身筋力の指標である MRC sum score（MRC�SS）が 24 点と基準である 48 点未満であったことから ICU�
AW と判定。その後，X+264 日にリハでの ADL 向上を目的に当院転院となり，転入時の MRC�SS は 36 点であった。起居動作
は概ね全介助であり，ADL は Barthel Index（BI）で 15 点，QOL は SF�36 の身体機能（PF）は 0，身体の日常役割機能（RP）
は 37.5 であった。

【経過】本症例は当院転院直後より細菌感染に伴う個室隔離となったため，まずは病室で起居動作の獲得を目指したプログラム
を実施した。その結果，起き上がりの介助量は軽減し，30 分以上の端座位保持が可能となった。その後，病棟看護師と連携し，
日中の端座位時間の確保，延長を目的に X+287 日より端座位での昼食摂取が開始となった。さらに，X+313 日より個室隔離が
解除となったことでリハ室での理学療法を開始し，起立練習や車椅子の自走練習を中心に行った。結果，MRC�SS は 38 点と向
上し，起き上がりは自立，BI は 35 点，SF�36 の PF は 10.0，RP は 68.8 と改善を認めた。

【結論】今回，ICU�AW の合併によって全身の筋力低下と遷延をきたし，著しく ADL 能力が低下した症例を経験した。ICU�AW
の急性期リハは，不活動による廃用症候群に加え，全身炎症から惹起された末梢神経障害や筋障害が要因とされ，早期離床や積
極的な運動療法が予防において重要とされている。当院での回復期リハでも理学療法介入のみならず病棟看護師との連携強化
によって離床時間は延長し，このことが起居動作能力の改善につながり，ADL ひいては QOL の向上につながる可能性が示唆さ
れた。すなわち，ICU�AW を呈した患者に対する ADL 向上に向けた介入は，多職種と連携を図りながら離床時間の延長を図り，
能動的な関節運動ならびに筋力増強運動を促すことが重要であると推察された。
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知覚入力型インソールによる足底圧中心位置の指導が立ち上がり動作中の下肢
筋活動にあたえる影響について

長谷川正哉1），足立あやめ2），高宮 尚美1），島谷 康司1），金井 秀作1），田中 聡1）
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key words 知覚入力型インソール・立ち上がり・動作指導

【はじめに，目的】足底感覚刺激を用いて動作中の足底圧中心位置（Center of foot pressure：以下，COP）を指導する知覚入力
型インソール（Perceptual Stimulus Insole：以下，PSI）を開発している。PSI の使用方法として対象者がインソール上に設置し
た突起を知覚しつつ，「踏みながら」動作することで動作パターンの変容を促す。また，先行研究にて，PSI の使用により COP
移動軌跡の微細な制御が可能になることを報告している。一方 COP の定位の影響については検証しておらず，本研究では PSI
を用いた COP 定位位置の指示とその制御が立ち上がり動作におよぼす影響について調査した。

【方法】対象は下肢に既往のない健常女性 20 名を対象とした。実験条件および PSI の設定について，PSI の突起にはプラスチッ
ク製の半球シールを用いた。突起の貼付位置によって条件を設定し，母趾球下，小趾球下，踵内側部，踵外側部に突起を貼付す
る 4 条件およびコントロール条件を加えた計 5 条件での実験を行った。次に，立ち上がり動作について，運動時間は 2 秒間とし
メトロノームを用いて規定した。また，椅子には電動式昇降装置を用いて，各被験者の下腿長に基づきの椅子の高さを調節した。
筋電位の計測には NORAXON 社製マイオシステムを用い内側広筋，外側広筋，内側ハムストリングス，外側ハムストリングス
の筋電位をサンプリング周波数 1,000Hz にて計測した。筋電位の解析は全波整流およびスムージング処理を行った後，各条件に
おける積分筋電図値を求め，コントロール条件の値にて正規化した。統計解析には，一元配置分散分析を行い，Scheffe 法を用
いて各条件間の比較を行った。なお，統計学的有意水準は 5％ に設定した。

【結果】内側広筋では母趾球条件，小趾球条件と比較し踵内側条件にて有意な増加を認めた（それぞれ p=0.017，p=0.025）。外側
広筋では母趾球条件と比較し踵内側条件にて有意な増加を認めた（p=0.047）。内側ハムストリングスでは踵内側条件，踵外側条
件と比較し母趾球条件にて有意な増加を認めた（それぞれ p=0.008，p=0.017）。外側ハムストリングスではすべての条件間に有
意差は認められなかった。

【結論】PSI を用いた COP の指導と意識的な COP 制御により下肢筋活動が変化することが確認された。これは，被験者が環境
の変化を知覚し，その変化に身体を適応させながら立ち上がり動作課題を実施した結果を示している。そのため，PSI を用いた
動作指導により環境に適応的な身体機能の獲得につながる可能性が示唆される。また，PSI を用いた動作指導は対象者と理学療
法士の感覚的なコミュニケーションを補助するツールとして利用可能であり，対象者の下肢筋の選択的トレーニングや安楽な
動作ストラテジの指導につながる可能性が示唆される。なお，本研究は平成 28～30 年度科学研究費助成（若手研究 B：課題番
号 16K21297）を受け実施した。
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知覚入力型インソールによる初期接地位置の教示が歩行時の足関節運動に及ぼす影響
二次元動作解析 Image J での検証

大古場良太1,2），長谷川正哉3），吉塚 久記2,4），本多 裕一4），浅見 豊子2）

1）篠田整形外科，2）佐賀大学大学院医学系研究科，3）県立広島大学保健福祉学部，
4）専門学校柳川リハビリテーション学院

key words 知覚入力型インソール・足底感覚・二次元動作解析

【はじめに，目的】

近年，足底感覚を識別する認知的トレーニングの効果が報告されている。一方，長谷川らは後足部に突起を設置した知覚入力型
インソール（Perceptual Stimulus Insole；以下 PSI）を作成し，PSI を用いた歩容変化について三次元動作解析にて検証してい
る。しかし三次元動作解析は高価で測定環境も限られるため臨床応用は難しい。そこで今回，より簡便な方法として二次元動作
解析を用いて模擬的な PSI の使用が歩行中の足部動態に及ぼす影響について検証することを目的とした。

【方法】

対象は下肢に既往のない成人 15 名（男性 9 名，女性 6 名）とした。実験は突起なし条件と，踵中央より約 1cm 内側へずらした
位置に突起を貼付した内側条件，外側へずらした外側条件，後方へずらした後方条件の計 4 条件を設定し「踵を着く時に突起を
踏みながら歩いてください」と指示した。各条件下歩行をビデオカメラにて矢状面撮影し，二次元動作解析ソフト Image J を用
い初期接地時足関節背屈角度及び遊脚時つま先高を算出した。なお被験者には腓骨頭・外果・第 5 中足骨頭側面に反射マー
カーを貼付し，初期接地時の腓骨頭と外果を結んだ線及び外果と第 5 中足骨頭側面を結んだ線がなす角で背屈角度を算出した。
遊脚時つま先高は足尖離地後ピーク値（以下，P1），遊脚中期最小値（以下，P2），遊脚終期ピーク値（以下，P3）を歩行路に
貼付したテープからつま先までの垂線の長さで算出した。条件間比較は Kruskal�Wallis 検定及び Steel�Dwass 法による多重比
較を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】足関節背屈角度は突起なし条件 0.48（̊�0.9�0.7），内側条件 2.34（̊�0.5�4.2），外側条件 5.8（̊5.0�8.4），後方条件 11.5（̊8.0�
12.6）となり，突起なし条件と比較し外側条件（p=0.038）と後方条件（p=0.005）に有意差を認めた。また，内側条件と比較し
後方条件に有意差を認めた（p=0.005）。つま先高は，P1 では突起なし条件 84.4mm（80.4�89.6），内側条件 80.6mm（78.9�89.3），
外側条件 78.0mm（72.8�85.7），後方条件 75.0mm（71.3�85.2）で，条件間に有意差は認めなかった。P2 では突起なし条件 40.8
mm（37.9�45.3），内側条件 51.0mm（47.7�55.8），外側条件 59.5mm（53.7�62.9），後方条件 58.5mm（52.2�67.4）で，突起無し条
件と比較し外側条件（p=0.008）及び後方条件（p=0.005）に有意差を認めた。P3 では突起なし条件 108.3mm（105.0�110.8），内
側条件 125.4mm（115.5�131.5），外側条件 136.3mm（130.4�146.9），後方条件 138.3mm（132.9�145.2）で，突起なし条件と比較し
外側条件（p=0.011）及び後方条件（p=0.002）に有意差を認めた。また，内側条件と後方条件との間にも有意差を認めた（p=
0.021）。

【結論】突起の使用や貼付位置の違いにより足関節背屈角度やつま先高の上昇を認めたことから，裸足に突起を貼付するのみの
簡便で汎用性が高い方法でも転倒予防や足関節の運動制御能力向上を目的としたトレーニングとして応用可能と考える。
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ノイズ前庭電気刺激のノイズ強度の違いによる立位重心動揺の抑制効果につい
て

青木 修1），大谷 啓尊2）

1）四條畷学園大学リハビリテーション学部，2）神戸国際大学リハビリテーション学部

key words 前庭電気刺激・重心動揺・ノイズ

【目的】

脳卒中患者は視覚代償を用いて立位安定性を保持していることが報告されており，この視覚代償には前庭関連領域の機能低下
による立位動揺が背景にある可能性が考えられている。近年，感覚閾値より低強度の前庭電気刺激（GVS：Galvanic vestibular
stimulation）にノイズを付加する（n�GVS）ことで立位動揺が減少することが報告されており“感覚の装具”として注目されて
いる。しかし立位動揺の改善に有効なノイズ強度や刺激強度については十分に明らかにされていない。本研究では健常者を対象
として，立位動揺の抑制に有効なノイズ強度ならびに刺激強度について検討することとした。

【方法】

下肢および前庭機能に既往のない健常若年者 15 名（20.7±1.3 歳）を対象とした。計測には床反力計（kistler 社，サンプリング
周波数 1000Hz），刺激発生装置ならびにアイソレーター（日本光電），ホワイトノイズ生成用パソコンを用いた。GVS 刺激強度
は被験者の通電感覚閾値の 30，50，70，90，110% とし，ノイズ強度は偽刺激，0dBW，�10dBW とした。

被験者にラバーを置いた床反力計上で上肢体側下垂位，踵間距離 5cm の立位をとらせ，イヤーマフおよび目隠し装着の上で 60
秒間の重心動揺を計測した。重心動揺の測定開始から 30 秒後に 30 秒間の n�GVS（右陽極）を与えた。

動揺の評価指標として，刺激前 20 秒間および刺激中 20 秒間それぞれの前後・左右方向の二乗平均平方根（前後および左右
RMS）を求めた。ノイズ強度の比較には 2 元配置分散分析を用い，各被験者の至適刺激強度における刺激前・後の RMS を比較
した。事後検定には対応のある t 検定（有意水準 5％，Bonferroni 補正）を用いた。

【結果】

至適刺激強度はほとんどの被験者で通電感覚閾値の 70% の強度であった。2 元配置分散分析の結果，前後および左右 RMS とも
に刺激前・後とノイズ強度間において有意な交互作用を認めた（p＜0.001）。刺激前の前後 RMS のノイズ強度比較では，偽刺激
と�10dBW において有意差が認められた（mean±SE（mm）；52.8±4.4，61.4±5.5，p=0.008）。刺激後の左右 RMS では 0dBW
が偽刺激と比較して有意に小さかった（6.1±0.5，10.5±0.8，p＜0.001）。刺激後の前後 RMS では 0dBW が偽刺激，�10dBW
と比較して有意に小さかった（36.9±3.5，53.5±4.6，45.7±4.0，p＜0.005）。

【結論】

本研究の至適刺激強度は，ほとんどの被験者で 70％ であり，またノイズ強度の影響は受けないことが示された。立位動揺につ
いては，前後左右方向とも 0dBW で偽刺激よりも有意に小さくなったことから，立位動揺の抑制には強いノイズを GVS に付加
すると効果的であることが示唆された。
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仮想壁を利用した産業労働者に対する立位機能評価の検証

島谷 康司1），坂田 茉実2），島 圭介2），三谷 良真1,3），山川青空海1,4），泉 博之5）

1）県立広島大学大学院総合学術研究科，2）横浜国立大学大学院工学研究院，
3）社会福祉法人里仁会興生総合病院，4）医療法人紅萌会福山記念病院，
5）産業医科大学産業生態科学研究所

key words 仮想壁・産業労働者・立位機能評価

【はじめに，目的】

固定点に 100g 以下で触れることによって生じる，指先への体性感覚入力によって姿勢が安定する現象（以下，LTC）が知られ
ている。我々は，仮想的な壁を構成し，仮想壁に触れた反力を振動刺激として指先に与えることで立位・歩行支援を行う Virtual
LTC（以下，VLTC）を提案してきた。近年，立位機能の評価として，床振動やスリップなどの機械的外乱刺激によって立位・
歩行機能を評価する手法が試みられている。我々は，VLTC を用いて簡易的・定量的に立位機能を評価する方法を開発し，本研
究ではこれを産業労働者に対して実施し各年代別の身体動揺について検証した。

【方法】

対象は A 工場で働く産業労働者 106 名であった。その内訳は，20 歳代は 25 名，30 歳代は 28 名，40 歳代は 28 名，50 歳代は 16
名，60 歳代は 9 名であった。平均年齢は，20 歳代は 24.5±3.1 歳，30 歳代は 34.9±2.4 歳，40 歳代は 44.0±2.8 歳，50 歳代は 55.8
±3.2 歳，60 歳代は 61.8±2.2 歳であった。計測には，KINECT（Microsoft 社製），Wii ボード（Nintendo 社製）および独自に開
発した指先振動刺激装置と立位機能評価プログラムをインストールしたパーソナルコンピュータを用いた。開発した立位機能
評価プログラムは 60 秒間中に振動刺激あり条件と振動刺激なし条件が 30 秒間提示される設定とした。被験者には Wii ボード
上で閉脚閉眼立位とし，「壁に触れるかのように指先を軽く振りながら自然に 60 秒間立っていてください。途中で仮想壁がなく
なりますが，そのまま立ち続けてください」との口答指示を与えた。統計解析には，年齢（20�60 歳代）×タッチ条件（VLTC/
No Contact，以下 NC）に対して 2 元配置分散分析を行い，下位検定には修正 Bonferroni 法を用いて各条件間の比較を行った。
なお，統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

身体質量中心（以下 COM）の総軌跡長においては，各タッチ条件における年齢間の比較では，すべての条件において有意な差
はみられなかった。一方，各年齢のタッチ条件の比較では，すべての年齢において NC と比較して VLTC が有意に低値を示した

（p＜0.01）。足底圧中心（以下 COP）の総軌跡長においては，各タッチ条件における年齢間の比較では，20 歳代，30 歳代はそれ
ぞれ 50 歳代，60 歳代と比較して有意に低値を示した（p＜0.01）。また，40 歳代は 60 歳代と比較して有意に低値を示した（P
＜0.05）が，50 歳代は 60 歳代と比較して有意な差はなかった。

【結論】

本研究は，産業労働者の身体動揺について検証した結果，50 歳以降は若年者層と比較して有意に身体動揺が大きくなることが明
らかとなった。また，すべての年齢において VLTC による指先からの振動刺激が身体動揺を減少させる可能性が示唆された。
VLTC による身体動揺軽減効果も指先への振動刺激が姿勢制御の感覚戦略に影響したと推測されるが，今後さらに詳細な検証
が必要である。
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スマートフォンを用いた骨盤位置バイオフィードバックシステムの効果につい
ての研究

塩見 誠1），糸数 昌史2）

1）西那須野マロニエ訪問看護ステーション，2）国際医療福祉大学

key words スマートフォン・バイオフィードバック・骨盤位置

【はじめに，目的】日本での腰痛の有訴者率は高く，年代が上がるにつれて高くなる。太田らは腰痛患者を対象とし体幹深層筋
に焦点を当てた運動療法を施行した結果，腰痛の程度が改善し，さらに腹横筋，第 3，4 腰椎高位における多裂筋の筋厚が増加
したと報告しており特定の運動療法の効果は認められている。国民のスマートフォン（以下スマホ）所持率は近年 67.4% と高い。
スマホには様々なアプリケーション（以下 APP）が存在しており運動学的解析 APP では，妥当性，再現性は低速歩行にて三次
元位置解析装置と同様の性能を有することを示しており，簡便である。またスマホにはミラーリング機能（以下 MS）があり携
帯端末の画面を投影することが可能である。そこでスマホ APP と MS を組み合わせ視覚的バイオフィードバックシステム（以
下 BFS）を考案した。本研究は一般的に普及されているスマホを用いて腰痛患者に効果的な運動療法の姿勢特性を捉え，BFS
を用いて姿勢の制御を行うことが可能かどうかを明らかにする。

【方法】健常成人男性 9 名（年齢 25.1±2.5 歳），測定環境は iPhone と iPod touch を重ね仙骨後面に固定し，iPhone のデザリン
グ機能を用い同一 Wi�Fi 環境とした。使用 APP は CSV 出力用として「ジャイロくん 3」，視覚提示として「水平器 Pro」を使用，
BFS 画面は「Reflector2」を用いて MacBook Pro（Apple Inc）に投影した。

姿勢保持は 1 分間行い，四つ這い対側四肢挙上運動（右上肢�左下肢挙上）とし，条件は 1）FB 有り，2）FB 無しの 2 条件をラ
ンダムに選び，計測は四つ這いでの骨盤の位置を基準とした。運動は「ドローイン後，手と足を地面に水平になるように挙上す
る様に」と指示した。基準は地面（前後傾，左右回旋 0̊）とし，FB 有りでは画面上に映し出される目印を基準 0̊ に姿勢を合わ
せるよう指示した。解析は運動開始から 20～60 秒の 40 秒間を採用（50Hz）。FB の有無による骨盤前後傾，左右回旋角度を得
た。運動中の骨盤角度変化の傾きを恒常誤差（CE）基準値からの誤差を全体誤差（TE）角度変化のばらつきを変動誤差（VE）
にて算出し，2 条件の平均を対応のある t 検定を用い統計ソフト SPSS 用いて解析した。（有意水準 5%）

【結果】

CE では骨盤は前傾，左回旋する傾向にあった。FB ありで前傾は有意に基準に近づいた。

TE では骨盤前後傾角度で FB 無しでは 6±4̊FB 有りでは 3±2̊ と有意な変化を認めた。

VE では骨盤左右回旋角度で FB 無しでは 2±1̊FB 有りではと 1±1̊ と有意な変化を認めた。

【結論】

四つ這い対側挙上運動において FB 無しで骨盤位置がより左回旋かつ前傾の傾向になっているため姿勢保持に大臀筋の膨隆，体
幹背筋が作用した可能性が考えられる。骨盤位置の制御では視覚的 BF 有りの方が目標の位置からの誤差が小さく，運動中の動
揺が少ないことが明らかになった。スマートフォンを用いた BFS により姿勢特性を捉えられかつ制御できる可能性が示され
た。
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在宅での装具の使用状況とその違いによる満足度の比較

柳川 竜一，八木 朋代，都丸 哲也

医療法人社団永生会永生病院リハビリテーション部

key words 短下肢装具・使用状況・満足度

はじめに

脳卒中患者における短下肢装具（以下装具）の使用は，脳卒中ガイドラインにおいても推奨されており，リハビリテーションに
おいて有効な身体機能補助具のひとつである。しかし，入院中に作製した装具が，活動度や生活環境の異なる在宅生活において
も適合し，継続して使用しているかを検討した報告は少ない。本研究ではより良い装具の選定ができるよう，入院中に作製した
装具に関して退院後の状況を調査した。

方法

対象は 2012 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院入院中に装具を作製した 82 名の内，アンケート用紙を郵送し返送があった 33
名とした。性別，年齢は男性 20 名，女性 13 名，平均年齢 65.5±14.8 歳だった。疾患は脳血管疾患 30 名，その他 3 名。装具の
種類は金属支柱型短下肢装具 17 名，プラスチック短下肢装具 9 名（継ぎ手付き 5 名，継ぎ手なし 4 名），オルトップ 4 名，その
他 3 名であった。調査項目は装具使用状況と満足度からなるものとした。使用状況は装具使用の状況，使用期間，使用している
理由又は使用しなくなった理由（複数回答可）を調査。満足度は Louise Demers らによって開発された福祉用具使用者の満足度
の評価指標を参考に当院独自に作成。項目は 1 大きさ，2 重さ，3 耐久性，4 使い心地，5 着脱のしやすさ，6 デザイン，7 総合
の 7 項目とした。これら各項目を，傾向を把握しやすいように「非常に不満」の 1 点から「非常に満足」の 4 点の 4 段階で評価
した。その後，装具の使用状況から装具を使用している群を使用群，装具を使用していない群を非使用群と分類し，その 2 群間
で満足度の各項目を比較した。満足度の算出方法は項目の得点を加算し，有効回答数で除したものとした。2 群間比較の統計処
理は Mann�Whitney の U 検定により検討し，有意水準は 0.05 未満とした。

結果

使用状況は，使用群が 26 名（平均使用期間 10.6 ヶ月），非使用群が 7 名（平均使用期間 3.1 ヶ月）だった。使用している理由は
安定性が増すからという理由が一番多く（20/26 人），次いで退院時に着用するよう言われたからという理由であった（14/26
人）。使用していない理由は使用しなくても歩行できるようになったからという理由が一番多く（4/7 人），次いで使用すると疼
痛が出るからという理由（2/7 人）であり，専門家の助言を受けて使用をしなくなった者はいなかった。満足度の比較では各項
目において 2 つの群に有意差は認められなかった。

結論

非使用群の人数は少なかったが，平均使用期間は短く，使用しなくても歩行できるようになったと自己判断し使用をやめていた
ことがわかった。しかし，使用群と非使用群での満足度の差は認めなかった。以上のことから，継続して装具を使用してもらう
には機能面に考慮するだけでなく，退院後も専門家と接する機会を定期的に設け，装具の適合についてフォローアップしていく
ことが重要であると思われた。
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Honda 歩行アシスト介入前の歩数の差異による影響

杉田ひとみ，町田 聖紀，坂本 敦

公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院

key words Honda歩行アシスト・歩数・効果

【はじめに，目的】本田技研研究所が開発した Honda 歩行アシスト（以下，アシスト）は装着型歩行補助装置で，従来のロボッ
トに比べ軽量かつ装着が簡単で，歩行訓練の場所に制約を受けにくい。しかし適応症例や効果がわからず，使用するに躊躇する
ことが多いのが現状である。そこで本研究は簡便に計測できる 10m 歩行測定の歩数に着目し，アシスト介入前の歩数の差異が
アシスト効果に影響を及ぼすかを検討した。【方法】平成 25 年 8 月から平成 27 年 12 月に入院中の見守りおよび自立での歩行可
能な患者 49 例（男性 29 例・女性 20 例，脳血管疾患 32 例・整形外科疾患 17 例，年齢 65.66±10.06 歳）であった。方法はアシ
スト介入 20 分間 10 回実施し，毎回アシスト介入前，介入後に快適歩行速度での歩行時間，歩数を計測し歩行速度，歩幅を求め
た。また初回と終了後に time up and go test（以下 TUG）を測定した。歩数での分類は Imms の報告を参考として，初回介入前
の歩数 25 歩以上（以下，25 以上群），20 歩以上 25 歩未満（以下，20 歩以上群），20 歩未満（以下，20 歩未満群）の 3 群とした。
内訳は 25 歩以上群（14 例）20 歩以上群（17 例）20 歩未満群（18 例）であった。この各群における歩行速度・歩数・TUG をウィ
ルコクソン符号付順位和検定で比較検討した。【結果】歩行速度は，20 歩未満群では 1.10±0.3m/sec から 1.16±0.26m/sec と増
加傾向を示すが有意差はなかった（p＞0.05）。20 歩以上群は 0.68±0.14m/sec が 0.79±0.25 m/sec（p＜0.01）となり，25 歩以上
群で 0.35±0.16 m/sec が 0.45±0.196 m/sec まで増加した（p＜0.05）。また 20 歩以上群では 3 回目以降から有意（p＜0.01）に増
加し，25 歩以上群では 2 回目以降から有意差（p＜0.05）をもって増加し始める。歩幅では 20 歩未満群は 0.57±0.12 m から 0.61
±0.09m と増加したが有意差（p＞0.05）はなかった。20 歩以上群は 0.47±0.04m が 5 回目から有意に増加し 0.50±0.06m となっ
た（p＜0.01）。25 歩以上群で 0.28±0.06m から終了時 0.34±0.10m と有意差（p＜0.01）をもって増加した。TUG において 20
歩未満群は 17±1.63sec で介入前と終了時の変化を認めなかった（p＞0.05）。20 歩以上群では 19±5.8sec が 17±4.85sec に減少し
有意差（p＜0.05）を認め，25 歩以上群で 44±15.46sec から 34±13.95sec に有意に（p＜0.05）減少した。【結論】歩数が 20 歩以
上の症例に対し，歩行速度はアシストの補助力により早期から増加したと考える。歩幅において 20 歩以上の症例は歩幅増加の
改善が認められるが，学習回数を要するため歩幅の変化が早期からの変化は見られなかったと考えた。またバランス能力向上に
有効であることを認めた。20 歩未満の症例では，介入前より歩行速度，歩幅，バランス能力が安定しているため，歩行能力の変
化がなかったのではないかと考える。本研究によりアシスト介入前の歩数がアシストを簡易に用いる一指標になりうる可能性
があると考える。
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神経難病に対するロボットスーツHALの効果

田端 洋貴1），藤田 修平1），脇野 昌司2），辻本 晴俊3），中村 雄作4），阪本 光4），上野 周一4）

1）近畿大学医学部堺病院リハビリテーション部，2）近畿大学医学部附属病院リハビリテーション部，
3）近畿大学医学部堺病院リハビリテーション科，4）近畿大学医学部堺病院神経内科

key words 神経難病・ロボットスーツHAL・効果

【はじめに，目的】

当院では 2015 年 10 月よりロボットスーツ HAL FL�05（以下 HAL）を導入し運用を開始している。近年 HAL に関する報告は
散見するが，神経難病に対する効果についての報告は僅少である。そこで当院における神経難病患者に対する HAL 導入効果を
検討したので報告する。

【方法】

HAL 導入基準は，歩行補助具の有無や種類に関わらず，見守りまたは自立して 10m 歩行可能な神経難病疾患とした。対象は 11
例（男性 5 名，女性 6 名），平均年齢 54.8±18.3 歳で，対象疾患は，脊髄小脳変性症 7 例，筋ジストロフィー 1 名，筋萎縮性側
索硬化症 1 名，多発性硬化症 2 名であった。1 患者当りの HAL 歩行練習実施時間は，着脱を併せて 1 回 60 分，アシスト量は被
験者が快適に感じ，且つ理学療法士が歩容を確認しながら適宜調整した。歩行練習には，転倒防止の為に All in one を使用し，
実施回数は 1 患者当り平均 12.4±3.7 回であった。

測定項目は，歩行評価として 10m 最大歩行速度，バランス評価として Timed Up and Go test（以下 TUG）を HAL 実施前（HAL
前）とリハビリ終了後（HAL 後）に測定した。 統計学的分析には Wilcoxon の符号付き順位検定にて有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

10m 最大歩行速度は，HAL 前 0.75±0.31m/s，HAL 後 0.99±0.38m/s，歩幅は，HAL 前 0.45±0.11m，HAL 後 0.51±0.11m，歩
行率は，HAL 前 95.7±28.8 steps/min，HAL 後 113.2±27.2steps/min であった。TUG は HAL 前 25.9±24.4s，HAL 後 17.4±9.7
s であった。HAL によるリハビリにより歩行速度や歩幅，歩行率などの歩行パフォーマンスと，バランス指標である TUG にお
いて有意な改善を示した。

歩行速度の向上には歩幅と歩行率の改善が寄与するとされ，HAL は荷重センサーにより重心移動を円滑に行わせ，律動的で一
定の正確な歩行リズム形成により歩行率を高め，歩容などが改善した結果歩行速度が向上したと考えられた。また歩行速度の向
上に求められるトレーニング要素としてはトレーニング量があり，HAL が歩行アシストする事で身体にかかる負担が軽減され
た事により，歩行速度向上に繋がる十分な練習量の獲得が，過用・誤用症候群の出現なく達成出来たものと考える。

【結論】

神経難病は多くが進行性で，確立した治療法が無く，早期からのリハビリテーションによる機能維持が重要である。今回の結果
から，HAL による歩行練習により歩行能力，バランス能力に改善効果を認めた。この事は，ADL や QOL の維持・向上につな
がり，神経難病に対する有効なリハビリテーションツールの 1 つとして非常に意義のあるものと考える。今後は，より効果の高
い具体的な介入方法などを検証し，有効的な HAL の使用方法の確立を目指していく。
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HAL を用いたショートステイが脳卒中片麻痺者の歩行に与える効果
回数による効果の比較

中村 徹

社会医療法人至仁会圏央所沢病院

key words HAL・ショートステイ・歩行

【はじめに，目的】

ショートステイ（以下ショート）は，可能な限り自立した在宅生活を送れるよう，機能の維持・回復や家族の介護負担軽減等を
目的に実施される。また，国民の 60% 以上が在宅療養を望んでいるが，家族負担が 1 番の阻害因子となっている（厚生労働省）。
そのため，身体機能の向上を図るショートも重要と考える。当法人では介護負担の軽減と予防を目的に，ショートに Hybrid
Assistive Limb（以下 HAL）を導入している（以下 HAL ショート）。このような取り組みは少なく，効果が明確でないのが現状
である。本研究の目的は，HAL ショートが歩行能力にどのような効果を与えるか，および，HAL ショートの回数による効果の
相違を検討することであった。

【方法】

HAL を用いた運動療法を目的に介護老人保険施設のショートを利用した 21 名であった。その内，脳卒中を既往に持ち，歩行自
立または見守りの要介護者 16 名を対象とした（男性 10 名，年齢 71.4 歳±10.7）。対象者の内，期間を空けてショートを 4 回以
上利用した者は 6 名であった（男性 4 名，年齢 73.2 歳±9.8，回数毎の間隔日数：1�2 回 77.3 日±36.9，2�3 回 108.3 日±48.6，3�
4 回 73.8 日±48.1）。HAL ショートは 7 日間行い，初日と最終日を評価日とし，運動療法は起立，立位，歩行練習を 20 分間，5
日間実施した。評価項目は，10m 歩行（歩行速度，歩幅，歩行率），Timed Up ＆ Go Test（以下 TUG），5 回立ち上がりテスト
とした。ショート 1 回群の介入前後の比較には Wilcoxon の符号付順位和検定を用い，4 回群の HAL 実施前と 1～4 回介入前・
後の比較には反復測定分散分析を用い，Tukey�Kramer 法による多重比較検定を行った。解析には，R ver 3.0.2 を用い，有意水
準は 0.05 とした。

【結果】

ショート 1 回群の HAL 実施前と介入後の間で有意差を認めた項目は歩行速度，歩幅，TUG，5 回立ち上がりテストであった。
HAL 実施前と 1～4 回介入後の間では，歩行速度，歩幅，TUG で有意差を認め，多重比較検定の結果，歩行速度，TUG では実
施前と 2 回介入後，4 回介入後の間に，歩幅では実施前と 2～4 回介入後の間で有意差を認めた。HAL 実施前と 2～4 回介入前の
間では，歩行速度，歩幅，歩行率，TUG で有意差を認め，多重比較検定の結果，実施前と 4 回介入前の間に各項目で有意差を
認めた。

【結論】

HAL ショートを 1 回行うことで，歩幅の拡大による歩行速度の向上が期待でき，回数を重ねることで更なる効果や定着が期待
できると考える。本研究では，3 回の実施で長期効果を得た。また，TUG は歩行に加え起立や着座，方向転換を含むため，日常
生活場面に近い動的バランスの評価指標としても用いられ，実際の生活に近い歩行能力も向上した可能性がある。HAL ショー
トで学習した歩行を日常生活で繰り返すことで，歩幅の拡大だけでなく，歩行率の向上へも繋がっていることも予測される。
HAL ショートは短期間で身体機能の向上が期待できるため，在宅生活をサポートする 1 つのツールになると考える。
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福岡大学病院における外来HALリハビリテーションの現状と効果について

矢次 彩1,3），森下 登史1），千住 緒美1,3），福田 宏幸1,2），齊田 和哉1,2），百武 光一1,2），
塩田 悦仁2），井上 亨1）

1）福岡大学病院脳神経外科，2）福岡大学病院リハビリテーション部，3）福岡大学博多駅クリニック

key words ロボットスーツHAL・歩行・外来

【はじめに，目的】

ロボットスーツ HAL（Hybrid Assistive Limb，以下 HAL）は人が筋肉を動かそうとした際に皮膚表面から検出される微弱な生
体電位信号をトリガーとし，随意的な運動を補助するロボットである。当院では 2015 年 4 月より，さまざまな慢性疾患に対し
て HAL を使用して外来リハビリテーション治療を行ってきた。本研究では，我々の経験から外来 HAL 治療の効果について検
討することが目的である。

【方法】

2015 年 4 月～2016 年 9 月の期間に当院外来にて HAL を用いたリハビリを受けた患者のうち，10 回以上の治療セッションを終
えた 10 名を対象とした。内訳は男性 6 名，女性 4 名，平均年齢 61.7±10.7 歳，疾患は脳梗塞後遺症 3 名，脳出血後遺症 2 名，
脊髄小脳変性症 2 名，パーキンソン病 1 名，変形性頚椎症術後 1 名，そして脊髄硬膜動静脈瘻術後 1 名であった。平均外来 HAL
リハビリ実施回数は 17.8±7.6 回であった。来院頻度は週に 1 回もしくは 2 回であった。毎回の HAL 施行前後に 10m 歩行ス
ピードと TUG（Timed Up ＆ Go Test）を測定し，HAL 施行 10 回ごとに定期評価として BBS（Berg Balance Scale），2 分間歩
行を測定した。外来リハビリでは約 1 時間の中で HAL の脱着，HAL 前後の評価，HAL を装着しての起立や歩行トレーニング
を実施。対象者の身体機能に合わせて HAL のアシスト量を設定し，徐々に歩行スピードを上げて歩行トレーニングを重点的に
行った。結果の統計解析には Wilcoxon の符号付き順位検定を用いた。

【結果】

10m 歩行スピードは HAL 開始時 0.78±0.39m/sec から HAL10 回目 0.92±0.39m/sec（P=0.005），TUG は HAL 開始時 22.3±12.0
秒から HAL10 回目 17.9±10.1 秒（P=0.007）と有意に歩行速度が上昇していた（P＜0.05）。評価可能であった 8 名の BBS は HAL
開始時 39.8±10.2 点から HAL10 回目 42.1±10.1 点（P=0.027）と有意に点数が上がっていた。評価可能であった 5 名の 2 分間歩
行は HAL 開始時 97.7±43.4m から HAL10 回目 107.9±49.4m（P=0.08）と統計学的有意差はなかったものの，歩行距離は延長し
ていた。

【結論】

慢性疾患の対象者に対し外来 HAL リハビリテーションの効果について検討した。歩行スピード，連続歩行距離，バランス能力
の全ての評価項目で改善する傾向にあった。HAL を用いた治療は脳卒中慢性期や脊髄疾患のみならず，進行性の神経難病に対
しても有効であることが考えられた。外来においても身体機能を維持もしくは向上させるためのリハビリテーションに HAL
を用いることは有用であると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）10：50～11：50 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）【口述演題（支援工学）02】

O-SK-02-5

HAL を用いた介入効果について
システマティックレビューによる検討

宮崎 学1,2），長谷川真人2）

1）帝京平成大学健康メディカル学部，2）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部

key words Hybrid Assistive Limb・システマティックレビュー・理学療法

【はじめに】

Hybrid Assistive Limb（以下，HAL）は身体装着型の動作支援ロボットであり，理学療法分野での臨床応用が進んでいる。これ
までに脳卒中や脊髄損傷をはじめとして多くの疾患への適用が試みられており，有効性の報告を散見する。しかし，これらの報
告は症例報告や対象なし研究が殆どであり，通常の理学療法との差異を明らかにするための対象群を設けた報告は少ない。ま
た，先行研究として HAL に関するシステマティックレビュー（以下，SR）が英文で発表されているが，それには日本語論文は
含まれていない。

そこで，今回は日本語論文での HAL の介入効果を検討するために，HAL を用いた介入効果に関する研究について日本語での
SR の作成を目的とした。

【方法】

この SR は PRISMA statement に沿い，臨床疑問は PICOS（participant，intervention，comparator，outcome and study design）
フォーマットを基に形成した。対象は健常者を除外した病態を有する患者とし，罹患期間は問わなかった。また，介入は HAL
を用いた理学療法とした。対象介入はその種類を問わなかった。評価尺度は機能障害とした。研究デザインは無作為化比較試験

（randomized controlled trial，以下 RCT）および比較臨床試験（controlled clinical trial，以下 CCT）とした。対象言語は日本語
とし，査読制度のある学術雑誌の原著論文を対象とした。

データベースは医中誌 Web（Ver.5），CiNii，メディカルオンラインの 3 つを用いた。さらに，Google ScholarⒸによる検索を補
完的に行った。検索式は「ロボット and HAL」または「ロボット and Hybrid assistive limb」とした。検索期間は，データベー
スにより最も古い日付から 2016 年 8 月 31 日までとした。

系統的検索から得られた論文のうち重複するものを除外し，タイトルと抄録のスクリーニングから関連のない論文を除外し，
残った論文の本文を評価することで論文を選択した。

【結果】

最初の検索で 135 の論文が同定された。31 編の論文が重複していたため除外し，101 編の論文のスクリーニングを行った。予め
設定した研究選択の適格基準に合致した論文は 1 編であった。疾患は急性期脳卒中，介入内容は通常の理学療法に週 2 回，平均
16.6±2.9 回の HAL を用いた理学療法であった。対象介入は通常の理学療法であった。主な評価指標は歩行速度，バランス，ADL
能力であった。しかし，研究デザインは CCT であり，RCT の論文はなかった。

【結論】

今回の SR では，条件に合う報告が 1 本のみであり，今後の報告に注目していく必要がある。今後は英語データベースと統合し
た SR を行い，HAL の介入による有用性や結果を実証していく必要があると考えられる。
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O-SK-02-6

失調症状を伴う歩行に対するロボットスーツHALの効果

井上 亮子1），西本 加奈1），本多 歩美1），織田 友子1），溝口 真一1），荒木 里枝1），松永 祐樹1），
松村 星輝1），濱崎 凌1），内藤 拓也1），大木田治夫1），佐藤 聡2），瀬戸 牧子2），佐藤 秀代2），川平 和美3）

1）社会医療法人春回会長崎北病院総合リハビリテーション部，
2）社会医療法人春回会長崎北病院神経内科，3）促通反復療法研究所川平先端リハラボ

key words HAL自立支援用モデル・失調症状・歩行能力

【はじめに】

Hybrid assisted Limb（以下，HAL）とは人の随意運動時に脳からの神経信号が運動ニューロンを介して筋肉に伝わる際に出現
する生体電位信号を皮膚表面で検出し，意思に応じて動作を行うロボットスーツである。近年，諸学会で運動に対する結果報告
がみられるが，その多くは脳卒中であり失調症状に対する報告は少ない。今回，失調症状を有する難病疾患患者の歩行に対し，
HAL 自立支援用モデルを用いて治療介入を行った。動揺性の症状を伴う特徴的な歩容に対する効果検証を行ったところ，下肢
の支持性とバランス能力に変化が得られ歩行能力の向上に繋がったため報告する。

【方法】

対象は失調性病変を有する 6 名（男性 4 名，女性 2 名）。平均年齢は 53.0±23.8 歳。内訳は脊髄小脳変性症 5 名，多系統萎縮症
1 名とした。診断日から HAL 開始までの期間は平均 656.3 日であった。方法は HAL と免荷式リフト POPO（以下，POPO）を
装着した歩行練習を 1 クール 10 回行い，評価は 10m 歩行（速度，歩幅，歩行率），片脚立位時間，徒手筋力テスト（以下，MMT）

（体幹・股関節・膝関節屈曲・伸展筋力），Berg Balance Scale（以下，BBS），Scale for the Assessment and Rating of Ataxia
（以下，SARA）を実施し，HAL 開始前と終了後を比較した。統計学的分析において，10m 歩行と片脚立位時間は対応のある T
検定，その他の評価は Wilcoxon 符号付き順位検定を用い，いずれも危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

10m 歩行では，歩行速度が有意に向上し（p＜0.05），歩幅はといずれも有意差を認めた（p＜0.05）が，歩行率において有意差は
認めなかった。その他の評価では MMT（体幹・膝関節屈曲・伸展筋（p＜0.001），股関節屈曲（P＜0.05）伸展（P＜0.01）），片
脚立位時間（p＜0.05），BBS（P＜0.05），SARA（P＜0.05）と各評価項目において有意な結果を認め，全対象者において歩行能
力の改善を認めた。

【結論】

今回，SARA や片足立ち時間と筋力に有意な改善が見られている。HAL は構造上骨盤と下肢が連結しているため，歩行中の前
額面に対する側方動揺を軽減できるものと思われる。また，HAL は装着する事で重錘負荷としての機能を果たすと思われ，そ
の上で遊脚期の振り出しやすさと立脚期の支持性をアシストすることが可能である。歩行時に伴う骨盤挙上と下制を促す
POPO を使用したことも練習課題を下げ歩行効率を上げる要因となり，併せた結果として歩行の歩幅やスピードの改善に繋
がったものと考えられる。
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サポート下着が立位姿勢と歩行に与える影響

永澤加世子1），西田 裕介2）

1）公立森町病院リハビリテーション科，2）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

key words サポート下着・脊柱後弯変形・姿勢矯正

【はじめに，目的】

高齢者の日常生活動作を阻害させる因子として不良姿勢があげられる。不良姿勢の 1 つである脊柱後弯変形は，高齢者の 20�
40％ が有しており，女性に罹患率が高く，40 歳代から弯曲が増加することが報告されている。脊柱後弯変形の要因の 1 つに脊
柱伸展筋力の低下があげられる。現在，脊柱後弯変形に対する理学療法は運動療法と装具やテーピングなどの媒介を併用した効
果が散見される。しかし装具療法は高価であり重量感により運動を妨げる。またテーピング療法は貼付に専門的な知識が必要と
なる。以上より，より安価で簡便に日常生活に取り入れやすいサポート下着による姿勢矯正効果を検討することは意義があると
考える。そこで本研究では猫背の健常女性を対象にサポート下着による姿勢矯正が可能であるか，また姿勢矯正が歩行に与える
影響を検討した。

【方法】

対象は猫背の健常女性 18 名（年齢：24±2 歳，身長：158.3±5.7cm，体重：48.2±5.3kg，BMI：19.1±1.4kg/m2）とした。方法
は普段から着用している下着（以下，通常下着）と脊柱を伸展させる働きが期待できるサポート下着（以下，サポート下着）の
2 条件で測定を行った。検討課題 1 では安静立位時の脊柱後弯角度として円背指数を測定した。検討課題 2 では歩行時の股関節，
膝関節，足関節の可動範囲と歩幅を測定した。関節可動範囲と歩幅は 3 次元解析装置（VICON Motion System）を使用し測定し
た。統計学的解析には IBM SPSS Statistics 19 を使用した。通常下着とサポート下着のデータを用い，円背指数，各関節可動範
囲，歩幅の比較に対応のある t 検定を行った。各指標は平均±標準偏差で示し，有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

安静立位時の円背指数は通常下着で 10.17±2.54，サポート下着で 7.39±1.36 となりサポート下着で有意に低値を示した（p＜
0.05）。歩行時の股関節可動範囲は通常下着で 44.20±2.92 度，サポート下着で 47.39±3.09 度となりサポート下着で有意に大きな
値を示した（p＜0.05）。膝関節可動範囲と足関節可動範囲は通常下着とサポート下着の間で有意な差を認めなかった。歩幅は通
常下着で 593.67±43.36mm，サポート下着で 612.05±39.36mm とサポート下着で有意に大きな値を示した（p＜0.05）。

【結論】

本研究で使用した下着にある背面上部のラインは，肩甲骨を内側に引きつけ肩甲骨内転筋（菱形筋）の働きをサポートし，腰部
のラインは骨盤の前傾を促し，背筋群（脊柱起立筋）をサポートする。以上より猫背である健常女性に対しサポート下着は脊柱
後弯変形の要因である脊柱起立筋をサポートし，脊柱の伸展を促す可能性が示唆された。また歩行に対し骨盤を前傾させ，股関
節の関節可動範囲を増加させることで歩幅を増大させる可能性が示唆された。
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リハビリ応用を見据えた脳筋骨格系モデルの実現可能性について

市村 大輔1,2），山﨑 匡2）

1）平成扇病院，2）電気通信大学情報理工学研究科

key words 小脳モデル・筋骨格系2足歩行モデル・小脳損傷

【はじめに，目的】

個々に応じた効果的なリハビリは，確立されてるとは言えず，仮説を提唱していくことが重要である。仮説の構築には数値シ
ミュレーションが非常に有効な方法の一つである。そこで我々は患者個人の状態を取り入れたモデルを構築すれば，シミュレー
ションによって計算機上でリハビリを試せると考えた。本研究ではその第 1 段階として歩行に着目し，病態モデルの構築，患者
個人モデルの構築，この 2 点が実現可能かどうかを検証した。そのため，まずは単純化された小脳�筋骨格系モデルを構築した。
そして，病態モデルとして小脳機能と歩行の関係性を確認すること，患者個人モデルを構築できるのかを確かめるため，個人に
適した未知なるパラメータを計算機上で探索・獲得できるかの検討をすること，これらを目的とした。

【方法】

我々は多賀ら（1991）が構築した下肢 2 次元神経筋骨格系モデルと山崎ら（2005）が構築した小脳内部時計モデルを組み合わせ
た，小脳�筋骨格系 2 足歩行モデルを計算機上に構築した。このモデルは，それぞれの関節に対し歩行パターンを生み出す Cen-
tral Pattern Generator（CPG）モデル，地面に足が接地するタイミングを予測する小脳モデルが組み込まれている。足部が地面
に接地する際の感覚フィードバックに少しの遅れを導入し，それを小脳モデルが学習し，予測制御により補償させた。このモデ
ルで小脳モデルが機能している時，していない時で歩行のダイナミクスの違いを検討した。さらに小脳損傷患者 1 症例の矢上面
上の歩行とそれを比較した。また個人を反映する歩行モデルの実現可能性を探るため測定不可能な数多くの未知なるパラメー
タを遺伝的アルゴリズム（GA）を用い並列計算により探索した。

【結果】

小脳�筋骨格系 2 足歩行モデルのシミュレーションより，小脳が機能している時は安定した 2 足歩行が可能であった。両側小脳
を停止すると転倒してしまった。片側小脳を停止すると転倒はしないが，停止した側の脚が高く上がることを確認した。これは
片側小脳損傷患者 1 症例の歩行と類似し，過去の臨床報告（Holmes, 1917）とも一致した。また GA の結果は約 1500 世代以降よ
り歩行が可能となり，期待されたパラメータの獲得ができた。

【結論】

本研究で構築したモデルは小脳損傷患者の歩行と質的にある程度の一致を示した。また GA にて未知なる歩行パラメータの獲
得ができ，患者個人モデルの実現可能性を示唆した。単純化された本モデルでは複雑な病態を有する患者一人一人を模擬するこ
とは難しい。しかし，今後モデルの大規模化，精緻化することにより患者個人モデルは実現できる可能性があり，本研究はその
道筋を示すものである。そして，病態に応じた最適なリハビリ方法を計算機上で検討でき，患者にとって有益なものになること
を期待する。
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フォースプレートを用いない動力学歩行解析方法の提案と精度検証

前田 時生

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程2年

key words 歩行・歩行解析・力学モデル

【はじめに，目的】

歩行における力学解析において，カメラとフォースプレートを併用して計測することが古典的で普及した方法であり，フォース
プレートから得られた床反力を用いて立脚下肢の足部から運動方程式を解いていく。しかし，フォースプレートを踏まなければ
ならない制約や，設置の費用が高い，時間を要するなどの問題が挙げられ，病院におけるこれらの解析装置の所有率は低い。そ
こで本研究では，フォースプレートを用いない歩行解析モデルを提案し，その精度検証を行うことを目的とする。

【方法】

藤沢市近隣に住む高齢者（71.6 歳±7.2，男性 5 名，女性 5 名）を対象とした。実験方法は，モーションキャプチュアシステム
（Vicon）のカメラ 11 台とフォースプレート（Kistler 社製）2 台を使用し，それぞれ 200Hz で計測した。被験者には，2 台のフォー
スプレートをそれぞれ右足，左足で踏むこと以外は何も指示をせず，普段の歩行を心掛けさせた。我々の提案する解析方法は，
立脚下肢から運動方程式を解く従来の方法ではなく，両脚支持期を除く歩行周期で，立脚以外の末端の体節（頭部・手部・遊脚
足部）から運動方程式を解き，立脚側の床反力を含む各関節の関節間力・筋トルクを算出するものである。精度検証には，フォー
スプレートからの「実測値」と，提案する方法により算出した「推定値」を比較した誤差を算出した。誤差の算出には，微小時
間（1/200sec）ごとに次の式を用いた。Δ 誤差（%）=（Δ 推定値�Δ 実測値）/（実測最大値�実測最小値）×100

【結果】

立脚以外の末端の関節から運動方程式を解き，立脚側の床反力を含む各関節の関節間力と筋トルクを，全 31 試技分算出した。
床反力の誤差を算出したところ，全試技を平均して，x 軸（左右方向）16.6%，y 軸（前後方向）5.9%，z 軸（上下方向）5.8%
の誤差を示した。一番大きく誤差が現れた x 軸において，算出した推定値と実測値の差の絶対値の平均値は 12.1N となった。

【結論】

フォースプレートが無くとも，ある程度の範囲内で各関節の関節間力や筋トルクを推定できることを示唆している。フォースプ
レートを用いずに力学解析ができることは，フォースプレートを踏むことを意識させずに済み，自然歩行を測定できるというこ
とを意味しているほか，位置座標さえあれば，どんな場所でも歩行の力学解析ができることをも意味している。力学解析ができ
れば，運動の機序を知ることができ，力学的な知見から歩行の動態を語ることができ，歩行を評価するリハビリテーションにお
いて有用であると考えられる。
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降段動作時における膝関節内方変位に影響を及ぼす因子について

鈴木 崇広1），神先 秀人2），永瀬外希子2），小泉 静久3），坂井 一哉4）

1）公立高畠病院，2）山形県立保健医療大学，3）山形県立河北病院，4）山形市立病院済生館

key words 降段動作・膝内方変位・性差

【はじめに，目的】

降段動作や立ち上がり時にみられる膝の内方変位（Knee�in）とスポーツ障害との関連性を示した報告は多い。しかし，Knee�
in に関しては様々定義があり，原因についても一定の見解が得られていない。本研究では，Knee�in を「静止立位時と比較した
時の動作中の支持脚膝関節内方変位」と定義し，降段動作時における Knee�in に関与する因子について検討することを目的とし
た。

【方法】

対象は男性 12 名（平均年齢：22.3±1.3 歳）及び女性 15 名（平均年齢：21.6±0.7 歳）である。動作解析には三次元動作解析装置
と床反力計，表面筋電図計測装置を使用し，全てのデータを同期させて取り込んだ。動作課題は，床反力計上に設置された，段
差高 10cm 及び 20cm の 2 条件での降段動作である。降段は右下肢から振り出すよう指示し，動作速度はメトロノームを用いて
下段への両脚接地までを 1 秒で行うように設定し，視線は前方を向くように指示した。十分に練習を行なった後に各条件 3 回ず
つ計測した。右踵部に貼付したマーカーの前後方向の値が静止立位時 1 秒間の平均値から 2SD 以上変位した時点を動作開始と
し，右足が下段に接地して床反力垂直方向の値が，5N または体重の 1％ を越えた時点を動作終了とした。

Knee�in の量的指標として，左膝関節外側に貼付したマーカーの前額面上における最大内方変位量（以下，膝内方変位）を求め
た。また，Knee�in に関連しうる要因として，降段時の支持脚の下肢関節角度，下肢筋活動（内側・外側広筋，中殿筋，長内転
筋），内側広筋に対する外側広筋の筋活動比（VM/VL 比），下肢筋力（股外転，内転，膝伸展筋トルク値），舟状骨落下距離を計
測した。膝内方変位と各パラメーターとの関係には，各変数の正規性の確認後，ピアソンの積率相関分析またはスピアマンの順
位相関分析を用いた。男女の比較には対応のない t 検定を実施した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

膝内方変位の平均値は，女性が，段差高 10cm で 7.0±8.2mm，段差高 20cm で 10.2±6.8mm，男性が，同様に�3.4±6.8mm，�4.3
±6.9mm と，2 条件とも女性が有意に大きな値を示した。最大膝内方変位時の股・膝関節肢位は男女ともに一定ではなく，股関
節内転�内旋�膝関節内反や股関節内転�外旋�膝関節外反時に最大変位する例が見られた。段差高 2 条件とも膝内方変位と舟状
骨落下距離との間に有意な正の相関がみられた。段差高 20cm では，膝内方変位と VM/VL 比との間に有意な負の相関が見られ
た。男性では段差高 20cm で膝内方変位と股内転筋活動及び Knee�in 時の股内旋角度との間に有意な負の相関が認められた。

【結論】

降段動時の膝内方変位は女性が有意に大きく，関連要因として，女性では舟状骨落下距離及び VM/VL 比，男性では股内転筋活
動と股内旋角度が挙げられた。
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P-SK-01-5

若年者の握力と四肢周径，部位別筋肉量の関係性について
生体電気インピーダンス法（In Body570）を利して

藤田 真帆，波留健一郎，岩松友里香，小濱 顕士，志戸岡 茜，渡辺 將平，髙田 和真，
川元 大輔，長津 秀文，横山 尚宏

学校法人原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科

key words 握力・四肢周径・生体電気インピーダンス法

【はじめに，目的】

握力は容易に測定できる上肢機能の重要な指標の一つである。先行研究で高齢者の体力測定の結果から，握力と大腿四頭筋の筋
力との関連や，スポーツ選手は握力と下肢筋力に相関があるとの報告をしている。四肢周径は骨格筋の肥大や萎縮を簡易に評価
でき，筋力との関係性があると述べている。InBody570 を用いた身体組成計は骨格筋量や脂肪量などを簡便に計測することが可
能であり，測定器の妥当性や信頼性に関する報告は散見される。しかし，握力と四肢周径，骨格筋量との関係性は一定の見解が
得られていない。我々は運動習慣のない若年者を対象に 3 者の関連性を分析し，臨床的意義があるか検討した。

【方法】

対象は運動習慣のない健常成人男性 20 名（年齢：20.8±1.7 歳，身長：169.5±5.5cm，体重：62.9±12.6kg，利き側：右）とした。
全対象に InBody570（BIOSPACE 社製）を用い，右腕（RA），左腕（LA），右脚（RL），左脚（LL）の筋肉量を測定した。握
力はデジタル握力計（竹井機器工業社製）を使用した。肢位は立位で，左右の上肢を体側に下垂させた状態で最大握力を測定。
四肢周径はメジャーを使用，仰臥位で計測した。前腕周径は最大膨隆部（FC），上腕周径は肘屈曲位で最大膨隆部（AC），大腿
周径は膝蓋骨上縁 10cm（TC），下腿は最大膨隆部（CC）を測定した。統計処理は左右別に握力と四肢周径，部位別筋肉量との
関連についてピアソンの相関係数を用いて分析した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

左握力（39.7±6.5kg）は LA（2.6±0.4kg），LL（8.2±0.9kg），左 FC（25.3±2.4cm），左 AC（28.2±3.9cm），左 TC（44.6±4.4
cm），左 CC（35.7±2.8cm）とすべての項目で有意な相関を示さなかった。右に関しては握力（41.4±6.5kg）と右 FC（25.6±2.1
cm）（r＝0.45，P＜0.05），握力と右 AC（29.0±3.8cm）（r＝0.45，P＜0.05），握力と RA（2.6±0.5kg）（r＝0.47，P＜0.05），握力と
RL（8.2±0.9kg）（r＝0.58，P＜0.01）に有意な相関が認められた。握力と右 TC（45.1±4.4cm），握力と右 CC（35.9±2.9cm）に
おいて，有意な相関が見られなかった。

【結論】

右握力は，右 FC，右 AC，RA，RL で相関を認めた。周径は筋肥大の指標となることが知られており，利き手に関しては握力
で上肢の筋量と筋力を予測できる可能性が示された。右 TC，右 CC とは相関を認めなかった。これは握力が下肢の筋肥大に必
ずしも反映されない事が考えられた。さらに先行研究では，筋量よりも筋力の方が相対的に低下するとの報告があり，右握力は
RL との相関を認めたが，右 TC，右 CC と相関がなかったと考える。左の握力は全項目で相関がなかった。利き手に関する研究
で，握力は上肢周径など軟部または機能的測度では利き手優位の傾向が現れやすいと報告しており，そのため相関がなかったと
考える。これらの結果から，運動習慣のない若年者は握力が下肢筋力を測る指標になりえない事が示唆された。
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脳卒中片麻痺患者に処方された短下肢装具と患者自身が歩きやすいと考える短
下肢装具についての検討

岩澤 里美1,2），佐竹 將宏2），河田 雄輝1），木元 裕介2,3），菊地 和人2,4），鈴木 瞭平2,5）

1）秋田県立リハビリテーション・精神医療センター，
2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，3）秋田県立脳血管研究センター，
4）国立病院機構あきた病院，5）雄勝中央病院

key words 脳卒中片麻痺・短下肢装具・選択

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者に処方される短下肢装具（AFO）には様々な種類があり，AFO を選択する際には，患者の意見を取り入れて
決定することも多い。そこで本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者に処方した AFO と患者が最も歩きやすいと回答した AFO
がどの程度一致するかを調べ，AFO を選択する際に患者の意見がどの程度参考になるかを調査した。

【方法】

対象は，2014 年 6 月から 2015 年 10 月までに当センターに入院した脳卒中片麻痺患者で入院中に AFO を処方された 43 名で
あった。性別は男性 31 名，女性 12 名，平均年齢は 63±11 歳，診断名は脳梗塞 18 名，脳出血 23 名，脳挫傷 2 名であった。

方法は，対象者に対して裸足と 5 種類の AFO（オルトップ AFOⓇ，オルトップ AFOⓇ
�LH，オルトップ AFOⓇ

�LH プラス，靴
べら型短下肢装具，底屈 0̊ 固定・背屈遊動に設定した TAPS）をランダムに装着し 10m 最大歩行を測定した。その際にどの
AFO を使用した際に最も歩きやすかったかを聴取した。また得られた回答と処方した AFO が一致した群（一致群）と異なった
群（不一致群）に分類し年齢と身体機能に違いがあるかを検討した。身体機能は感覚（触覚・位置覚），下肢 Br.stage，体幹下
肢運動年齢，FIM 運動項目，FIM 認知項目を測定した。統計解析には SPSS ver.19 を用い，対応のない t 検定，Mann�Whitney
の U 検定を行った。

【結果】

処方された AFO と得られた回答が一致した者は 24 名（一致率 60％），不一致だった者は 19 名であった。不一致群が最も歩き
やすいと回答した AFO が，処方されたものより制動力が弱い AFO だった者は 14 名，制動力が強い AFO だった者は 2 名，ど
の AFO が良いか分からないと回答した者は 3 名であった。

年齢は一致群 63±10 歳，不一致群 65±12 歳，触覚は一致群 7±3，不一致群 6±3，位置覚は一致群 8±3，不一致群 8±4，下肢
Br.stage は一致群で中央値 IV，不一致群で中央値 IV，体幹下肢運動年齢は一致群 24.9±10.5 ヵ月，不一致群 29.7±14.3 ヵ月，
FIM 運動項目は一致群 66±15 点，不一致群 69±19 点，FIM 認知項目は一致群 28±5 点，不一致群 32±17 点であった。一致群
と不一致群ではどの項目も有意な違いが認められなかったが，体幹下肢運動年齢は一致群に比べて不一致群で高い傾向にあっ
た。

【結論】

処方された AFO と対象者が最も歩きやすいと答えた AFO との不一致率は 40％ と高く，多くの者は処方された AFO よりも制
動力が弱い AFO を選択していた。患者の意見には少しでも小さな AFO を使用したいという願望が含まれている可能性があ
る。したがって AFO を選択する際には患者と十分に話し合うことが必要であり，さらに適応する AFO を見極める専門家とし
ての能力を十分に身に付けることが必要である。
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中足指節関節の背屈運動を再現できる短下肢装具が痙直型片麻痺児 1症例の歩
行の対称性に及ぼす影響

米津 亮1），鈴木 淳也2），山縣 学3），齋藤 聡佳2），大橋 由佳4），小栢 進也1），淵岡 聡1）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）川村義肢株式会社技術推進部，
3）北村化学産業株式会社事業開発室，
4）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科博士前期課程

key words 短下肢装具・脳性麻痺・非対称性

【はじめに，目的】

脳性麻痺や脳卒中後遺症者にとって，歩行の非対称性の改善は，より安定した歩行を行う上で重要である。短下肢装具（Ankle
Foot Orthosis：以下 AFO）は，これら対象者の立脚時間やステップ長を増加させることで，歩行の対称性を期待できる福祉用
具である。今回，我々は歩行中の蹴り出しを改善する目的で，中足指節関節の背屈運動を再現できる AFO を試作した（特許出
願中）。本研究の目的は，試作した AFO が歩行の非対称性の改善にどのような影響を及ぼすのか検討することである。

【方法】

対象は，7 歳 8 か月の痙直型右片麻痺を呈する脳性麻痺男児 1 名である。

本研究は，まず既存の AFO が対象児の歩行の非対称性の改善に寄与するか，裸足の条件と比較した（研究 1）。なお，研究 1
においては，計測した値の再現性を確認するため，1 か月前に同様の計測を行った。次に，研究 1 の 3 か月後に，試作 AFO
と既存 AFO の 2 条件で，歩行の対称性の変化を検討した（研究 2）。

いずれの計測も，事前に両側の主要なランドマークにマーカーを貼付し，10 メートルの歩行路を自由な速度で 5 回歩いてもらっ
た。そして，歩行路中央部の動作を左右側方に 2 台ずつ設定した動作解析用のカメラ（30Hz）で記録した。なお，各条件は無作
為に順序を設定した。

記録した映像は，3 次元動作解析ソフト（Kine Analyzer：キッセイコムテック社）にて解析し，歩行速度，立脚時間，ステップ
長の 3 項目を抽出した。そして，歩行の対称性の評価のため，立脚時間とステップ長の麻痺側の値を非麻痺側の値で除した比率
を算出した。その他，歩行中に観察される麻痺側肘関節の屈曲運動（連合反応）の出現の有無を 2 名の理学療法士で判定した。
得られた数値データに関しては，Mann�Whitney の U 検定を用いて比較した。また，計測値の再現性について級内相関係数を
算出した。有意水準は 5 パーセント未満とした。

【結果】

研究 1 では，既存の AFO と裸足において，立脚時間とステップ長の対称性の比率は有意差を認めなかった。なお，これら指標
の級内相関係数（1.2）は，いずれの条件でも 0.40 以上であった。そして，右肘関節の連合反応は，裸足では 5 回中 5 回，既存
AFO では 4 回観察された。

研究 2 では，試作 AFO は既存の AFO と比較し，ステップ長の対称性の比率は有意差を示さなかった。しかし，立脚時間は有
意な増加を認めた（P＜0.05）。連合反応については，既存の AFO では 5 回すべてで観察されたが，試作 AFO では 5 回中 2 回し
か出現しなかった。

なお，いずれの研究計測においても歩行速度は比較した 2 条件で有意差を認めなかった。

【結論】

今回の結果より，対象児の歩行は試作した AFO により，主に時間的パラメーターという観点で非対称性の改善が示された。こ
のことにより，歩行中の連合反応が出現しにくくなったと推察している。

【謝辞】

本 AFO の実用化に向け，科学技術振興機構平成 27 年度マッチングプランナー「探索試験」の助成を受け，実施した。
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P-SK-02-3

歩行補助具 T�Support が，健常者の底屈制限付短下肢装具装用下歩行における
体幹動揺へ及ぼす影響

打越 一幸，海部 祐史

石川病院

key words 歩行・装具・動揺

【はじめに，目的】

底屈制限付短下肢装具（以下 FL�AFO）は，下肢の筋緊張亢進が著しい患者に対し適応となるが，荷重応答期に急峻に下腿前傾
運動が強制されることで体幹の前方動揺が生じ，不安定な立脚期となることは少なくない。一方，T�Support（以下 TS）は 2016
年より販売開始された歩行補助具であり，体幹と下肢前面を走行する弾性バンドの張力により，下肢の振出しと支持の補助作用
を有し，脳卒中片麻痺患者における歩行改善報告が蓄積され始めている。そのような TS の補助作用により，FL�AFO に加え
TS を装用することは，スムーズな下肢振出しの誘導に伴う Initial Contact での前方接地が促され，立脚期の荷重量増加に伴う
歩行時体幹動揺の改善が期待できる。しかし，そのような報告はまだなされていないため，TS が FL�AFO 装用下歩行における
体幹動揺へ及ぼす影響について検討することを目的とした。

【方法】

対象は，歩行能力を統一すべく歩行障害のない健康成人（男性 10 名，年齢 27.1±3.6，身長 171.1±3.1，体重 81.7±17.1）とした。
体幹動揺の計測は，体幹 2 点動揺計（MVP�WS2�S；Microstone）を用いた。加速度センサーの取り付け位置は，体幹（第 9
胸椎）と骨盤（仙骨後面で両上後腸骨棘を結ぶ線の中央）とした。課題動作は，①FL�AFO 装用下歩行（以下 AFO 歩行），②
TS と FL�AFO 装用下歩行（以下 TS 歩行）とした。FL�AFO は背屈 5̊ で固定された底屈制限付を装用し，TS の弾性バンドの
張力を被験者間で統一するため，吊り秤を用いて立位装用時の張力を約 3kg に規定した。解析項目は体幹及び骨盤の前後・左
右・上下方向における動揺幅とした。解析区間は各歩行条件における 1 歩行周期を 3 回加算平均処理した。統計は各歩行条件の
項目に対し，対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

体幹では左右方向にて AFO 歩行 29.4±8.9mm，TS・AFO 歩行 36.4mm±7.8mm と有意な増加を認め，前後・上下方向にて有意
差を認めなかった。骨盤では，前後・左右・上下方向とも有意差を認めなかった。

【結論】

FL�AFO は，荷重応答期の急峻な下腿前傾運動に伴い体幹前傾運動も誘導されることで骨盤後退し，FL�AFO 装用下肢への重
心移動が十分に行い難くなるとされている。一方，TS は弾性バンドの張力により，立脚後期にかけ膝関節伸展モーメント及び
股関節屈曲モーメントが生じ，下肢振出しの補助作用を有している。そのため，FL�AFO 装用にて生じる崩れた歩容に対し，TS
の作用にて遊脚期の下肢振出しが補助されることで，続く立脚期の重心移動も補助され，FL�AFO 装用下肢への荷重量が増加
し，左右動揺幅が増大したのではないかと考える。これにより，健常者における FL�AFO 装用下歩行に対し，TS を装用するこ
とは歩容変化の一助となる可能性が示唆されたと考える。今後は FL�AFO が必要な片麻痺患者においても検討していく必要必
要があると考える。
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脳卒中片麻痺者の短下肢装具装着動作の分析
装具の構造および心身機能と装着時間の関係

右田 正澄1），丸山 仁司2），山本 澄子3），大村 優慈1），安井 匡4）

1）国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科，2）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科，
3）国際医療福祉大学大学院，4）川村義肢株式会社

key words 脳卒中片麻痺者・短下肢装具・動作分析

【はじめに，目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 において，短下肢装具の使用はエビデンスからみても推奨されている。しかし，臨床場面におい
て片麻痺者は装具を着脱するのに時間を要する事が多く，装具に対して嫌悪感を抱き，装具自体を使用しなくなる片麻痺者も見
受けられる。装具を装着する方法は，理学療法士の指導にもよるが，継続して使用するかは装具の構造の問題や，心身機能の問
題が大きく関与していると考えた。しかし，それらと装具装着動作との関係は明らかになっていない。そこで，装具の構造によ
る問題点を抽出し，心身機能と装具装着との関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，脳卒中片麻痺者 14 名（年齢 67.0±10.0 歳，男性 8 名，女性 6 名，麻痺側右 5 名，左 9 名，身長 162.3±7.5cm，体重 61.0
±7.7kg，発症後日数 4000.8±2929.9 日）とした。また，対象者が使用している，または使用していた装具は靴べら型短下肢装具

（SHB）1 名，オルトップ 1 名，ドリームブレース 1 名，継手付プラスチック製短下肢装具（継手付 AFO）6 名，金属支柱付短
下肢装具 2 名，Gait Solution Design（GSD）3 名であった。方法は，装具装着動作を前額面と矢状面からビデオにて撮影した。
使用した装具は SHB と継手付 AFO，GSD とした。測定項目は，踵の装着時間，足関節と下腿ベルトの装着時間，装着するまで
の総装着時間とし，装着する装具の順番はランダムに実施した。各装着時間の比較には Friedman 検定を実施し，有意差を認め
たものに対して Wilcoxon の符号付順位検定（Bonferroni 法により有意水準を補正）を実施した。また，心身機能を評価して，
各因子と装着時間で Spearman の相関分析を実施し，有意水準は 5% とした。

【結果】

踵の装着時間，足関節と下腿ベルトの装着時間の全てにおいて装具間に有意差を認めた。SHB は GSD より踵の装着時間が短か
く，継手付 AFO は SHB より足関節ベルトの装着時間が短かった。また，SHB と継手付 AFO は GSD より下腿ベルトの装着時
間が短かった。そして，総装着時間では 3 群間全てに有意差を認め，継手付 AFO が最も装着時間が短く，SHB，GSD の順番で
あった。また，心身機能の中で臨床的体幹機能検査（FACT）と各総装着時間との間に負の相関を認め，座位バランスが良好な
対象者は装着時間が短かった。

【結論】

継手付 AFO の装着時間が最も短かった要因について考察する。SHB は全国的に処方件数が多く，本研究でも使用経験のある対
象者が多かった。継手付 AFO と SHB は足関節の可動性の違いのみで装着方法は同様である。足関節ベルトを装着するためには
体幹を前傾する必要があり，その際に膝の位置が前方にずれることで足関節が相対的に背屈位となる。よって，可動性のある継
手付 AFO の方が SHB よりも早く装着できたと考える。GSD が遅かった理由としては踵の支えが不十分であり，背屈が遊動の
ため装着時に前方に倒れてしまうことが考えられる。
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足首アシスト装置の臨床的有効性の検討
脳梗塞片麻痺患者 1症例の報告

高橋 大樹1），伊藤 雅史1），西 直人1），関根 康文1），丸山 勇1），永田 英夫2），中西 貴江2），
青木 主税3），窪川 徹3），飯田 修平3）

1）社会医療法人社団慈生会等潤病院，2）株式会社安川電機，
3）帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科

key words 足首アシスト装置・脳梗塞片麻痺・介入前後の効果

【はじめに，目的】

株式会社安川電機製「足首アシスト装置」は足の装具部と腰に付けるコントローラー部で構成されており，装具部の足圧センサ
からの情報を元に，歩行時の足関節底背屈運動をモーターでアシストする歩行練習用の短下肢装具で，2015 年 10 月より当院で
試験導入している。歩行時の足関節の動き，タイミング，方向をアシストすることで，自然な歩行パターンが再学習され，歩行
能力改善に繋がることが期待される。本研究では回復期病棟に入院する脳梗塞片麻痺患者 1 症例に対し，足首アシスト装置（以
下，装置）を使用した歩行練習を実施し，介入前後の効果を検討した。

【方法】

症例は 60 代後半男性，アテローム血栓性脳梗塞により右片麻痺を呈した患者で，発症 39 病日目に当院へ転院した。入院初期の
歩行能力はプラスチック短下肢装具（以下，PAFO）使用で平行棒内歩行監視，装置介入前は PAFO 使用で独歩軽介助であった。

介入は発症 73 病日目から開始し，通常の歩行練習と併用して装置装着での 15 分間の歩行練習を 5 日間実施した。

評価項目は機能評価（右足背屈 ROM，右下肢 Modified Ashworth Scale［MAS］・Brunnstrom Recovery Stage［BRS］），歩行
能力，10m 歩行（至適・最大速度），歩行動画解析（歩幅・立脚中期の左右の片脚支持時間，歩容）とした。動画解析は動画解
析ソフト Dartfish Software を使用し，評価は①介入前②介入後の計 2 回実施した。

【結果】

機能面では右足背屈他動 ROM（①�5̊②3̊），右下肢 MAS（①右下腿三頭筋 1+，その他 1②同結果），BRS（①右下肢 IV～V
②同結果）であった。歩行能力（①PAFO 使用独歩軽介助②PAFO 使用独歩見守り），10m 歩行では至適速度は時間が①26.8
秒②17.5 秒，歩数は①37 歩②28 歩，最大速度は時間が①12.9 秒②10.0 秒，歩数は①25 歩②21 歩となった。

歩行動画解析では歩幅［m］（麻痺側：①0.19②0.30，非麻痺側：①0.22②0.46），立脚中期の左右の片脚支持時間［秒］（麻痺側：①
0.36②0.39，非麻痺側：①0.53②0.47）であった。

歩容は介入前が右 PSW でクリアランス低下から足部つまずき，右 IC は足底接地であったが，介入後には右 PSW でのクリアラ
ンスが改善して足部つまずき軽減，右 IC は踵接地となった。

【結論】

本研究では発症から 73 病日経過した片麻痺患者に装置を使用した歩行練習を実施し，5 日間の介入効果を検証した。介入前後に
おいて右足背屈 ROM，歩行能力，10m 歩行での時間・歩数，歩行動画解析での歩幅が改善し，立脚中期の左右の片脚支持時間
はより左右対称化した。歩容は右 PSW でのクリアランスが改善して足部つまずきが低減，右 IC では踵接地となり，ヒールロッ
カー機能が作用したことで立脚期での前方への推進力が向上した。

装置使用での歩行練習により足関節の動きやタイミングを反復することで，自然な歩行パターンの運動学習が促されたと考え
られる。
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下肢切断のリハビリテーションに対する理学療法士の実態調査
～神奈川県内の急性期・回復期病院を対象に～

島津 尚子，隆島 研吾，小池友佳子

神奈川県立保健福祉大学

key words 下肢切断・理学療法・実態調査

【はじめに，目的】理学療法の対象となる疾患で「切断」は全体の 0.73％ と少なく，切断者のリハビリテーション（以下リハ）に
関する経験を積み重ねることが難しい。そのため，理学療法士（以下 PT）がリハを施行する際に苦慮するとの声は聞かれるが，
どの様な点に困難や不安を感じているのかといった詳細な報告はない。今回，下肢切断者のリハに関する PT の現状と問題点を
把握することを目的とし，神奈川県内の急性期・回復期病院に勤務する PT を対象にアンケート調査を行った。

【方法】対象は，神奈川県内の急性期・回復期に勤務する経験年数 3 年目以上の PT（54 施設 270 名）を対象とした。アンケー
トは郵送による無記名自記式質問紙法で，返信をもち同意を得たものとした。調査項目は，基本属性，下肢切断者に対するリハ
の経験，リハ施行における不安の有無・程度，不安に対する解消策とした。下肢切断者のリハに対する不安の有無により 2 群に
分け，各評価・プログラム内容に対する自信との関連を χ2 乗検定にて検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】アンケート回収率は 37.0％，PT 経験年数は 9.41±6.61 年，勤務先は急性期 56.6％，回復期 43.4％ であった。下肢切断者
に対するリハは 94.9％ が経験しており，経験数は 4 名以下が 56.6％ であり，他の疾患と比較し経験数は限定されていた。また，
リハを施行するうえで 79.8％ が不安を有し，切断者のリハ経験数は，不安がある群で有意に少なかった。不安の有無により自信
に差がみられた項目は，評価は断端部・疼痛・歩行であり，プログラムは断端管理，義足に関する項目（ソケット・継手の選択・
調整，歩行練習），ADL 練習，実用的移動手段の決定，生活指導であった。不安がある群では，断端管理，義足ソケット・継手
の調整に不安が強い傾向がみられた。不安理由は，切断者のリハの経験不足が 44.6％，義足に対する知識不足が 30.6％，義足処
方の経験がないが 14.9％ であった。不安を解消するために希望する解決策は，周囲に相談できるスタッフがいることが 34.5％，
切断のリハ講習会の開催が 24.8％，義足に関する講習会の開催が 25.5％ であった。

【結論】下肢切断者数自体が少ないため，他の疾患のように経験が積み重ね辛く，同一施設内だけでリハの経験・知識を蓄積し
ていくことは難しい。リハを行うにあたり，不安の強い断端管理や義足に関する部分は，医師や義肢装具士などの他職種との連
携を十分に図り，進めていくことが重要と思われた。また，下肢切断者に対し，より質の高いリハを提供するためには，PT
の知識・技術の向上が必要である。経験が少ないため，下肢切断者の予後予測や退院後の生活がイメージできないとの不安も聞
かれ，これらに対しては多施設で情報を共有したり，周辺地域での相談できるネットワークづくりが重要であると考える。
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地域における下肢装具の実態調査
ケアマネジャーへのアンケート結果より「地域装具療法」を模索する

山崎 友豊，福元 浩二，細矢 貴宏，秋葉 和征，大本 修平

袖ケ浦さつき台病院

key words 下肢装具・ケアマネジャー・地域装具療法

【はじめに，目的】

地域生活期の脳卒中患者にとって下肢装具（以下，装具）は社会生活において重要な要素である。しかし，装具の修理，再作製
などのフォローアップが全国的に十分であるとは言い難い。その中でもリハ専門職が関わる可能性の少ない装具使用者への
フォローアップが不足しているという報告もある（木村 2012）。介護保険を利用している全ての装具使用者へ関わる可能性の高
いケアマネジャー（以下，CM）に，装具に対する実態調査を実施したので報告する。

【方法】

対象は，平成 28 年 9 月に袖ケ浦市ケアマネネットワークの講演に参加した 33 名の CM とした。筆者らが装具に関する講演を実
施した際にアンケートを依頼・回収した。アンケート項目は①調査時点の介護保険利用者のうち装具を使用している人数，②装
具療法が必要そうな人数，③装具使用者を担当した際に困りそうな点，④現在の装具使用者において生じている問題，⑤装具に
関して改善・実施して欲しい点，⑥その他とし，③④⑤ついては複数回答可とした。

【結果】

アンケート回収率は 100％ であった。現在の装具使用者は 23 名，うち装具療法が必要そうな人数は 7 名（30％）であった。装
具使用者を担当した際に困りそうな点としては，適切かどうかの判断が難しいが 69％，相談窓口がわからないが 45％，耐用年
数を超えているか判断できないが 45％ であった。現在の装具使用者において生じている問題として，耐用年数を超えたり，装
具が不適切であったりする可能性が 67％ であった。装具に関して改善・実施して欲しい点は，「相談窓口を知りたい」，「装具修
理や作成の目安を知りたい」，「装具の使用方法」，「手続きや制度」，「装具をチェックできるようになりたい」等であった。その
他，「訪問リハ，デイケアなどで理学療法士（以下 PT）が見ているから大丈夫」と 15％ の回答があった。

【結論】

在宅で装具を使用している利用者に対し，CM は装具が適切か耐用年数の理解などの知識面に大きな不安を抱いており，装具療
法が必要そうな人数も装具使用者の 30％ と多く，地域装具療法の関わりの必要性を強く感じた。実施・改善してほしい点とし
て相談窓口を含め，実践面のリハ的な知識を知りたい要望が多かった。PT が関わる可能性が低いデイサービスのみの利用者な
どへ十分に対応出来ていない可能性も示唆された。今回，すべての利用者に関わる CM への啓発活動の有効性と重要性が示唆さ
れた。今後 CM への啓発活動と同時に，地域装具療法のフォローアップ体制の構築などを予定している。
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下肢装具に対する理学療法士の関わりについての調査報告

中野 克己，河井 剛，米澤 隆介，前原 邦彦，宮原 拓也，江川 俊介，實 結樹，
久保田めぐみ，常名 勇気，羽賀 大貴，漆瀬 竜也，桒原 慶太

（公社）埼玉県理学療法士会南部ブロック県央エリア

key words 下肢装具・理学療法士・アンケート

【はじめに，目的】

装具療法は，理学療法診療ガイドライン第 1 版（2011）において推奨グレード A（脳卒中）とされ，理学療法士にとって必要不
可欠な治療法である。しかし，昨今理学療法士が下肢装具を十分に活用できていないことが懸念されており，伊藤（2016）は理
学療法士が行う装具療法に対して，教育段階からの見直しを提言している。そこで今回，下肢装具に対する理学療法士の関わり
について調査を行い，若干の知見を得たので報告する。

【方法】

平成 28 年 7 月に県士会が主催する研修会「脳卒中片麻痺者における下肢装具」に参加した理学療法士 47 名を対象にアンケート
調査を実施した。調査内容は，理学療法士の経験年数と関わる時期（急性期・回復期・生活期），下肢装具の使用・作製・調整
に関わる頻度，知識・技術の認識度，リハビリテーション関連職種の中での下肢装具における理学療法士の存在感について，選
択回答方式にて回答を求め集計した。

【結果】

回答者は 47 名（回収率 100%），経験年数は 1～5 年 70%，6～10 年 15%，11 年～11%，無回答 4%，対象者の時期は急性期 23%，
回復期 38%，生活期 34%，その他 5% であった。下肢装具の使用頻度は，「ほぼ毎日」が急性期 64% に比べ回復期 94%，生活期
94% と多かった。作製頻度は「3 か月に 1 回以上」が急性期 27%，回復期 77%，生活期 12% に対して，「ほとんど関わらない」が
急性期 36%，回復期 12%，生活期 81% であった。調整頻度は，「3 か月に 1 回以上」が急性期 36%，回復期 70%，生活期 31%
に対して，「ほとんど関わらない」が急性期 64%，回復期 18%，生活期 44% であった。下肢装具の知識・技術の認識度は，「あ
まり持っていない」「ほとんど持っていない」を合わせると急性期 73%，回復期 61%，生活期 88% とすべて 6 割を超えていた。
理由として，全対象者では「養成校での授業時間が少ない」19 件，「卒後研修する機会がない」18 件と多かった。なお，「練習
用装具が身近にない」11 件のうち 8 件が生活期であった。下肢装具における理学療法士の存在感は「だいぶ高い」「まあまあ高い」
を合わせると急性期 99%，回復期 100%，生活期 88% であった。

【結論】

理学療法士は，対象者の時期に関わらず下肢装具を日常的に利用しており，また関連職種の中での下肢装具に対する存在感は高
いと感じていた。一方で，急性期・生活期ともに装具の作製や調整に関わる機会は少なく，知識や技術は不足していると感じて
いた。今日，必要な人に適切な装具が提供されていない「装具難民」が問題となる中，理学療法士が下肢装具の調整や作製後の
フォローアップに関わる意義は高いと思われる。しかし，卒前・卒後教育は十分とはいえず，知識・技術の不足から，これらの
問題に対して，十分に関われていない状況が明らかとなった。今回は研修会参加者を対象とした調査結果であり，今後は理学療
法士全体を反映する実態調査を行い，装具への取り組みについて改めて見直すことが必要と思われる。
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P-SK-03-4

理学療法学科学生における装具学習に対する準備状態の学年別調査

宮原 拓也，加藤研太郎，白石 和也

上尾中央医療専門学校

key words 装具・準備状態・学年別

【はじめに，目的】

教育活動にあたり学習者の準備状態を把握し，それに応じて授業を行うことが推奨される。また，理学療法教育において症例基
盤型学習が用いられ，複数科目・複数学年に渡り装具に関する教育を実践している。そこで，本研究では各学年の装具に対する
理解度や興味といった準備状態を把握することを研究目的としてアンケート調査を実施した。

【方法】

3 年制 A 専門学校に在学中の理学療法学科学生 106 名にアンケートによる集合調査を実施した（回収率 100％）。留年経験のある
3 名，回答に不備があった 11 名を除外し，92 名を解析した（1 年生 31 名，2 年生 39 名，3 年生 22 名）。調査内容は，①年齢，
②性別，③学年，④入学前に装具を知っていたか，⑤調査時に装具を知っていたか，⑥装具の正しい認知（義足・装具・自助具
の写真から選択），⑦装具を触ったことがあるか，⑧装具の目的の理解，⑨装具の対象疾患の理解，⑩装具に対する興味等とし
た。装具の目的・対象疾患の理解については教科書を参考に目的を 9 項目，対象疾患を 10 項目記載し，合致すると思われるも
の全てを選択させ，選択数が多い方を理解があるとした。統計解析は，学年別に群分けし，名義尺度に対しては χ2独立性の検定

（質問④⑤⑥⑦⑩），パラメトリックデータに対しては一元配置分散分析と多重比較を実施した（質問⑧⑨）。次に興味の有無で
群分けし，名義尺度に対して χ2独立性の検定（質問④⑤⑥⑦），パラメトリックデータに対しては正規性を確認し，対応のない
T 検定または U 検定を実施した（質問⑧⑨）。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

平均年齢は 19.9 歳。男性 47 名，女性 45 名。学年別に検討した結果，調査時に装具を知っていたものは 100％ であったが，正し
く認識できたものは 1 年生 87%，2 年生 87％，3 年生 100% で学年との有意な関係はなかった。装具を触ったことがあると答え
たものは 1 年生 32%，2 年生 97％，3 年生 100% で学年との有意な関係が見られた（連関係数 0.73）。装具の目的について，平均
正当数は 1 年生 3.8 個，2 年生 6.5 個，3 年生 8.4 個，装具の対象疾患の平均正当数は 1 年生 3.7 個，2 年生 5.3 個，3 年生 7.9 個で，
目的・対象疾患共に一元配置分散分析で有意差を示し，多重比較の結果，全ての群間で有意差を示した。装具への興味について，
あると答えた割合は 1 年生 72％，2 年生 95％，3 年生 96％ で学年と有意な関係を示した（連関係数 0.32）。興味の有無で 2 群比
較を行った結果，目的正当数と対象疾患正当数において興味あり群が有意に多かった。

【結論】

1・2 年生では名称は知っているが実際の物品について曖昧な学生が含まれていた。装具に触れる経験は 1 年生と 2 年生の間に
増加していた。目的や対象疾患の理解は，装具に興味がある方で理解が深く，学年を追うごとに理解が深まっていた。
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P-SK-04-1

発達期中枢神経障害児者に対する単関節HALを用いた運動療法に関するアン
ケート調査

松田 雅弘1,2），田上 未来1,2），福原 一郎2），花井 丈夫2），新田 收3），根津 敦夫2）

1）植草学園大学保健医療学部，2）横浜医療福祉センター港南，3）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words ロボットスーツHAL・脳性麻痺・効果検証

【はじめに】我々は福祉用 HAL を用いた運動療法が，発達期中枢神経障害児者の歩行・バランス能力に対して，即時的・長期的
効果について報告してきた。今回，発達期中枢神経障害児者の膝関節の動きに対して，単関節 HAL（以下，HAL�SJ：single joint
type）を用いた運動療法を実施した。その効果について，担当 PT にアンケートを実施し，HAL�SJ が運動機能に及ぼす影響に
ついて検討したので報告する。【方法】発達期中枢神経障害児者に対し，HAL�SJ を使用した理学療法士 5 名（経験年数約 10～
30 年）に使用目的および時間，その効果に関してアンケート調査を実施した。対象となった発達期中枢神経障害児者は 13 名

（平均年齢 13.2 歳，9�12 歳，男性 7 名，女性 6 名，痙性四肢麻痺 4 名，痙性両麻痺 7 名，痙性片麻痺 2 名），GMFCSI：2 名，II：
3 名，III：4 名，IV：4 名であった。アンケート調査時の使用回数は 1 回目 12 名，2 回目以上 7 名の計 19 回のアンケートについ
て分析を行った。運動療法の効果に関しては 5 件法を用いて，目的にそった効果について検討した。また，自由記載にて使用方
法とその効果について調査した。【結果】HAL�SJ を利用した目的は，両側（16 回）または一側膝関節（3 回）に装着して，随
意性の向上（14 回）と立位練習（14 回），歩行練習（6 回），段差昇降練習（3 回），その他（自転車）であった。HAL�SJ を用
いた平均運動時間 39.5±12.6 分（20�60 分）であった。膝関節の随意性の改善は平均 2.8±1.2 点，歩行の改善は平均 3.5±0.9 点，
立位姿勢制御の改善は平均 3.7±1.0 点，立ち上がり動作は平均 3.8±0.8 点，段差昇降の改善は平均 4.0±0 点となった。目的とす
る姿勢動作時には，HAL�SJ を利用することで立位・歩行時の機能改善，特に膝伸展筋の活動が向上して立位時の支持性の改善
がみられた。その他，筋活動を視覚的に PT または患者自身が確認でき，フィードバックしながら運動が可能である，軽量のた
め動作練習を行いやすいなどの自由記載があった。【考察】HAL�SJ を使用した運動療法の効果は，装着した膝関節の動きだけ
ではなく，近位関節である股関節制御も高め，立位・歩行機能の改善につながった。HAL�SJ，福祉用 HAL と異なり，生体電
位は大腿の筋のみで，制動する関節は膝関節の 1 関節でなる。発達期中枢神経障害児者の下肢運動は，分離運動が困難なため，
HAL�SJ が膝関節の分離運動を促すことで，下肢関節にトータル的な運動制御の改善がなされ，身体運動が円滑になったと考え
られる。特に，立位・歩行制御を目的とした運動療法の一部として有効的な手段になると考えた。視覚的なフィードバックは PT
にも患者にも有効的で，その情報をもとに運動指導や学習が可能なことも効果を実感した一助になったと考えられる。また，福
祉用 HAL は小児を対象とした場合，身長制限が問題となるが，HAL�SJ はその制限に関わらず使用することが可能である。
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P-SK-04-2

HALⓇ自立支援用単関節タイプを併用し，上肢機能の改善を認めた脳血管障害の
一症例

西本 加奈，小柳 昌彦，松尾 理恵

社会医療法人春回会長崎北病院

key words 脳血管障害・上肢機能・HAL

【はじめに】

脳卒中片麻痺患者のリハビリテーションにおいて，急性期かつ高頻度のロボットリハビリテーションは集中的なリハビリテー
ションと同様の効果を示すとされ，ロボットを併用した治療は近年ますます期待されている。そこで今回，利き手である麻痺手
に対し HALⓇ自立支援用単関節タイプ（以下，HAL 単関節）を併用し治療効果を認めた症例を経験したため報告する。

【症例】

被殻梗塞により片麻痺を呈した 60 歳代男性。感覚障害は深部感覚が軽度鈍麻レベルで，病棟内 ADL は非麻痺側上肢を使用し自
立。発症から約 1 ヶ月後に回復期病棟に入棟し，約 2 カ月目より HAL 単関節併用を開始した。

【方法】

ABAB デザインを用い，機能的電気刺激や振動刺激を併用した介入を A 期，A 期の内容に HAL20 分を追加した介入を B 期と
した（B 期後期は物品操作を追加）。A 期 B 期の期間は各々 5 日間 1 クール計 4 週とし 1 日 1 時間実施した。治療効果として
Fugl�Meyer Assessment（以下，FMA；A：Shoulder/Elbow/Forearm.B：Wrist.C：Finger.D：Coordination/Speed），Stroke
Impairment Assessment Set（以下，SIAS；上肢近位/遠位テスト），Brunnstrom stage（以下，Brs），Modified Ashworth Scale

（以下，MAS），Action Research Arm Test（以下，ARAT；A. Grasp/B. Grip/C. Pinch/D. Gross movement），Motor Activity
Log（MAL）の Amount of Use（AOU），Quality of Movement（QOM）を用いた。各々の評価は開始，A1 期，B1 期，A2 期，
B2 期後に実施した。また箸とコップ操作について一定の条件下で動画による観察評価を行った。

【結果】

FMA は，A1 期：48（A：28），B1 期：47（A：32），A2 期：48（A：30,）B2 期：51（A：32）と肩関節や肘関節操作にて点数
の向上した。ARAT は，A1 期 39（A：13/B：7/C：12/D：7），：B1 期：40（A：12/B：8/C：12/D：8），A2 期：42（A：12/
B：8/C：14/D：8），B2 期：46（A：16/B：8/C：13/D：9）で，総計や A. Grasp の点数が向上した。介入前には肩甲帯下制/
肩関節内転内旋固定して，前腕部中間位にて箸やコップ操作を行い，手に対して口からリーチする傾向が見られていた。介入後
は肩関節安定に伴い，肩甲帯固定が軽減し，肩関節外転位を保持をしたまま，前腕や手関節の分離操作が可能となり，福祉用具
を使用しながら右手で食事を摂取することが可能となった。各期で，FMA の B，C，D と SIAS，Brs，MAS，AOU/QOM には，
介入前後で著変を認めなかった。

【考察】

今回，脳卒中片麻痺患者に対して HAL 単関節を使用することで，肩関節や肘関節の機能向上や質的な変化を認めた。HAL 単関
節は，肘関節の Assist が中心であり，動作中も生体電位波形を客観的に観察できることから，出力状況や過剰努力の有無につい
て確認しながら運動�感覚システムに繋がる修正を同時に反復できたことから，運動学習に奏功したと考える。ただし前腕や手
部に関しては電気刺激との併用が困難であったことや，動きに変化がみられても ADL への汎化が不十分であった。このように
末梢部位における効果には結びつきにくいことも想定し，麻痺の段階に合わせた上肢への介入方法を検討する必要があると考
える。
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ロボットスーツHALの使用で寝たきり予防と高次脳機能障害の改善が見られ
た 1例

西山 保弘，工藤 公晴，江濱 勇気，村井 祥二

医療法人社団仁泉会畑病院

key words ロボットスーツHAL・寝たきり予防・高次脳機能障害

【はじめに】

回復期リハビリテーション（以下，回リハ）終了時，すでに全介助レベルの方は，その後，長期的な寝たきり期間を強いられる。
今回，回リハ後，左頭頂葉皮下出血による麻痺と高次脳機能障害を伴う ADL が全介助の症例の HAL リハによる寝たきり予防
を試みたのでここに報告する。

【方法】

症例提示：70 代歳女性，平成 26 年 1 月 6 日左頭頂葉脳皮質下出血，右片麻痺，失見当識，左半側視空間失認などの症状あり，
平成 26 年 2 月 5 日に回リハ目的で B センターに転院。4 か月の回リハを実施後，平成 26 年 6 月 16 日に当院に転院する。経過：
入院時評価：ブルンスロームステージ右上肢 VI，右下肢 V，左上肢 IV，左下肢 IV と良好であるが Barthel Index（BI）0 点，
立ち直り反射は体性，頸筋性，視覚性のいずれも（－），保護伸展反射（－），自力座位不可，起立は全介助，起立は数秒間で膝
折れが生じた。ベッド上及びマット上の寝返不可，HDS�R6 点，MMSE 9 点であった。リハ介入：6 月 16 日より理学療法開始，
車いす座位，マット上バランス練習，車いす座位保持練習，食事動作練習，夜間両膝関節痛（＋），腰痛（＋）。7 月 11 日～8
月 4 日まで HAL による計 10 回のハーネスサスペンション付歩行器 All�In�One で歩行練習を実施する。退院時評価：口頭指示
に従い動作が行えるようになる。指示通り左への寝返りが可能になる。立ち直り反射は体性と頸筋が出現，端坐位と長坐位が両
手支持で 1 分以上可能になる。指示通りにものを動かす動作が定着する。BI は 5 点，移乗時の立位の安定より改善を見た。HDS�
R 18 点 MMSE 16 点になり記銘力の改善を認めた。HAL 終了後，姿勢保持の安定傾向を強化するため，両下肢に短下肢装具を
装着させて平行棒内での起立練習，立位保持練習が行え 30 秒間の保持が可能になった。サイバニックス理論により賦活化領域
への刺激が反復され改善されたことが期待できる。

【結果】

退院時評価：口頭指示に従い動作が行えるようになる。指示通り左への寝返りが可能になる。立ち直り反射は体性と頸筋が出
現，端坐位と長坐位が両手支持で 1 分以上可能になる。指示通りにものを動かす動作が定着する。BI は 5 点，移乗時の立位の安
定より改善を見た。HDS�R 18 点 MMSE 16 点になり記銘力の改善を認めた。HAL 終了後，姿勢保持の安定傾向を強化するた
め，両下肢に短下肢装具を装着させて平行棒内での起立練習，立位保持練習が行え 30 秒間の保持が可能になった。サイバニッ
クス理論により賦活化領域への刺激が反復され改善されたことが期待できる。

【結論】

ADL が全介助の症例の寝たきり予防に HAL リハによるサイバニックス理論により賦活化領域への刺激が反復され改善された
ことが期待できる。
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P-SK-04-4

慢性期脊髄症患者に対するBalance Exercise Assist Robot を用いたバランス練
習効果の予備的検討

宮崎 哲哉1），伊藤 慎英2,3），三上 靖夫3），井元 大介3），久保 秀一1），清水 直人1），山口 正喜1），小森 帆高1），
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key words ロボット・バランス・脊髄症

【はじめに，目的】

脊髄症患者は神経根症状や脊髄症状により，歩行障害やバランス障害が起こる場合がある。2013 年，立ち乗り型移動パーソナル
ロボットにゲームを組み合わせた Balance Exercise Assist Robot（以下，BEAR，トヨタ自動車株式会社製）が開発された。BEAR
を用いた練習（以下，BEAR 練習）は，脳卒中を中心とした中枢神経疾患において動的バランス，下肢筋力の改善が報告されて
いる。しかし，他の疾患に対する BEAR 練習の有効性はあまり報告されていない。本研究の目的は，軽度のバランス障害を呈
した高齢の慢性期脊髄症患者に対する BEAR 練習の有効性を検討することである。

【方法】

対象は，1）年齢 65 歳以上，2）脊髄症を呈して 6 ヵ月以上，3）歩行が修正自立以上，4）Berg Balance Scale（以下，BBS）46
点以上を満たした，慢性期脊髄症患者 5 例（年齢 70±6 年，男性 4 名，術後年数 6±4 年）とした。練習プロトコルは，BEAR
練習を 1 日 3 回，計 8 日間（24 回）実施した。1 回の練習は，テニスゲーム（前後重心移動課題），スキーゲーム（左右重心移
動課題），ロデオゲーム（外乱対処課題）の順で 4 回ずつ，計 12 回行い，各ゲーム間での休憩を含め，計 40 分で実施した。な
お，1 ゲームの時間は 90 秒であった。

評価は BBS，Functional Reach Test（以下，FRT），Timed Up and Go Test（以下，TUG），5m タンデム歩行の成功率と速度，
下肢筋力を BEAR 練習の前後で実施した。下肢筋力は，徒手筋力計ミュータス F�1（アニマ株式会社製）を用いて，股関節屈曲・
外転，膝関節屈曲・伸展，足関節背屈・底屈の左右 12 筋について固定ベルトを用いて測定し，左右差から健側，患側に分類し
た。評価は同一検者が実施し，各評価項目を 2 回ずつ測定して，各評価における最良値を評価結果に採用した。

BEAR 練習前後の各評価項目の変化について，Wilcoxon の符号付順位和検定を用いて検討した。統計学的解析には，SPSS stat-
ics ver.19 for Mac を使用し，有意水準は 5% 未満とした。また，効果量 r を算出した。

【結果】

評価結果（前/後，有意確率，効果量）は，FRT（28.5±3.5/31.9±3.4cm，p=0.04，r=�0.91），タンデム歩行の速度（0.26±0.07/
0.30±0.07m/s，p=0.04，r=�0.91）は有意差を認めた。一方，BBS（54.0±1.5/55.0±1.1，p=0.41，r=�0.37），TUG（8.4±0.7/8.1
±0.6cm，p=0.16，r=�0.63），タンデム歩行の成功率（66.2±11.7/81.3±14.1%，p=0.80，r=�0.78）では有意差を認めなかった。
また，健側，患側ともすべての筋で，有意な変化はみられなかった。

【結論】

計 8 日間，24 回の BEAR 練習では，FRT とタンデム歩行の速度が改善した。BBS46 点以上の軽度バランス障害を呈する高齢の
慢性期の脊髄症患者において，BEAR 練習は動的バランス能力を改善させる有用な方法であった。
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P-SK-04-5

立ち上がり動作におけるマッスルスーツ装着の有無が腰部及び下肢に及ぼす影
響

東 亜希乃，江崎 多恵，上野 達也，山上 敬士，大池 花歩，津留崎未彩，寳珠山修平，
吉川 将斗，秋永 達郎，瀧口 夏美，森田 正治

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

key words マッスルスーツ・立ち上がり・腰部負担

【はじめに，目的】

マッスルスーツ（以下 MS）は持ち上げ動作時の腰部負担を減らすことを目的として開発されたものであるが，持ち上げ動作と
は別に MS 装着時に椅子からの立ち上がり動作を円滑化する補助的機能も有することが知られている。今回，臨床や介護領域に
適用の幅を広げることを目的とし健常成人男性を対象に，①MS 非装着時の立ち上がり動作，②MS 装着時の立ち上がり動作に
おける腰部負担の変化について比較検討を行った。

【方法】

整形外科的疾患を有さない健常成人男性 18 名（平均年齢：20.6±0.7 歳，平均身長 167.2±2.2cm，平均体重 62.2±2.6kg，BMI22.2
±0.8）を対象とし，3 次元動作解析装置（VICON�NEXUS ver.1，インターリハ）及び筋電図（WEB�1000，日本光電）を用い
て計測を行った。VICON 計測上，反射マーカーは Plug in gait モデルを採用し，36 点のマーカーを貼り付け，8 台の赤外線カメ
ラと 1 台のビデオカメラによる撮影を行った。左右の上前腸骨棘，上後腸骨棘については MS 装着時に腰部パッドで隠れるた
め，非装着時にも腰部パッドのみを装着し，装着時と同位置にマーカーを貼り付け計測を行った。筋電図計測上，左右の前脛骨
筋，大腿直筋，半腱様筋，腰腸肋筋の筋腹に電極を張り付け，筋電図と動作を同期させるために 1 台のモニターカメラを設置し
た。MS 非装着時の筋電位を 100％ とし，MS 装着時の筋電位の計測を行った。測定前には 40cm の高さの椅子から肩幅程度に
足幅を開き，視線を正面に向けた状態から立ち上がり練習を行った。なお，試行ごとに足幅が変化しないように床には目印をつ
けた。VICON により①MS 非装着時，②MS 装着時の腰部及び下肢の各関節モーメントを算出し，筋電図により下肢筋の筋出力
の程度を評価した。また，装着前後におけるマッスルスーツの自覚的な装着感についても聴取した。

【結果】

立ち上がり動作を第 1 相：体幹前傾～臀部離床，第 2 相：臀部離床～重心が足底の支持基底面に重なる，第 3 相：伸展相の 3
相に分けると，MS 非装着時，MS 装着時ともに第 2 相の臀部離床直後に腰部モーメントが最大値を示した。MS 装着時の筋電図
では腰部モーメントが最大値を示した臀部離床直後の数値上，①腰部モーメントが減少した者は 10 名，②腰部モーメントが増
加した者は 8 名であった。腰部モーメントが減少した群の減少率は 44.5％ であり，ほとんどの者が「立ち上がりが楽になった」
という印象を持っていた。腰部モーメントの増加した群の増加率は 39.6％ であり，「重量感があった」「タイミングが難しかった」
という印象を持っていた。

【結論】

MS の重量は 5.5kg であり重量を軽減するために骨盤帯で固定するが，非装着時と比較して重量感を感じやすい。一般的な補装
具同様，日常生活において MS を活用する際は，使用者の立ち上がり動作と MS による伸展活動が一致するように助言をしつつ
反復練習を行い，立ち上がり動作の習熟レベルを向上させる必要性があると思われる。
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歩行リハビリ支援ツール Tree の使用が脳血管疾患患者の歩行練習距離に与え
る影響について

長谷 浩行，山出 宏一，松浦 和文

山口リハビリテーション病院

key words 脳血管疾患・歩行距離・歩行練習

【はじめに，目的】

近年，脳血管疾患者の歩行練習効果を高めるためにロボットの使用が検討されている。我々は歩行リハビ支援ツール Tree：
リーフ株式会社（以下 Tree）を用い，その効果検証を行ってきた。その中で Tree を使用することで一般的な歩行練習に比べ歩
行速度が向上しやすい傾向が示された。また，歩行練習の距離延長が図れるということを多く経験したが，これについては通常
の歩行練習と同じ条件での比較は行えていなかった。そこで今回，歩行練習時の休憩基準を定め，Tree を使用した歩行練習と
通常の歩行練習の単位時間当たりの歩行距離に差があるか検証することを目的とした。

【方法】

対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入院する脳血管疾患後片麻痺患者 3 名（平均年齢 70.7±11.6 歳，男性 1 名女性 2
名）とした。包含基準は監視以上で歩行可能な者とし，除外基準は毎日の歩行練習時間が 20 分未満の者，Tree の使用に影響の
ある認知機能の低下を認める者，脳血管疾患以外による歩行障害を有する者とした。対象者の下肢 Brunnstrom stage は 3 名と
も V であった。補装具の使用は 3 名とも装具は使用せず一本杖を使用していた。

研究期間は 15 日間とし，通常の歩行練習を実施する期間（基礎水準期）を A 期，Tree を使用して歩行練習を実施する期間（操
作導入期）を B 期とした。A 期を 3 日（B 期 12 日），6 日（B 期 9 日），9 日（B 期 6 日）に無作為に分け，20 分間の歩行練習中
の歩行距離，休憩時間，休憩回数，METs，心拍数を計測した。休憩基準は Borg Scale を使用し，主観的運動強度が 15（きつい）
以上になれば 11（楽である）以下になるまで座位姿勢で休憩を取ることとした。METs の計測にはオムロン製活動量計（HJA�
750C）を使用した。

以上の結果より，独立変数を Tree による介入，従属変数を歩行距離，休憩回数，休憩時間，METs，心拍数とした。分析には
二項検定を行った。A 期の近似直線を求め，B 期の結果が A 期の近似直線の延長線より上か下かを目視で確認し，その検定統計
量を算出した。統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

歩行距離は 3 名中 2 名に有意に向上を認めた。休憩時間，休憩回数は 3 名とも有意に減少を認めた。20 分間の単位時間当たりの
平均 METs は 3 名中 2 名に有意に向上を認めた。20 分間の歩行時のみの平均 METs は 3 名中 2 名で有意に減少を認め，さらに
心拍数も有意に減少を認めた。

【結論】

Tree の使用で歩行距離延長が得られた理由として，Tree そのものの重量による高い安定性が，歩行の安定性を高め疲労が軽減
されたことで，休憩時間や休憩回数が減少し，長い時間の歩行練習が実施できたと考える。また，歩行練習中の METs が減少し
たことと歩行練習中の心拍数の低下傾向が認められた。このことから Tree を使用した歩行練習は，疲労が少なく安全に歩行練
習量が提供できることが示唆された。今後は症例数を増やし対照群の設定を行うことで結果の信頼性高めていきたい。
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Honda 歩行アシストを用いた歩行練習が脳卒中患者 2例の歩行能力に与える影響
A�B�A�Bデザインを用いて

廣田 明大，山﨑 博喜，平井竜太朗，西川 奈緒，西羅 美香

恵光会原病院リハビリテーション部

key words Honda歩行アシスト・歩行能力向上・下腿筋活動改善

【はじめに】

当院回復期病棟の脳卒中片麻痺患者 2 症例に対して，Honda 歩行アシスト（以下，歩行アシスト）を用い歩行訓練を実施するこ
とで歩行能力の改善が図れた。今回歩行アシストがもたらす効果について考察した。

【方法】

研究デザインは ABAB デザインシングルケースを用い，歩行アシスト未使用期（以下 A1，A2），歩行アシスト使用期（以下，
B1，B2）とした。通常のリハビリ介入時間とは別に歩行練習を 1 日 20 分，週 5 回行った。各介入期間最終日に Functional Bal-
ance Scale（以下，FBS），10m 歩行テスト，表面筋電図解析（外側広筋，大腿二頭筋，前脛骨筋，内側ヒラメ筋）を測定し比較
検討した。

【症例紹介】

症例 1 は発症から約 16 週経過の 70 歳代男性，左被殻出血，右片麻痺で Brunnstrom stage（以下 Brs）下肢 V，感覚障害はなく
歩行は屋内 T 字杖歩行独歩レベル。

症例 2 は発症から約 12 週経過の 50 歳代女性，橋出血，両麻痺で Brs 下肢 V（右側下肢が左側下肢に比べ，随意性低下），両側
感覚障害あり。介入当初は病棟内車椅子移動から計測終了時は肘つき歩行器見守りレベルであった。

【結果】

症例 1 は A1 から B2 にかけ FBS が 53 点から 56 点，10m 歩行テストは時間が 12.8 秒から 10.3 秒，歩幅は 54cm から 59cm，歩
行率は 94 歩/分から 100 歩/分，歩行速度 51m/分から 58m/分と全て上昇した。筋電図では歩行アシスト未使用期と比較して使
用期において特に下腿の筋活動が低値を示した。

症例 2 は A1 から B2 にかけ FBS が 16 点から 29 点，10m 歩行テストは時間が 54.3 秒から 14.4 秒，歩幅は 23cm から 39cm，歩
行率は 47 歩/分から 108 歩/分，歩行速度 11m/分から 41m/分と全て上昇した。筋電図では歩行アシスト未使用期と比較して使
用期において特に下腿の筋活動が低値を示した。

【考察】

症例 1，2 の歩行アシスト使用，未使用期の測定結果の相違は，立脚相における下腿の過剰な筋活動の改善が挙げられる。それ
により立脚相が延長し，先行研究と同様に股関節角度が拡大したと考えられる。この理由として，股関節のアシスト効果により
下腿の過剰な筋活動が抑制されたものと推察する。

【結論】

脳卒中患者に歩行アシストを使用した結果，歩幅，歩行率，歩行速度が上昇した。ほまた各症例の麻痺程度は異なるものの，麻
痺側下肢の過剰な筋活動の改善が図れた。
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ロボットを用いた歩行練習は脳卒中片麻痺患者の歩行能力と意欲を改善させるか
―歩行リハビリ支援ツール Tree の効果検証―

松浦 和文，山出 宏一，長谷 浩行，加藤 祥一

医療法人和同会山口リハビリテーション病院

key words 脳卒中・ロボット・意欲

【はじめに，目的】

近年，脳卒中片麻痺患者のリハビリテーションにおいて，ロボットを用いた歩行練習が試みられている。そのロボットのひとつ
である歩行リハビリ支援ツール Tree（以下，Tree）は，リーフ社によりリハビリ支援機器として開発された非装着型のロボッ
トである。Tree は，走行する速度を任意に設定することで，患者の歩行練習の速度を調整できる。また，音声によるかけ声の
間隔を設定することで，患者の歩行率を調整しながら，歩行練習を行うことができる。さらに，患者の歩行データを歩行練習直
後に確認し，患者にフィードバックできる。これらの機能により，患者の歩行能力の回復や，意欲の向上が期待されている。し
かしながら，Tree を用いた歩行練習が，脳卒中片麻痺患者の歩行能力と意欲に及ぼす影響を調べた研究は少ない。そこで本研
究は，Tree を使用した歩行練習が，脳卒中片麻痺患者の歩行能力と意欲に及ぼす効果を明らかにすることを目的とする。

【方法】

対象は，本研究の内容を説明し同意を得られた回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳卒中片麻痺患者 24 名とした。除外
対象は，10m 歩行が困難な者と，歩行データの理解が困難なほど認知機能が低下した者とした。Tree を用いた歩行練習群（以
下，Tree 群）12 名，統制群 12 名に割りつけて，準ランダム化比較試験を実施した。Tree 群は，通常の理学療法でおこなう歩
行練習 20 分を，Tree を用いた歩行練習に置き換えて介入した。また Tree 群は，Tree 内に蓄積されていく歩行データから，歩
行速度や歩行距離，連続歩行時間等の変化を患者にフィードバックした。統制群は，通常の歩行練習を実施した。介入期間は，
14 日間とした。評価の時期は，介入前，介入 7 日目，介入 14 日目とした。各評価時期において，歩行練習後に，歩行速度，歩
幅，歩行率を測定した。意欲は，介入前と介入 14 日目に測定した。歩行能力の測定には，足圧モニタインソール PiT（リーフ
社）を用いた。意欲の測定には，Apathy Scale の邦訳版である「やる気スコア」を用いた。それらの結果から，各群の効果の差
を検証した。検証項目は，歩行速度，歩幅，歩行率，やる気スコア得点を従属変数とし，群間の交互作用の有無を検討した。統
計学的処理は SPSS12.0J を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

反復測定 2 元配置分散分析の結果，歩行速度，歩幅，やる気スコア得点の項目で交互作用を認めた（p＜0.05）。歩行率に交互作
用は認められなかった。

【結論】

Tree を使用した歩行練習は，通常の歩行練習と比べて，脳卒中片麻痺患者の歩行速度と歩幅，意欲を改善できることが示唆さ
れた。今後，ロボットを用いた歩行練習効果の蓄積によって，脳卒中患者が意欲的に歩行練習をおこなえる可能性があり，更な
る検証をおこないたい。
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部分免荷トレッドミルトレーニングと体重免荷歩行器トレーニングの歩行速度と歩行距離の差
機器の使用方法の工夫によりその差が減少したシングルケース

若竹 雄治，安永 雅行，三好 正浩，松本 憲二，坂本知三郎

関西リハビリテーション病院

key words 部分免荷・牽引方向・歩行速度

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者の歩行練習量を増加させる方法として，部分免荷式トレッドミルトレーニング（以下，BWSTT）が有効であ
ると報告される。免荷状態の歩行トレーニングを行うその他の方法に，体重免荷式歩行器（以下，BWS 歩行器）がある。BWSTT
と BWS 歩行器による治療比較は，脊髄損傷患者を対象に行われている（Alexeeva，2011）が脳卒中患者での報告はみられない。
Alexeeva らの研究では，提供した歩行練習距離は両機器ともに同等と設定されているが，症例によっては困難な場合も考えら
れる。今回の症例では，導入当初，BWSTT のトレッドミル速度は，BWS 歩行器での歩行速度で設定しようとした。しかし，
この方法で設定したトレッドミル速度では，本症例は歩行不可能であった。今回，それぞれの機器を用いた場合，歩行速度や歩
行距離に違いが得られた症例の経験とその差を減少させるために行った工夫に関する報告を行う。

【方法】

本症例は，径 1cm の左被殻出血を呈した 60 歳代男性である。運動麻痺は Brunnstrom stage で上肢 II，手指 I，下肢 V と上肢麻
痺が優位である。21 病日目に，回復期リハビリテーション目的で当院へ転院となった。同日より，自立歩行獲得を目指し歩行練
習を開始したが，10m 歩行で 0.20m/s と低速でしか歩行できなかったため，歩行距離の確保に難渋した。このため，BWS 歩行
器と BWSTT を導入した。共に訓練期間は 4 日間とし，手すりは左のみ使用，免荷量は，一般的な設定である 30% に設定した。
訓練時間は 5 分間を 3 セットで，歩行速度は可能な限り速く設定した。“可能な限り”とは，機器上で歩行不能となるまでとし
た。

【結果】

以下に，BWS 歩行器条件，BWSTT 条件それぞれの歩行速度（m/s）と歩行練習量（m）の結果を示す。平均歩行速度は 0.77
±0.04，0.27±0.05，平均練習量は 692.33±38.55，241.25±48.34 であった。両機器でのトレーニング風景の観察から体幹姿勢の違
いが影響していると考え，BWSTT の牽引機器を本症例より後方に設置し後上方へ牽引した状態で，再びトレッドミル速度，歩
行距離を確認した。BWSTT 後上方牽引条件では，歩行速度が 0.56，歩行距離が 504 となり，BWS 歩行器条件と同様の歩行速
度と歩行距離が提供可能となった。

【結論】

今回，単一症例ながら，一般的に使用した場合，BWSTT と BWS 歩行器の歩行距離や歩行速度に違いがあることを示すことが
できた。しかし，その差は機器の使用方法として，ハーネスによる牽引方向を変えることで減少させることでできたと考えられ
た。この結果から，免荷量やトレッドミル速度，手すりの有無に加えて，牽引方向を考慮した設定が重要となる症例がいること
を再認識した。
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回復期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト（GEAR）の適応検討

浅野 智也，大島 埴生，池田 直樹，山根 奈々，森嶋 忠司，米廣 幸平，斎 雅夫，
花川 晃一，青木 智也，荒尾 賢

岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 歩行練習アシスト・回復期・適応

【はじめに】

当院ではトヨタ自動車が藤田保健衛生大学と共同で開発した歩行練習アシスト Gait Exercise Assist Robot（GEAR）を導入し，
2015 年 8 月より 2016 年 9 月末までに 18 例の試験を終了している。我々はこれまでに GEAR 練習が完全片麻痺の歩行改善に有
効で機能的弊害が伴わないことを報告した。今回，現在までの症例を追加し GEAR の練習効果の再確認や適応について検討を
行ったので報告する。

【方法】

回復期脳卒中片麻痺試験終了者 18 例（監視歩行到達者 14 例，中途終了 4 例）を対象とした。対象者は試験開始時に膝折れのリ
スクのある監視歩行未到達者であり，試験期間中は GEAR 練習 40 分を週 5 日実施した。

効果検証は，FIM 歩行改善率（FIM 歩行点数の利得を練習経過週数で除した値）を算出し，監視歩行到達 14 例から①全 14
例および②完全麻痺例抽出の 6 例で，それぞれの GEAR 群と一般的な理学療法のみを行った群（対照群）を比較した。その対
照群は谷野らの先行研究（2014）を参考にして算出した。その 2 群間の比較は Mann�Whitney U 検定を用いた。

適応についての検討は，中止終了含めた 18 症例の FIM 歩行改善率と介入前評価項目で統計処理を行った。介入前評価の項目そ
れぞれは，疾患名と障害側は Wilcoxon 符号付順位和検定，年齢には Pearson の積率相関係数，SIAS 下肢麻痺・体幹・視空間と
FIM 理解・記憶は Spearman の順位相関係数を用いた。それぞれ有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

FIM 歩行改善率の比較結果は，対象群との比較で①GEAR14 例全例は有意差なく（P＝0.14），②GEAR 完全麻痺 6 例は有意差が
あり（P＝0.01），完全麻痺群については GEAR の優位性が認められた。

適応の検討結果では，疾患名（P＝0.03），年齢（r＝�0.61，P＜0.01），SIAS 体幹垂直性（rs＝0.66，P＜0.01）について有意差を
認め，その他の項目に有意差は認めなかった。

【結論】

才藤らは，GEAR は重度下肢麻痺のため立脚・遊脚が不十分な状態でも多数歩歩行を安全に成立させ歩行運動の学習を効率化
すると述べている。今回も前回に引き続き重度麻痺患者の GEAR の有効性を示唆する結果であり，上記設計者らの意図を支持
している。また今回の適応検討では，脳梗塞よりは脳出血患者の方が歩行改善率向上は顕著であり，高齢でないことおよび体幹
垂直性の保持が影響することが示唆された。疾患は脳梗塞の方がペナンブラの量が少ないこと，高年齢は退行性変化として学習
能力低下や全身状態低下を呈しやすいこと，体幹垂直性は両側機能として非麻痺側機能低下を反映することが歩行改善率に影
響したと考えられる。歩行改善率の観点での GEAR 適応は，安定した非麻痺側機能や全身状態による運動量の担保と器質的に
脳可塑性が担保されていることが重要だと思われる。
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大腿切断後，義足非装着にて 50年経過した後期高齢者に対する義足処方と理学
療法介入の意義

岩下 航大，梅澤 慎吾，里宇 文生，永橋 侑，臼井二美男

公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンター

key words 義足・高齢者・切断

【はじめに 目的】

理学療法ガイドラインでは義足歩行の予測因子として①認知機能②ADL 自立度③体力④片脚立位⑤術前の移動性とされ，切断
後早期の義足製作と理学療法介入が義足での生活自立度を決めるとされている。しかし，本症例は 50 年前（20 代）に骨肉腫を
原疾患とし大腿切断に至り仮義足（治療用義足）を処方するも義足適合困難からその後 50 年間，義足未装着（両松葉杖）にて
日常生活を過ごしてきた症例であった。後期高齢者となった大腿切断者に対しての義足処方（更生用義足），義足構成要素の選
択，義肢装具士との連携，理学療法士が行う介入意義について経過とともに考察する。

【方法】症例提示

75 歳，女性，仮義足適合困難から 50 年間，整形外科，リハビリテーション科，形成外科に通院履歴があるが義足処方の提案は
なかった症例でもある。平成 28 年，非切断肢変形性膝関節症（grade2，NRS6，膝関節内反変形，足底アーチ低下）診断，疼痛

（荷重時・動作時疼痛）が顕著となり日常生活に支障をきたし大腿義足を勧められる。当センターにて義足製作，理学療法介入
開始。初期評価：BMI27，断端長 13cm，切断側屈曲拘縮 10̊，非切断側膝関節伸展�10̊，MMT 切断側股関節周囲 3，片脚立位
困難

【方法】経過・介入内容

1，切断からの経過年数 2，短断端，軟部組織多い 3，屈曲拘縮 4，後期高齢者 5，変形性膝関節症，荷重時痛 5，松葉杖生活歴が
長い。以上の条件から理学療法介入初期より義肢装具士と連携し義足構成要素に対して荷重し易い環境，大腿義足装着の恩恵が
どこにあるかを段階的に本人・ご家族にも随時説明を行いながら介入を進めた。義足構成要素は≪初期屈曲角 15̊，キャッチピ
ン式ライナー，膝継手：固定膝（ottobock 社 3R41 強化プラスチック軽量・ロック時音あり，）平行移動パーツ併用，足部：単軸
足⇒トライアス，支持性・懸垂性向上のためシレジアバンド装着》とした。軟性支柱付き膝装具，足底にインソール処方。切断
側股関節ストレッチ，筋力強化（切断側徒手抵抗）義足装着練習，荷重練習⇒平行棒内⇒平行棒周囲⇒平行棒外歩行（両杖・片
杖・リハ室内）⇒階段・傾斜⇒屋外歩行不整地（T 字杖）⇒電車（片松葉 orT 時杖）

【結果】介入結果

最終評価には切断側屈曲拘縮 5̊ 膝関節疼痛も軽減し（NRS3，静止立位荷重比：切断側 28.4％⇒47.3％ 非切断側 71.6⇒52.7％）10
m 歩行 12 秒，6 分間歩 220m，TUG16 秒，となり歩行能力も向上。平地・傾斜・不整地練習毎にアライメント調整を行い，最
終的には，屋外応用歩行（階段，傾斜，不整地）電車（T 字杖 or 片松葉杖）自立 LV となり義足装着にて入院 14 週目で独歩退
院。

【結論】義足歩行予測因子①②③⑤とは整合性のある症例であった。④の片脚立位は困難であったが初期より身体的要因を考慮
した義足環境により早期に立位保持が可能となった。義足を生活の一部とするには環境（人的・物的資源）や時間を要すること
が必至だが，適切な手続きを踏むことで高齢切断者が立位，歩行自立となる可能性は高くなると考える。
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生活期における下肢装具への介入状況調査
第一報

笠井 健治1），中野 克己1），西尾 尚倫1），小川 秀幸1），高山 智絵1），常名 勇気1），桑原 健吾1），
丸山 薫1），宮澤 友里1），清宮 清美2）

1）埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科，
2）埼玉県総合リハビリテーションセンター地域支援担当

key words 下肢装具・介護保険・質問紙法

【はじめに，目的】装具療法は効果が認められた治療法であるが，その効果を持続するためには専門家による適切な介入が継続
される必要がある。近年，生活期の装具使用者を対象とした調査から装具作製後のフォローアップ体制の必要性が報告されてい
る。本研究の目的は，生活期における理学療法士の下肢装具への介入状況を明らかにすることである。

【方法】対象は，当県において H28 年 4 月時点でリハビリテーションサービス（介護老人保健施設，通所リハビリテーション，
訪問リハビリテーション）を提供している介護保険施設 199 カ所に勤務する理学療法士とした。調査は郵送による無記名自記式
質問紙を用い，1 施設当たりの質問紙の配布部数は 3 部とし，提供サービス数が複数の場合はサービスごとに 1 部を追加した。
質問紙の最終配布部数は 799 部であった。調査項目は所属事業所についての項目（提供サービス種別，利用者数，在籍理学療法
士数，義肢装具士との連携体制，保有する装具，装具調整用の器具），理学療法士の経験（年数，研修会への参加，装具使用者
のリハビリテーション，装具作製・調整），装具への介入状況（月間の装具使用者数，装具に関するトラブルの頻度とその要因，
関連制度の知識，装具を見直す頻度と対応方法，介入の阻害要因）とした。

【結果】104 施設から合計 286 の回答があり，回収率は施設単位で 52％，配布数で 36% であった。事業所として義肢装具士との
連携体制が「全くない，めったにない」63％，保有する装具が「ない」36％ であり，一般工具以外にの装具調整用の器具を保有
していると回答したのは 6％ であった。回答者の平均経験年数は 9.3 年で，装具に関する研修会への参加経験は「ない」が 54％
であった。装具使用者のリハビリテーション，装具の作製，装具の調整について，経験が「たくさんあった，多少あった」と回
答した割合はそれぞれ 92％，58％，55％ であった。1 か月間の下肢装具使用者数は平均 8.4 人で，装具の不適合や問題は「よく
ある，時々ある」が 65％ であった。装具に関する制度の知識は「ない，ほとんどない」が 50％ であった。装具を見直す頻度は

「全くない，ほとんどない」が 53％ で，その要因は上位から「装具の知識，義肢装具士との連携体制，装具を調整する技術」で
あった。装具を見直す場合の対応方法として「自分で装具の調整をしない」が 44％ で，そのうち具体的な対応方法は「義肢装
具士へ依頼する」が 59％ で最も多かった。

【結論】生活期において装具使用者は装具の不適合などの問題が生じる危険があるが，理学療法士が下肢装具の見直しを行う頻
度は少ないことが示された。その要因としては技術や知識といった理学療法士の問題と義肢装具士との連携体制や備品の不足
などの制度・環境の問題が示唆された。
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全身振動刺激がバランス能力に与える影響
即時効果での検討

安野 雄介1），杉本 諭2），大隈 統1），古山つや子1），小宮山隼也1），中山 知之1），森山駿一郎1），
鈴木翔太郎1），新井 都子1），小池 美生1），西蔵ツワン3）

1）医療法人和会武蔵台病院リハビリテーション課，
2）東京医療学院大学医療保健学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，3）医療法人和会武蔵台病院

key words 全身振動刺激・バランス能力・即時効果

【はじめに，目的】全身振動刺激（Whole Body Vibration，以下 WBV）装置は一定の周波数で支持台を振動させることができる
装置である。WBV は当初筋力増強練習に用いられていたが，近年では神経系など様々な作用が報告され，歩行・バランス機能
向上に利用されている。しかしながら対象数や対象疾患，刺激の強さや時間などの設定についての検討は十分ではなく，臨床に
汎化するためには議論の余地がある。本研究では通所リハサービス利用者のバランス機能向上を目的とした WBV 練習導入の
前段階として，「WBV がバランス能力に即時的な効果をもたらすのか？」について検討を行った。

【方法】当院通所リハサービス利用者のうち，歩行や立位時に痛みを有さず，院内での歩行が自立している 30 名を本研究の対象
とした。平均年齢は 77.6±4.0 歳，性別は女性 18 名，男性 12 名，要介護状態区分の内訳は要支援 1 が 1 名，要支援 2 が 7 名，
要介護 1 が 7 名，要介護 2 が 9 名，要介護 3 が 3 名，要介護 4 が 3 名であった。WBV には BodyGreen 社製 BW01 を使用した。
これは振動周波数が 4Hz～13Hz の間で 7 段階に設定されており， 本研究では各対象者が最も快適に感じる周波数を使用した。
WBV 練習は前方の縦手すりを軽く支持した状態で，見守りにて 2 分間行い，実施中および実施後に痛みの出現がないか確認し
た。なお歩行時に下肢装具を使用している場合には，着用したままで WBV 練習を行った。バランス能力の評価には timed up
and go test（以下 TUG）を用い，WBV 練習の実施前および終了 1 分後に測定した。分析には対応のある t 検定を用い，WBV
練習実施前後の TUG の値を群間比較した。統計学的解析は SPSSver11.5J を用い，危険率は 5% とした。

【結果】WBV 練習前の TUG の平均値は 16.89 秒，練習後は 15.39 秒であり，練習後に有意に減少した。また，対象者の 16 名は
WBV 練習後に足が軽くなったと答え，悪化を訴えるものはいなかった。

【結論】本研究の結果，WBV はバランス能力に即時的な効果をもたらすことがわかった。WBV は鉛直方向への振動により床反
力を受けやすくなるため，通常の立位バランス練習よりも足底からの刺激を強く入力することができる。すなわちこの刺激量の
増加が姿勢制御に影響し，バランス能力を即時的に改善させたと考えられた。WBV 練習は安全に短時間で実施可能であり，実
施後の満足度も高いことから，今後はバランス練習として導入し，経時的な変化を検討していきたい。
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表面筋電図を用いてロボットスーツHALの効果検証
脊髄損傷 1例での経験

下川 貴大，岡本 和久，横瀬 祟光

独立行政法人国立病院機構徳島病院リハビリテーション科

key words HAL・筋電図・脊髄損傷

【はじめに，目的】

近年，Hybrid Assistive Limb（以下，HAL）を使用したリハビリテーションが注目をされている。効果判定の評価として，10
m 歩行テストでの歩行速度や歩行率，歩幅などの報告が多い。しかし，表面筋電図を用いた報告は少ない。本報告では，脊髄損
傷の患者に対して HAL を使用したリハビリテーションを行い，その前後に筋電図などを用いて効果を検証する。

【方法】

症例は，脊髄損傷例 66 歳，男性（Frankel の分類 C，wisci Levels16）に対して，HAL を使用した歩行練習を全 9 回実施した。
実施期間は，3 週間で週に 3 回の頻度で全 9 回実施した。1 回あたりの時間は約 30 分とした。評価項目は HAL リハ実施前後で，
10m 歩行テストと表面筋電図（小沢医科器機社製，EMG マスター）で測定した。10m 歩行テストでは 2 回計測し，その平均値
から歩行速度（m/min）と歩数を算出し，平均値を算出した。表面筋電図では，積分値（単位：μV）と wavelet 周波数（単位：
Hz）の平均値を算出し，歩行中の筋活動のタイミングとリズムを観察した。対象とした筋は，運動障害の程度が強い右下肢の，
大腿直筋，大腿二頭筋，前脛骨筋，腓腹筋に電極は貼り，右足底部にフットスイッチを貼付した。電極間距離は 10mm とした。
筋電図のデータは，任意に取り出した歩行開始 5 歩目から 7 歩目の生データから積分値を算出した。周波数解析は wavelet 周波
数を用いて，任意に取り出した全歩行周期の歩行開始から 5 歩目から 7 歩目の平均値を算出した。又，5 目から 7 歩目の歩行中
の筋活動のタイミングとリズムを観察した。

【結果】

10m 歩行テスト（実施前/実施後）では，速度は 23.4/23（m/min）となり，歩数は 25.5 歩/25.5 歩となった。表面筋電図では，
右大腿二頭筋の活動が低下した。前脛骨筋と腓腹筋の活動が上昇した。wavelet 周波数解析では，右大腿直筋は上昇し，右前脛
骨筋と右腓腹筋は低下した。筋活動のリズムとタイミングは，大腿二頭筋の発揮のタイミングが立脚初期に近づき，前脛骨筋の
活動に二峰性が見られ，腓腹筋の活動が向上した。

【結論】

本症例では，結果として，過剰努力していた右大腿二頭筋の発揮張力が下がり，拮抗筋の右大腿直筋は周波数が高くなったこと
で，筋発揮力を発揮させやすい状態になったのではないかと考える。これらのことが反映し，立脚中期で活動していた大腿二頭
筋が立脚初期での活動が確認できるようなった。又，前脛骨筋と腓腹筋でも，一定のリズムの乱れが見られる。これはパターン
化されていた動作を崩し，新たな運動戦略を獲得しようとしていると考える。
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3 次元仮想空間内における右方空間のブラックアウトによる半側空間無視に対する注意誘導効果
身体近傍・身体外空間および課題特異的効果に基づいたシステムデザイン

安田 和弘1），室井 大佑3），大平 雅弘2），岩田 浩康4）

1）早稲田大学理工学術院総合研究所，2）横浜新緑総合病院，3）亀田リハビリテーション病院，
4）早稲田大学創造理工学部総合機械工学科

key words 半側空間無視・没入型仮想現実・注意

【はじめに】

半側空間無視（USN）は，大脳半球病巣と反対側の刺激を発見・報告すること，反応すること，向くことの障害である。また，
右半球における脳血管障害患者の約 4 割が USN を併発し，後遺症のリハビリテーションが困難となる。我々は，USN 患者にお
ける非無視側からの注意の「解放」と無視側への注意の「移動」を同時に支援する USN 治療支援システムを開発してきた。本
システムの特徴は，可動スリットと呼称する視覚誘導映像により，非無視側の視覚刺激を徐々にブラックアウトしていき，見え
る領域を無視側へ拡大させていくことで注意を無視側に誘導するシステムである。本研究の目的は，3 次元仮想空間内で可動ス
リットを構築し，近位（身体近傍空間）・遠位（身体外空間）および異なる課題における無視症状に与える影響を検証すること
である。

【方法】

回復期病棟に入院する左 USN を呈する脳卒中患者 10 名（75.2±11.6 歳）を本研究の対象とした。機器は，ヘッドマウントディ
スプレイ（Oculus Rift Development Kit 2, Oculus VR, Inc.），および手指モーションキャプチャ（Leap Motion, Leap Motion, Inc.）
から構成される。仮想空間内の近位無視治療では，机の上の手指モーションキャプチャによる参加者の手の移動範囲内に 3 つの
オブジェクトを設置した。参加者が自身の手を動かすことで VR の手を移動させることができ，VR の手が設置したオブジェク
トに接触するように教示した。遠位無視治療では，部屋の奥の壁面に 7 つの視覚刺激を設置した。視覚刺激は，時間経過ととも
に順に左方へと点滅していき，点滅する刺激を回答させた。遠位・近位 VR 環境で注意を左方へ誘導するために，移動するス
リットを付加し，患者が見える空間を徐々に左方へ誘導した。介入前後に近位，遠位空間における BIT の 4 項目（線分抹消，線
分二等分，星印抹消，文字抹消）を測定し，前後の点数をウィルコクソンの符号順位検定により比較した。有意水準は 5％ 未満
に設定した。

【結果】

介入前のベースラインでは近位・遠位空間における BIT に有意差は認めなかった。遠位空間では BIT 合計（p=0.002），線分抹
消（p=0.002），星印抹消（p=0.002），文字抹消（p=0.004）において前後間に有意差を認め，無視症状が改善した。一方，線分二
等分線課題においては有意差を認めなかった。近位空間においては，全ての測定項目において前後間に有意差を認めなかった。

【結論】

本研究では 3 次元仮想空間内で右方空間をブラックアウトする注意誘導システムに基づき，遠位・近位空間無視の治療介入を
実施した。結果として，遠位空間無視に改善を認めたが，近位空間および両空間の線分二等分線課題においては有効性を認めず，
没入型仮想空間内での治療は，空間や課題特性により異なる影響が示された。臨床的には，環境設定が困難である遠位空間に対
する介入として有望であるが，同時に近位空間における介入手法・システム設計が課題となった。
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当院における排泄ケア介入の現状報告

横山めぐみ

公立みつぎ総合病院

key words 排尿ケアチーム・FIM・尿意

＜はじめに＞

入院中の患者さんが，在宅復帰に求める事の 1 つに排泄自立があげられることが多い。尿閉・頻尿などの排尿障害，また入院中
やむをえず尿道カテーテルを挿入し抜去後に排泄障害をきたし入院期間が延長をされることがある。当院では，泌尿器科医師・
看護師・療法士による排尿ケアチーム（以後ケアチーム）を立ち上げ，入院中，尿道カテーテル抜去後に伴う尿失禁・尿閉等の
下部尿路障害を生ずると見込まれる方・排尿障害がある方へ包括的な排泄ケアの取り組みを始めた。介入は始まったばかりだ
が現場から排泄ケアの現状を報告させて頂く。

＜方法＞

大腿骨頚部骨折で当院入院・手術された方のうち平成 28 年 7 月よりケアチームが介入した入院患者（以下対象患者）7 名（うち
尿道カテーテル挿入・抜去者 6 名），女性 7 名，平均年齢 87.86 歳，ケアチーム介入時と退院時の FIM・厚生労働障害高齢者の
日常生活自立度（寝たきり度）（以下自立度）の経過をおい，ケアチーム介入前の同対象入院患者 12 名（同年 4 月～6 月入院患者・
男性 1 名女性 11 名，平均年齢 83.33 歳）の比較を行った。

＜結果＞

対象患者は，ケアチーム平均介入 3 回，尿道カテーテル挿入者の挿入平均日数 12.3 日，導尿を必要とした人数 6 名，尿意回復は
FIM 項目尿意利得：平均 1.57（�1・0 が 3 名）。入院時・退院時の利得は，自立度 1.75，FIM20.8，FIM 項目別で尿意 1.78 便意
1.08 移乗トイレ 2.86 トイレ 2.71 下更衣 2.71，ケアチーム介入後は自立度 2.43，FIM25.1，FIM 項目別で尿意 1.57 便意 1.43 移乗
トイレ 1.00 トイレ 2.33 下更衣 2.92 となった。介入前では，尿意自立 8 名，動作修正自立以上は 6 名。介入後は尿意自立に至っ
た 4 名が FIM 項目移乗トイレ・トイレ・下更衣が修正自立～自立となった。

＜結語＞

今回ケアチーム介入前後で尿意利得に著明な差は認められなかったが，自立度・FIM の点数では利得が認められた。ケアチーム
の早期介入により看護師へ排泄への意識づけ，療法士が適切な排泄用具・環境の設定を行うこと，トイレの時間誘導の徹底によ
り排泄・移乗回数増大により排泄動作自立への 1 つの要因になったと考えられる。

排尿の失敗は自尊心・自信の低下，不安や自己嫌悪をもたらしその人のアイデンティティをも揺るがせない問題で患者さんの
今後の生活を大きく左右される可能性がある。排尿自立は，在宅生活再開の鍵であり，ケアチームの介入により総合的にアセス
メントし包括的な排泄ケアの充実と療法士の個別の患者さんへのアプローチが必要となる。排尿障害において，排尿機能のみで
なく多様な運動機能障害を有している点から療法士による姿勢・体幹評価を含めたより包括的な関与や個々の症例に合わせた
運動指導が重要と考える。患者さんの状態は様々であり，介入早期から療法士は各々に対し理学療法，姿勢・動作確認，排泄用
具の決定・環境調整，トイレ時間誘導の適切な介入を行い早期自立へ導くことが望ましいと考えられる。
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極軽度の早朝運動が睡眠と運動機能，QOLに与える影響

新小田幸一1,2），岩本 義隆3），阿南 雅也4），高橋 真1,2）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門，
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻，4）大分大学福祉健康科学部理学療法コース

key words 高齢者・睡眠・QOL

【はじめに，目的】

睡眠に問題を抱える高齢者は，運動介入により睡眠状況が改善するとの報告があるが，これらの多くが，長期間にわたる比較的
高い運動負荷を用いた介入を採用している。しかし，日常の活動度が低い高齢者には運動の量や時間・期間を配慮することが必
要であると思われる。本研究は，地域に居住し，介護保険の適応を受けた者を含む活動度の低い高齢者は，早朝に短時間で比較
的低負荷の運動を行うことによって，睡眠のほか，運動機能や QOL がどのように変化するかを明らかにすることを目的に実施
した。

【方法】

被験者は，介護保険適応認定で要支援 1 認定 4 人，要支援 2 認定 5 人を含む地域に居住する高齢者 12 人（男 3 人，女 9 人；平
均年齢 78.3±5.5 歳）であった。被験者は 2 週間にわたり，Ambulating Monitoring, Inc.（AMI）製腕時計型アクチグラフを非利
き手側前腕末梢部に装着し，記録された睡眠状況を AMI 製解析ソフトウェア AW2 にて解析した。被験者は最初の 1 週目はそ
れまでと同様の日常生活を行い，後半の 2 週間には起床後早期に，臥位と座位にて下肢および体幹の柔軟性を高める運動，上下
左右・斜め方向の眼球運動，立位にて踵上げ及び爪先引き上げ運動，椅子の背もたれを上肢で把持して，軽度の下肢屈伸運動等
の軽い運動各 3 回を 15 分程度かけて行った。1 週目と 2 週目の最終日の午前中に 30 秒椅子立ち上がりテスト（CS30），機能的
リーチテスト（FRT），日本版 Epworth Sleepiness Scale による主観的眠気度，日本語版 POMS 短縮版（Profile of Mood States�
Brief Form Japanese Version）による生活の質（QOL）を評価した。統計学的解析は統計ソフトウェア SPSS Ver.22.0（日本ア
イ・ビー・エム社製）を用い，Shapiro�Wilk 検定にてデータの正規性を確認した後，正規性が得られたときは対応のある t 検定
を，得られないときは Mann�Whitney の U 検定を行った。危険率は 5% に設定した。

【結果】

早朝運動を実施しない 1 週目と実施した 2 週目最終日の前夜の睡眠を比較すると，実施週は実施しなかった週に比し，合計睡眠
時間と全睡眠時間は有意に短くなった（P＜0.01，P＜0.05）。覚醒エピソード数と睡眠エピソード数は減少する傾向が認められた。
一方，CS30，FRT，ESS，QOL には差を認めなかった。

【結論】

本研究では，早朝の軽く短い時間の運動実施によって，睡眠の量的指標である睡眠時間は短くなるものの，質的指標である覚醒
及び睡眠エピソード数では減少し，運動機能，眠気度，QOL は変化かを受けなかった。このことは，睡眠が適正化されること
によって，たとえ睡眠時間が短くなっても眠気指標のほか日常生活に悪影響は与えず，むしろメリハリの生活となったことが示
唆された。今後は，運動期間を長くし，各人に沿った運動を選択して実施することにより，QOL を含む睡眠以外のパラメータ
にも望ましい結果が得られるかを確認する必要性がある。
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車椅子使用高齢者では背もたれ傾斜中の臀部ずれ力軽減を目的とした背もたれ
用シートカバーの効果は減少する

小原 謙一1），高橋 尚1），藤田 大介1），大坂 裕1），末廣 忠延1），樋上 紘子2），小畠敬太郎2）

1）川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科，2）小畠病院

key words 高齢者・車椅子・背もたれ

【はじめに，目的】演者らは，背もたれ傾斜中の臀部ずれ力軽減を目的とした背もたれ用摩擦軽減シートカバーを開発し，その
効果検証を健常者及び車椅子使用高齢者（以下，高齢者）を対象として実施した。その結果，いずれの対象においてもある程度
の臀部ずれ力軽減効果は認められた。しかしながら，本シートカバーの主な使用対象である高齢者に対してより高い軽減効果を
得るためにはシートカバーの改良点を検討する必要がある。よって本研究では，健常者と高齢者における本シートカバーの臀部
ずれ力軽減効果を比較検討することで，シートカバーの改良点を検討する一助とすることを目的とした。

【方法】某医療機関に入院中で院内の移動に車椅子を使用している高齢者 11 人（男性 7 人，女性 4 人，83.8±9.4 歳，要介護度
1�5）及び健常男性 18 人（20.8±1.1 歳）を対象とした。電動リクライニング式実験用椅子の座面上に床反力計（40×40cm，サ
ンプリング周波数 100 Hz）を置き，その上に単層ウレタンクッションを設置した。測定開始肢位は，実験用椅子上での背もたれ
に身体背面が接した安楽座位とし，臀部ずれ力を測定した。加えて，測定開始肢位における体幹傾斜角（度）（鉛直軸�肩峰と大
転子を結ぶ線のなす角）をレベル角度計にて測定した。各対象者には綿 100％ の実験用衣類を着用させ，測定中はなるべく動か
ないように指示した。背もたれの傾斜は，鉛直線より 10 度後傾位（安楽座位期）から開始し，40 度後傾位まで後傾させた（後
傾位期）。その後，背もたれを起こしていき，10 度後傾位（完了期）まで戻るように操作した。臀部ずれ力は，各対象者の体重
で除して正規化した。シートカバーの臀部ずれ力軽減効果の指標として，後傾位期及び完了期の値を安楽座位期の値で除して正
規化した臀部ずれ力変化率（％）を算出した。なお，後傾位～完了期にかけて対象者の体動のために，臀部ずれ力の変動は解除
されてしまうため，後傾位～完了期の最大値を完了期の臀部ずれ力として採用した。統計学的解析として Shapiro�Wilk 検定を
用い，正規性の確認を行った。正規性を認めた場合は non paired t�test を，認めなかった場合は Mann�Whitney 検定を用いて
両群の臀部ずれ力変化率と体幹傾斜角を比較した（p＜0.05）。

【結果】［高齢者，健常者］の順に示す。臀部ずれ力変化率［平均値±SD］は，後傾位期［52.3±13.7，77.1±19.1］，完了期［168.5
±49.9，139.5±15.3］であり，高齢者は健常者と比較して後傾位期で有意に低値を示し，完了期で有意に高値を示した。体幹傾
斜角［中央値（四分位範囲）］は［24（21�24），16（16�20）］であり，高齢者が健常者よりも有意に高値を示した。

【結論】本結果から，より大きく体幹が後傾していた高齢者では，完了期における本シートカバーの臀部ずれ力軽減効果は，健
常者よりも減少することが示唆された。今後は健常者と比較した高齢者の座位姿勢の特徴を考慮してシートカバーの改良点を
検討する必要がある。
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スポーツクライマーにおける傷害とリハビリテーション医療への意識調査
～理学療法士の介入への期待度として～
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【はじめに，目的】

スポーツクライミングには，15m 程の岩壁に見立てた課題を登るリードクライミングと，大岩に見立てたボルダリング，上部か
らのロープ確保で登るスピードクライミングの 3 つに分けられている。2020 年オリンピック競技種目となり，我が国でも世界的
に出遅れた感があるが，リード競技とボルダリング競技が国体競技種目にまで認知されるまでに高まってきている。これに乗じ
近年屋内ジムが急激に増え，統計上クライミング人口も国内約 60 万人（世界 3500 万人）という報告もあり，すそ野を広げてい
る現状にある。

今回，全国のクライミング愛好家（＝クライマー）からアンケート調査を行い，我々理学療法士に関わる傷害の実態と医療機関
受診率ならびに発生環境をふまえて明らかにすることを目的とした。

【方法】

全国 72 か所のクライミングジム利用者とクラブチームを対象に，63 か所より回答を得た（回収率 87.5％）。回答総数 1638 人で，
男性 1237 人，女性 398 人であった。

統計処理として，経験と年齢（スチューデント t 検定），傷害環境，傷害の種類（カイ二乗独立性の検定），リハビリテーション
医療受診に関わる傷害度（マン・ホイットニ検定）を用いて有意水準 5％ 未満とし検討した。

【結果】

経験では 4 年未満が 71％，年齢では平均年齢 34.9±12.7 歳と若人中心のスポーツ特性を見られた。総数の半数以上の 66% の者
がなんらかの傷害を経験しており，部位的に手指が 29% ともっとも多く，上肢全体では 59％ であった。環境発生では屋外の岩
稜ではなく，70% が屋内（クライミングジム）で発生，屋外では足部受傷（18％）が有意に認められた。多くは外傷性によるも
のであった。屋内外においてのオーバーユースは 11% であった。

傷害を受傷者の 47％ は，理学療法士の在籍する医療機関を受診していなかった。実施前のウォーミングアップ実施率は高いが，
関節運動筋群への炎症作用など侵襲性が診られる実施後のクールダウンの実施率 20％ と低値であった。

【結論】

特性的に高度に負荷がかかる上肢の傷害が半数以上であり，特に手指にもっとも多く見られた。急増しているクライミングジム
での複雑なホールド（突起物）の取り付け操作で難易度のバラつきが起こり，身体の関節運動において，過剰に負荷のかかる状
況による屋内ジムでの傷害発生が多かった。凹凸地面の屋外での足部傷害の多さでは，屋内ジムでは厚いクッションが敷かれて
おり，比較的少ないものと推察された。

受傷後の医療関連で，リハビリテーションを受けていないクライマーが多くいる現状が検証されたことを鑑み，今後の課題とし
てクライマーならびに指導員，クライミングジムへ傷害予防に向けての講演など，リハビリテーション医療の重要性を説くこと
が急務であると思われた。またコンディショニング・ケアを整える理学療法士が介入にすることで東京オリンピック以降にも
継続的に表彰台に立つ選手の育成にも貢献できるものと考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）11：00～12：00 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）【口述演題（小児）01】

O-SN-01-1

超低出生体重児のDubowitz 評価で示された新生児期からの発達不良

神谷 猛，谷 拓也，馬渡 敬介，森嶋 直人

豊橋市民病院リハビリテーションセンター
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【はじめに，目的】

早産児の発達予後は，出生体重が低いほど不良となりやすいと言われている。一方で，早産児の新生児期の神経学的評価は，
Dubowitz 評価が用いられることが多い。本邦における Dubowitz 評価に関する報告は，極低出生体重児を対象としていること
が多く，出生体重が低い超低出生体重児に対象を限局した Dubowtiz 評価の特徴についての報告はない。本研究は，超低出生体
重児の新生児期の Dubowitz 評価の発達特徴を把握するために，超低出生体重児と極低出生体重児（1000g 未満除く）を比較検
討した。

【方法】

対象は，2011 年 4 月より 2015 年 3 月までに出生，当院新生児医療センターに入院し，理学療法の依頼のあった超低出生体重児
37 名（A 群）と極低出生体重児（1000g 未満除く）（B 群）53 名。低酸素性虚血性脳症，3 度以上の脳出血，脳室周囲白質軟化症
など画像検査にて重度の発達の障害が予測される症例は除外した。両群において，修正週数 37 週の Dubowitz 評価と修正年齢
1 歳 6 か月の新版 K 式発達検査（K 式検査）について比較検討した。統計学的処理には Mann�Whitney Utest（有意水準 5%）を
用いた。

【結果】

K 式検査の全領域の発達指数は，B 群 94.2±10.4 に比し，A 群 86.9±12.0 で有意差を認めた。Dubowitz 評価の項目別スコアは，
A 群/B 群で tone：6.9±2.1/8.5±1.3，tone patterns：4.5±0.6/4.8±0.4，reflexs：5.4±0.7/5.7±0.5，movements：1.0±0.5/1.2
±0.4，abnormal signs：2.0±0.8/2.0±0.8，behavior：4.7±1.5/5.2±1.3，total：24.5±3.0/27.4±2.5 であった。B 群に比し，A
群は tone，reflexs，mevements，total が有意に低値であった。

【結論】

本研究では，超低出生体重児の修正 1 歳 6 か月における発達予後は極低出生体重児と比較し不良であった。さらに新生児期の
Dubowitz 評価も低値であり，新生児期より発達の遅れを示していると考えられた。儀間らは，極低出生体重児の出生体重の大
きさと Dubowitz 評価の各項目や total の有意な関係性があることを報告しており追従する結果であった。早産児に対する新生
児期からの理学療法としてポジショニングや運動・感覚・認知発達支援などが挙げられており，超低出生体重児の発達予後の
改善に向け，新生児期の理学療法の充実をはかる必要性があると考えられた。
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新生児集中治療室管理を要したハイリスク児の予後予測について
―退院時頭部MRI と運動機能獲得時期からの検討―
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key words NICU・ハイリスク児・予後予測

【はじめに】

NICU（Neonatal Intensive Care Unit）管理を要したハイリスク児の予後予測は発達・両親支援において重要である。退院時頭
部 MRI 所見は神経学的予後を予測する上で有用であるが，PT 評価も含めた総合的な判断が重要と考える。そこで，今回 MRI
所見に運動機能獲得時期を加え検討した。

【方法】

2013 年 4 月から 2015 年 3 月に新生児科よりリハビリ依頼があった 149 名の内，退院時頭部 MRI 評価を施行し，定期的な外来が
継続できた児で，染色体異常や筋疾患等の基礎疾患を有する場合や低体温療法を施行した児を除いた 71 名を対象とした。MRI
所見は，医師読影より正常と異常に分類した。

発達予後については，脳性麻痺（Cerebral Palsy；以下 CP）の有無と，定頚，足を持つ，寝返り，座位，腹這い，起き上がり，
四つ這い，立ち上がり，独歩の 9 項目の運動機能の獲得時期を修正月齢で評価した。

MRI（正常・異常）と CP（有・無）の 2 項目をそれぞれ 2 群に分け，運動獲得時期を比較検討した。統計処理は Kruskal�Wal-
lis 検定後，Steel�Dwass 検定で多重比較を行い，危険率 5％ 未満を統計学的有意とした。

【結果】

MRI の所見から，正常が 51 名，異常が 20 名だった。異常は脳室内出血（gradeI�IV），水頭症，脳室周囲白質軟化症，点状白質
病変，小脳出血・萎縮等だった。CP と診断された児は 9 名で，GMFCS レベル I が 3 名，II が 5 名，III が 1 名だった。CP 全例
が MRI 異常であったため，1 群；MRI 正常・CP 無（51 名），MRI 正常・CP 有（0 名），2 群；MRI 異常・CP 無（11 名），3
群；MRI 異常・CP 有（9 名）に分けられた。全例が低出生体重・34 週以下の早産で，それぞれの平均体重，平均在胎週数は 1089
±340g・29 週 3 日±2 週 2 日，1067±396g・28 週 2 日±3 週 2 日，979±519g・27 週 3 日±4 週 2 日だった。出生体重は有意差
を認めず，在胎週数には認められた。

運動機能獲得時期は修正月齢で（1 群/2 群/3 群）と示した。定頚（3/3/3），足を持つ（6/6/8），寝返り（7/6/8），座位（8/8/
11），腹這い（8/8.5/12），起き上がり（9/10/14.5），四つ這い（10/10/14），立ち上がり（10/9/14），独歩（14/15/24）であった。
定頚と寝返り以外の 7 項目で有意差を認めた。多重比較では，足を持つは 1 群と 3 群が，座位，腹這い，起き上がり，四つ這い，
立ち上がりの 5 項目は 3 群が 1 群，2 群それぞれと，独歩は 3 群間それぞれに有意差を認めた。

【結論】

本研究では，退院時の頭部 MRI 所見が神経学的予後と完全に一致はしなかった。運動機能獲得時期を加え検討した結果，今回
対象であった GMFCS レベル I～II の CP は，定頚や寝返りの初期の発達には遅れを認めず，足を持つや座位以降の発達に遅れ
を示した。このことより，抗重力活動が盛んになる修正 6～8 ヶ月の運動発達評価は CP を予測できる可能性があると考えられ
た。MRI は異常だったが CP でない児は独歩のみで遅れを示し，立位以降のバランス能力等について評価する必要性が考えられ
た。
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幼児期における感覚刺激受容の偏りと身体機能特性
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【はじめに，目的】発達障害児数の増加が報告されており，医療機関で診断を受けていないものの発達障害が疑われる児（以下，
発達障害境界児）への対応が求められている。発達障害境界児の定義や判定基準は明確に定められていないが，感覚刺激受容の
偏りを有することが多いと言われている。また，発達障害児および発達障害境界児の身体機能を向上は，主たる問題であるコ
ミュニケーション能力や社会性の向上の基礎をとなる可能性があり重要である。そこで，本研究の目的は，発達障害境界児の身
体機能特性を知る手掛かりを得るために，感覚刺激受容の偏りを有する児（以下，感覚受容偏倚児）の身体機能特性を明らかに
することとした。

【方法】保育所に通所する 4，5 歳児クラスの幼児 95 名（男児 52 名・女児 43 名，平均月齢 63.9±7.4 か月）を対象とした。感覚
調整障害の評価に用いられる JSI�mini による評価をクラス担任である保育士が行い，感覚刺激の受容に若干の偏りを有する児
と偏りを有する児を抽出した（以下，感覚受容偏倚群）。また，立幅跳び，体支持持続時間，片脚立位保持，長坐位体前屈，足
趾把持力，足部柔軟性，アーチ高率を測定した。立幅跳びと体支持持続時間は MKS 幼児運動能力検査に則り，片脚立位保持と
長坐位体前屈は文部科学省新体力テストに則り測定した。足趾把持力は足趾筋力測定器（竹井機器工業株式会社）を用いて測定
した。足部柔軟性は足部最大自動屈曲時の母趾移動距離を足長で除した値とし，アーチ高率は舟状骨粗面から床までの距離を足
長で除した値とした。測定の欠損値がなく，脳性麻痺などの神経系疾患等をもたない 75 名（男児 41 名・女児 34 名，平均月齢
63.6±7.2 か月）を分析対象とした。統計学的処理には Mann�Whitney の U 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】感覚受容偏倚群には男児 6 名が該当した。健常群と感覚受容偏倚群間で，月齢に有意差はみられなかった。体支持持続
時間について，健常群の中央値が 23.0 秒，感覚受容偏倚群の中央値が 5.5 秒で，感覚受容偏倚群が有意に短かった。その他の測
定項目に両群間で有意差はみられなかった。

【結論】立幅跳びは瞬発力，体維持保持時間は上肢と体幹の筋持久力，片脚立位保持はバランス能力，長坐位体前屈は柔軟性，
足趾把持力，足部柔軟性およびアーチ高率は足部機能と関係が深いと考えられる。本研究では健常児と比較した際の感覚受容偏
倚児の上肢と体幹の筋持久力の低下が疑われる結果が得られた。この結果は，発達障害児に指摘される姿勢不良や易疲労性に影
響している可能性が考えられる。ただし，この他に注意力や知能レベルが影響した可能性も考えられる。今後，発達障害境界児
の抽出方法を確立し，発達障害境界児の対象者数を増やし，今回問題が疑われた上肢と体幹の筋持久力等についてより詳細に検
討したい。
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先天性心疾患手術後に急性期理学療法を実施されたダウン症児の術後経過

長谷場純仁，中尾 周平，大平 美咲，柳 賀文，吉田 輝

鹿児島大学病院リハビリテーション部

key words 先天性心疾患・ダウン症・急性期理学療法

【はじめに】我々は先天性心疾患児の術後急性期理学療法に取り組んでおり，これまでダウン症などの遺伝子疾患を有しない先
天性心疾患児の術後理学療法を施行したときの粗大運動能力の回復と影響因子について報告してきた。しかし，4 割程度に先天
性心疾患を有するダウン症児における術後急性期の特性は不明であり，今回我々は当院で先天性心疾患手術後に急性期理学療
法を実施したダウン症児の術後の粗大運動能力の変化および呼吸器合併症の発生率に注目し調査を行った。

【方法】対象は 2012 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院で非チアノーゼ型先天性心疾患に対して手術が施行され，かつ理学療法
介入した 39 例のうち，遺伝子疾患を有しないコントロール群 28 例（手術時日齢 156.4±121.4 日）とダウン症児群 11 例（手術
時日齢 361.6±383.4 日）。理学療法は，粗大運動能力の改善を目的とした運動療法と呼吸器合併症の予防改善を目的とした呼吸
理学療法を実施した。粗大運動能力の評価として，我々の作成した 9�grade mobility assessment scale を用い，術後 mobility
grade の経過と術前 mobility grade まで回復するのに要した期間（回復期間）を後方視的に調査した。また，手術時間，人工呼
吸器装着時間，ICU 在室時間，術後入院期間および術後呼吸器合併症について調査し，2 群間の比較に Mann�Whitney の U
検定を用いた（p＜0.05）。

【結果】粗大運動能力が理学療法開始時（術後 5.0±4.5 日）に術前よりも低下していた割合はコントロール群 vs ダウン症児群で
78.5%（22 例）vs 81.1％（9 例）であった。回復期間は 9.8±6.6 日 vs 12.2±9.3 日となり（p=0.67），コントロール群の 1 例を除
き退院までに術前の mobility grade まで回復した。手術時間，人工呼吸器装着時間，ICU 在室時間，術後入院期間のいずれも 2
群間に有意差は認められなかった（p＞0.05）。無気肺などの呼吸器合併症はほとんどが理学療法介入前に発生し，その発生率は
7.1%（2 例）vs 36.4%（4 例）で認められた。また，術後入院期間 30 日以上はコントロール群 1 例でダウン症児群 2 例であり，
3 例とも術後呼吸器合併症を併発していた。

【考察】回復期間も含めて 2 群間に有意差は認められず，ダウン症特有の低筋緊張や発達遅滞は理学療法施行下においては術後
急性期の粗大運動の回復期間に影響しないと考えられた。ダウン症児は元々呼吸器疾患を来しやすいとされるが，本調査でも術
後呼吸器合併症の発生率がダウン症児群で高かった。術後におけるダウン症児の急性期では，運動療法と並行して特に呼吸器合
併症を念頭に置き，早期から十分な呼吸理学療法の実施を考慮する必要があると考えられた。
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A型ボツリヌス毒素の反復施注が脳性麻痺児の運動機能に及ぼす影響

石原美智子1），加藤 純1），中尾 龍哉1），竹内 侑子2），藪中 良彦3）

1）愛知県心身障害者コロニー中央病院，2）児童発達支援センター半田市立つくし学園，
3）大阪保険医療大学

key words 脳性麻痺児・A型ボツリヌス毒素・長期効果

【はじめに，目的】

脳性麻痺児（以下，CP 児）に対する A 型ボツリヌス毒素（以下，BTX�A）による痙縮治療は，運動機能の向上を目的に幼児
期から繰り返されることが多い。しかし，反復施注による長期効果についての報告にはばらつきがある。今回，長期間 BTX�A
を反復施注した CP 児の運動機能の変化を後方視的に分析したので報告する。

【方法】

（対象）2008 年 12 月～2016 年 8 月に，運動機能の向上を目的に BTX�A を反復施注した児のうち，口頭指示に従い GMFM を使
用した評価が可能な CP 児 19 名（男児 7 名，女児 12 名；GMFCS レベル I 6 名，II 3 名，III 6 名，IV 4 名）。施注開始年
齢は平均 4 歳 5 か月（2 歳 1 か月～7 歳 6 か月），期間は平均 4 年（2～7 年），回数は平均 8.9 回（4～20 回）であった。対象児は，
施注 2 週後からの 1 週間は毎日，その後は 2 週間～1 ヶ月に 1 回の頻度で理学療法治療を受けた。

（方法）運動機能の評価は，GMFM を使用し，施注前と施注 2 週，1，2，3 か月後に実施した。1 回の施注前後でみられる運動
機能向上の変化は，各施注後の最も高い GMFM�66 得点から施注前の得点を引いた値で示し，GMFCS レベル別および年齢別で
の違いを Kruskal�Wallis 検定を用いて評価した。また，GMFCS レベル別に年齢及び回数による変化を，平均値の 2 次式近似曲
線を用いて評価した。加えて，各対象児の各施注前の GMFM�66 得点を GMFCS レベル毎のパーセンタイル参考曲線上にプロッ
トし，同じ GMFCS レベルの CP 児と対象児の粗大運動発達を比較した。

【結果】

GMFCS レベルにより BTX�A 施注前後の GMFM�66 得点の増加に有意差があった。レベル I の増加が一番大きく，レベル II
と III がそれに続き，レベル IV の増加が最も小さかった。年齢別では BTX�A 施注前後の GMFM�66 得点の増加に有意差はな
かった。GMFCS レベル毎の年齢による運動機能向上の変化は，レベル I は年齢とともに変化が小さくなる傾向が見られたが，
レベル II ではあまり変化がなく，III では 7 歳から 11 歳にかけて変化が大きくなる傾向が見られた。レベル IV は変化が小さ
かった。施注回数による運動機能向上の変化は，GMFCS レベル I～III では，施注回数が増すごとに，変化が小さくなる傾向は
見られなかった。同じレベルの CP 児に比べパーセンタイルが向上した GMFCS レベル I～III の対象児は，施注 5 回目までに大
きく運動機能が向上し，その後も維持する傾向があった。レベル IV の対象児では，パーセンタイル参照曲線が下降する 8 歳以
降も運動機能を維持する傾向がみられた。

【結論】

1 回の BTX�A 施注前後でみられる運動機能向上の変化は，年齢別では，GMFCS レベルで傾向が異なり，施注回数では，回数
が増すごとに変化が減少する傾向はみられなかった。また，同じ GMFCS レベルの CP 児と対象児の粗大運動発達の比較から，
運動機能が向上した GMFCS レベル I～III の対象児では，施注回数が少ない間の運動機能向上の変化が大きく，レベル IV の対
象児では，8 歳以降も運動機能を維持する傾向がみられた。
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保育所における足靴計測調査活動からわかったこと
～足・靴サイズ，フットプリントデータを中心に～

三上英里子，今井 大樹

札樽病院

key words 足サイズ・靴サイズ・浮き趾

【はじめに，目的】

私達は幼い頃から靴を履く生活を送っているが，その正確なサイズを知る機会は少なく，保護者の判断や履いた感触を基に靴選
びを行うことが多い。足に合わない靴を履くことは，足の痛みや変形などのトラブルに繋がることが報告されているが，大人に
なっても自分の足サイズを知らずに靴を選ぶ人が多数いる現状がある。

本研究の目的は，保育所に通園する子ども達を対象に足サイズ計測，フットプリント採取，靴の評価を行い，子ども達の足と靴
に関する現状（足と靴のサイズ適合や浮き趾の有無など）を調査すること。

【方法】

対象は保育所に通園する子ども（学童保育小学生含む）37 名（3.7±2.1 歳）。足サイズ計測は，荷重位での足長（以下，実測足
サイズ），荷重位・非荷重位での足囲・足幅を計測（ディモコシステムス社製フットゲージ，メジャー使用）。フットプリント採
取は，フットプリンター（バウワーファインド社製使用）にて，両脚支持安静立位で採取。※足サイズ計測とフットプリント採
取は NPO オーソティックスソサエティーが推奨する手順に則り，一定の技術を習得した者が行った。靴評価は，現在履いてい
る靴の中敷を外して実際に計測したサイズ（以下，実測靴サイズ），及び足と靴のつま先形状を確認。本研究では，①実測足サ
イズと実測靴サイズの差，②浮き趾の有無と部位，③足と靴のつま先形状について調査した。

【結果】

①実測足サイズは，永井らの報告した年代別足データの平均値よりもやや大きい結果であった。実測足サイズと表記靴サイズの
差は，5mm 以下が 12 名で 32％（男子 4 名，女子 8 名），16mm 以上が 11 名で 30％（男子 5 名，女子 6 名）と 6 割以上の子ど
もは余裕がない，もしくは余裕がありすぎる靴を履いていた。実測靴サイズ－実測足サイズの最小値は－3mm，最大値は＋36
mm だった。

②浮き趾を両側に認めた子どもは 60％，片側のみで 20％，浮き趾がない子どもは 16％。一側ごとに 1～2 個の浮き趾を認める子
どもが最も多く，3～4 個も少なくなかった。部位は第 4 趾が 28％，第 5 趾が 61％ と外側に多い傾向。

③足の形は，母趾が長いタイプが 57％，示趾が長いタイプが 30％，足趾の長さが平行に近いタイプが 13％。靴の形は，母趾が
長いタイプが 19％，示趾が長いタイプが 32％，平行に近いタイプが 49％ であり，足と靴の形が一致していた子供は 43％ 程度
だった。

【結論】

・足と靴の調査を行い，サイズの合わない靴を履いている子どもが少なくない現状があったことから，定期的かつ継続的にサイ
ズを知る機会を設ける必要性を感じた。

・足趾が使えていない浮き趾の割合は多く，外側に多い傾向から，靴内での隙間や足アーチ形成の未発達が影響していると考え
られ，適切な靴選びと靴による足機能のサポートも考える必要性があると思われる。

・足と靴の形状不一致から，足のトラブルを招くことが報告されており，靴を購入する保護者に足と靴の知識を伝える重要性を
感じた。
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発達性協調運動障害における内部モデル障害の検証
視覚フィードバック遅延検出課題を用いた検討

信迫 悟志1），坂井 理美2），辻本多恵子2），首藤 隆志1），西 勇樹1），浅野 大喜3），古川 恵美1），
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key words 発達性協調運動障害・内部モデル・多感覚統合

【はじめに，目的】発達性協調運動障害（Developmental Coordination Disorder：DCD）は，注意欠如多動性障害（Attention�Defi-
cit/Hyperactivity Disorder：ADHD）の約 50% に併存し（McLeod, 2016），自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disor-
der：ASD）にも合併することが報告されている（Sumner, 2016）。一方，DCD の病態として，内部モデル障害（Adams, 2014）
や mirror neuron system の機能不全（Reynolds, 2015）が示唆されているが，それらを示す直接的な証拠は乏しい。そこで本研
究では，視覚フィードバック遅延検出課題（Shimada, 2010）を用いた内部モデルの定量的評価と運動観察干渉課題（Kilner, 2003）
を用いた自動模倣機能の定量的評価を横断的に実施し，DCD に関わる因子を分析した。

【方法】対象は公立保育所・小・中学校で募集された神経筋障害のない 4 歳から 15 歳までの 64 名（男児 52 名，平均年齢±標準
偏差：9.7 歳±2.7）であった。測定項目として，Movement�ABC2（M�ABC2）の Manual dexterity，視覚フィードバック遅延
検出課題，運動観察干渉課題，バールソン児童用抑うつ性尺度（DSRS�C）を実施し，保護者に対するアンケート調査として，
Social Communication Questionnaire（SCQ），ADHD�Rating Scale�IV（ADHD�RS�IV），DCD Questionaire（DCDQ）を実施
した。MATLAB R2014b（MathWorks）を用いて，内部モデルにおける多感覚統合機能の定量的指標として，視覚フィードバッ
ク遅延検出課題の結果から遅延検出閾値（delay detection threshold：DDT）と遅延検出確率曲線の勾配を算出し，自動模倣機
能の定量的指標として，運動観察干渉課題の結果から干渉効果（Interference Effect：IE）を算出した。M�ABC2 の結果より，
16 percentile 未満を DCD 群（26 名），以上を定型発達（Typical Development：TD）群（38 名）に分類し，統計学的に各測定
項目での群間比較，相関分析，重回帰分析を実施した。全ての統計学的検討は，SPSS Statistics 24（IBM）を用いて実施し，有
意水準は 5% とした。

【結果】DCD 群と TD 群の比較において，年齢（p=0.418），性別（p=0.061），利き手（p=0.511），IE（p=0.637）に有意差は認め
なかった。一方で，DCD 群では TD 群と比較して，有意に SCQ（p=0.004），ADHD�RS�IV（p=0.001），DSRS�C（p=0.018）が
高く，DCDQ が低く（p=0.006），DDT の延長（p=0.000）と勾配の低下（p=0.003）を認めた。また M�ABC2 の percentile と SCQ

（r=�0.361，p=0.007），ADHD�RS�IV（r=�0.364，p=0.006），DCDQ（r=0.415，p=0.002），DDT（r=�0.614，p=0.000），勾 配
（r=0.403，p=0.001）との間には，それぞれ有意な相関関係を認めた。そこで，percentile を従属変数，これらの変数を独立変数
とした重回帰分析（強制投入法）を実施した結果，DDT が最も重要な独立変数であった（β=�0.491，p=0.002）。

【結論】本研究では，内部モデルにおける運動の予測情報（運動の意図，遠心性コピー）も含めた多感覚統合機能不全（DDT
の延長）が，DCD に最も重要な因子の一つであることが示された。
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重症児デイサービスの現状と家族支援
～重度の障がいを持った子どもたちの地域生活白書の紹介～
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【はじめに，目的】

平成 24 年度に児童福祉法が改正され，児童発達支援・放課後等デイサービスが開始された。その中で，主たる対象を重症心身
障がい児とする施設（以下，重症児デイ）は，定員 5 名の小規模が多数で，近年増加している医療的ケアの必要な子どもたちも
受け入れ利用している。その為，重症児デイでは，一般の放課後等デイサービス（以下，放課後デイ）とは異なり，人員配置と
して，看護師・療法士・保育士・嘱託医の配置が義務付けられている。この様に，重症児デイ事業を開始するにはハードルが高
く，利用希望者が多いにも関わらず，事業所が足りておらず，住み慣れた地域で通所サービスを受けられない現状がある。

今回，全国重症児デイサービス・ネットワーク（以下，重症児デイネット）によって，重度の障がいを持った子どもたちの地域
生活白書を発行したので，白書の紹介とともに，重症児デイの現状と問題点について検討した。

【方法】

2015 年 10～11 月に，重症児デイネットに所属する事業者とそれらに関係する事業者と保護者に対して，アンケート調査を実施
した。質問項目は，事象者アンケート 23 問，保護者アンケート 25 問とした。内容は，事業者に対しては職員配置，利用児の身
体特性，サービス内容等について，保護者に対しては，お子さんの身体特性，利用しているサービス，重症児デイの利用状況・
要望等について質問した。

【結果】

重症児が利用している全国の重症児デイおよび放課後デイ 410 ヵ所へ発送し，事業者アンケートに回答した 210 事業所のうち，
データ対象となるのは重症児デイ 121 事業所とした。保護者アンケートでは，全国およそ 400 人の保護者へ配布し，215 人から
回答があった。

事業者アンケートの回収率 51.2％，保護者アンケートの回収率 53.8％ であった。アンケート結果から，専門職の配置状況では，
療法士が不足していると答えた事業所が一番多かった。医療的ケアの内容では，経管栄養，吸引，てんかん発作時の処置（坐薬
の投与等）の順で多かった。事業所のサービスや運営特長では，医療的ケア，リハビリテーションに力を入れている事業所が多
かった。併設サービスについては，児童発達支援，生活介護が多かった。

【結論】

白書を通じて，重症児の身体特性，重症児デイの 1 日の流れ等について紹介し，重症児に関する認識を広めている。また，保護
者のアンケート結果で事業所への要望として，医療的ケア，リハビリが多かったが，92.6％ で医療的ケア，57.9％ でリハビリテー
ションを特長としており，ある程度，対応できている可能性が考えられたが，療法士が不足している事業所は 46.6％ もあった。
我々の先行研究（2016 年）において，PT 養成校の学生が重症児デイに療法士の配置が必要である事の認識はわずか 14.7％ しか
なかった。今後，療法士の確保に向けて早くから情報を普及させていく必要性が考えられた。
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脳性麻痺痙直型両麻痺児のリーチング動作の特徴

加藤 沙織1），渡部 美穂2），武田 輝美3），高橋 俊章4）

1）吉岡病院，2）公立置賜長井病院，3）山形県立こども医療療育センター，4）山形県立保健医療大学

key words 痙直型両麻痺・リーチング動作・代償運動

【はじめに，目的】

リーチングは，発達過程の様々な場面で頻繁に行われ，姿勢制御の能力を向上させ，奥行き知覚の発達などに寄与する。しかし，
脳性麻痺痙直型両麻痺児はスムーズな重心移動が困難であり，代償運動や特異的な運動パターンを用いることが多い。

本研究の目的は，痙直型両麻痺児者のリーチング動作時の各身体部位の運動角度と移動距離および重心移動を定量化し代償運
動を明らかにすること，リーチング促通の介入ポイントを検討することである。

【方法】

脳性麻痺痙直型両麻痺児者（年齢 15.6±6.3 歳，両麻痺群）7 名，健常成人（対照群）8 名を対象に座位前方へ利き手側のリーチ
ングを行った。両麻痺群は自力，他動的骨盤前傾操作，体幹伸展操作の 3 条件，対照群は自力の 1 条件で行った。ハイブリッド
高速度カメラを使用して，頭部，C7，Th7，S1，ASIS，大転子，外側裂隙，肩峰，尺骨茎状突起の移動距離・速度，頸部・体
幹・股関節の運動角度を算出した。また，重心動揺計を用いて軌跡長・単位軌跡長を計測した。

統計処理は，3 条件のパラメータの比較には一元配置分散分析及び Tuker 法，両麻痺群と対照群の比較は対応のない t 検定，尺
骨茎状突起と各身体部位の移動距離との関係を Pearson の相関係数を用いて検討した。統計ソフトは SPSSver.22 を用い，有意
水準は 5% とした。

【結果】

自力リーチングにおいて，両麻痺群は対照群より，移動距離は頭部，C7 及び尺骨茎状突起が有意に長く，ASIS は有意に短かい
（p＜0.05）。また，股関節屈曲角度は有意に小さく，上・下部体幹屈曲角度は有意に大きかった（p＜0.05）。また対照群は尺骨茎
状突起と外側裂隙，頭部，Th7，C7 の移動距離に高い相関（それぞれ r=.51，r=.64，r=.69，r=.76，p＜0.01）があり，両麻痺群
は頭部にのみ高い相関があった（r＝.78，p＜0.05）。

骨盤操作の場合，体幹操作より各部位の速度の増加，軌跡長や単位軌跡長が増加し，体幹伸展は小さい傾向があった。また，尺
骨茎状突起と頭部，Th7，C7 の移動距離に高い相関（それぞれ r=.76，r=.84，r=.87，p＜0.05）があった。体幹操作の場合，骨
盤操作より頸部伸展角度及び上部体幹屈曲角度は減少し，軌跡長は有意に小さかった（p＜0.05）。尺骨茎状突起と ASIS，頭部，
S1，Th7，C7 の移動距離に高い相関（それぞれ r=.84，r=.84，r=.85，p＜0.05。r=.91，r=.94，p＜0.01）があった。

【結論】

下部体幹や骨盤周囲の筋緊張が低下している両麻痺児のリーチングの代償運動は，骨盤の運動性低下のため，肩甲帯や上肢を過
剰に前方に移動し，目標物を目視するために頸部は過剰に伸展する傾向がある。よりスムーズな重心移動や遠い場所へのリーチ
ングを促通するための理学療法ポイントは，リーチングと骨盤運動を連動させるための体幹操作が有効であり，少ない重心移動
でリーチングが可能になることがわかった。
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小児外来理学療法実施児・者を対象とした訪問リハビリテーションの利用状況
及び利用希望の調査

五十嵐大貴1），齋藤 大地2），齋藤 由希3），西部 寿人4）
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key words 小児・訪問リハビリテーション・調査

【目的】厚生労働省により，平成 25・26 年度に都道府県を実施主体とした小児等在宅医療連携拠点事業が行われ，地域で小児在
宅医療患者を支える体制が整備され始めた。小児訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）も少しずつ拡大傾向にあるが，質・
量共に十分ではない。今回，当事者に対する訪問リハ利用状況及び利用希望調査を行い，訪問リハに求められる役割と課題につ
いて考察した。

【方法】対象は A・B 市にある医療・療育の広域拠点施設で外来理学療法（以下，外来 PT）を実施している在宅生活児・者の保
護者。アンケート（無記名自記式）期間は平成 27 年 6 月～10 月の間の 4 ヶ月間。調査項目は①保護者・子供年齢，②居住地域，
③重症度（GMFCS），④外来 PT 頻度，⑤医療・福祉サービスの利用，⑥現在の訪問リハ利用，⑦開始理由（自由記載），⑧利
用なしは訪問リハへの興味，⑨興味ある理由（自由記載），⑩利用希望。有効回答者のみ集計した。また，利用児・者（以下，
利用あり群）の特徴を示すため，利用はないが興味はある児・者（以下，興味ある群）との群間比較を行った。①～④には対応
のない t 検定，⑤には χ2検定を用い，有意水準を 5％ とした。

【結果】配布 796 枚，回収 468 枚（回収率 59％），有効回答 394 枚（有効回収率 49％）。調査から，①保護者平均年齢 41.4 歳，子
供平均年齢 9.9 歳，②A・B 市内 54％，30km 圏内 10％，それ以遠 36％。③I29％，II11％，III9％，IV21％，V30％。④1 回/
月 25％，1 回/3 ヶ月 20％ で多い。⑤他施設外来リハ 31％，通所サービス 29％ で多い。⑥利用あり 21％。⑦頻度・リハ機会増
加 38％，身体的理由 30％，通院・外出困難 19％ で多い。⑧興味ある 51％。⑨自宅環境で指導希望 29％，通院・外出困難 21％，
頻度・リハ機会増加 19％ で多い。⑩利用希望ある 91％。比較から，利用あり群 81 名，興味ある群 161 名。利用あり群で保護者・
子供年齢共に高く，市内が多く，重度となった（p＜0.01）。また，訪問診療・訪問看護・短期入所・ヘルパーをより利用してい
た（p＜0.01）。

【結論】利用あり群は重症心身障がいの状態像であり，身体的理由でも「二次障がい予防」「緊張調整」「呼吸管理」が挙げられた。
また，両群ともリハ頻度不足を訪問リハで補う考えがあった。興味ある群は自宅環境で自主練習や ADL 練習を望んでいた。脳
性麻痺リハガイドラインでは，実際生活場面での繰り返し練習を推奨（グレード B）しており，通院可能な児・者でも必要に応
じた介入の検討が必要である。訪問リハは在宅系サービスで利用率が一番高く，興味ある群の 91％ が利用を希望した。訪問リ
ハ拡充には A・B 市やそれ以外の地域の事業所と小児在宅医療の拠点施設や小児療育施設との連携が必要である。

本調査から訪問リハには重症心身障がいに対応したリハや，必要に応じた自宅環境での自主練習や ADL 練習の指導が求められ
ていた。一方，訪問や外来リハの特性に応じた役割分担，主要都市以外も含めた訪問リハ拡充については課題を残した。
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小児在宅訪問リハビリテーションに関する研究の動向
～国内・海外の文献検索による分析～
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3）十勝リハビリテーションセンター医療技術部理学療法科，4）株式会社はこぶね

key words 小児・訪問リハビリテーション・文献研究

【目的】小児・周産期医療の進歩により重篤な疾患や障がいを有して退院し，在宅で過ごす児が増えてきた。また小児から成人
期移行後のリハビリテーション資源の確保や保護者の高齢化による通院困難等の課題も指摘されている。このような在宅での
リハビリテーションニーズの拡大により，小児在宅訪問リハビリテーション（以下，小児在宅訪問リハ）を行う訪問看護ステー
ションや医療機関が増加し，徐々に関連する研究もなされるようになってきた。今回はこれまでに国内・海外で報告された小児
在宅訪問リハに関する文献について理学療法・作業療法・言語聴覚療法を含めて調査し，研究動向について明らかにすること
を目的とした。

【方法】国内文献は医学中央雑誌，海外文献には PubMed を選択し，平成 28 年 8 月に検索を行った。検索期間は限定せず，医学
中央雑誌では［小児］［訪問］［リハビリテーション OR 理学療法 OR 作業療法 OR 言語聴覚療法 OR 言語療法］とし，PubMed
でも同様に検索を行い，［訪問リハビリテーション］は［home visit rehabilitation OR in�home rehabilitation］とした。題名・著
者・掲載雑誌・出版年・論文種類・シソーラス用語・チェックタグ・抄録を閲覧し，学校・幼稚園訪問や訪問調査，ホームプロ
グラム指導，看護介入のみの文献等，本研究の趣旨と異なるものは除外した。選択した文献より文献数および特集掲載数の推
移・著者の職種・文献種類・対象（疾患・年代）について分析した。内容はシソーラス用語を研究方法と［小児］など検索語そ
のものに関する語を除外した上で［呼吸］［摂食・栄養］［骨関節・筋肉］［褥瘡］［姿勢・移動］［コミュニケーション］［口腔ケア］

［家族支援］［チーム医療］［地域連携］［制度やサービス］［退院支援］［生活・住居］［生活の質］［成人期移行］［必要知識］［学校・教
育］［スタッフ育成］［その他］に分類した。

【結果】国内文献 329 件，海外文献 0 件であった。国内文献について 2003 年に初めて報告された後は増加傾向にあり，2013 年以
降は特集掲載が 10 件を超えた。著者は理学療法士が 62 件，リハビリテーション関連職種で 134 件であった。文献種類は解説 106
件と会議録 90 件で大部分を占め，原著論文は 30 件のみであった。対象は重症心身障害者が 50 件と最も多く，新生児～高齢者
の全年代に渡った。内容は［地域連携］［制度やサービス］［呼吸］［家族支援］［チーム医療］の順に多かった。

【結論】原著論文化されている研究は少数であり，1994 年の小児在宅訪問リハ開始から歴史も浅く，今後の発展が期待される分
野と言える。また海外文献はなく，日本が先進的に担う部分が大きいと考えられた。対象や内容は障がいが重度化し，医療・福
祉・教育の連携，制度やサービスなど地域での包括的な支援を必要とする小児在宅医療の特徴を表していた。小児在宅訪問リハ
に従事する理学療法士は増加しており，評価・介入の指針を見出していく必要性は高い。しかし，今回の調査ではエビデンスレ
ベルの評価はできず，さらに論文全体の分析が必要であった。
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脳性麻痺GMFCS III の痙直型両麻痺における杖歩行児と歩行器歩行児の粗大運
動能力の比較

東 周平，阿部 光司，節原 康大，近藤 直樹

北九州市立総合療育センター訓練科理学療法係

key words GMFCS III・痙直型両麻痺・GMFM

【はじめに，目的】脳性麻痺の粗大運動能力分類システム（Gross Motor Function Classification System；GMFCS）レベル III
の児が使用する歩行補助具は主に杖と手掌支持型歩行器がある。操作の難易度は杖の方が高く，日常生活で杖歩行が可能な児
と，歩行器を使い歩行する児との間には粗大運動能力に違いがあると考えられるが，その詳細は明らかではない。そこで，サブ
タイプとして多くみられる痙直型両麻痺を対象に，粗大運動能力尺度（Gross Motor Function Measure；GMFM）を用いて杖歩
行児と歩行器歩行児の粗大運動能力を比較した。

【方法】2004 年 4 月から 2016 年 9 月までに GMFM�88 を評価した脳性麻痺，GMFCS III，痙直型両麻痺児を対象とした。なお，
整形外科手術後 1 年以内の者，ボツリヌス毒素療法後 4 ヵ月以内の者，選択的後根切除術を受けた者は除外した。群分けは The
Functional Mobility Scale version 2（FMS）の 50m の区分を使用し，FMS 3 の杖群 8 名（平均年齢 13.2±3.9 歳，幅 8 歳 7 ヵ月～
20 歳 1 ヵ月），FMS 2 の歩行器群 18 名（平均年齢 11.9±4.2 歳，幅 5 歳 1 ヵ月～22 歳 11 ヵ月）とした。GMFM�88 の結果は Gross
Motor Ability Estimater�2 を用いて算出した。両群の比較は，GMFM�88 総合点と GMFM�88 各領域の点数について Student
の t 検定，GMFM�88 各項目の点数について Mann�Whitney の U 検定を行った。統計解析ソフトは SPSS 11.0J for Windows
を用いて，有意水準 5% とした。

【結果】GMFM�88 総合点は杖群 80.5%，歩行器群 68.6% で有意差がみられた（p=0.001）。GMFM�88 各領域の点数は，杖群で
A 領域 97.1%，B 領域 99.2%，C 領域 92.6%，D 領域 68.3%，E 領域 45.5%，歩行器群で A 領域 97.3%，B 領域 95.8%，C 領域 85.1%，
D 領域 42.3%，E 領域 22.7% であり，B 領域・D 領域・E 領域で有意差がみられた（p＜0.05）。GMFM�88 各項目の点数は 88
項目中 11 項目に有意差がみられ（p＜0.05），全て杖群の点数が高かった。有意差がみられた項目は，D 領域 4 項目「56．立位：
上肢の支えなしで，20 秒間保持する」「57．立位：左足を持ち上げ，上肢の支えなしで，10 秒間」「58．立位：右足を持ち上げ，
上肢の支えなしで，10 秒間」「64．立位：上肢で支えずに，床から物をつまみ上げ，立位に戻る」，E 領域 7 項目「69．立位：前
方へ 10 歩歩く」「70．立位：前方へ 10 歩歩いて止まり，180 度回転し戻ってくる」「72．立位：前方へ 10 歩歩く，大きな物を両手
で持って」「73．立位：20cm の間隔の平行線の間を，前方へ 10 歩連続して歩く」「78．立位：右足でボールを蹴る」「79．立位：左
足でボールを蹴る」「84．立位，一方の手すりにつかまって：4 段登る，一方の手すりにつかまって，交互に足を出して」であっ
た。そのうち 7 項目（項目 56，64，69，70，72，78，79）は中央値の差が 2 点以上あり，特に差が大きかった。

【結論】GMFCS III の痙直型両麻痺児では杖群と歩行器群に粗大運動能力の違いがあり，特に立位・歩行能力の差が大きいこと
が示された。独歩の能力や支持基底面内での立位保持能力に着目することで，杖歩行獲得予後予測や歩行能力向上に向けた理学
療法に役立てられると考える。
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日本における小児がんに対する理学療法のエビデンス
システマティックレビューと新展開

飛田 良1），園田 悠馬1），多賀 崇2）

1）滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）滋賀医科大学小児科学講座

key words 小児がん・理学療法・システマティックレビュー

【はじめに，目的】

近年，小児がん医療の進歩により，代表疾患である急性リンパ性白血病の長期生存率は 80% を超えている一方で，小児がん経験
者の半数以上に，成長障害や内分泌障害，二次がん等の晩期合併症が起こっている。また，小児がんを巡る問題点として，復学，
同胞支援などが挙げられ，これらの把握と克服のため，早期および長期的なリハビリテーション（以下，リハ）が行われること
は有意義である。特に運動療法は，いくつかの先行研究によって有効性と安全性が報告されている。しかしながら，社会・国家

（人種や制度）による差異が示唆され，日本国内での検討も重要である。そこで本研究の目的は，本邦における小児がん患者に
対するリハ介入の現状と将来の展望を明らかにすることである。

【方法】

関連のある臨床試験のうち，日本国内で実施され，2016 年 10 月 1 日までに出版された英語および日本語の論文を，電子データ
ベース（以下，eDB）（MEDLINE/PubMed，CENTRAL，医学中央雑誌）を用いて検索した。検索式は＜‘Childhood Cancer’
OR‘Pediatric oncology’OR‘Pediatric hematology’＞ AND ＜‘Physical therapy department，Hospital’OR‘Rehabilitation’
OR‘Exercises’＞ AND ＜‘Japan’OR‘Japanese’＞とした。国内の eDB では＜‘小児がん’OR‘小児癌’＞ AND ＜‘リハ
ビリテーション’OR‘理学療法’OR‘運動療法’OR‘エクササイズ’＞にて文献の抽出を行った。尚，対象となる研究デザイ
ンは，レビューとレクチャーを除き，ランダム化比較試験のみならず，非ランダム化比較試験，コホート研究，症例対照研究を
含む臨床研究とした。また，未出版の臨床試験を調べるために UMIN 臨床試験登録システムによる検索も行った。

【結果】

83 件の臨床試験が抽出されたが，いずれも日本における小児がん患者に対するリハ介入効果を検証したものではなかった。未出
版の臨床試験においても，当院のものの他にみられなかった。当院における臨床試験は，リハ介入開始時期の違いによる有効性
を検証することを目的としたランダム化比較試験であり，2016 年 10 月現在で 7 名の症例が登録されており，現在の所，両群の
差は不明瞭であり，全般的に四肢の筋力や歩行機能などのパフォーマンスよりも，体幹機能に主な低下がみられる傾向がある。

【結論】

国外では，入院中または退院後の身体活動増加に対する試験が散見されるが，メタ分析の対象となる文献は少なく，介入内容や
アウトカムにバラつきが大きいことが課題である。また既存のレビューでは，理学療法士などのリハ専門職が行う介入に限定さ
れておらず，医学的管理あるいは入院加療が必要な患者に対してのリハ介入の安全性が不明瞭である。さらに，日本に適合した
リハのエビデンスは確立されておらず，今後，質の高い研究報告が望まれる。したがって，当院で開始された前向き臨床試験は，
日本における小児がんリハの拡充における発起となることを期待する。
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青年期発達障害児と青年期健常児におけるバランス能力と下肢筋力の比較

櫻井 大輔1），細田 梨恵1），楠本 泰士1），後藤 颯人1），千葉 康平1），中里彩祥子1），竹田 智之2），
花尾 麻美3），新田 収4）

1）東京工科大学，2）若葉台特別支援学校，3）東京工科大学医療保健学部臨床検査学科，
4）首都大学東京大学院

key words 青年期・発達障害・バランス

【はじめに，目的】

発達障害児のバランス能力は，重心動揺計を用いた測定にて健常児よりも開眼・閉眼共に重心動揺が大きかったと報告されて
いる。一般的に動的バランス能力は，日常生活能力を反映した有用な評価といわれており，健常成人では下肢筋力と相関が高い
といわれている。しかし，発達障害児の静的バランスと動的バランス，下肢筋力の測定を同時に行った報告はない。また，就学
前の児童の報告が多く，就労に向けた活動が重要になる青年前期の報告はない。そこで本研究では，青年期発達障害児と青年期
健常児におけるバランス能力と下肢筋機能を比較し，両者の特徴を示すことを目的とした。

【方法】

書面にて本研究への同意が得られた特別支援学校の知的学級に通学している発達障害児 25 名（15～16 歳）の内，筋肉量を測定
できた 15 名を対象とした。また，一般高校に通学している健常児 25 名（15～16 歳）の内，発達障害児と年齢，性別，体重をマッ
チングさせた 15 名を対象とした。評価項目は，重心動揺計を用いた重心移動，20 秒間の片脚立位保持の可不可，段差踏みかえ，
線上歩行，ハンドヘルドダイナモメーターを用いた膝伸展筋力，体組成計を用いた筋肉量とした。重心動揺の解析項目には，総
軌跡長，単位軌跡長，単位面積軌跡長，左右と前後それぞれの軌跡長，左右と前後それぞれの単位軌跡長，矩形面積，さらに外
周面積を選択した。体組成計の測定項目には，全身，上下肢，体幹の筋肉量を選択した。これらの測定結果を対応のない t 検定
を用いて分析し，発達障害児 15 名と，健常児 15 名を比較し検証を行った。統計処理には IBM SPSS Statistics Ver.21 を使用し，
有意水準を 5% とした。

【結果】

静的バランスは，発達障害児の総軌跡長前後軌跡長・前後単位軌跡長・矩形面積・外周面積が健常児に比べて有意に大きかっ
た。しかし，左右軌跡長・左右後単位軌跡長では有意差はなかった。動的バランスは，発達障害児が健常児に比べ段差踏みかえ
の回数が少なかった。膝伸展筋力が左右ともに発達障害児の方が有意に低かった。線上歩行と筋肉量に，有意差はみられなかっ
た。

【結論】

発達障害児は健常児に比べて，前後方向の動的バランス能力，動的バランス能力，膝伸展筋力，筋肉量が低値を示した。また，
発達障害児の前後方向への動的・静的バランス能力と膝伸展筋力が関連することが示唆された。
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青年期発達障害児と青年期健常児における上肢運動機能の比較

細田 梨恵1），楠本 泰士1），後藤 颯人1），櫻井 大輔1），千葉 康平1），中里彩祥子1），竹田 智之2），
花尾 麻美3），新田 收4）

1）東京工科大学，2）若葉台特別支援学校，3）東京工科大学医療保健学部臨床検査学科，
4）首都大学東京大学院

key words 発達障害児・上肢運動機能・協調運動

【はじめに，目的】

発達障害児は，運動面の不器用さが併存することが多く，運動面の不器用さは走行や跳躍などの全身運動だけでなく，就労能力
と関連する上肢の不器用さも問題となっている。しかし，発達障害児の定量的な上肢機能評価に関する報告や，発達障害児と健
常児の運動機能の比較はなされていない。また，発達障害児に関する報告は，就学前の児童の報告が多く，就労に向けた活動が
重要になる青年前期の報告は少ない。そこで，本研究では青年期発達障害児と青年期健常児における上肢運動機能の比較を行
い，発達障害児の上肢運動機能の実態の把握を目的とした。

【方法】

書面にて本研究への同意が得られた特別支援学校の知的学級に通学している発達障害児 25 名（15～16 歳）のうち，Box and
Block Test（以下 BBT）を測定した 18 名を対象とした。また，一般高等学校に通学している健常児 25 名（15～16 歳）のうち，
発達障害児と年齢，性別，体重をマッチンングさせた 18 名を対象とした。評価項目は，BBT，新田の基本的協調運動評価表か
ら前腕回内外運動，指対立試験，ボールを使用した運動による N 式幼児協調性評価尺度とした。BBT は 2 つに仕切られた箱の
片方の空間にある 150 個の正方形のブロックを，1 つずつ仕切りの反対側の空間に移動させ，1 分間で移動できた個数を左右 1
回ずつ測定した。前腕回内外運動は肘を 90̊ 程度屈曲し体幹から少し離し，前腕回内外運動を一側ずつ指示した。指対立運動は，
示指と母指がふれた状態から，示指から小指へ母指と触れる指を順次変え，その後小指から示指へと折り返す動作を一連の流れ
とした。N 式幼児協調性評価尺度は，バレーボールとテニスボールを使用した 5 項目の計 54 点で評価を行った。発達障害児と
健常児の各測定項目の比較を対応のない t 検定，χ2検定にて行った。統計処理には IBM SPSS Statistics Ver.21 を使用し有意水
準を 5% とした。

【結果】

BBT 利き手は発達障害児では 64±11 個（平均値±標準偏差），健常児では 78±8 個，非利き手は発達障害児では 61±11 個，健
常児では 77±9 個と発達障害児が有意に低かった。また，N 式幼児協調性評価尺度の合計点は，発達障害児では 74±3 点，健常
児では 75±1 点と発達障害児で有意に低くかった。そして前腕回内外動作では，発達障害児は 18 人中 13 人が可能だったのに対
し健常児は全員が可能であった。手指対立動作では，発達障害児は 18 人中 7 人が可能であったのに対し健常児は全員が可能と
発達障害児が有意に各動作を行えていなかった。また，発達障害児における BBT 利き手と非利き手の比較では，発達障害児で
BBT 非利き手が有意に低かった。

【結論】

発達障害児では健常児に比べ，上肢の協調運動の困難さと微細運動での手先の不器用さがあることが示唆された。また，BBT
と前腕回内外運動と手指対立動作，ボール動作は発達障害児の上肢運動機能においての評価ツールとして有効である可能性が
示唆された。
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脳性麻痺の動的脊柱装具（dynamic spinal brace；DSB）使用時の矯正率と介護
者満足度の関連について

船山真由子1），五十嵐大貴1），吉田 圭佑1），大川 敦子2）

1）社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター，2）南大阪小児リハビリテーション病院

key words 脳性麻痺・体幹装具・調査

【目的】脳性麻痺をもつ児・者は側弯を生じることが多く，座位機能の低下，日常生活や介護へ支障をきたすことが多い。動的
脊柱装具（dynamic spinal brace；以下 DSB）は，支柱の弾性を利用した動的な装具で，側弯矯正だけでなく日常生活動作の改
善を目的とし，側弯進行の抑制や体軸偏位距離（trunk shift；以下 TS）の改善が報告されている。また，TS と骨盤傾斜角（pel-
vic obliquity；以下 PO）と座圧の改善に相関があり座位姿勢の改善が報告され，アンケート調査では座位姿勢のとりやすさに介
護者の満足感が得られている。しかし，座位姿勢の改善と関連する TS，PO の矯正率と介護者満足度の関連について報告はない。
今回，DSB 装着による Cobb 角，TS，PO の矯正率と介護者満足度の関連を分析し考察した。

【方法】対象は 2009 年 3 月～2016 年 8 月までに当センター小児整形外科で DSB を処方された脳性麻痺をもつ児・者で GMFCS
レベル I～IV の 11 名（男性 6 名，女性 5 名）。平均年齢 25.8±17.2 歳，GMFCS レベル I1 名，II0 名，III2 名，IV8 名。調査項目
は，DSB 装着前後の Cobb 角，TS，PO．医師の指示・指導の下，X 線画像より TS，PO は全例，Cobb 角は 10̊ 以上の側弯例

（6 名）を測定した。矯正率は DSB 装着前後の Cobb 角，TS，PO の差を装着前の値で除した。介護者満足度は，主介護者に自
記式のアンケートを実施した。内容は DSB 装着前との比較，座位姿勢の想定を条件とし，姿勢のとりやすさ，上衣更衣のしや
すさ，食事のしやすさ，上肢の使いやすさ，呼吸のしやすさ，筋緊張の度合い，機嫌とした。評価は 5 段階評価（非常に良い，
良い，変化なし，悪い，非常に悪い）を用いた。装着時間は自由回答とした。統計学的処理は SPSSver20.0 を用い矯正率とアン
ケート項目の関連について Spearman の順位相関係数を用い有意水準は 5％ とした。

【結果】DSB 装着前の平均は Cobb 角：56.4±11.2̊，TS：30.0±15.9mm，PO：9.1±7.2̊。DSB 装着後は Cobb 角：47.2±14.7̊，TS：
18.9±17.0mm，PO：6.3±6.1̊。矯正率は Cobb 角：17.7％，TS：48.0％，PO：36.0％。アンケート回収率は 100％。Cobb 角矯正
率と食事のしやすさ（r=0.828，p＜0.05），TS 矯正率と機嫌（r=0.829，p＜0.01），PO 矯正率と機嫌に正の相関が認められた（r
=0.634，p＜0.05）。装着時間の平均は 6.5±4.7 時間であった。

【結論】Cobb 角矯正率と食事のしやすさの相関について，先行研究では，アンケート調査において食事のしやすさに介護者の満
足度は得られているが，今日，DSB の Cobb 角矯正効果が食事のしやすさに影響することが実証された。TS，PO の改善は先行
研究から座位姿勢の改善を示唆している。座位姿勢は，前庭系や体性感覚系により制御され，感覚と運動の発達が自己像や情緒
の発達を司ることから，機嫌との相関に繋がったと考える。

今回，DSB 装着により Cobb 角の矯正と座位姿勢に関わる TS，PO の矯正が認められ，側弯例で食事のしやすさ，全例で機嫌と
正の相関が得られた。このことから，DSB の効果は日常生活の改善のみならず情緒面の発達にも良い影響があることがわかっ
た。
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慢性腰痛を有する成人脳性麻痺者における 2点識別覚と身体知覚異常の変化

山下 浩史1），西上 智彦2），壬生 彰3），田中 克宜3）
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3）田辺整形外科上本町クリニック

key words 脳性麻痺・腰痛・2点識別覚

【はじめに，目的】

成人脳性麻痺（CP）者は健常者に比べて疼痛の発生頻度が高く，腰痛は成人 CP 者が経験することの多い筋骨格系障害の 1 つで
ある。しかし，成人 CP 者の粗大運動能力，姿勢の非対称性及び痙性は疼痛に関与しないことが報告されており，成人 CP 者の
慢性腰痛に関連する要因は未だ明らかになっていない。近年，CP でない慢性腰痛症例における身体イメージの異常や 2 点識別
覚閾値（Two Point Discrimination Threshold：TPD）の増加，また，それを標的とした理学療法の有効性が報告されている。
しかし，成人 CP 者において，腰痛の有無によって身体イメージの異常や TPD の増加に違いが認められるか明らかでない。本
研究では，成人 CP 者に対して，腰部の身体知覚の評価を行い，これらが成人 CP 者の腰痛に関連する要因であるか否かを検討
した。

【方法】

対象は 20 歳以上とし，腰痛が 6 か月以上持続する成人 CP 者 11 名（男性 7 名，女性 4 名，平均年齢 43.0±15.9 歳）を疼痛群，
腰痛のない成人 CP 者 10 名（男性 4 名，女性 6 名，平均年齢 45.6±17.7 歳）を非疼痛群とした。除外基準は 6 ヶ月以内に外科手
術及びボツリヌス療法を行った者，質問紙の理解及び TPD の評価が困難である者とした。評価項目は粗大運動能力分類システ
ム（Gross Motor Function Classification System：GMFCS），疼痛強度（Numeric Rating Scale：NRS），身体知覚異常（Freman-
tle Back Awareness Questionnaire：FreBAQ）及び頬部と腰部の TPD とした。データは中央値（四分位範囲）で記載した。統
計学的解析は，各評価項目における群間比較をマン・ホイットニーの U 検定を用いて行い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

GMFCS は，疼痛群で I が 1 名，II が 2 名，III が 1 名，IV が 4 名，V が 3 名，非疼痛群で I が 2 名，II が 1 名，III が 3 名，IV
が 2 名，V が 2 名であった。頬部の TPD は疼痛群が 15.0（11.8�20.0）mm，非疼痛群が 15.0（10.6�19.3）mm であり，有意な差
は見られなかったが（p=0.61），腰部の TPD は疼痛群が 63.7（55.0�70.6）mm，非疼痛群が 51.2（45.0�62.5）mm であり，疼痛
群で有意に増加していた（p＜0.05）。FreBAQ は疼痛群が 13.0（11.0�20.0），非疼痛群が 4.0（1.5�5.2）であり，疼痛群で有意に
高値であった（p＜0.01）。

【結論】

本研究において，成人 CP 者の疼痛群は非疼痛群と比較して，頬部の TPD に有意な差を認めなかったが，腰部の TPD の増加が
認められたことから，腰痛を有する成人 CP 者では腰部に対応した中枢神経系の変調が生じている可能性が示唆された。また，
非疼痛群と比較して疼痛群で FreBAQ が有意に高値であったことから，身体知覚異常が慢性腰痛患者と同様に成人 CP 者の慢
性腰痛に関連している可能性が示唆された。以上のことから，成人 CP 者の腰痛の改善には，身体イメージの異常や TPD の改
善を標的とする慢性腰痛の治療に準じたアプローチが重要となる可能性が示唆された。
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The characteristics of gait on individuals with Down syndrome
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1）Department of Physical Therapy, Ibaraki Prefectural University of Health Sciences，
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【Purpose】To clarify the characteristics of gait on individuals with Down syndrome using the stride time variability considered
as a measure of gait instability and to contrast the differences between the participants with and without Down syndrome.

【Methods】Twenty three individuals with Down syndrome who were able to walk alone（20.9�57.9 years）and 23 healthy adults
as a control group were recruited. We used a video to record the participants walking on the 16 m walkway and timed the each
stride duration from the first heel contact to next heel contact on the same side. The middle 10 meters was set as an area for
getting data. We calculated the coefficient of variance with the average time and standard deviation of strides on the trial. The
paired t�test was used to determine a significant difference. The level of statistical significance was set at α=0.05. This study
was approved by the ethical committee of facility which the researcher belonged.

【Results】The coefficient of variance in the strides was 5.1±2.9％ on Down syndrome group. The value of control group was 2.7
±2.6％. The t�test showed the stride variability was significantly higher in individuals with Down syndrome（t（22）=3.422, p
＜0.01）.

【Discussion】The stride variability was obviously different between two groups. The previous study reported the ratio of falling
was high if that value was high in healthy adults. We expect the stride variability would become a parameter to predict the risk
of falling on population with Down syndrome with further studies.
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超低出生体重児に対するNIDCAPの効果
修正 6ヶ月前後の発達指数の比較

藤本 智久1,5），皮居 達彦1），田中 正道1），石本麻衣子2,5），大谷 悠帆2,5），久呉 真章3,5），
大城 昌平4,5）
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4）聖隷クリストファー大学，5）日本ディベロップメンタルケア研修会

key words 超低出生体重児・NIDCAP・新版K式発達検査

【はじめに，目的】

近年，新生児のケアにディベロップメンタルケア（DC）が導入されてきており，本邦でも日本 DC 研究会が中心となり NIDCAP
（Newborn Individualized Developmental Care＆ Assessment Program）を普及するべく活動がなされ，現在，日本でも 13 名の
国際 NIDCAP 連盟が認定する NIDCAP Professional が誕生している。NIDCAP は，Als が開発した赤ちゃんの行動を根拠とし
た新生児のケアを提供するプログラムであり，赤ちゃんと家族を中心としたケアを推進していくものである。現在，当院でも 2
名（PT，Ns）の NIDCAP Professional がおり，NIDCAP を展開している。また，NIDCAP の効果についての報告は，海外では
散見されるが，本邦では NIDCAP の効果について検討した報告はない。今回，NIDCAP の効果を修正 6 か月前後の発達指数を
用いて比較検討したので報告する。

【方法】

対象は，2013 年以降に出生し当院 NICU，GCU 入院し，修正 6 ヶ月前後で新版 K 式発達検査 2001 が実施できた超低出生体重児
17 名（平均出生体重 706.6±181.8g，男性 6 名，女性 11 名，在胎 26.1±1.6 週）である。そのうち NIDCAP の継続観察を実施し
た児（NIDCAP 群）8 名と NIDCAP の観察対象とならなかった児（Control 群）9 名に分けた。対象を外来で修正 6 ヶ月前後に
発達検査を行い，姿勢運動（P�M）領域，認知適応（C�A）領域，言語社会（L�S）領域，全領域のそれぞれについて発達指数
を算出し，NIDCAP 群 Control 群で比較検討した。なお，統計学的検討は，Mann�Whitney の U 検定を用いて危険率 5％ 以下
を統計学的有意とした。

【結果】

NIDCAP 群と Control 群の修正 6 ヵ月時の平均発達指数（NIDCAP 群/Control 群）は，P�M 領域では，100.3±14.8/102.9±9.4，
C�A 領域では，103.4±6.3/102.9±7.5，L�S 領域では，110.5±7.2/101.2±7.5，全領域では，103.2±8.2/103.5±7.0 であり，L�S
領域でのみ有意に NIDCAP 群が高値を示した（p＜0.05）

【結論】

今回の NIDCAP 群と Control 群の比較の結果，L�S 領域にのみ有意差を認め，NIDCAP 群が言語社会面の発達指数が高くなっ
ていた。これは，NIDCAP によって赤ちゃんの行動観察を根拠としてケアを行うことで，相互作用が促され，また退院後も家庭
で母親が継続することより，赤ちゃんとのアイコンタクトやコミュニケーションが増え，修正 6 ヵ月時点での言語社会面の発達
につながっていた可能性も考えられる。また今回，運動面や認知面では有意差がみられなかった。これは，NIDCAP を開始する
にあたってすでに浸透しているポジショニングや環境への配慮などベースとなる DC による影響もあり，今回の違いとして出
てこなかった可能性も考えられる。今後は NIDCAP の介入例を増やし日本での長期の予後等についても検討していく必要があ
ると考える。
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超低出生体重児の自発運動の特徴と新生児用枕による即時的影響

内尾 優1,5），長谷川三希子1），猪飼 哲夫2），楠田 聡3），内山 温3），藤本 泰成4），
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【はじめに，目的】

新生児期～乳児期初期にみられるまだ意思を持たない運動は自発運動と呼ばれ，その運動を通した経験により感覚運動発達は
進む。早産児として出生した超低出生体重児は神経学的異常がみられなくとも，正期産児に比べ自発運動は劣り，感覚運動発達
全般が遅延する。しかし，その自発運動を客観的に評価したものや介入による改善を報告したものは少ない。超低出生体重児の
頭部は大きく，縦長扁平で，非対称な姿勢を呈しやすい特徴を持つ。そこで今回，超低出生体重児の自発運動の特徴，及び新生
児用枕の有無による自発運動への即時的影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は神経学的異常のない超低出生体重児 8 名（男 5/女 3，平均在胎週数 24 週 6 日±2 週 0 日，平均出生体重 729.4±144.8g），
正期産新生児 8 名（男 4/女 4，平均在胎週数 38 週 1 日±0 週 6 日，平均出生体重 3152.6±390.2g）とした。評価機器は乳児自発
運動評価を目的にプログラミングされた Kinect for Windows v2 を用い，両手首に異なる 2 色のマーカーを貼布した。評価は修
正月齢約 1 か月に，超低出生体重児は新生児集中治療室内，正期産新生児は対象児の自宅内で外的刺激の少ない環境下にて行っ
た。肌着 1 枚を着せた状態で，背臥位での自発運動を各群とも新生児用枕有無の 2 条件で約 3 分間ずつ記録した。枕の有無は対
象毎に無作為に順番を入れ替えて行った。解析対象は児の機嫌が良い state 4 の状態で，かつ自発運動が連続して確認できたは
じめの 30 秒間とし，評価機器より得られた両手首の 3 次元座標データ（34 Hz）から各指標 ①平均速度，②非対称性（左右上
肢平均速度の Laterality Index），③突発性（加速度の尖度），④滑らかさ（躍度 Jerk Index）を算出し，両群を枕の有無で比較
した。統計解析は各指標に対し，対象（超低出生体重児，正期産新生児）と枕（有，無）を要因とする二元配置分散分析を行っ
た。さらに対象の違いと枕の有無を含めた全ての 4 条件を Bonferroni 法による単純主効果の検定にて検討した。有意水準は 5%
とし，統計ソフトには SPSS ver.23 を用いた。

【結果】

二元配置分散分析の結果，各指標①～④に対し，枕による主効果，交互作用は認めなかった。単純主効果の検定の結果，枕無し
条件での②非対称性（左右上肢平均速度の Laterality Index）は，超低出生体重児のほうが正期産新生児に比べ，有意に大きかっ
た（p＜0.01）。枕有り条件では有意差はみられなかった。指標①，②，④では有意差はみられなかった。

【結論】

神経学的異常のない超低出生体重児の上肢自発運動は，正期産児と同様の速度，突発性，滑らかさを有していたが，左右の非対
称性があることが示された。また，新生児用枕の使用により非対称性を軽減する可能性が考えられた。
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新生児仮死児における修正 6ヶ月の発達予後
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【はじめに，目的】

近年，新生児仮死における死亡率は，減少傾向にある。しかし，新生児仮死のある児は精神運動発達に問題を抱える可能性が高
いと懸念されている。当院では早期から発達評価とフォローを実施し，適切な時期にリハや療育など介入ができるようにしてい
る。今回，新生児仮死児の周産期因子および入院時所見と修正 6 ヶ月時の新版 K 式発達検査（K 式検査）の結果について関係性
を検討した。

【方法】

対象は当院新生児集中治療室（NICU）に入院した新生児仮死児 27 例（男児 18 例・女児 9 例）。対象児は先天性疾患がなく，出
生体重 1500g 以上，出生 5 分後のアプガースコア（AS5）6 点以下とした。周産期因子は在胎週数，出生体重，入院時所見は人
工呼吸器管理期間，入院期間などとした。修正 6 ヶ月時に理学療法士が K 式検査を行った。K 式検査から発達を正常・境界・遅
滞に分けた。検定は t 検定，Pearson 相関係数，一元配置分散分析を用い，危険率 5% 以下を統計学的有意とし検定した。

【結果】

対象児の在週数は平均 38±2 週，出生体重は平均 2842±353g，であった。出生 1 分後のアプガースコア（AS1）は平均 2.1±1.1，
AS5 は平均 3.9±1.6 であった。頭部 MRI にて低酸素性虚血性脳症（HIE）であった症例は 11 例（41%）であった。NICU 入院
期間は平均 23±13 日，人工呼吸器装着管理は平均 15±16 日であった。修正 6 ヶ月時の新版 K 式検査の発達指数（DQ）は全領
域平均 105±13，姿勢�運動（P�M）平均 92±13，認知�適応（C�A）平均 110±14，言語�社会（L�S）平均 111±16 で，すべて
正常域であった。発達予後は正常 25 例，境界 1 例，遅滞 1 例であった。K 式の DQ と在胎週数，出生体重，AS5 では有意な相
関関係はなかった。発達予後別での性別，HIE の有無，仮死の重症度には有意差はなかった。K 式検査の DQ では P�M と C�A，
P�M と L�S で有意差を認めた。

【結論】

新生児仮死児と周産期因子と K 式検査の DQ では有意な相関関係はなかった。修正 6 ヶ月時では，精神運動発達の遅れを生じた
症例は極めて少数であった。しかし，他領域に比し運動発達は低値であった。乳児期の運動発達の傾向は将来の発達障害との関
係が指摘されており，新生児仮死児は，発達予後として脳性麻痺以上に発達障害も視野に入れながら，注意深く継続してフォ
ローしていく必要があると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）【ポスター（小児）P01】

P-SN-01-4

NICU長期入院後，積極的な立位練習で機能が大きく向上した 1例

河中 誉真，西野 紀子，海瀬 一典，福原 陽，中野 里佳，佐々木陽子，濱田 浩子，
南 昌樹

大阪発達総合療育センターあさしお園
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【はじめに 目的】

出生から早期に抗重力活動を経験できないことは，粗大運動機能の発達を大きく阻害する。今回，NICU に長期入院後，通園施
設に移行して週 2 から 4 回の理学療法，作業療法，言語聴覚療法（以下セラピー）を約 2 年間受け，大きく機能向上した 1 例に
ついて報告する。

【方法】

症例は 4 歳女児。診断は低酸素性脳症，声帯麻痺。GMFCS レベル V。経鼻チューブ使用。在胎 27 週，体重 954g，心停止 12
分，Apgar Score 0 で出生。生後 40 日目に人工呼吸器離脱後もほぼ 24 時間持続陽圧呼吸療法が必要で，NICU に 10 ヵ月，GCU
に 1 歳 5 ヵ月まで長期入院していた。1 歳 2 ヵ月時に気管切開を受け，呼吸管理を離れた。1 歳 5 ヵ月から約 3 ヵ月間当センター
に転院し在宅移行支援にて週 5 回の集中セラピーを受け，在宅に移行した。その後当通園施設へ通っている。

運動評価は，66�item Gross Motor Function Measure（以下 GMFM66）と ROM�T を行った。通園開始 1 歳 9 ヵ月時の GMFM
66 スコアは 12.1±3.3。GMFCS レベル V2 歳の Reference Percentiles では 10～15th に位置した。本児は側臥位が多く，胸郭は
前後径が長く胸椎が屈曲し，左肘関節�70̊ の伸展制限がすでにあった。弱視，遠視と診断され臥位で物に手を伸ばすことは少な
く，手指で床面を探って遊んでいた。下肢は痙性や関節可動域制限は無く，側臥位で器用に足底を接地させ床面を蹴っていた。

セラピーは，立位で上肢，体幹に比べ運動性の高い下肢から抗重力活動を高める方針で取り組んだ。当初，立位で下肢の支持は
乏しく，頭部を前方の机にもたれさせていた。そこで，立位で積極的に踵への荷重を行い，下肢の支持感覚を強くアシストして
いった。2 歳後半には，下肢，体幹の抗重力活動が高まり，頭部が拳上できるようになった。3 歳時には治療場面で胸椎部がわ
ずかに伸展するようになり，胸椎部の伸展活動と合わせたリーチ練習を行うことができた。また，歩行器歩行を促すため座面付
き歩行器を傾斜 2 度の下り坂に設定し練習した。

【結果】

4 歳時には床面座位保持が 10 秒程度，左上肢のリーチが増え左肘の伸展可動域は－10̊ と改善された。さらに通園施設内を歩行
器で移動が可能となった。GMFM66 スコアは 26±2 に向上し GMFCS レベル V4 歳の Reference Percentiles では 60～65th に
位置した。

【結論】

GMFM66 スコアが有意に向上し，Reference Percentiles が約 2 年間で 50th 変化したことは，GMFCS レベル V の年間変化の平
均が±3.6th のため，粗大運動機能が大きく向上したと言える。その要因は，粗大運動機能の阻害因子が低酸素性脳症の影響よ
りも生後長期の呼吸管理により抗重力活動が発達する機会が得られなかったことが大きかったと考える。そのため，セラピーに
よる積極的な立位経験により，機能の高かった下肢から抗重力活動が高まり，上部体幹の伸展活動とリーチ活動まで結びついた
と考える。また，歩行器歩行が十分行える通園環境が本児の機能向上につながったと考える。
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「保育所等訪問支援事業」を用いた学校との連携の取り組み

伊藤かおり，木下 義博，田中 亮，山下 雅代

こぐま福祉会こぐま学園

key words 連携・訪問・特別支援学校

【はじめに，目的】

平成 24 年に児童福祉法の改正が行われ，児童福祉法に基づく福祉サービスの障害児通所支援である「保育所等訪問支援事業」が
創設された。これまでも支援が必要な児への学校生活へのアプローチや学校との連携が重要視され，就学時の情報提供，理学療
法場面の見学，電話や保護者を介しての情報交換，研修会など様々な方法で情報共有が行われてきたが，それだけでは不十分で
あった。そこで当園では平成 26 年 7 月よりアウトリーチ型支援である「保育所等訪問支援事業」を用いた理学療法士による学
校訪問を開始した。今回，2 年半の取り組みについて報告し，今後の課題について発表する。

【方法】

対象は当園で理学療法を受けている児。「保育所等訪問支援事業」を希望している児が在籍する特別支援学校にて支援を行った。
実施時間は 1 人につき 1 時間程度。実施後に個別支援計画書を作成し保護者に説明を行った。期間は平成 26 年 7 月から平成 28
年 10 月現在の約 2 年間。これまでの契約者数，実施回数，実施内容から分析を行った。

【結果】

契約者数は平成 26 年度が 14 名であったのに対し平成 27 年度は 32 名，平成 28 年度 41 名と増加が認められた。実施回数は平成
26 年度 14 回，平成 27 年度 72 回，平成 28 年度 70 回であった。1 人当たりの実施回数では平成 26 年度は 1 回であったが，それ
以降は 1～4 回と増加してきている。

支援内容では平成 26 年度は座位保持装置など所有している姿勢保持や移動器具の調整が主であったが，それ以降は個々の身体
状況に合わせた授業や食事の姿勢設定，実際の ADL や移動・移乗の介助方法の確認やアドバイスを行うようになった。その他，
重症児が抱える骨折や窒息などのリスクについての説明や具体的対応も行った。また，複数回の支援の中で担任教諭からの質問
や相談も増えていった。平成 28 年現在では実施回数，実施内容ともに児に合わせた必要な支援の提供が行えている。保護者は
口頭での説明，個別支援計画書を通して具体的な学校の様子が分かり，継続的な利用の希望が多かった。

【結論】

補装具の調整から始まり，手探りのなか進めてきた事業であったが契約児数・実施回数ともに増えてきている。このことは実際
の活動，生活の場である学校へ訪問し支援することで児のみならず，担任教諭など携わる支援者も含めた“悩み”や“困り”に
対してアプローチでき，改めて児への理解が深まったためであると考える。

「保育所等訪問支援事業」は保育所・幼稚園・学校・事業所などでの児の生活を把握し支援していくことが可能である事業であ
る。そのため児を中心とした支援の実現のためにセラピストからの一方向な情報提供のみにならない児に関わる全ての人たち
との情報共有の視点も重要であると考える。
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通所介護事業所における未成年脳性麻痺者に対する就労支援の試み
―理学療法士が事前実務評価を行った事例を通して―

城内 洋人1），橋本 真一2），中村 昌司3），下野 俊哉2）

1）ポシブル医科学株式会社ポシブル高の原，2）ポシブル医科学株式会社運営本部，
3）葛城病院リハビリテーション部

key words 未成年脳性麻痺者・就労支援・事前実務評価

【はじめに，目的】

2015 年の介護報酬改定では，『活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進』が重点項目の一つに挙げられているが，
脳性麻痺者においてもその意義は大きい。しかし脳性麻痺者の就労や社会参加については，脳性麻痺リハビリテーションガイド
ラインにおいて推奨はされているものの報告数は少なく，グレードは C1 となっている。今回，当社通所介護事業所（以下，デ
イサービス）において介護補助として就労を希望された未成年脳性麻痺者に対し，理学療法士（以下，PT）が事前実務評価を
実施し，成人前の就労経験が今後の就労支援に及ぼす影響に着目した聞き取り調査を実施したので，考察を加えて報告する。

【方法】

デイサービスに就労希望の軽度アテトーゼ型脳性麻痺を呈する 15 歳の男子高校生 1 名に対し，就労前に 3 日間の職業体験期間
を設置し，PT が身体機能・知能等の検査等も含めた実務遂行能力評価を実施した。評価結果より，就労基準を満たし且つ遂行
可能な実務①事務作業②利用者との会話③配膳業務④利用者への体操指導を選択した。就労は夏季休暇中の 3 週間とし，週 3
日，1 日 3 時間勤務とした。また，就労最終日の 1 週後に本人・家族からの聞き取り調査を実施した。調査内容は，1．就労して
良かった事，2．就労後の心境等の変化とした。

【結果】

実務遂行能力評価は，主に肩甲帯周囲筋と腰背部筋の筋力低下はあるものの粗大筋力 4，下肢深部腱反射亢進，MMSE：28/30
点，TMT�A：68 秒，TMT�B：85 秒，FIM：121/126 点で日常生活は自立していた。実務においては，①，②は可能，③と④
については，精神的緊張から上肢失調症状と表出困難が生じ困難であった。そこでスタッフと共に配膳および体操練習を行い，
就労 8 日目に遂行可能となった。聞き取り調査においては，本人から「出来る事と出来ない事が分かった」。人前で発声する際
に「相手が聞き取れないと思うと喉が詰まり声が出しにくい事が分かって良かった」。「また働きたい」という発言を得た。また，
家族からは，「これまで家庭内の配膳等の家事において，全体を見渡す，自分で判断する，時間を配分する等が困難であったが，
就労後は改善された。」という感想を得た。

【結論】

未成年の職業体験は，早い段階から自己の課題の把握や作業能力に対する気付きが得られ，就労に対する実感やイメージを持つ
ことに繋がるのではないかと考える。また，理学療法士の実務評価は，リスク管理，具体的な問題や課題の把握およびその解決
にも役立つ事から，今後周囲の支援者や就労支援機関等に対し，的確な情報提供および連携が可能になると思われた。今回の取
り組みは，脳性麻痺者の就労に対する自己効力感を高めると共に，理学療法士が関わる就労支援の新たな可能性となるのではな
いかと考える。
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特別支援学校の訪問指導への関わりが児童の活動・参加の拡大に繋がったと考えられるケース
～校内外理学療法士と担任教諭，保護者との連携～

竹田 智之1），東城真由美2）

1）横浜市立若葉台特別支援学校，2）横浜市特別支援教育総合センター

key words 特別支援学校・訪問指導・連携

【はじめに】特別支援学校での理学療法士（以下 PT）は，学校で児童生徒が主体性をもった生活を送ることを目的に，校内外の
様々な職種と連携を図りながら協働してその専門性を発揮することが期待されている。横浜市では外部専門家の関わりとして，
市特別支援教育総合センターの PT（以下特総 PT）による年間数回の巡回相談がある。また，2013 年度に PT 資格を持った教
諭が一般教諭枠で採用され，配属校において担任を持ちながら校内相談や外部 PT との連携を図る「自立活動コーディネーター

（以下自活 CO）」として学校内で業務を進めている。今回特総 PT と自活 CO が連携し，特別支援学校の訪問指導への関わりが
継続的に行えたことで，姿勢のバリエーションが増え，学習場面への活動・参加が増えた児童のケースを経験したため，考察を
加えここに報告する。

【症例紹介，経過】先天性脳形成不全の小学部 4 年児童。入学時より健康状態の不安から訪問籍対応となった。GMFCSV，自発
的な姿勢変換不可，人工呼吸器使用，持続吸引実施。週 1 回の頻度で自宅への訪問指導を行っているが，PT 相談介入前はてん
かん発作やバイタルサインの不安定さ，低覚醒により訪問が実施できない週も多くあった。小学部 3 年の 10 月に特総 PT に相
談依頼。ストレッチ指導，授業で実施できる体操指導，両側側臥位のポジショニングを担任，保護者と一緒に実施。後日特総 PT
と自活 CO でカンファレンスを実施し，担任，保護者に対するアフターフォローについて確認した。

【結果】巡回相談の内容，カンファレンスをもとに，自活 CO と担任でケース検討会を実施。巡回相談の時間だけでは確認でき
なかったポジショニングの意図やポイント等について確認ができた。その結果，訪問指導でも継続的に取り組むことができ，
SpO2，HR 安定，覚醒を維持したまま，様々な学習に取り組める場面が増えた。また，巡回相談時に保護者も一緒に姿勢づくり
に参加できたことで，訪問指導以外の時間にも保護者によるポジショニングの取り組みが行われるようになった。

【考察】特別支援学校の特徴として，チームティーチングでの実態把握，指導，評価が行える点が挙げられるが，訪問指導は環
境面，体制面等の理由から担当 1 人で赴き実施することが多い。本校の訪問担当者会に対するアンケートでは，指導時のリスク
管理や実態把握，授業内容，評価等についての悩みを共有しにくいという結果が得られた。本ケースでは特総 PT が介入したこ
とにより，担任教諭は安全かつ充実した訪問指導を実施するヒントが得られ，その後自活 CO がアフターフォローに入ったこと
でより確実，かつ継続的な実施に至ったと考える。また，訪問指導以外の時間の保護者の姿勢づくりにも繋げられたことで，よ
り安定した体調で訪問指導を受けることができ，児童の活動・参加の拡大に至ったと考える。学校内外での PT の連携を踏まえ
た教諭との協働が，児童の学校生活の充実に繋がると考察する。
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神奈川県立特別支援学校における知的障害のある児童生徒への集団・個別支援

本杉 直子1），鈴木 哉2），島田 蕗3），田尻 晴美4），鶴見 隆正5）

1）神奈川県立中原養護学校，2）神奈川県立三ツ境養護学校，3）神奈川県立鎌倉養護学校，
4）神奈川県立平塚養護学校，5）湘南医療大学理学療法学専攻

key words 養護学校・知的障害・評価

【はじめに，目的】

平成 28 年現在，神奈川県立特別支援学校には自立活動教諭（専門職）として 10 名の理学療法士（以下学校 PT）が配置されて
いる。知的障害児の運動機能面に対する PT の関わりが全国的に広まりつつある中，神奈川県立特別支援学校に配置されている
学校 PT では平成 26 年度より知的障害のある児童生徒に対する学校支援について協議を重ねてきた。実践例として（1）集団で
行う「からだ作り」の授業改善に向けた取組の経過と，平成 27 年度に作成した（2）個別評価表について以下に報告する。

【方法】

（1）平成 26 年度より年 3 回，学校 PT の他，作業療法士，臨床心理士，体育指導教員等で授業改善に向けて協議し，視覚支援，
物品使用等の環境設定，教員との協働といった視点から支援策を考えた。それを参考に，平成 27 年度 A 特別支援学校知的障害
教育部門高等部の生徒を，文部科学省の新体力テストの結果から，「ストレッチグループ」「姿勢グループ」「バランスグループ」

「フットワークグループ」といった 4 つの集団に分け，週 1 回，各 30 分，実態に応じた運動を約半年間行った。年度末に，新体
力テストを再度実施し，前期と後期の結果を比較した。また生徒の集団運動に対する満足度をアンケート式で調査した。

（2）学校 PT の支援の際には，教員と共に評価表による実態把握をし，支援方法の検討を行った。評価表を使用した結果につい
て，それぞれのの意見を集約し，教育につながる評価表となるよう改善を図った。

【結果】

（1）前期と後期の新体力テストのデータに各グループとも著明な変化は認められなかったが，障害の程度が重い生徒ほど，各
データは低値となる傾向があった。また，障害の程度による改善率の差異はみられなかった。生徒の満足度アンケートからは，
生徒自身による運動課題や運動の必要性についての認識がすすんだことがわかった。また，集団運動に対する満足度が高かっ
た。

（2）評価表については，教員からは情報量が多い，応援体制を組まなければ実施しにくい，といった意見がでた。学校 PT から
は，全体を評価できることで他職種に相談をつなげやすい，児童生徒の実態を捕えやすくなったが具体的な支援策の提案をする
ことが難しい，模倣に関する評価は障害の程度が重い生徒には取り組みにくい，といった意見がでた。

【結論】

集団運動の取組によって生徒自身が主体的に健康管理する意識を持てたことは良かったが，身体機能が改善するためには運動
頻度や継続期間を増やすことや，生徒の障害の程度や状態によって支援方法に工夫を加える必要もあるだろう。また評価表は今
後も項目の整理が必要ではあるが，集団運動だけでは対応しきれない個別支援時には有用であり，集団と個別の両者の支援をし
ていくことが学校 PT に求められている。知的障害のある児童生徒が健康な生活を送り，自信をもって社会に出ていくことがで
きるよう，特別支援学校教育の中で学校 PT ができることは大いにある。
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不登校（肢体不自由児）の相談を通して見えてきたこと―思春期を支える支援に
ついて―

飯野 芳枝

川崎市障害者更生相談所発達相談支援担当

key words 不登校・歩行可能・学齢期

【はじめに，目的】理学療法士（以下，PT）が学齢期の児童を支援する際，家庭との連携に加えて学校との連携が重要である。
しかし歩行可能で地域の小・中学校に在籍している肢体不自由児の場合，学年が上がると PT の支援・学校との連携が減る傾
向にある。特に PT が中学校と連携を図ることは少ない。川崎市では平成 23 年 4 月に児童相談所に PT が配置されたため，そこ
で働く機会を得た。PT が担当した不登校の相談で目の当たりにしたのは，幼児期から療育センターで PT の支援を受けてきた
親子が不登校・親子の不調和で苦しんでいる姿であった。相談事例を通して歩行可能な肢体不自由児の学齢期における PT の
支援について考察する。

【方法】対象は児童相談所で不登校の相談をした肢体不自由児 2 名。2 名共に小・中学校は地域の学校（自分の学区校）に在籍し
た。先天的な肢体不自由で歩行可能，1 人で外出可能である。児童相談所での相談内容から，不登校になった時期・要因，親子
の不調和に至る要因を明らかにする。また本人に聴き取った内容から，本人が求める学齢期の支援を示す。

【結果】2 名共に小学校高学年で友達との能力（特に運動面）の違いが歴然となった。更に，学習面でも難しさが生じた。友達・
担任に理解が得られず，集団の中で疎外感を強めた。中学生で更に自信を失い，2 名共に中学 2 年生から不登校となった。自己
否定感が強く，家庭では保護者に不満をぶつけ，口論が絶えず，親子の不調和に至った。現在は 2 名共に保護者と適度な距離を
保ち生活し，就労に関する支援を受けている。中学生の頃に欲しかった支援は，自分の話を聞いてわかってもらえる人と場所で
あった。

【結論】地域の小・中学校に在籍している肢体不自由児の生活のしづらさは小学校高学年から中学生で際立つ。運動面・学習面
で肢体不自由児の特性が担任や保護者に理解されづらいことも関連していると考える。この時期（思春期）こそ，PT が家庭や
学校と連携を図ることが重要である。本人の成功体験に繋がる活動を PT は学校に提示したい。そのためにも歩行可能な肢体不
自由児も歩行・足部の評価等で思春期に PT の支援に繋がっていることが理想である。

対象者の「頑張りたいけど頑張れない」，「生きているのがつらい」，「肢体不自由の自分が嫌い」という言葉を受け止め，今後も
支援者と連携を図り，学齢期（特に思春期）の児童を支える取り組みをしていきたい。
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先天性多発性関節拘縮症を発症した乳児期女児に対する理学療法介入効果につ
いて

高嶋 美和1），菊次 幸平1），池田 拓郎2），岡 真一郎2），高嶋 幸男1）

1）柳川療育センター，2）国際医療福祉大学

key words 先天性多発性関節拘縮症・乳児期・理学療法介入効果

【はじめに，目的】

先天性多発性関節拘縮症（AMC）は，非進行性の複数の関節拘縮と筋萎縮を主症状とする症候群である。しかしながら，生後
6 ヶ月未満の乳児に対する報告例は少ない。今回，AMC と診断された乳児初期の女児に対する理学療法介入効果について報告
することを目的とする。

【方法】

在胎 40 週 0 日，2550g で出生した 0 歳 6 ヶ月の女児。両側対称性の肘伸展拘縮，手屈曲拘縮，手指伸展拘縮，膝伸展拘縮（脱臼），
両足内反尖足があり，AMC と診断された。MRI，代謝，遺伝子，視力，聴力検査には異常を認めず，整形外科で LCC ギプス装
着を開始した。生後 5 週目に両膝関節脱臼に対するギプス治療を開始し，生後 6 週目に当センター初診，生後 7 週目より理学療
法を開始した。初診時の遠城寺式・乳幼児分析的発達検査では，移動運動 1 ヶ月，手の運動 0 ヶ月，基本的生活習慣 2 ヶ月，対
人関係 2 ヶ月，発語 2 ヶ月，言語理解 2 ヶ月レベルであった。ROM（以下，右/左，単位̊）は，肩関節屈曲 80/90，肘関節屈曲
30/45，手関節背屈�40/�60，股関節屈曲 60/75・伸展�20/�20・外転 40/30・内転�5/�5，膝関節屈曲 25/10・伸展 30/30，足関節
背屈�50/�35 であり，自発運動は，わずかな頭部の挙上と回旋，両股関節開排位での下肢の抗重力屈曲運動が可能であった。理
学療法は 1 回/週（1 日 3 単位）の頻度で実施し，母親が自宅でも可能な関節運動や歌に合わせた体操（関節可動域運動）の指導，
抱っこや浮き輪，バスタオルを用いた姿勢ケアの導入から始め，自発運動を引き出すために，遊びや環境に配慮した。また，生
後 2 ヶ月目より長下肢装具療法を開始した。

【結果】

粗大運動発達は頸定が 4 ヶ月，寝返りが 5 ヶ月で可能となり，玩具を見つけると口を近づける，足で触るなどの自発的な遊びが
みられるようになった。生後 6 ヶ月時の ROM は，肩関節屈曲 130/120，肘関節屈曲 60/70，手関節背屈�20/�20，股関節伸展�
5/�20・外転 40/45・内転 15/5，膝関節屈曲 35/25・伸展 5/15，足関節背屈�25/�35 へと改善した。また，発達検査は，移動運動
6 ヶ月，手の運動 0 ヶ月，基本的生活習慣 5 ヶ月，対人関係 6 ヶ月，発語 7 ヶ月，言語理解 6 ヶ月レベルへと変化した。手の自
発運動は，生後 4 ヶ月時に，背臥位で左手上腕を床から持ち上げる動きがみられはじめ，生後 6 ヶ月時にはボールプール内で，
左右肩関節の屈伸と内外転運動を用いたボール遊びが観察された。

【結論】

今回，生後早期からの装具療法と理学療法に加えて，自宅でのトレーニングを実施した結果，ROM 改善とともに，児の興味を
考慮した遊びの経験が，全般的な発達につながったと考える。この結果は，出生早期からのリハ介入があった症例で，ROM
改善や自発運動による筋力増強が基本動作を含む日常生活活動に影響を及ぼしていたとする過去の報告と類似する（坪田ら，
1999，勝山ら，2015）。今回の結果は，AMC 患児に対する乳児初期の理学療法プログラム立案を考える上での一助となりうる。
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Shinzel�Giedion 症候群により重症心身障がいをもつ症例に対する訪問リハビ
リテーションの経験

伊藤 綾香，五十嵐大貴，吉田 圭佑

社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター

key words Schinzel�Giedion症候群・訪問リハビリテーション・呼吸障害

【目的】

Schinzel�Giedion 症候群（以下，SGS）は，1978 年に Shinzel と Giedion が報告した先天性疾患で，顔面中央部低形成，重度精
神遅滞，痙攣，心・腎奇形，内反足等の骨格異常を特徴とし，国内外で数十例の報告しかない予後不良な稀少疾患である。2
歳前後の死亡例や呼吸不全が死因となるという報告がある。責任遺伝子として SETBP1 の同定等，近年報告は増えているが，リ
ハビリテーションに関する報告はない。今回，SGS に対し，1 歳 11 ヶ月から 3 歳にかけて訪問リハビリテーション（以下，訪問
リハ）介入を行ったため経過を考察し報告する。

【方法】

対象は，SGS の女児。在胎 37 週，帝王切開で出生。出生時体重 3106g。APS3�7。両側腎盂拡張，脳室拡大，特異顔貌，第 5
指・第 4・5 趾重複趾や内反足を認め，遺伝学的検査で SETBP1 が同定され SGS と診断。2 ヶ月時，全身性強直発作が群発，6 ヶ
月時に West 症候群と診断，ACTH�Z 療法で発作は軽減。副作用として低カリウム血症，高血圧，脳萎縮を認め，低カリウム血
症，高血圧は投薬で対応，脳萎縮は改善しなかった。ADL は全介助レベルで表情は乏しい。経鼻栄養だったが，2 歳 5 ヶ月時に
胃瘻造設。サービス利用はなく，週 1 回の訪問リハのみ利用。介入時，心拍数 70�160bpm，SpO280�99％ と変動あり，夜間酸素
投与していた。呼吸数 15～16 回/分，時折咳嗽，舌根沈下があり，シーソー呼吸様で痰貯留による喘鳴あり。肺炎での入院が 1
回/1～2 ヶ月で，母は夜間不眠があった。発作による四肢のぴくつきや，非対称な反り返りが多い。体幹低緊張で未定頸なため
座位保持困難。左背面皮膚短縮，胸郭の非対称性，可動域低下著明で下肢は蛙状肢位。日常姿勢は背臥位又は側臥位のみ。口腔
内唾液貯留が多い。易感染性のため外出は病院受診のみであった。医療的ケアは母のみ実施で，外出も制限されていた。

【結果】

易感染性により呼吸器感染リスクが高く訪問リハ適応となった。肺炎再発防止，母の負担軽減を目標に，上気道通過障害の改善，
胸郭呼吸運動の発達促進を目的とした運動療法と腹臥位ポジショニング指導を行い，排痰を促した。呼吸状態が不安定な時は主
治医へ報告した。介助座位で喘鳴軽減したため座位保持装置を作製，抗重力姿勢増加により体力向上を図った。日中覚醒時間，
夜間睡眠量が増え，2 歳 5 ヶ月頃より入院頻度が 1 回/3～4 ヶ月に軽減した。2 歳 9 ヶ月時に夜間 CO2平均 50.8mmHg のため，
夜間時のみ非侵襲的換気療法を開始した。夜間時 SpO2値の変動や痰量は減少し，換気量は 0.08L→0.13L に上昇。移動用バギー
貸出で外出頻度が増加した。また，入浴時負担軽減のため，入浴用椅子を作製。しかし，痙攣発作や痰貯留は継続しており，母
の不安は残存し夜間不眠が継続している。

【結論】

呼吸障害に対し呼吸理学療法，ポジショニング指導を実施し，生活の質向上のため補装具作製を行い，生活リズムや外出頻度が
変化した。SGS に対し呼吸理学療法は必要であり，補装具利用による日常生活管理の重要性が示唆された。さらに Dr への適宜
報告と連携が必要であると考える。
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極低出生体重に対するストレス処置頻度と三次元加速度センサーを用いた感覚
感受性測定の検討―feasibility study―

本田 憲胤1），澤田 優子1,4），簾 祥子3），成宮 牧子2），浅野奈穂子1），水本 洋2）

1）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター，
2）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院小児科，
3）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院看護部，4）森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科

key words NICU・ストレス刺激・感受性

【はじめに，目的】

neonatal intensive care unit（以下 NICU）入院中の児が経験するストレス刺激は，その後の成長発達に影響を及ぼすと多数報告
されている。しかしながら，ストレス刺激の種類や頻度と児の感覚感受性を検討した報告はない。そこで，本研究では，NICU
で経験するストレス刺激の種類と頻度を明らかにし，更にそれらのストレス刺激の種類や頻度の違いにより，物理的刺激に対す
る児の感受性に違いがあると仮説を立て，その感受性を三次元加速度計で測定する事が可能か検討した。

【方法】

当院 NICU に入院中の極低出生体重児 4 名。出生時体重（g）1094～1488。在胎期間 28 週 6 日～32 週 0 日の児を対象とした。
退院前の検査時修正週数 36 週 4 日～38 週 3 日。検査時体重（g）2416～3216 であった。

背景因子（在胎期間・出生時体重・アプガールスコア 1 分値・5 分値・検査時の修正週数・検査時体重）を診療録より収集した。
ストレス刺激は，入院初日から退院日まで全ての刺激を対象とし，チェック表を作成し処置毎に記入した。ストレス項目は，血
糖測定・採血・点滴ルート確保・気管挿管・経管栄養チューブ挿入・皮下注射・眼底検査・エコー検査，ストレス刺激の合計
とし，回数を記録した。感覚刺激は，児が睡眠状態（state1～2）である事を確認し，ブラゼルトン新生児行動評価の慣れパッケー
ジに含まれるガラガラを用いた聴覚刺激とした。刺激方法は，耳元から 30cm の距離で，1 秒の聴覚刺激を 3 回実施した。感受
性の測定には，A.M.I 社製 Actigraph（MICRO�MINI）を用い，児の下腿遠位に装着し，刺激前後の加速度を計測した。Actigraph
で計測した加速度と，背景因子・ストレス項目との関連性を Pearson の積立相関整数を用いて検討した。統計解析は IBM SPSS
Statistics 22 を用いて有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

ストレス刺激の合計回数と加速度との間には，有意な相関関係は認められなかった。静脈血採血回数・点滴ルート確保回数・眼
底検査回数と刺激後の加速度の間に，有意な正の相関関係が認められた（r＝0.75，0.77，0.57）。アプガールスコア 1 分値と刺激
後の加速度の間に，有意な負の相関関係が認められた（r＝�0.74）。

【結論】

ブラゼルトン新生児行動評価のガラガラを用いた聴覚刺激に対する感受性は，下腿遠位に装着した三次元加速度計を用いる事
で測定可能であった。ストレス刺激の合計回数ではなく，刺激の種類，特に刺激が大きいと思われる静脈に対する介入や眼底検
査の回数が，退院前の感覚に対する感受性を高める事が示唆された。
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新生児期から早期評価・介入し両親の児の受け入れが良好であった双胎早産児
の脳性麻痺症例

松岡 祐美1），宮原真理子1），大池 朱1），廣間 武彦2），中村 友彦2）

1）長野県立こども病院リハビリテーション科，
2）長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科

key words 新生児・早期介入・脳性麻痺

【はじめに】脳性麻痺（CP）は，単胎児よりも双胎児でおよそ 12 倍多く発生する。CP 症例の診断は，重篤な症例をのぞき通常
生後 6 か月以降である。今回，1 歳前に CP 両麻痺と診断された双胎早産児で，新生児期からの早期評価・介入で，両親の児の
受け入れが良好であった症例について報告する。

【症例】＜第 1 子＞在胎 29 週 5 日，体重 1182g 出生。人工呼吸器管理期間 41 日，入院期間 67 日。日齢 20 の頭部超音波検査で
両脳室周囲高エコー輝度 1～2 度とされているが，日齢 23 の頭部 MRI では脳室周囲白質軟化症は確認されなかった。＜第 2
子＞在胎 29 週 5 日，体重 1212g 出生。人工呼吸器管理期間 31 日，入院期間 67 日。日齢 52 の頭部 MRI で両側最小嚢胞性脳室
周囲白質軟化症が確認された。

【評価・介入】＜第 1 子＞修正 33 週 2 日/修正 37 週 2 日/修正 51 週 2 日での評価：自発運動（GMs）評価結果は Poor Repertoire
（PR）/PR/absence of Fidgety movements（F�），Dubowitz 評価結果は 24.5 点/29.5 点/未実施。評価時観察では未熟性が強く，
振戦驚愕が頻回で下肢伸展しやすい/上下肢とも力が入りやすい，突発的でぎこちない運動が多い，反りかえりやすく，振戦驚
愕が頻回に出現/肩甲帯後退傾向，定頸未，下肢拳上少なく，足部内反位が多い。修正 5 ヵ月 10 日/修正 1 歳 1 ヵ月 4 日での新
版 K 式発達検査（K 式）結果は姿勢�運動（P�M）88，認知�適応（C�A）83，言語�社会（L�S）82，Total 85/P�M74，C�A87，
L�S75，Total81。＜第 2 子＞修正 33 週 2 日/修正 37 週 2 日/修正 51 週 2 日での評価：GMs 評価結果は PR/PR/F�，Dubowitz
評価結果は 23 点/27.5 点/未実施。評価時観察では上肢動きの範囲が狭く単調な運動が多い，未熟性が強く，振戦驚愕が頻回で
下肢伸展しやすい/上下肢とも力が入りやすい，突発的で単調な運動が多い，反りかえりやすく，振戦驚愕が頻回に出現，下肢
他動運動の被動性高い/全体で単調な動き，肩甲帯後退傾向，定頸未，下肢拳上少なく，下肢同時伸展足部内反位が多い。修正
5 ヵ月 10 日/修正 1 歳 0 ヵ月 29 日での K 式結果は P�M80，C�A80，L�S88，Total 82/P�M57，C�A74，L�S76，Total68。両児
とも新生児期から介入し，関節可動域練習，発達練習などを実施した。

【結論】第 1 子は PVL は確認されていないが，新生児集中治療室（NICU）入院中からの定期的な早期評価により CP と予測さ
れ，早期から介入が可能となった。第 2 子は頭部 MRI にて PVL が確認され，NICU から介入した。第 1 子は GMFCSII，第 2
子は GMFCSIII と推測され，両親に対しても早期に医師から今後の発達について説明がされた。そのため，修正 1 歳前から身障
手帳申請，BOTOX 治療の準備がスムーズに行えた。出生早期に予後診断を行うことは育児支援を図る上でも大切である。今回，
母親への告知も早期に可能となり，その後の受け入れも良好な様子が伺えた。また，早期に診断されたことでリハビリ頻度・内
容の変更が可能となり，早期に四つ這いやつかまり立ちを獲得することができた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（小児）P03】

P-SN-03-5

市中病院における生後 3ヶ月の小児脊髄型筋萎縮症（SMA1型）に対する呼吸理学療法の経験
～ブラジル人の男児のケースを通じて～

鈴木 亮馬，一之瀬大資，河島 徹，満冨 一彦

磐田市立総合病院

key words 脊髄型筋萎縮症（SMA1型）・外国人患者受入れ医療通訳拠点病院・ブラジル人

【はじめに，目的】

近年，地域在住外国人の増加に伴い，日本語が拙い患者に遭遇することが増加している。当院は，「外国人患者受入れ医療通訳
拠点病院」であり，国内 19 医療機関のうちのひとつである。そのため，国際医療連携に取り組み，外国人の患者にも安心して
診療を受けられるよう支援している。今回，主介護者である母親が日本語の拙いブラジル人であり，男児が脊髄型筋萎縮症

（Werdnig�Hoffmann 病：SMA1 型）を発症したことで，在宅における人工呼吸器管理や吸引・排痰手技などが必要となった症
例に対し，在宅指導を経験したため報告する。

【方法】

3 ヶ月の男児（X 日当時）。周生期では正常分娩で出生（在胎週数 40 週，出生体重 3512g，Apgar score1 分値 9 点）。家族背景は
父，母，姉（3 歳）が同居し，母親の兄弟が隣接県に在住。1 ヶ月健診にて低緊張を指摘され当院紹介受診し外来での理学療法

（以下：PT）開始（X�89 日）。その後 SMA1 型と診断された。経管栄養や NPPV 導入のための入退院を繰り返し，X 日に誤嚥
性肺炎を契機にした呼吸不全で入院加療となった。

【結果】

X 日，誤嚥性肺炎と診断され入院。手関節掌背屈，手指・足趾屈伸が軽度可能。胸郭はベル型。呼吸状態は，陥没呼吸，シーソー
呼吸，呼吸音両側換気不良，胸部 X 線像で右肺野透過性不良。SpO2：100％（10L），HR：150bpm，同日より入院 PT 開始。翌
日呼吸状態が悪化し，挿管され人工呼吸器管理となる（PC�SIMV，FiO2：0.4，PS：7cmH2O，PEEP：5 cmH2O，吸気時間：0.6
秒，呼吸回数：15 回）。排痰や呼吸介助を実施し，白黄色の喀痰が多量に吸引された。X+18 日に単純気管切開術施行，術後右
上葉に無気肺出現。日本語が拙く，より不安が助長される母親に対して精神的な支援を行い X+28 日より抱っこ開始。X+49
日に一般病棟に転棟し在宅指導開始。男児の呼吸苦の訴えに対して，不安な母親に対し，日本語が拙いため，男児の状態を言葉
でリアルタイムに詳細に伝達することが困難であり，呼吸介助などのタイミングや回数を指導することに難渋した。また，男児
の耐久性を考慮することも何度も指導した。母親は，毎日の PT の手技を詳細に観察して習得した。X+133 日に自宅退院となっ
た。

【結論】

本症例は，SMA1 型を基盤とした呼吸不全により入院加療となった。全身状態などから本来は，より専門的な病院での対応が望
ましいものの，家族の希望が強く，当院での入院加療となった。日本語での詳細なコミュニケーションが困難な場合の呼吸介助
などの指導では，母親はより詳細に PT の方法や手技を観察して介助方法を習得することが分かった。そのため，在宅指導の際
には，呼吸介助などの問題点を明確にし，それらに対して具体的にどのようにアプローチしているかを繰り返し観察させながら
指導することが有用であることが示された。
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療育センターの理学療法士が障害児の母親に与える影響

佐伯 香菜1,2），隆島 研吾1）

1）神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科，2）横須賀市療育相談センター

key words 母親・療育・理学療法士

【はじめに，目的】我が国では，昭和 17 年に高木憲次氏によって『療育』の概念が提示され障害児の通園施設が整備されてきた。
今日の療育システムでは児童発達支援センターがその中核を担い，障害児が地域で療育を受けられる環境作りが進められてい
る。療育センターにおける理学療法士（以下，PT）の研究は主に児の運動機能に関する報告が主であり，障害児の母親に対す
る関わりについての報告は少ない。また，重症心身障害児や発達障害児の母親を対象とした研究が多く，自力で移動が出来る運
動レベルの児の母親についての研究はみられない。そこで本研究では，療育センターにおける PT が障害児の母親の心理変化に
与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は，脳性麻痺の診断を受けた後療育センターに通い，小学校に就学した児のうち，GMFCS レベル II または III の状
態を呈する児の母親 5 名とした。調査項目は，基本的情報の聴取と，児の年齢進行に応じた母親の不安や困りごとに関する面接
を行った。面接はインタビューガイドに沿った半構造化面接を行い，『療育センターで過ごした 6 年間』を振り返る中で，母親
の心理変化のプロセスを調査した。面接は IC レコーダーに録音を行い，データから逐語録を作成し修正版グラウンデッド・セ
オリー・アプローチを用いて質的に分析を行った。

【結果】分析により，29 の「概念」，11 の＜サブカテゴリ＞3 の≪カテゴリ≫が抽出された。概念図より障害児の母親はまず「不
安ともがき」「恐れ」等の＜漠然とした不安＞を抱え，母親同士の＜ピアの力＞や PT の関わりによる＜PT の存在＞等により安
心を得ていた。また成長とともに新たに「現実との直面」や「焦り」などの不安が生じ，これに対しても＜ピアの力＞や＜PT
の存在＞に加えて，「親子通園という安心感」等の＜療育センターでの関わり＞が安心につながっていた。卒園に向けては，＜
新たな環境への不安＞＜今後に向けた不安＞などが現れていた。また，常に「きょうだいへの申し訳なさ」や「私への支援の必
要性」等の＜私へのケア＞，「親としての責任」「私がもっと頑張れたら」等の＜自責の念＞にも苛まれている実態もあった。こ
のような中，＜PT の存在＞に含まれる「PT は良い聞き役」「気軽に相談できる安心」等から，PT が児の現状を伝えていくこと
で母親の中で一つずつ整理が出来るようになり，視野を広げる手助けとなる役割が考えられた。その場合，PT は母親の問いか
けに丁寧に対応し，否定せずに傾聴しながら現実とつなぎ合わせていくことが重要であった。そして，日常における専門職の声
掛けや言葉遣いは，母親の心理変化に大きく影響することが考えられた。

【結論】母親は常に変わりゆく不安と自責の念にあり，母親が不安を受け入れながら，障害をもった子とともに成長していける
ようにサポートしていくことが，療育センターにおける PT に求められていることであると考えられた。
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P-SN-04-2

1 歳未満で当センターを利用開始した子どもの発達経過

矢田 梨帆，前原 利彦，中野 綾子，金澤枝梨香

きりしま子ども発達支援センター実樹

key words 発達支援・基本情報・遠城寺式乳幼児分析的発達検査

【はじめに・目的】当センターでは，何らかの発達的課題を持つ小児に対し，理学療法士等による発達支援を行っている。1 歳未
満で発達支援を開始する小児の中には発達支援開始後，発達の遅れが明らかとなるケースと，典型発達となるケースがいる。そ
こで今回，発達支援の経過，出生前後の基本情報，遠城寺式・乳幼児分析的発達検査法（以下，遠城寺式検査法）を基に，当セ
ンターを利用している小児の発達傾向を調査したため報告する。

【方法】対象は平成 23 年 9 月～26 年 9 月に当センターを 1 歳未満で利用開始した 13 名。発達支援開始時（以下，開始時）の平
均年齢は修正 6.9 ヶ月。追跡期間は平成 28 年 9 月 1 日時点で，平均 2 年 4 ヶ月であった。発達検査は，遠城寺式検査法を開始時
と 1 歳 6 ヶ月時に実施。更に，症例の基本情報（在胎週数，出生体重，他）の調査を行った。また，2 歳時点での発達支援の経
過の調査も行った。

【結果】2 歳時点での発達支援の経過は，5 名は終了もしくは経過観察となっており，終了群とした。8 名では発達支援が継続し
ていたが，うち 3 名はダウン症候群などの基本疾患を有しており，疾患群とし，残りの 5 名を継続群とした。平均出生時在胎週
数は継続群 37.2 週，疾患群 38.6 週，終了群 36.4 週だった。平均出生体重は継続群 2427.6g，疾患群 2567.3g，終了群 2084.8g で，
正常出生体重児が各 2 名，3 名，1 名，低出生体重児が各 3 名，0 名，4 名だった。

遠城寺式検査法の結果は暦年齢相当の発達段階よりも 3 段階以上の遅れがあった場合を遅滞とした。終了群では 4 例で開始時
の遅滞は認められず，1 例のみ移動運動の領域で遅滞が認められたが，1 歳 6 ヶ月時では全例遅滞は認められなかった。一方，
継続群は，2 例で開始時の遅滞は認められず，3 例で移動運動もしくは言語理解の領域で遅滞が認められ，1 歳 6 ヶ月時では全例
言語理解もしくは発語の領域で遅滞が認められた。疾患群では，2 例で開始時の遅滞は認められず，1 例で全領域で遅滞が認め
られ，1 歳 6 ヶ月時では全例全領域で遅滞が認められた。

【結論】今回，2 歳時点での発達支援の経過から，終了群，疾患群，継続群に分けて，各々の発達特性を調査した。疾患群につい
ては各疾患の特性があることから，終了群と継続群の結果について考察を行う。当センターでは，発達支援の必要性を各専門職
による評価と行動分析を基に専門職種間の討議，保護者との話し合いの上で検討される。この様な過程を通して 2 歳の時点で発
達支援が必要と判断された継続群の 5 例は全例，1 歳 6 ヶ月時の遠城寺式発達検査で言語理解もしくは発語領域で遅滞が認めら
れた。一方，2 歳の時点で積極的な発達支援は必要ないと判断された終了群 4 例では全例で遅滞が認められなかった。この 2
群の全例が出生時体重 1500g 以上であることから，正常若しくは低出生体重児の特に言語面の発達的予後は 1 歳 6 ヶ月時の遠
城寺式発達検査の結果と関連している可能性が示唆された。
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福祉型障害児入所施設における理学療法士の役割

藤井香菜子

社会福祉法人至泉会精陽学園

key words 福祉型障害児入所施設・PTの役割・肢体不自由児療護施設

【はじめに，目的】

小児に関わる理学療法士の職域は拡大しており，当施設も職員配置基準に理学療法士（以下，PT）が含まれていないにも関わ
らず，昭和 58 年の開設間もなくから PT が携わっている施設である。当施設は，平成 24 年 4 月の児童福祉法の改正以前は肢体
不自由児療護施設であり，主な入所者は常時医療を必要としない肢体不自由児であった。職員体制は，保育士などの直接処遇職
員が 23 名，看護師が約 2 名/日，PT は 1 名である。嘱託医として整形外科医が 1 回/月来園している。旧肢体不自由児療護施設
は，全国に 6 施設のみであり，その内 PT の常勤配属は当施設のみである。診療報酬を算定していないこともあり，PT の業務
内容は多岐にわたる。今回，当施設入所者の状況と，PT の業務内容を提示し，福祉型障害児入所施設における PT の役割や課
題を明らかにすることを目的とした。

【方法】

平成 28 年 9 月における当施設入所者の内訳を，1）年代，2）就園・就学の状況，3）主たる疾患・障害，4）日常生活動作（Barthel
Index）において分類した。PT の業務は，業務管理・評価シート（以下，Do�CAP シート）を用い，平成 28 年 4 月から 9 月ま
での主要業務とそのウエイトを出した。

【結果】

入所児童の年代は，幼児が 9 名，小学生が 17 名，中学生が 11 名，高校生が 11 名，18 歳以上の方が 2 名であった。就園・就学
の状況として，幼稚園に 2 名，地域の小学校特別支援学級に 9 名，地域の中学校特別支援学級に 3 名，一般高等学校に 2 名，県
立養護学校に 25 名であった。

主たる疾患・障害の状況として，50 人定員中，脳室周囲白質軟化症を含めた脳性麻痺が 12 名，知的障害が 7 名，自閉症スペク
トラム障害が 5 名，硬膜下血腫後遺症が 4 名，頭部外傷後遺症 1 名，SBS 症候群 1 名などであった。

日常生活動作としては，項目［歩行］では，15 点が 28 名，10 点が 6 名，5 点が 7 名，0 点が 9 名であった。

PT 業務として，①理学療法評価や機能訓練，②補装具関連業務，③入所児童の通院付添，④カンファレンスを含む現場職員と
の連携業務，⑤施設内デイケア，⑥食事や摂食関連，⑦嘱託医健診の対応，⑧学校教員との連携，⑨身体測定，⑩新入所児の対
応が，順に 25%，20%，20%，15%，7%，7%，3%，1%，1%，1% であった。

【結論】

入所児童の年代も疾患も多岐にわたり，就園・就学している数も多い。生活施設の PT の役割は，理学療法評価や機能訓練と殆
ど同じ割合で，他の業務の割合が大きかった。これは，①や②の入所児童と個別に関わる業務だけではなく，生活の中で機能維
持や向上を目指すために，他職種との連携に時間を費やしていたことを意味している。また，③の PT が通院に付添う割合が
20％ と多く，施設全体として医療知識の向上が課題だと示唆された。
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知的障害児に必要な支援について
～理学療法士の立場から～

穴吹 泰典

四国医療専門学校

key words 知的障害児・支援・理学療法士

【はじめに，目的】

理学療法士（以下 PT）は主に肢体不自由児の療育に関わる事が多いが，発達遅滞などの知的障害を持つ子どもたちも対象とな
ることが少なくない。今回，PT にどのような支援ができるのかを検討するため，知的障害児の療育状況について調査したので
報告する。

【方法】

対象は香川県立中部養護学校幼稚部・小学部・中学部・高等部に在籍する児童・生徒の保護者である。調査は療育状況につい
てのアンケート調査票を作成し，質問紙法にて実施した。調査内容は①基本的情報②障害について③就学前の療育状況④現在の
療育状況⑤求めている支援⑥PT や療育に対する希望，とした。回答は選択方式とし複数回答も可とした。⑥については自由記
載も設定した。

【結果】

回収率は 52.5％（189 名）であった。身体的な問題では姿勢の問題 49 件，歩行の問題 42 件，体力の問題 33 件，道具使用の問題
77 件，全身運動の問題 72 件であった。就学前より療育を受けていたのは 174 名，受けた施設は医療機関が最も多く 163 件，次
いで民間療育施設 65 件であり，頻度は週 1 回と月 1 回が最も多く共に 49 名であった。PT は 70 名に関わっていたが，身体的な
問題があると答えた児童の中で理学療法士に療育を受けていた者は 47.3％ であった。ダウン症・てんかんなど原因疾患が明ら
かな子供では 56.0％ が 0～1 歳代で療育を開始していた。広汎性発達障害など原因が明らかでない発達遅滞児は 2 歳から開始が
29.4％，3 歳から開始が 42.0％ と遅れる傾向にあった。療育についての負担では負担無し 44 件，時間の負担 99 件，人的負担 33
件，金銭的負担 26 名，期待した効果が得られなかった 18 件であった。就学後に療育を受けているのは 92 名，受けている施設
は民間療育施設が 76 件で最も多く，PT に療育を受けているのは 9 名にであった。保護者が望む支援は発達に対する支援 86
件，障害に対する支援 68 件，専門スタッフの充実 67 件，行政サービスの充実 79 件，教育プログラムの充実 25 件，家族の負担
軽減 60 件であった。また PT による支援を 118 名が望んでいた。療育に対する希望では「就学しても療育が受けられるように
してほしい」「頻度・回数を多くしてほしかった」などの意見がみられた。

【結論】

知的障害児においても身体的問題を抱えている児童が多く存在することが分かった。就学前には PT を始めとする専門職によ
る療育が行われているが，問題がある児童全てが受けられたわけではなく，開始時期・頻度についても不足しており，保護者も
機会の増加や継続的に行えることを望んでいた。就学後は専門職による支援が減少しているが，身体的な問題は残存していた。
香川県では PT による支援はほとんどが医療機関で行われており，保護者や民間療育施設職員へのアドバイスなど，何らかの対
策を行い，療育環境を整える必要性がある。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）【ポスター（小児）P05】

P-SN-05-1

脳性麻痺児の非言語的知能の発達
レーヴン色彩マトリックス検査による分析

浅野 大喜1），信迫 悟志2），森岡 周2）

1）日本バプテスト病院リハビリテーション科，2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 脳性麻痺・非言語的知能・レーヴン色彩マトリックス検査

【はじめに，目的】

レーヴン色彩マトリックス検査（以下 RCPM）は，非言語的知能を測定する簡便な検査であり，信頼性，妥当性ともに高く国際
的に広く用いられている。この RCPM は回答するのに言語や運動技能への依存が低いことから，障害の重度な子どもに対して
適しているといわれている。しかしながら本邦では，障害児に対する知能検査として RCPM が十分に活用されているとは言い
難い。今回，脳性麻痺（以下，CP）児に対し RCPM を実施し，得点とエラーの種類，非言語的知能の発達について，定型発達
児との比較を行ったので報告する。

【方法】

対象は CP 児 17 名（以下，CP 群：年齢幅 3�11 歳，平均年齢 6.2±2.6 歳，GMFCS レベル I�III）と定型発達児 21 名（以下，TD
群：年齢幅 3�9 歳，平均年齢 5.2±1.8 歳）である。RCPM は，セット A，AB，B それぞれ 12 項目，合計 36 項目から構成され，
最高得点は 36 点となる。RCPM の実施は個別に対面にて行った。なお除外基準は，検査の理解度を確認するため RCPM の最初
の 5 項目（A1�A5）に正答できない場合とした。データ分析は，RCPM の各項目の正答率，セット別得点，総得点，エラーの種
類（相違，不適切な個別性，模様の反復，不完全な関係）の割合について 2 群間で比較した。また目的変数を RCPM 総得点，
年齢，群を説明変数とし，年齢と群の交互作用項を追加投入する階層的重回帰分析を実施し，下位検定として単純傾斜分析によ
り回帰直線の傾きを比較した。統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

2 群間の年齢に有意差はなかったが，CP 群のほうが平均年齢は高かった。RCPM の結果，セット B，総得点において TD 群で
有意に得点が高かった（p＜0.05）。項目別の正答率は，項目 A9，A11，B2，B5，B6 において有意に CP 群の正答率が TD 群よ
り低かった。エラー分析の結果，TD 群は“模様の反復”のエラーの割合が CP 群よりも高く（p＜0.05），CP 群は“不完全な関
係”のエラーの割合が TD 群よりも高かった（p＜0.05）。また，回帰分析の結果，両群とも年齢に伴い RCPM 得点は向上してい
た（TD 群：R2=.83，CP 群：R2=.49）が，2 群の回帰直線の傾きは TD 群の傾きが有意に大きかった（p＜0.05）。

【結論】

CP 群は TD 群よりも非言語的知能が低い傾向にあり，エラーの種類も異なっていた。TD 児は“模様の反復”エラーが多く，CP
児は“不完全な関係”エラーが多かった。両群とも年齢とともに非言語的知能は向上していたが，CP 群は TD 群と比較して緩
やかに発達することが示された。
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障がい児の視覚機能について
盲学校教員との連携から眼鏡着用に至ったことより認知・身体機能面に変化がみられた 1症例を通して

松井 香澄1），金谷 雅則1），崎山 麻理2）

1）愛徳医療福祉センター，2）和歌山県立和歌山盲学校

key words 障がい児・視覚機能・学童期

【はじめに，目的】

視覚機能は，外界の情報を取り入れる入力系，入力された情報を処理する視覚情報処理系，視覚情報を運動機能へ伝える出力系
からなる。普段我々は視覚情報処理系についての意識は高いが，その基となる視力・屈折異常など入力系への意識は低い。障が
いが重症であるほどその傾向にあり，入力系について十分に介入する眼科医も少ないのが現状である。また，各都道府県に設置
されている盲学校には相談支援機能があり，年齢を問わず視覚機能について相談できる体制であることを知る療育関係者も少
ない。

今回，盲学校教員との連携から入力系の大切さを実感した児の経過に考察を加え報告する。

【方法】

対象は頭部外傷後遺症により片麻痺を呈する 8 歳男児。新版 K 式 DQ20。独歩可能。ギャロップ様走行が多く，音・光刺激や叩
く・揺れる遊びを好む。物は右眼で見る傾向があり，光る物は左眼を閉眼し右眼に近づけていた。本児の物の見方について盲学
校教員に相談し，視機能評価を実施した。左眼は視力が弱く閉眼にて意図的に関与を抑えていると考えられ，廃用性弱視になる
可能性があるとのことで眼科受診を勧められた。受診後眼鏡での矯正が開始となり，その後の経過を追った。

【結果】

矯正 8 か月後，両眼で物を見ようとすることが増え，物を眼に近づけることが減った。絵本や車など見ながら操作する遊びも楽
しめるようになり，動作模倣も上達した。また，移動時に走ることが殆どなく歩容も交互性となった。

【結論】

子どもの視力は生後 3～6 か月位に急速に発達し，その後 6～8 歳位まで穏やかに成長する。しかし，この時期に見えにくい状態
が続くと視覚伝導路や大脳視覚野に刺激が伝わらないため見る機能が発達しないと報告されている。健常児は物が見やすい位
置に移動し，自ら視覚的変化を起こすことにより入力系を発達させているが，障がい児は能動的動作の制限，斜視や眼球定位の
困難さなどにより，その機会を得にくい状況がある。本児は生後 1 か月時に受傷しており，能動的に入力系を発達させることが
難しかったと考える。8 歳から矯正を始めたが，視力成長時期の最終域であったことに加え，重度知的障害を伴っているため矯
正した状態が定着するまでかなりの期間を要した。しかし，入力系が向上するにつれて目と手の協応が促され，感覚遊びから因
果関係のある遊びを楽しめるようになった。遊びの変化により加速・揺れでの感覚遊びであったギャロップ様走行も移動手段
としては行わなくなった。また，サイン模倣が具体的になったことで人との関わりも増えた。本児にとって入力系の向上は認知
面の発達を促し，歩容の改善にもつながったと言える。今回は視環境への配慮までには至らなかったが，今後は視覚専門職と連
携しながら，入力系に問題を持つ障がい児の早期発見に努めると伴に，視環境の設定，視力成長時期の理学療法について模索し
ていきたい。
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視覚障がい（明暗弁）を伴った運動発達遅滞児に対する乳幼児期の理学療法の経
験

金谷 雅則1），松井 香澄1），崎山 麻理2）

1）愛徳医療福祉センター，2）和歌山県立和歌山盲学校

key words 視覚障がい・運動発達・幼児

【はじめに，目的】明暗弁とは，明暗の感覚だけが判る状態の視覚障がいである。視覚は運動の制御と深く結びついており，運
動を評価し，実行し，身体を制御するには，環境情報，身体各部の運動や身体の位置に関する情報，環境と身体の相対的な位置
関係に関する情報が不可欠であり，これらの大部分の情報は視覚によってもたらされるといわれている。そのため，運動発達に
は視覚機能が大きく関与すると考えられる。今回，視覚障がい（明暗弁）を伴った運動発達遅滞児に対し，乳幼児期から理学療
法（以下 PT）を経験する機会を得たため，考察を加え経過を報告する。

【方法】症例は 3 歳 7 ヶ月男児，在胎週数 37 週 4 日，出生体重 3742g 多発性嚢胞腎にて腹膜透析治療を行う。月齢 9 ヶ月時に運
動発達遅滞と診断され，11 ヶ月より PT 開始。PT 開始当初，身体機能は全身低緊張で頸定，寝返りのみ可。視覚機能は全盲と
診断されており，光刺激に対しても反応は乏しかったが，1 歳 2 か月頃から光に対する反応見られるようになり，1 歳 4 ヶ月時
に盲学校教育相談を受け明暗弁と評価された。

治療内容は，手掌・足底の内在筋に対して伸長，圧刺激を行い，支持するための末梢器官の筋の賦活から，四つ這い，つかまり
立ち等の抗重力姿勢を促し，体性感覚情報を入力させ，身体図式を確立させる事を行った。また，身体の支持機能の向上を促す
と共に，支持面の探索活動から，能動的な動きに繋げるために姿勢変換の誘導を行った。

【結果】PT 開始時：全身低緊張で立ち直り反応なし。PT 開始～1 歳半：体幹の抗重力活動が得られるようになり，机にもたれ
た胡坐座位可。1 歳半～2 歳：胡坐座位，端座位，四つ這い，つかまり立ちの設定した姿勢保持可となるが，能動的な姿勢変換
は見られない。2 歳 3 ヵ月：足底・手掌の支持面を児が探索し，端座位から机を使用した立ち上がり動作獲得。また，すり足で
の伝い歩きを行う様子見られた。しかし，2 歳 4 ヶ月～3 歳 5 ヶ月まで，腎臓移植手術目的で長期入院となり，3 歳 6 ヶ月時に
PT 再開。姿勢保持能力に変化ないが，床からの起き上がり・座位から四つ這い位への姿勢変換・四つ這い移動・四つ這い位か
らの立ち上がり・伝い歩きは未獲得である。

【結論】本児は身体の支持活動から，身体図式が確立し，姿勢保持能力の向上・探索活動に繋がったが，抗重力的な移動は現在
未獲得である。乳幼児期後期からは，姿勢の安定と探索活動の広がりと共に移動の発達を獲得するが，視覚障がいを伴う障がい
者は身体図式の確立に加え，体性感覚情報を頼りに外界の環境へ働きかけ，身体との相対的な位置関係を理解しなければ，能動
的に姿勢変換を行う事が難しいと考えられる。

今回の症例は，姿勢保持は遅れつつも獲得し，探索活動を行っているが，移動の発達は未獲得である。しかし，早期から探索活
動を行わせるための身体機能の準備を行っていたことにより，能動的な動きの発達に繋がっていくと考えられる。
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報酬を用いた運動学習課題において背景音楽が与える影響の検討

渡邉 怜美1），大畑 光司2），川崎詩歩未2）

1）京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻，2）京都大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 運動学習・音楽・報酬

【はじめに，目的】

運動学習は中枢神経疾患障害に対する運動機能改善の重要な手段であり，近年，運動学習の動機付けに影響する報酬の重要性が
指摘されている。例えば，仮想コインを報酬として用いて運動学習を行わせた群はコントロール群と比較して学習効果が長期間
持続することが知られている。これは報酬による快感情が辺縁系を賦活し長期記憶に関与した結果であると考えられる。

一方，快感情を引き出す可能性があるものとして音楽が知られており，感情が曲調に自然と同期する効果があるとされる。しか
し報酬を用いた運動学習に音楽が与える影響についての報告はない。

本研究の目的は，音楽を伴って報酬を与えることにより快感情を高めることが運動学習課題の記憶保持に与える影響について
検証することとした。

【方法】

対象は健常成人 21 名（男性 11 名 女性 10 名 年齢 22.3±1.5 歳）とした。被験者を 7 名ずつ無作為に，音楽を聞かせながら報
酬を与える群（音楽群），報酬のみ与える群（報酬群），及び報酬を与えない無報酬群に分けた。

課題動作は，非利き足をスケートボードに乗せ利き足で床を蹴り 3.8m 先のゴールライン上に止めることを目標とした。全群に
おいて初回測定後練習を 15 回行わせた。練習試行直後に測定を 1 回行い，この測定日から 2 週間後と 4 週間後に再度同様の課
題を行わせた。全試行でスケートボードとゴールラインの距離（誤差距離）を被験者に示し，音楽群と報酬群ではこの距離が近
いほど多くのコインを与えた。また，音楽群では練習 15 回において背景音楽を流し，課題後に音楽による感情の変化を確認し
た。課題において利き足の運動力学的特徴を知るため，AMTI 社製床反力計を用いて蹴り出しにおける前方分力のピーク値（床
反力 Peak 値）を測定した。

得られたデータを基に，練習中最もゴールラインに近づいた時の誤差距離と床反力 Peak 値を 0 とし，各試行における値をその
差の絶対値として校正した。練習試行 15 回の結果は 5 回ずつ平均して練習初期，練習中期，練習後期とし，各群の初回試行と
練習 3 相の変化を二元配置分散分析により比較した。次に，練習後の変化を練習直後，2 週間後，4 週間後に対する二元配置分
散分析により検討した。交互作用がある場合には，Bonferroni による多重比較を使用し，全ての統計学的有意確率は 5% 未満と
した。

【結果】

音楽群において音楽を快刺激と感じたものは 7 名中 6 名いた。誤差距離や床反力 peak 値は練習による有意な減少を示したが群
間の差は認めなかった。練習後の変化として誤差距離では群間差は認めなかったが，床反力 peak 値では群間における有意な交
互作用を認め，無報酬群のみ 2 週間後に有意に増加した。また 2 週間の時点で音楽群が無報酬群より有意に低値を示した。

【結論】

本研究の結果，運動学習における報酬に伴う学習効果の持続が認められた。また音楽群では誤差が低値を示しており，学習効果
に影響を与えうる可能性が示唆された。
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成人脳性麻痺者に対する神経筋電気刺激の痙縮抑制効果について
～拮抗筋 or 対象筋どちらに当てた方が有効か～

齊藤 大樹，開 光太朗

茨城西南医療センター病院リハビリテーション部

key words 脳性麻痺・痙縮抑制・神経筋電気刺激

【はじめに，目的】

脳性麻痺者では，痙縮による姿勢筋緊張亢進が正常発達を阻害している。神経筋電気刺激（以下：NMES）は，痙縮抑制や筋萎
縮予防及び改善を目的として実施される物理療法であり，脳性麻痺患者を対象とした痙縮や筋緊張の変化についての報告はほ
とんど見当たらない。また，NMES による筋緊張抑制には，拮抗筋刺激（相反性抑制）を利用した Ia�NMES および痙縮筋直接
刺激（自己抑制）を利用した Ib�NMES が知られている。先行研究では，脳性麻痺者の痙縮に対して，Ia�NMES とストレッチ
を行い，筋緊張抑制に少し効果があったとされているが，健常人においては Ia�NMES と Ib�NMES を比較した場合 Ib�NMES
のほうがストレッチ前処置としては効果が高かったと示されている。今回，通常行っている可動域練習（ROM）と比べ各 NMES
を与えることで痙縮の改善が得られるのかを検証した。

【方法】

対象は GMFCSIII レベルの成人脳性麻痺者 1 名（19 歳）とし，対象筋はヒラメ筋とした。介入期間は 1 ヶ月半とし，足関節可
動域練習，Ib�NMES，Ia�NMES の 3 つの介入をそれぞれ日を分けて行ない，セッションごとの即時効果を検証した。

NMES 刺激は総合電気治療器 ES�520，刺激電極 5cm×9cm の粘着パッド使用し，設定は周波数 20Hz，刺激強度 12～14mA，刺
激時間 10 分間，立ち上がり 2sec，持続 4sec，減衰 0.5sec，休止 4sec とし，刺激は Ib�NMES はヒラメ筋，Ia�NMES は前脛骨
筋に与えた。

足関節可動域練習は徒手による持続的伸張を下腿三頭筋に伸張反射が出現しない速度で最終可動域付近まで行い，一回につき
20 秒，休息 2 秒，5 分間実施した。

評価は足関節背屈角度，Modifield Ashwonh Scale（MAS），筋硬度，足関節背屈抵抗トルクの測定を各介入前，介入後に実施し，
結果値は 3 回測定した結果の平均値を採用した。

【結果】

足関節背屈角度と MAS においては ROM 後は抵抗が少し低下，背屈角度改善し，Ib�NMES 後は抵抗増加，背屈角度低下し，Ia�
NMES 後は抵抗が少し低下したが，角度は大きく変わらなかった。ヒラメ筋の筋硬度は ROM 後は変化が少なく，Ib�NMES
後は増加し，Ia�NMES 後は少し低下した。足関節背屈抵抗トルクは ROM 後はやや低下し，Ib�NMES 後は増加，Ia�NMES
後は少し低下した。

【結論】

今回，ヒラメ直接刺激は Ib 抑制による緊張緩和を期待していたが，反対に電気刺激により緊張している筋を余計に緊張させて
しまった。一方，拮抗筋である前脛骨筋刺激は Ia 相反抑制により，ヒラメ筋の緊張低下に効果があったと考える。しかし，足
関節背屈角度は有意な変化が少なかった。この要因としては，痙縮抑制が生じても長年の痙縮持続による筋短縮や関節構成体自
体の拘縮が存在しているため，角度変化については限りがあるのだと考える。今回，一例であるが即時効果が得られる可能性が
示唆されたため，運動療法の介入前に電気刺激を実施し痙性を抑制させることで，その後の正常な運動パターン学習を行いやす
くする可能性が考えられた。
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向老期症例におけるズボンの上げ下ろし動作の介助量軽減を目指して
幼児期に日本脳炎後遺症を残した重症心身障がい者の一例

菊次 幸平，井寺絵里佳，迫 洋平，髙嶋 美和

柳川療育センター

key words 日本脳炎後遺症・足底板・粗大筋力

【はじめに，目的】日本脳炎は，発病後，意識障がいやけいれんなど重篤な症状を呈し，後遺症を残す事が多いウイルス性疾患
である。発達期における運動機能向上を目的とした理学療法報告は多いが，青年期以降の報告は少ない。今回の目的は向老期症
例に対する 1 年 6 ヶ月の理学療法計画とその実施について報告することである。【方法】1 歳 8 ヶ月時に日本脳炎後遺症による四
肢麻痺と診断された 60 歳代男性である。1 年 6 ヶ月前の運動能力は手すりを使用した立位は可能だが，骨盤後傾し，右足関節は
外反，左足関節は内反変形を強めていた（片手支持での立位は 1 分 49 秒）。粗大筋力は，新徒手筋力検査法（第 8 版）小児の筋
力テストを参考に実施し「支持されながら身をかがめ低くコントロールする」項目を，トイレの手すりを把持し，膝下のズボン
を引き上げるという日常生活動作の中で観察・評価した。片手支持した立位では他側上肢を動かす際に体幹の動揺を強め重心
を低くコントロールすることが難しかった。理学療法評価から両足部の支持性を高める事ができれば，上記の粗大運動項目の必
要な筋活動パターンとして記載されている殿筋，大腿四頭筋，足底屈筋の離心性収縮を促す事ができ，ズボンの上げ下ろし動作
の獲得に繋がるのではないかと考えた。理学療法頻度は週 3 回，各 3 単位実施。最初の 2 ヶ月は骨盤の前後傾運動と両足底への
荷重を目的に，端座位姿勢から前下方へのリーチ練習を行った。しかし両足部の変形から支持面が狭く目的の運動に繋がらな
かった。その為，足関節変形に対して足底板を作成し，導入した。これによって前下方リーチ動作ができるようになり，8 ヶ月
時からは階段昇降練習の中で，段差にボールを置きしゃがみ込んでつかむ課題を追加し，身体重心を低くコントロールする動作
を促した。同時にトイレ動作時のズボンの上げ下ろし動作練習も行った。【結果】1 年 6 ヶ月後，片手支持での立位は，足底板を
使用し 7 分 14 秒へと延長し，トイレ動作時に自ら膝下のズボンを引き上げる動作が監視レベルで可能になった。【結論】目標と
する粗大運動の筋活動スペクトルとして，身体全体の重量が重力との関係で離心的コントロール下におかれなければならない
ことが報告されている。今回，足底板の導入が，前下方へのリーチ動作，階段昇降の中でしゃがみ込んでつかむ課題を可能とし，
ズボンを引き上げる動作の獲得に繋がったと考える。また加齢に伴う筋力低下について駒田らは「脚伸展，屈曲筋力ともに，男
性では 60 歳代より有意な低下を示す」と報告している。今回，下肢筋力の増強が ADL 能力の改善に繋がっていることから，向
老期症例に対する二次障がいの管理を目的とした理学療法計画には，粗大筋力テストを一つの指標とすることは重要であると
考えられる。今回の結果は幼児期に運動能力障がいを呈した老年期症例の二次障がい予防に対する理学療法計画立案の一助と
なりうる。
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在宅で褥瘡治療を望んだ脳性麻痺者に対する理学療法士の役割

福田 哲也

大阪発達総合療育センター訪問看護ステーションめぐみ

key words 二次障害・訪問リハビリテーション・多職種連携

【目的，はじめに】

頸椎症性頸髄症（以下，頸髄症）の悪化で褥瘡を併発，臥床生活を余儀なくされた脳性麻痺者の訪問リハビリテーションを実施
した。褥瘡が悪化しているにもかかわらず外出を強く望む本人の想いを尊重し，在宅生活を継続しながら治癒に至った経過を報
告する。

【方法】

症例は 40 歳代男性，アテトーゼ型脳性麻痺。幼少期から療育を受け，自己統制が継続した課題であった。ADL 全介助。2 年前
に C3/4 レベルの頸髄症を発症。文字盤での意思疎通は可能でヘルパーを利用してグループホームで生活していた。主な姿勢は
骨盤と体幹が後傾位の車椅子座位（以下，後傾座位）で，平日は生活介護事業所，週末は約 4 時間の外出を楽しんでいた。

X 年 3 月，頸髄症悪化により，仙骨部に真皮を越える褥瘡発症，週 3 回の訪問看護で処置を受けたが，除圧対策しないまま本人
の希望によりヘルパーと外出を続けた。4 か月後，褥瘡が悪化し入院が必要となったが，本人は在宅生活継続を望んだ。そこで，
本人合意の上，絶対安静下で週 6 回の訪問看護が開始された。3 日目で DESIGN�RⓇの合計点は 11 から 8 に減少し除圧効果を認
めたが，外出制限のストレスで自身の手を噛む自傷行為が生じた。早急に外出を再開せざるを得ず，車椅子座位の除圧対策を目
的としたリハが開始となった。まず，仙骨部の除圧ができ，下肢の伸筋スパズムが生じにくい前傾座位を検討した。携帯型接触
圧力測定器パーム Q で測定すると，後傾座位の仙骨部の最大接触圧力（以下，圧力）は 64.1mmHg，前傾座位は 26.9mmHg
で除圧の有効性を確認した。すると段階を経ずに前傾座位で 3 時間の外出が敢行された。褥瘡は悪化しなかったが，事態を収拾
すべく多職種会議が開催された。安静によるヘルパー利用増加で自己負担額が増し，早急に元の生活に戻す必要があることを確
認した。前傾座位での除圧は定着したので，文字盤や食事で必要とされた後傾座位を見直した。後傾座位は後頸部短縮につなが
り頸髄症を悪化させ，仙骨部の痛覚脱失，下肢の伸筋スパズムは臀部の擦れを助長するが痛覚脱失で除圧を忘れる悪循環になっ
ていた。発生要因とリスクを本人と確認，座面を工夫して後傾座位を保障しつつ外出頻度を増やした。看護師と褥瘡の状態を確
認，ヘルパーによる除圧方法の統一，グループホーム世話人に情報集約した。

【結果】

8 月，DESIGN�RⓇの合計点は 0，生活介護事業所と外出を再開，半年後も再発していない。

【結論】

本人が望む外出を叶えつつ褥瘡を治療するには，除圧対策と情報共有，そして，本人の自己身体の変化への気付きと理解が必要
であった。理学療法士は，客観的評価に基づいた具体的除圧対策を提案し，生活場面での折衝を図った。本人と多職種と協議し
て，対策を常に調整し，適宜再評価を行ったことで，姿勢と状態を可視化し，褥瘡の治癒に至った。
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自宅での長期臥床経験を持つ脳性麻痺者における座位姿勢への適応
座位姿勢がもたらす視覚情報の変化への適応を示した一症例

橋口 優1），堤崎 宏美2），中 徹1）

1）群馬パース大学，2）群馬整肢療護園

key words 長期臥床経験・座位姿勢・3次元空間への適応

【はじめに，目的】

近年，脳性麻痺者の高齢化と病態像の多様化が問題とされている。多様な病態像に対して，個別に評価・治療するためには生活
歴に伴う運動感覚経験の違いについて考慮する必要がある。しかし，これまでに脳性麻痺児・者において生活歴が及ぼす影響に
ついては報告がなされていない。本症例は，49 年に渡る自宅での長期臥床経験を持ち，座位保持装置を利用して新たに経験する
座位姿勢への適応過程で明確な変化を示したため，ここに報告する。

【方法】

症例は，50 歳の脳性麻痺男性であり，当施設入所前は，原因詳細は不明であるが自宅で 49 年にわたる長期間の臥床状態にあっ
た。評価は，臥位姿勢と座位保持装置を利用した座位姿勢（背座角 60 度）の 2 条件を設定し，2 週間の期間を設けて 2 度（導入
時・適応時）以下の項目を測定するとともに，動作全体を観察し身体の活動を評価した。呼吸循環状態について，SpO2，HR
および血圧を測定した。また，重症心身障害者の生活機能評価である Life Inventory to Functional Evaluation（以下 LIFE）を
利用し，Part2 A/C/E，Part3 A/B を抽出して運動機能及び目的に対する注意機能の変化を評価した。評価期間の介入について
は，週に 1 度の頻度で 40 分程度，2 次元空間から 3 次元空間への移行を狙いとして前方への視覚誘導を中心として理学療法介入
を行った。

【結果】

呼吸循環状態においては，著明な変化は認められず，安全に実施可能であった。座位姿勢での頭頚部の運動について，導入時で
は座位保持装置上にて常時頸部は伸展位を取り，左右への回旋運動は見られず，注視は上方のみに固定されていたが，適応時で
は頸部の伸展運動が減少するとともに左右への回旋運動が生じたことで，注視方向が前方及び左右方向へと増加していた。LIFE
については，「背臥位における頭部の運動（Part2 A�18）」及び「目的を持った聴覚経験とその応用 Part3 A�34」」においてスコ
アの改善が見られ，聴覚・視覚情報に対して選択的に注意を向け，追視に伴う頸部の自発運動が新たに認められた。

【結論】

長期臥床経験による運動感覚経験の減少は，発達過程における運動の自由度を減少させる可能性が示唆された一方で，高齢の重
症心身障害者であっても，短期間の介入により改善を示す部分がある可能性が示唆され，在宅における座位保持装置を利用した
座位姿勢保持の重要性が考えられた。
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トリガー機能付き機械的排痰補助装置は重症心身障がい児（者）への使用上の課題を解決したか
―病棟看護師へのアンケート調査から―

今野 有里1），斎藤 裕子1），青山 祐樹1），直井富美子1），須山 薫2），山口 直人3），高橋 長久3），
村山 恵子3,4）

1）心身障害児総合医療療育センターリハビリテーション室，2）心身障害児総合医療療育センター看護科，
3）心身障害児総合医療療育センター小児科，4）げんきこどもクリニック

key words 重症心身障がい児（者）・機械的排痰補助装置・アンケート調査

【はじめに，目的】

当センターでは，重症心身障がい児（者）（以下，重症者）の肺コンプライアンス維持，気道クリアランスを目的に機械的排痰補
助装置（以下，MI�E）を用いた呼吸リハビリテーション（以下，呼吸リハ）を積極的に実施してきた。MI�E の実施には，不規
則な呼吸など重症者特有の課題に対する工夫が必要であり，マスクフィッティング手技や姿勢の選択などを，主として呼吸リハ
チームの理学療法士が担ってきた。今回，重症者におけるトリガー機能付 MI�E の有用性を，日常のケアを実施している病棟看
護師の視点から評価することを目的にアンケート調査を行った。

【方法】

対象は，慢性呼吸障害に対して日常的に CoughAssistⓇ（以下，カフアシスト）を使用している重症者病棟入所中で気管切開を
していない重症者 7 名に MI�E を実施している病棟看護師 51 名。方法は，症例毎に機器使用のアンケート調査を二回実施した

（回収率 100％）。調査時期はカフアシスト使用時と，トリガー機能があるカフアシスト E70（以下，E70）に変更し 1 ヶ月使用
後に実施した。質問内容は①機器の使用に関する 3 項目（実施に要する時間・効果の印象・安全性）で間隔尺度の選択回答，②
実施時の課題については選択肢（機器の設定・姿勢・マスクフィット・下顎保持・呼吸に合わせる・機器の操作・トリガー機
能が作動しない・特にない）の複数選択，③カフアシストと E70 のどちらが使用しやすいか，とした。質問①～③において症例
毎にカフアシストと E70 の機種の比較を，①では t 検定（有意水準は 5％）を用い，②③では選択した人数の割合を算出し検討
した。

【結果】

①機器の使用に関しては，実施に要する時間で 3 症例，効果の印象で 1 症例，機種間に有意差を認めたが，安全性では差はなかっ
た。②実施時の課題では，全症例で，「呼吸に合わせる」の割合が E70 で減少し，「特にない」の割合は E70 で増加した。また，

「マスクフィット」「下顎保持」「姿勢」の割合が多く，3 症例で E70 の「トリガー機能が作動しない」という回答があった。③使
用しやすさは，E70 が 86% だった。

【結論】

E70 のトリガー機能の使用によって，不規則な呼吸に同調させる配慮が不要となり，重症者への実施が容易になった。下顎保持
などが必要な症例でも，トリガー機能により実施時間・効果の印象の項目が改善された。一方で，E70 を導入することで実施は
容易になるが，マスクフィット手技の難しさによるリークや上気道閉塞による吸気流速の低下によって吸気の検出が困難なた
めトリガー機能が作動しない場合があり，症例の身体状況や筋緊張を把握したマスクフィッティング手技，下顎挙上，ポジショ
ニングの工夫を，引き続き理学療法士が介入・提案することが重要であると示唆された。
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P-SN-07-1

幼児におけるしゃがみ込み動作の規定要因

重島 晃史，山﨑 裕司，片山 訓博

高知リハビリテーション学院理学療法学科

key words 幼児・しゃがみ込み動作・足関節背屈可動域

【はじめに，目的】

しゃがみ込み動作は，和式トイレや畳での床上動作場面などにおいて必要となる。しゃがみ込み動作の調査は近年，学校の運動
器検診において運動器機能不全の兆候を発見するために用いられるが，より年少の幼児を対象とした報告はみられない。幼児期
におけるしゃがみ込み動作の難易度や規定要因が明らかとなれば，動作に困難性を示す幼児に対して適切な対処方法をとるこ
とが可能となる。本研究では，幼児のしゃがみ込み動作の可否と足関節背屈可動域を調査し，成人のデータと比較検討したので
報告する。

【方法】

対象は幼稚園に所属する幼児 166 名（3 歳児 25 名，4 歳児 53 名，5 歳児 63 名，6 歳児 25 名）および健常成人 77 名（19±1 歳）
であった。

しゃがみ込み動作は，まず両上肢を前方に挙上し，両足部を肩幅に開いた立位姿勢をとらせた。次いで足部をその場から動かさ
ず，完全にしゃがみ込むよう指示した。踵が浮かない状態で大腿後面と下腿後面が接触してしゃがみ込めた場合，動作可能と判
断した。最大 2 回実施し，1 回でも成功すれば動作可能とした。足関節背屈可動域（以下，背屈）の測定では，東大式角度計を
用いた。測定は膝 90 度屈曲位で左右実施し，1 度単位で角度を読んだ。左右の平均角度を採用した。

3 歳，4 歳，5 歳，6 歳，成人の 5 群に分類し，各年齢でしゃがみ込み動作の可能群・不可能群の数および割合，背屈角度を算出
した。統計学的解析では，クラスカル・ワーリス検定，マン・ホイットニ検定，効果量 r を用いて検討した。

【結果】

しゃがみ込み動作可能群の割合は 3 歳，4 歳，5 歳，6 歳，成人の順に，72.0％，90.6％，95.2％，100％，63.6％ であり，6 歳児
はしゃがみ込みができる幼児が有意に多かった（p＜0.01）。背屈角度は同様の順で 43.7±11.8 度，41.7±13.1 度，34.5±11.1 度，
34.7±8.9 度，15.7±5.5 度であり，年齢が上がるほど可動域は小さくなった（p＜0.01）。

可能群/不可能群の背屈角度は，3 歳 45.6±11.4 度/38.7±12.1 度，4 歳 42.6±13.0 度/32.3±10.5 度，5 歳 35.0±0.8 度/25.2±15.5
度，6 歳 34.7±8.9 度/不可能群なし，成人 18.4±4.4 度/10.9±4.1 度であり（5 歳は 3 名であったため統計学的解析未実施），有意
差を認めたのは成人のみであった（p＜0.01，効果量 r＝0.67）。

【結論】

3～4 歳の幼児においてしゃがみ込み動作困難児が多いという報告はない。幼児の背屈角度は加齢によって減少したが，しゃがみ
込み動作は年齢が高いほど可能者が多かった。一方，成人ではしゃがみ込み動作の可否には背屈可動域が強く影響していた。以
上のことは，幼児期のしゃがみ込み動作の可否は，足関節柔軟性以外の要因によって規定されていることを示唆している。しゃ
がみ込み動作の獲得には，姿勢の変化に対応するための平衡機能や動作学習の要素が関わっていると推察される。しゃがみ込み
動作が困難な幼児には，動作学習を意識した介入の必要性がある。
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P-SN-07-2

幼児における姿勢制御および基本的協調性と年齢の関係

山本さくら1），新田 收1），松田 雅弘2）

1）首都大学東京理学療法学科，2）植草学園理学療法学科

key words 小児・姿勢制御・協調性

【目的】

1980 年代以降，学齢期になり学習についていけない，落ち着いて席に座っていられない，といった児童が目立つなどの話題がマ
スコミに取り上げるようになった。こうしたことから保護者の間にも「発達障害」に対する認識が広まっていった。発達障害児
は一般にコミュニケーションあるいは社会性の障害としてとらえられる。しかし運動の稚拙さは，多くの研究者により指摘され
るところである。具合的には，不適切な姿勢，体幹の不安定さ，バランス機能や協調性の低さなどがある。発達性協調運動障害
といった概念も存在する。しかし，幼児の姿勢制御と基本的協調運動に詳細な発達過程が十分に研究されていない。そこで本研
究では，姿勢制御および基本的協調運動評価結果と，年齢との関係を，定型発達児を対象として検証することを目的とした。

【対象】

千葉県内幼稚園に通う定型発達児，平均年齢 4.5 歳（3～6 歳）の幼児 65 名（男児：33 名，女児：32 名）を分析対象とした。

【方法】

静的・動的姿勢制御 7 項目（52 点），体幹安定性 4 項目（15 点），基本的協調性 4 項目（8 点）について評価を行った。なお評価
方法は，成人のための，姿勢制御，体幹安定性，基本的協調性評価法について，先行研究における方法に準じて行った。検査は
対面式で実施し，口頭指示および，検査者の姿勢を対象児に模倣させることで評価し採点した。具体的評価項目を以下に示す。
静的姿勢制御：閉眼立位・開眼立位保持，片脚立位保持。動的姿勢制御：ケンケン，直線歩行，スクワット，座位側方傾斜，体
幹安定性：バードドック・体幹屈曲・体幹伸展・サイドブリッジ。基本的協調性：開口指伸展，前腕回内外，指鼻試験，指指試
験。

統計解析は，年齢と評価結果の関係を Pearson の相関分析により行った。有意水準 5％ とした。統計解析は IBMSPSSver22
を用いた。

【結果】

静的姿勢制御項目で r=0.630，動的姿勢制御項目で r=0.723，体幹筋安定性項目で r=0.712 となり，全項目で年齢と正の相関を示
し，増齢とともに動作の完成度が高くなった（p＜0.05）。また動的姿勢制御では静的姿勢制御より高い相関を示した。基本的協
調性項目では，r=0.499（p＜0.05）となり，年齢との相関は正の相関を示しているが関連性は低かった。

【考察】

分析の結果，静的姿勢制御，動的姿勢制御，体幹の安定性，基本的協調性いずれも，年齢との間に有意な相関が示された。ただ
し，静的姿勢制御および基本的協調性は弱い相関にとどまっていた。このことから対象とした年齢層 3～6 歳においては，強い
相関を示した動的姿勢制御および体幹の安定性が大きく変化する年齢であると考えられる。一方，平均獲得点数が高かった静的
姿勢制御，基本的協調性は，3 歳においてほぼ完成していることを示すものと考えられる。
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P-SN-07-3

保育所における足靴計測調査活動から得られたデータの比較
～足・靴サイズ，フットプリントデータ，アンケート結果より～

今井 大樹，三上英里子

医療法人ひまわり会札樽病院

key words 足サイズ・靴サイズ・浮き趾

【はじめに】

子供達の足は身長体重と共に成長に伴い変化し，特に幼児期はその変化は著しい。幼い頃の靴選びは，変化に合わせて購入する
べきであるが，実際には成長を見越して大きめのサイズを購入するほか，季節に合わせて購入することも少なくない。この現状
を踏まえ，私達は保育所に通う子供達の足計測会を行い，また保護者に対し靴の選び方や履き方の指導，足と靴の知識について
の講演・相談会を継続的に年数回実施している。
本研究の目的は，子供達の足・靴について調査した初回と 2 回目の結果の比較，及び保護者に行ったアンケート結果を併せて報
告し，子供達の足元環境と保護者の考え，足靴教育活動の意義について考察する。

【方法】

・対象：保育所に通う園児のうち初回と 2 回目の調査を実施できた 18 名（3.5±2 歳）及び講演・相談会に参加した保護者 15
名（アンケート結果について）
・足サイズ計測：荷重位・非荷重位でのサイズ計測（以下実測足サイズ：足長のみ）
・フットプリント：フットプリンター（バウワーファインド社製）を使用し，立位で採取。浮き趾の有無・部位を確認。
※足サイズ計測とフットプリント採取は NPO オーソティックスソサエティーが推奨した手順に則り，一定の技術を習得した者
が行った。
・靴評価：現在履いている靴の表記サイズ（以下表記靴サイズ）と中敷を外して実際に計測したサイズ（以下実測靴サイズ）の
調査。

【結果】

・実測足サイズと実測靴サイズ差平均値の比較
差の平均値は初回 8.89mm に対し，2 回目 9.97mm であり，初回はやや小さい傾向であったが，2 回目はやや増加。
・実測足サイズと実測靴サイズの最大，最小値
最大値は初回 33mm，2 回目 38mm。最小値は初回－12mm，2 回目－7mm。
・実測足サイズと実測靴サイズ差からみた履いている靴の傾向
実測足サイズよりも 9mm 以下の小さめの靴を履いている子供は 60％ 程度。16mm 以上の大きめの靴を履いている子供は 10～
20％ であった。
・浮き趾有無の変化（初回から 2 回目での比較：16 名中）
変化なし：5 名，増加：3 名，減少：8 名
・浮き趾部位の変化
増加：3～4 趾，減少：2～5 趾
・アンケート：季節に合わせた購入が多い。講演前は値段や脱ぎ履きのしやすさなどの回答が多い。講演後はサイズや靴の機能
性と答える方が多かった。

【結論】

・大きい靴の子供よりも小さい靴の子供が多い傾向であり，成長に合わせた靴選びが不十分な可能性。成長に合わせたタイミン
グで靴の購入ができるよう，定期的な計測機会を設ける必要性が考えられる。
・浮き趾は減少している傾向が多く，足靴の知識を得たことで，足趾が使いやすい靴を選ぶきっかけの一つとなった可能性があ
る。
・アンケートより足靴計測調査活動は，靴の購入に対する意識変化に影響があると思われる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）【ポスター（小児）P07】

P-SN-07-4

Shuffling baby の発達的特徴

久保加世子，中村 久江，風祭 総子，北川 由佳，嶋田 泉司

岩手県立療育センター

key words shuffling・寝返り・発達障害

【はじめに，目的】

Shuffling baby とは座位までの運動発達は正常で，歩行獲得が遅いが予後の良い非定型な運動発達の児の総称である。しかし，
後に自閉症スペクトラム障害（以下 ASD）の特性が認められる頻度が高いとの報告がある。本調査の目的は，これまでに理学
療法（以下 PT）を実施し歩行を獲得した shuffling baby についてその運動発達経過や歩行獲得後の小児科による追跡状況につ
いて調査することである。

【方法】

2010 年 4 月～2016 年 3 月に岩手県立療育センターで PT を受けた症例のうち，初診時または PT 実施中に shuffling を認め，そ
の後，歩行を獲得して PT を終了した 25 例（男児 6 例，女児 19 例）を対象とした（在胎週数 37 週未満，出生体重 2,500g 未満
および脳性まひなど基礎疾患のある症例は除外した）。そして，PT 開始時月齢，歩行獲得月齢，座位までの運動発達の経過，PT
実施中にみられた行動上の特徴および歩行後の小児科による追跡状況について診療録より後方視的に調査した。

【結果】

PT 開始月齢は 12～22 か月（中央値 16 か月），歩行獲得月齢は 15～27 か月（中央値 20 か月）であった。座位までの運動発達の
経過は，寝返り獲得月齢が 4～24 か月（中央値 7 か月），座位保持獲得月齢が 6～12 か月（中央値 8 か月）で，座位姿勢獲得後
に寝返りを獲得した症例が 11 例（44％）あった。また，PT 実施中に 14 例（56％）の症例に強い人見知りなどの行動上の特徴
がみられ，うち 6 例が座位獲得後に寝返りを獲得した。

歩行獲得後も精神発達面にアンバランスがあるため小児科によって追跡がされた症例は 7 例（28％）あった。最終的に 2 例は
ASD，2 例は発達障害の疑い，1 例は精神発達遅滞，そして，2 例は正常範囲内と診断された。この 7 例のうち座位獲得後に寝
返りを獲得した症例と行動上の特徴を示した症例は各 5 例あった。また，両方の特徴を示したものは 7 例中 4 例あり，小児科の
追跡がなかった 18 例と比較して多い傾向があった（Fisher の正確確率検定で有意差あり。危険率 5％）。この 4 例のうち 2 例は
ASD であった。

【結論】

Shuffling baby は座位までの運動発達は正常といわれている。我々の症例でも座位保持は全例 12 か月までに獲得されており正
常範囲内と思われた。しかし，座位保持獲得後に寝返りが獲得されるといった不規則な発達を示した症例が存在した。坪倉は広
汎性発達障害の運動の問題として運動の獲得順序が前後する不規則な運動発達や特徴的な運動の一つとして shuffling をあげて
いる。また，三浦らは 32 例の shuffling baby のうち 11 例が ASD と診断されたと報告している。小児科で追跡された我々の症
例にも不規則な運動発達と行動上の特徴を示し ASD と診断された症例があり，同様な傾向がみられた。

以上のことから，shuffling baby は比較的予後良好と思われているが，その運動発達の獲得経過や行動上の特徴から，症例によっ
ては発達障害の可能性も考慮し PT を含む早期からの療育の検討が必要と思われた。
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P-SN-08-1

頭蓋骨縫合早期癒合症（craniosynostosis）を呈する子どもの問題行動の調査

横井 綾，此上 剛健，浅野 大喜

日本バプテスト病院リハビリテーション科

key words 頭蓋骨縫合早期癒合症・子どもの強さと困難さアンケート・子どもの行動チェックリスト

【目的】

アペール症候群などの頭蓋骨縫合早期癒合症は，出生時より頭蓋骨縫合が癒合しており眼球突出や顔面の変形を伴う疾患であ
る。欧米では頭蓋顔面変形をもつ患者の QOL が低いこと（Topolski, et al., 2005）や，アペール症候群の子どもでは社会的問題
や注意の問題，引きこもり行動を示す割合が高いことが報告されている（Sarimski, 2001）。本研究では，本邦における頭蓋骨縫
合早期癒合症の子どもの問題行動について調査した。

【方法】

対象は頭蓋骨縫合早期癒合症を呈する子ども 18 名（疾患内訳：アペール症候群 16 名，クルーゾン症候群 1 名，ファイファー症
候群 1 名，年齢幅 4�17 歳，平均年齢 9.1±3.8 歳，男 10 名，女 8 名）と定型発達児 18 名（年齢幅 4�15 歳，平均年齢 8.2±2.9
歳，男 10 名，女 8 名）であった。方法は，対象児の両親に子どもの問題行動を調査するための質問紙である子どもの強さと困
難さアンケート（Strengths Difficulties Questionnaire：SDQ），子どもの行動チェックリスト（Child Behavior Checklist：CBCL/
4�18）を用いて，対象児の最近 3 ヵ月の行動について評価してもらった。SDQ では行為，多動・不注意，情緒，仲間関係，向社
会性の各下位尺度と上位尺度である内在化行動，外在化行動，総合点，CBCL ではひきこもり，身体的訴え，不安・抑うつ，社
会性の問題，思考の問題，注意の問題，非行的行動，攻撃的行動の各下位尺度と上位尺度である内向尺度，外向尺度，総合点に
ついて T 得点を算出し，各々の得点，境界域と臨床域に分類された子どもの割合について 2 群間で比較した。統計解析は，Mann�
Whitney U 検定，Fisher の正確確率検定を用いた。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

定型発達児と比較して頭蓋骨縫合早期癒合症児は，SDQ の仲間関係（p＜0.01），内在化行動，総合点（いずれも p＜0.05），CBCL
のひきこもり（p＜0.05），身体的訴え（p＜0.05），社会性の問題（p＜0.01），注意の問題（p＜0.01），内向尺度（p＜0.05），総合
点（p＜0.01）において有意に得点が高かった。境界域または臨床域となった子どもの割合は，SDQ の仲間関係（p＜0.01），CBCL
のひきこもり，社会性の問題，注意の問題の各下位尺度（いずれも p＜0.05）と，上位尺度である内向尺度（p＜0.05），総合点

（p＜0.01）で頭蓋骨縫合早期癒合症児のほうが定型発達児よりも有意に高かった。

【結論】

頭蓋骨縫合早期癒合症の子どもは，多動や不注意行動，他者との社会的関係性における問題行動が定型発達児よりも多いこと，
またひきこもりなど内向的な傾向が明らかとなった。これはアペール症候群の子どもの問題行動について調べた Sarimski ら

（2001）の先行研究と類似した結果であった。多動・不注意行動については頭蓋内圧亢進など脳への影響から一次的に起こって
いる可能性が考えられ，社会性の問題は疾患特有の顔貌など外見上の違いから二次的に起こっている可能性が考えられた。
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小脳腫瘍摘出後に運動失調を呈し独歩困難となった一症例
6ヶ月間の運動療法効果の検討

西牧 祐輔

医療法人社団錦昌会千葉こどもとおとなの整形外科

key words 小脳腫瘍・失調症状・体幹機能

【はじめに，目的】

小脳腫瘍後の失調症状に対する運動療法について，過去の報告は入院期間中の運動療法効果に関する報告は散見されるが，退院
後に通所や外来において実施された運動療法の効果を報告したものは渉猟しうる限りでは見当たらない。また，その運動療法の
継続効果に関して報告も少なく，どの運動療法をどの期間・どの程度行うと効果的かは不明な点が多い。

今回小脳腫瘍の摘出後の失調症状に対し，下部体幹・骨盤帯の運動機能改善を目的とした運動療法を外来にて実施し 6 か月間
経過を追う機会を得た。その経過及び治療効果について若干の考察を加えて以下に報告する。

【方法】

症例は 13 歳の男子中学生で，8 年前に小脳腫瘍摘出術を実施し，5 年前と 1 年前にも再発を繰り返し，その都度再手術を実施し
た。いずれも手術後の運動療法は，歩行練習・エルゴメーター・四つ這い移動などの移動能力に着目した運動療法を実施し，退
院後のリハビリは実施していなかった。

6 ヶ月前より当院にてリハビリ開始となったが，理学所見は躯幹失調試験ステージ II で立位・座位でも動揺が左右にみられ，鼻
指鼻試験や踵膝試験では企図振戦・運動失調を認めた。外乱負荷応答は遅延し，失調症状は左側に優位にみられた。

膝歩きや歩行などの移動能力に関して上肢介助が必要であり，自立レベルには達していなかったため，運動療法は①膝立ち位の
保持練習②ブリッジ運動③鏡を利用した静的立位保持練習④膝立位でのボール投げなど下部体幹・骨盤帯の機能改善を目的と
したものを中心に実施し，移動能力の改善を図った。

【結果】

躯幹失調試験ではステージ II と変化はみられなかったが，主観的な体幹支持能力が向上し，膝歩きおよび歩行時に動揺の軽減が
確認された。また，連続歩行時間は初期で 10 分程度であったものが徐々に改善が見られ，6 ヶ月経過時点で外出時 1～2 時間程
度歩行可能となり，移動能力に改善がみられた。

【結論】

今回の経過より，退院後の外来での運動療法は，6 ヶ月間の継続でその効果を発揮できるということが可能性として考えられた。
河上らは一般的に腹斜筋や腹直筋などの体幹筋は上肢や下肢の運動とほぼ同時に収縮を始めるが，腹横筋は動作よりも 30～100
ms 前に収縮を始め上下肢の運動直前から収縮を開始すると述べている。下部体幹・骨盤帯を中心とした運動療法により体幹深
部筋の活性化に，また体幹の支持性が向上することにより四肢の動作に対する体幹の安定化につながり，移動能力の改善に関与
したと考えられた。

今後の展望としては，1 年後，2 年後などさらに経過を追い今回の運動療法が移動能力に関与するか観察していく必要があると
考える
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通所介護を利用しているSIDAs を有するコフィンローリー症候群にリハビリ
テーションが有効であった症例

河野 紗希1），宮本 靖義2），檀 恋緒菜2），成瀬 玲子2），松山美乃里2），加藤菜々絵2），大蔵 華子2），
加藤 唯乃2），坂本 汐里3），友清 桃子4），村澤 美帆5），戸田 香2）

1）名南ふれあい病院，2）中部大学生命健康科学部，3）聖稜リハビリテーション病院，
4）名古屋市立緑市民病院，5）一宮西病院

key words コフィンローリー症候群・刺激誘発転倒発作・通所施設

【はじめに，目的】コフィン・ローリー症候群（以下 CLS）は X 連鎖遺伝性疾患であり，中等度から重度の知的障害を認める。
特徴的な顔貌，小頭症，先細りの指などの特徴を有する。不意の触覚刺激，音刺激，興奮刺激で誘発される意識消失を伴わない

「刺激誘発転倒発作」（以下 SIDAs）が約 20％ に認められる。その他にも，心疾患・脊柱後側彎症などが合併症として認められる。
知的障害を主症状とするため，理学療法に関する報告は非常に少ない。SIDAs が頻発するケースでは ADL に大きく影響を与
え，保護帽を着用して車いすを利用することが多い。SIDAs に対しては，移動動作等において危険を伴いやすいため，周囲の環
境にも配慮する必要がある。今回，筆者等は SIDAs を有した CLS に対するリハビリテーションを経験し，歩行効率の改善がみ
られたため，経過も含めて報告する。【症例】24 歳男性。身長 149.7cm，体重 43.3kg。両親と弟，妹との 5 人暮らしである。弟，
妹は CLS を発症していない。キーパーソンは母親である。【経過】1 歳 6 か月の時に K 病院を受診。遺伝子検査の結果，CLS
と診断された。小学校を卒業するまでは独歩で移動していた。中学校 2 年次に心臓手術を施行（詳細不明）。以降，SIDAs が出
現するようになり，ADL に介助が必要となった。高校卒業後は作業所を利用していたが，作業所では座ったままのことが多く，
介助歩行の機会も激減した。結果，下肢筋力が著しく低下し，四つ這い，もしくは車椅子の移動となった。現在は，作業所から
知的障害者中心の通所施設に移り，以前よりも歩行機会は増加した。しかし，歩行練習以外は座って過ごしていることが多く，
活動性は低い（FIM48 点）。精神面においては重度の知的障害を伴っているが，言語による簡単な指示は理解できている。平成
28 年 4 月に活動性低下の予防のため，介助方法や歩行練習等の指導を開始した。PT 介入以前は施設周辺を手引きによる歩行練
習を実施していたが，SIDAs の影響により本人，介助者ともに歩行後は疲労困憊となっていた。そこで，サークル歩行器（アル
コー 1S 型：以下歩行器）を導入し，10 分間程度の歩行練習を 2 か月間継続した。その後，1 分間歩行テストを実施した結果，
手引きでの歩数は 98.2±9.0 歩，歩行距離は 16.7±1.5m であった。歩行器での歩数は 134.0±7.6 歩，歩行距離は 40.2±2.3m であっ
た。t 検定の結果，歩数・歩行距離共に手引きと歩行器との間には有意な差が認められた。現在は監視下ではあるが，買い物等
で実用的に歩行器を利用し，移動できている。【結論】SIDAs を有した CLS の歩行練習に歩行器を導入した。歩行器のアームレ
ストに体重を荷重できることで，SIDAs に対する不安が解消され，歩数が増加し，連続歩行距離が延長したと考える。結果，本
人と介助者の疲労は軽減し，行動範囲の拡大に繋がった。今回，歩行器の導入と簡易的な方法ではあったが SIDAs の抑制には
有効であることが示唆された。
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小児緩和ケアにおける理学療法の役割
家族のBereavement Care に有用と思われた 3症例

深田 亮1,2），田口奈津子2），今井正太郎1），天田 裕子1），浅野 由美1），村田 淳1）

1）千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科，2）千葉大学医学部附属病院緩和ケア支援チーム

key words 小児緩和ケア・終末期・Bereavement care

【はじめに，目的】小児がんは成人に比し絶対数が少ないが，1～19 歳のいずれの年齢層でも死因の第 1～3 位を占めており，早
期からのがん治療と緩和ケアの連携は重要である。親と医療従事者間の予後や目標に対する一致性は低く，小児緩和ケア特有の
対応が必要とされることは，理学療法も同様である。しかし，身体的に回復困難な緩和ケア期における理学療法の有効性を判
断・評価することは容易ではない。終末期患児の理学療法のあり方を検証するにあたり，今回，我々は小児進行がん患者に対し，
家族から理学療法の有用性について聴取できた 3 症例を経験したので報告する。

【方法】症例 1 は原発不明癌の 17 歳男性。両親と妹の 4 人暮らし。介入当初より右膝関節と陰部に疼痛があり（NRS10），腹部
膨満と陰部，両下肢の著明な浮腫を認め，常に下肢外旋位を強要されていた。起居動作は全介助を要し，Performance Status

（PS）4 であった。本人の希望（HOPE）は聴取できなかったが，理学療法には積極的であった。ベッド上での下肢の筋力トレー
ニングと家族で行えるリラクゼーション，ポジショニング指導を中心に実施した。症例 2 は急性リンパ性白血病再々発の 18
歳男性。既往歴に二分脊椎があり，車椅子生活であった。母親と 2 人暮らし。再々発後，起居動作は全介助を要し，PS4 となっ
た。HOPE は友達に会いに行きたいであった。外出・外泊を実現するために母親への介助指導と環境調整を中心に実施した。症
例 3 は神経芽腫の 10 歳女性。母親と祖父母，兄の 5 人暮らし。介入当初より右足底と腹部に疼痛（NRS8）があり，介入 6 週目
から右下垂足を認めた。起居動作は自立していたが，歩行は困難であり，PS3 であった。HOPE は歩いて遊びたいであった。歩
行獲得のために寒冷療法と装具療法を中心に実施した。

【結果】症例 1 は死亡する 6 時間前まで家族と一緒に理学療法を実施した。家族から後日「最期まで本人らしく過ごせるように
関わって頂いた」と聴取できた。症例 2 は患児と母親が希望した外出・外泊を 3 度達成できた。また，意識レベルが低下した後
も母親と一緒にリラクゼーションやポジショニングを実施した。母親から死亡する前日に「リハビリが彼の心の支えになった」
と聴取できた。症例 3 は一時的に独歩獲得に至り，在宅で兄や犬と遊ぶことが可能となった。最終的に自宅で死亡された。後日，
母親と祖母が来院し「自宅で兄や犬と走ったりする姿が見れて嬉しかった」と聴取できた。今回の 3 症例において，家族からポ
ジティブな発言が得られた要因として，患児だけでなく家族への介入を促す理学療法を行えたことが挙げられる。最期の時まで
目標を持って「生きた」という思い出を残すことが，家族の Bereavement care に役立つ可能性があると考えられた。

【結論】小児緩和ケアにおける理学療法の評価方法として患児への効果のみならず，家族へのケアとして捉えていく必要がある
と考えられた。
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頭部コントロール能力向上に向けて介入した全前脳胞症の 1例

藁谷 千寛

竹田綜合病院

key words 頭頚部・運動障害・腹臥位

【はじめに，目的】

全前脳胞症（以下，HPE）は，発生初期に前脳の分離不全を生じ，多くは重度知能・運動障害を来し，様々な合併症を伴う。生
命予後が不良で稀な疾患であり，理学療法の介入に関する報告は少ない。今回，重度の運動障害を呈した HPE 児を担当した。
発達の出発点である頭部コントロール能力の向上を目標に介入した結果，13 ヶ月後座位時の頭部コントロール能力の向上がみ
られたので報告する。

【方法】

7 歳女児。胎児期に HPE と診断。在胎 37 週 1 日，2490g，アプガースコア 6/7 で出生。生後 10 ヶ月時より理学療法開始。現在，
ADL 全介助，児童デイサービス（以下，児童 DS）利用。母の HOPE は，「（四肢が）硬くならないようにしてほしい」。粗大運
動能力 V。未定頸，右向き優位，精査困難だが視覚障害（+）。探索反射・非対称性緊張性頚反射・対称性緊張性頚反射等の原始
反射が残存。筋緊張は混在し，特に上肢は低緊張。胸椎・胸郭に軽度右凸変形（+）。背臥位では，正中位指向（�），随意的に頭
部挙上可。寝返り（�）。腹臥位（介助 on elbows）は重心が軽度右変位し，右向き優位の為，口が右肩に触れ易く，探索反射が
生じ，頭部右回旋が増強。遊びは感覚遊び中心で特に無機質な音を好む。食事は座位保持装置座位で頭部を支える介助が必要。
座位保持装置座位で頭部コントロール能力の向上を目標とし，週 1 回の頻度で介入した。介入内容は，原始反射の統合を促す為
に腹臥位や座位で頭部伸展・回旋運動を取り入れた。この頭部の運動を促す際には，児が反応を示す音刺激を利用し，音刺激の
位置を児の正中位～左へ段階的に変化させた。また，この頭部の運動を促す機会を増やす為に児童 DS や学校へ依頼し，連携し
た。

【結果】

介入 4 ヶ月後に on elbows で頭部を右回旋位～正中位に向ける場面が増加。介入 5 ヶ月後に右側臥位まで寝返り可。介入 6・
7 ヵ月後，腹臥位や座位で 10 秒程頭部正中位保持可。介入 8 ヶ月後，座位保持装置座位や腹臥位で頭部左回旋や左回旋位保持可。
介入 10 ヶ月後，胡座で頭部左回旋や左回旋位保持が可。介入 13 ヶ月後，自宅で食事の際に頭部の介助が不要となった。

【結論】

腹臥位や座位での頭部伸展・回旋運動を繰り返したことにより，原始反射の統合が促進され，肩甲帯周囲筋の筋緊張が分散され
たと考えられる。また，筋緊張が分散された状態で肩甲帯を前方突出させる on elbows 姿勢を継続的に取り入れたことにより，
肩甲骨周囲筋の筋活動が発揮しやすくなり，頭部コントロール能力が向上したと考える。HPE による重度の運動障害を呈する児
においても頭部コントロール能力の向上が期待できると示唆される。
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当センターにおけるイリザロフ創外固定器を用いた下腿延長術後の理学療法

木下 友美，中川 恵美，林 真理，清岡 哲也，西村 美希，中村由紀江，平島 淑子

滋賀県立小児保健医療センターリハビリテーション科

key words イリザロフ創外固定器・下腿延長・術後理学療法

【はじめに】当センターでは，四肢短縮型小人症の低身長に対してイリザロフ創外固定器（以下，イリザロフ）を用いた四肢の
骨延長を行っている。なかでも下腿は最初に延長を行う部位であり，症例数も多い。下腿延長術後の理学療法（以下 PT）は膝
関節の屈曲拘縮と尖足の予防・改善を中心に，立位・歩行練習を行っているが，プロトコールは確立されておらず担当セラピス
トの采配に左右されている。今回，下腿延長術後の PT の状況を調査し，その特徴と注意点について検討した。

【対象と方法】2010 年 8 月から 2015 年 9 月において当センターでイリザロフによる下腿延長術を受けた軟骨異栄養症 11 例（男
6 名，女子 5 名，平均年齢 10 歳 8 ヶ月）を対象に骨延長量，延長日数，抜釘までの期間，術後の PT 開始時期，腹臥位，立位，
歩行練習の開始時期を後方的に調査した。

【結果】骨延長量の平均は 9.17（7.0～11.2）cm であった。延長日数平均は 112（84～143）日，抜釘までの期間は平均 265.63（194～
343）日であった。術後 PT の開始は平均 5.3 日（1～8 日）であり，初日よりベットから車椅子への移乗が可能となっていた。腹
臥位への姿勢変換練習は PT 開始日より 1.8 日（1～3 日），立位練習は 3.3 日（1～6 日），歩行練習は 7.5 日（2～17 日）で始めて
いた。腹臥位，立位練習は全例において抜釘まで継続していた。歩行練習は延長期間中も行い，全例抜釘直前には病棟内を独歩
可能となっていた。

【考察】骨延長術では骨組織よりも軟部組織への対応が難しく，延長を行いながら軟部組織の伸長を行い，関節機能を維持させ
ることが術後の PT の目標となってくる。股・膝関節の屈曲拘縮を予防するためには，腸腰筋やハムストリングスを伸張するた
めに早期からの腹臥位の導入，足関節の尖足予防には立位台を用いた立位練習による下腿三頭筋の伸張が効果的である。しか
し，荷重に影響される立位練習は，固定器による侵害刺激や感染による疼痛の影響を受けやすいため，患者の術後の状態により
開始時期のバラつきが生じたと考えた。軟骨異形成症の特徴として，もともと長管骨が短縮し筋肉が相対的に弛緩した状態であ
るため四肢体幹を屈曲位に保持する傾向がある。術後の疼痛の逃避姿勢でより屈曲位となってしまうため，股関節や膝関節の屈
曲拘縮を引き起こしやすい。また，イリザロフは大きくかさばるため日常生活動作や移動動作に支障をきたしやすい。患者はイ
リザロフを長期間装着して生活するため，早期の移乗動作獲得は筋力低下や関節拘縮予防に重要である。

【まとめ】下腿延長術後 PT には関節機能を維持するための軟部組織の伸張，廃用性筋力低下を防ぐための早期からの移乗動作
の獲得が重要である。
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ボツリヌス毒素療法で機能改善が明らかになった後，整形外科手術を施行し，屋
内での独歩を獲得した脳性麻痺児の一症例

阿部 広和，吉岡 明美

埼玉県立小児医療センター保健発達部理学療法

key words 脳性麻痺・整形外科手術・ボツリヌス毒素療法

【はじめに，目的】

脳性麻痺児に対する治療は選択的脊髄後根切断術（SDR），ボツリヌス毒素療法（BoNT�A），整形外科手術と多岐にわたる。こ
れらの治療を実施するに際し，理学療法士が評価を行い，主治医・患者・家族とともに治療方針を決定していくことが求められ
ている。本研究では，BoNT�A と理学療法の併用で機能改善を認め，その後下肢に対する整形外科手術を施行し，屋内で独歩可
能となった脳性麻痺児の症例を経験したので報告する。

【方法】

症例は脳性麻痺痙直型両側性麻痺を持つ男児，GMFCS レベル III，支援学級に通学。3 歳 11 ヶ月時に SDR を施行（切断率：右
57%，左 56%）。就学前 6 歳 2 ヶ月の時点で Functional Mobility Scale（FMS）は 5m�3，50m�1，500m�1 であり，最長 2m の独
歩が可能であった。セラピストと母親の目標は独歩獲得であった。SDR 施行後も下腿三頭筋やハムストリングスの筋緊張亢進は
軽減したが，立位・杖歩行時に内反尖足とクラウチング肢位をとっていた。そのため，5 歳 9 ヶ月より BoNT�A を下腿三頭筋・
後脛骨筋・ハムストリングスを中心に行った。

【結果】

施注後の立位では内反尖足・クラウチング肢位ともに改善された。しかし，GMFM�66 は 51.8�53.9 と変化を認めなかった。粗
大運動機能が変化しない原因は，立位保持や独歩するための筋力やバランスの不十分と考え，BoNT�A を施注しながら週 1 回の
理学療法を行い，ホームエクササイズも実施した。7 歳 4 ヶ月時の BoNT�A（5 回目）で立位保持が 20 秒，独歩が 15m 可能と
なり，GMFM�66 が 56.6 と改善した。しかし，施注 3 ヶ月後には BoNT�A の効果が軽減したため立位保持は 5 秒，独歩は 2�3
m となり，GMFM�66 は 54.2 に低下した。この時点では FMS は 3，1，1 と就学前と変化がなかった。この経過から BoNT�A
の効果が証明され整形外科手術を行えば独歩ができると考えた。また，身長の増加に伴い，下腿三頭筋やハムストリングスに筋
短縮の増悪を認めたため，整形外科医と母親と相談のもと整形外科手術を施行することになった。8 歳 6 ヶ月時に両側半腱様筋
切離，右 Vulpius 法，左アキレス腱 Z 延長・後脛骨筋延長・前脛骨筋外側移行・長趾屈筋・長母趾屈筋腱切離を行った。術後 2
週間はストレッチ・筋力トレーニング・ギプス固定のまま平行棒内歩行練習を行った。術後 2 週後にギプスカットし，立位での
バランス練習やカーボン AFO での歩行練習に移行した。術前の関節可動域（術後 3 ヶ月）は膝窩角右 60（̊15̊）・左 60（̊20̊），
DKE 右 0̊（25̊）・左�15̊（35̊）であり，GMFM�66 は術前 56.2 から術後 6 ヶ月 60.6・術後 1 年 65.0 と有意に改善した。術後 1
年で FMS は 5.3.3 となり，独歩は最大で 200m 可能となり，学校と家庭で独歩となった。

【結論】

本症例は脳性麻痺児に対する客観的指標を用いながら，BoNT�A，整形外科手術と理学療法を行い，独歩を獲得した。客観的指
標を用いることにより予後が予測でき，治療方針を決定する際には，理学療法士による評価が重要であることを示した。
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選択的脊髄後根切断術と理学療法の効果
―痙直型脳性麻痺 2症例のCOPM改善から―

花町 芽生1），阿部 広和1），吉岡 明美1），栗原 淳2）

1）埼玉県立小児医療センター保健発達部，2）埼玉県立小児医療センター脳神経外科

key words 脳性麻痺・選択的脊髄後根切断術・カナダ作業遂行測定

【はじめに・目的】脳性麻痺児のリハビリテーションにおいて痙縮治療は国際的にも推奨されており，本邦においても 2000 年代
に入り選択肢が拡大している。理学療法士は急性期から生活期にかけて長期的継続的に脳性麻痺児とその家族に関わっており，
各治療の適応判断や効果判定を求められている。これまで我々は粗大運動能力評価尺度（Gross Motor Functional Measure：以
下 GMFM）や関節可動域測定（ROM），Modified Tardieu scale（MTS）などを使用して調査してきたが，選択的脊髄後根切断
術（Selective Dorsal rhizotomy：以下 SDR）前後の短期的な活動・参加についての変化を捉えられていなかった。カナダ作業遂
行測定（Canadian Occupational Performance Measure：以下 COPM）は作業遂行に対する本人・家族の捉え方を数値化する評
価で，短期入院の効果判定に有用性を示唆する報告もある。今回，COPM を使用し SDR 術前後の効果判定を行ったので考察を
加えて報告する。

【方法】対象は当センターにて SDR を施術し，就学まで継続的に週 1 回以上の理学療法を受けることができる歩行可能な痙直型
両側性麻痺の 2 例とした。評価には COPM を使用し，課題設定は対象者家族による代弁を参考に決定した。また GMFM�66
および GMFM 66�percentile（以下 Percentile）を用いた運動能力の評価を同一の理学療法士が実施した。

【結果】COPM の遂行度・満足度は，臨床的に重要な差とされる 2 ポイント以上の改善を術後 6 ヶ月以内の短期間に認め，術後
2 年以降もそのスコアを維持していた。GMFM�66 スコア，percentile ともに向上していた。

症例 1GMFCS レベル I，手術時年齢 3y9m，平均切断率 71％

COPM 遂行度/満足度平均：術前 3.25/3.25→術後 3 ヶ月 6.0/6.0。GMFM－66 スコア/percentile：術前 69/45→術後 2 年 79/50

症例 2GMFCS レベル術前 III→術後 II，手術時年齢 4y9m，平均切断率 71％

COPM 遂行度/満足度平均：術前 2/2→術後 6 ヶ月 6/6。GMFM－66 スコア/percentile：術前 63/80→術後 1 年 72/88。

【結論】脳性麻痺の痙縮治療の効果を客観的な指標を用いて判断した。上記結果から，SDR 及び理学療法は活動・参加に関する
課題の達成に効果があった。COPM を用いたことで課題指向型練習の効果が反映され，術後短期間での改善を家族へ提示するこ
とができた。評価間隔としては COPM の改善時期が異なったことから，目標達成するまでは少なくとも 3 カ月毎の評価が必要
であることが示唆された。今後は歩容の変化についても評価し，適応判断に役立てていきたい。
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脳性麻痺患者における上肢の器用さの評価
Box and Block Test の特徴

楠本 泰士1），高木 健志2），津久井洋平3），加藤 真希4），藤井香菜子5）

1）東京工科大学，2）あすかやま訪問看護ステーション，3）南多摩整形外科病院，
4）島田療育センターはちおうじ，5）精陽学園

key words 脳性麻痺・器用さ・Box and Block Test

【はじめに，目的】脳性麻痺の半数以上に何らかの上肢機能障害があるといわれている。脳性麻痺の上肢の評価法は少なく，測
定に時間がかかるものも多い。上肢の器用さの評価法に Box and Block Test（BBT）がある。BBT は，2.5cm 角の木製ブロック
を隣り合った箱から箱へ 1 分間でいくつ移動できるかを測定する。現在では脳卒中患者の効果判定に用いられているが，脳性麻
痺患者に対する報告や他の上肢の評価との関係についての報告は少ない。そこで本研究では，脳性麻痺患者に対する上肢機能検
査として，BBT の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】東京，神奈川の 4 つの小児施設にて募集を募った。対象の取り込み基準は 1．5 歳～22 歳，2．痙直型脳性麻痺，3．粗大
運動能力分類システム（Gross Motor Function Classification System；GMFCS）レベル I～IV，4．簡単な指示に従える者とした。
除外基準は 1．1 年以内に上肢の整形外科手術を受けた者，2．半年以内に上肢筋へボトックス注射を受けた者とした。基準を満
たした 53 名の内，Manual Ability Classification System（MACS）レベル IV だった 4 名を除外し，同意を得られた 49 名（平均
年齢 14.0 歳，5～22 歳，GMFCS レベル I：16 名，レベル II：16 名，レベル III：8 名，レベル IV：9 名）に実施した。測定項目
は MACS，BBT，握力，Pediatric Evaluation of Disability Inventory（PEDI）のセルフケア領域とした。BBT の測定は右左の
順に 1 回ずつ測定した。MACS レベルごとに各パラメーターの比較を一元配置分散分析および多重比較検定にて行った。MACS
レベルごとに利き手と非利き手の BBT，握力を対応のない t 検定にて比較した。BBT と握力，PEDI との相関を Person の相関
係数にて検討した。なお，統計処理には IBM SPSS Statistics Ver.19 を使用し，有意水準を 5％ とした。

【結果】対象は痙直型片麻痺が 10 名，両麻痺が 31 名，四肢麻痺が 8 名だった。MACS はレベル I，II，III の順に 26 名，14 名，
9 名だった。利き手 BBT は平均で 50 個，35 個，24 個，非利き手 BBT は平均で 41 個，25 個，16 個だった。BBT は利き手，
非利き手共に MACS レベル I がレベル II，III より有意に高かった。握力は利き手，非利き手共にレベル I がレベル III より高
かった。PEDI の機能的スキル，介助者尺度はレベル I，II がレベル III より高かった。BBT と握力は全ての MACS レベルで，
利き手の値が非利き手より高かった。BBT と全ての項目に有意な相関関係が確認された。利き手の BBT と握力の相関係数が
0.54 だったのに対し，非利き手では 0.74 だった。また，利き手 BBT と PEDI の相関係数が 0.71～0.75 だったのに対し，非利き
手 BBT と PEDI の相関係数は 0.49～0.60 だった。

【結論】BBT は利き手，非利き手で差があり，握力や PEDI との間に相関関係が確認されたことから，脳性麻痺患者における上
肢機能検査のとしての有用性が示された。利き手の BBT は非利き手と比べて PEDI の相関が高かったことから，上肢機能が生
活機能を反映する可能性が示唆された。
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脳性麻痺児に対する上肢選択的筋解離術とADLの関係
―アンケート調査による検討―

高木 健志1），楠本 泰士2），津久井洋平3）

1）あすか山訪問看護ステーション，2）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，3）南多摩整形外科病院

key words 脳性麻痺児・選択的筋解離術・ADL

【はじめに，目的】

脳性麻痺（以下：CP）児の上肢の運動機能改善を目的に選択的筋解離術（Orthopaedic Selective Spasticity�control Surgery：
OSSCS）が行われており，上肢の変形や筋緊張，運動機能の改善が報告されている。しかし，ADL 機能に着目した報告は少な
い。CP 児の上肢機能の判別的評価法として Manual Ability Classification System（以下：MACS）がある。本研究は，CP 児の
上肢に対する OSSCS 後の ADL 機能変化の特徴を明らかにし術後理学療法の一助とする目的で，上肢 OSSCS 後の ADL 機能変
化に関するアンケート調査を行ったので報告する。

【方法】

アンケートは 2002 年 6 月～2014 年 10 の期間に当院にて肩・肘・前腕部の OSSCS を受けた CP 患者 153 名へ送付した。返送し
て頂いたアンケートの内，手術時年齢が 18 歳以下，痙直型脳性麻痺，両麻痺もしくは四肢麻痺タイプを取り込み基準とした。
アンケートは術前の情報として手術時年齢・上肢の運動機能（Manual Ability Classification System：MACS），術後機能変化の
情報として ADL 動作の改善の有無を調査した。ADL の改善の有無は「はい」「いいえ」による二件法にて調査し，さらに「はい」
と答えた方から自由記述による調査を行った。

統計学的処理は，EZR ver. 1.33 を使用し，χ 二乗検定を行い MACS と ADL 動作の改善の有無の比率の検討を行った。なお有意
水準は 5％ とした。さらに，自由記述は，をコード化した後さらに類似のコードの集合体が形成できるかを吟味しカテゴリー化
した。

【結果】

アンケートは 153 名中 24 名から返送して頂けた。手術時年齢は 10.5±3.7 歳（平均±標準偏差）であった。MACS はレベル I・
II・III・IV・V の順に 0 名，5 名，8 名，6 名，5 名であった。ADL 術後機能変化の項目に改善が得られた人数は MACS レベル
順に 0 名，4 名，8 名，2 名，3 名であった。カテゴリー内容は「術側上肢の機能向上」「両手動作の機能向上」「介助量の軽減」「変
化無し」となった。

χ 二乗検定を行った結果，MACS と ADL の改善の有無には関連性は認められなかった（p＞0.05）。ADL に関する自由記述内容
の質的帰納的分析を行った結果，MACS レベル II では「術側上肢の機能向上」・「両手動作の機能向上」に関する内容が多く，
レベルが低下するにつれ「介助量の軽減」に関する内容が多くなった。

【結論】

MACS と ADL の改善の有無には関連性は認められなかったことから，MACS レベルにより，ADL 機能の改善の有無に偏りが
出る可能性は少ないことが示唆された。自由記述に注目すると，MACS レベルによって改善する ADL 機能には差がみられた。
レベル II は「対象物をたいてい取り扱えるが，上手さ・早さの点で少し劣る」とされており，術前から介助の必要がなかったこ
と，レベル V は機能の改善は艱難であるが可動域・筋緊張の改善により介助量が軽減したことが考えられる。

以上のことから，レベルに応じて理学療法プログラムの内容・ゴール設定を変化させる必要がある。
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脳卒中急性期に長下肢装具を必要とする症例における 3週間後の短下肢装具へ
の移行状況の調査と短下肢装具への移行を予測する因子の検討

辻本 直秀，大鹿糠 徹，阿部 浩明，関 崇志

一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科

key words 急性期脳卒中・片麻痺者・長下肢装具作製

【はじめに】

脳卒中発症後早期から下肢装具を使用し歩行練習を実践することが推奨される。重度片麻痺者で長下肢装具（以下，KAFO）を
必要とする場合には，状態及び体格に合わせ早期に KAFO を作製することが望ましいと考えられる。一方で，KAFO の作製期
間が約 2 週間のため，完成後短期間で短下肢装具（以下，AFO）へ移行する症例では作製の保留も考慮すべきであろう。ところ
が，KAFO から AFO に移行する時期を予測する指標は確立されず，臨床的な経験に依存せざるを得ない状況である。

本研究の目的は，発症 10 日目に KAFO を必要とした脳卒中片麻痺者を対象とし，その 3 週間後の装具使用状況を調査し，AFO
へ移行可能な症例と KAFO を継続使用している症例の特性を明らかにし，AFO への移行を予測し得る因子を抽出することで
ある。

【方法】

2015 年 8 月から 2016 年 9 月までの間に当院に入院し，発症 10 日の時点で歩行練習中に KAFO を必要とし，その 3 週間後まで
装具使用状況の調査が可能であった 31 名を対象とした。調査項目は年齢，性別，BMI，入院前 FAC，病型，損傷側，脳卒中既
往の有無，JCS，GCS，BRS，自動 ROM（非麻痺側・麻痺側股関節屈曲，膝関節伸展，足関節背屈），他動 ROM（非麻痺側・麻
痺側股関節伸展，膝関節伸展，足関節背屈），麻痺側下肢荷重量，麻痺側片脚立位時の膝関節角度，腱反射（膝関節伸展筋，足
関節底屈筋），MAS（膝関節屈曲筋，足関節底屈筋），SIAS（下肢感覚，視空間認知，言語），SCP，TCT，歩行練習量，脳画像
上での錐体路損傷の有無，そして 3 週間後（30.9±1.5 病日）の装具使用状況を調査した。なお，調査時期は 10.1±1.2 病日であっ
た。

統計処理は，対象者を装具使用状況より AFO へ移行可能な症例（以下，AFO 移行群）と KAFO を継続使用している症例（以
下，KAFO 使用群）の 2 群に分類し，各群の調査項目を Shapiro�Wilk 検定の後，t 検定または Wilcoxon 検定にて比較した。2
群間の比較で有意差を認めた調査項目を多重共線性に配慮し独立変数として設定し，AFO 移行群と KAFO 使用群を従属変数
としてロジスティック回帰分析を行った。その後，選択された項目について ROC 曲線の分析を行い，カットオフ値を算出した。
有意水準は 5% とした。

【結果】

AFO 移行群は 16 名，KAFO 使用群は 15 名であった。ロジスティック回帰分析の結果，麻痺側膝関節伸展の自動 ROM のみが
抽出された（オッズ比 0.93，95% 信頼区間 0.89�0.97，p=0.001，判別的中率 81.0%）。ROC 曲線より算出したカットオフ値は端座
位での自動膝関節伸展角度 42.5̊（ROC 曲線下面積 0.95，感度 87.5%，特異度 93.3%）であった。

【結論】

発症 10 日目に KAFO を必要とした脳卒中片麻痺者の約半数は発症 1 ヶ月後に AFO へ移行していた。急性期脳卒中片麻痺者の
麻痺側膝関節伸展の自動 ROM は，発症 10 日目から 3 週間後の短下肢装具への移行を高い精度で予測できる因子であり，
KAFO の作製の是非を検討する際の一指標に成り得る可能性があると思われた。
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急性期重症片麻痺を呈する脳卒中症例における長下肢装具から早期に短下肢装
具へ移行予測因子の検討

高橋 博愛1），石松元太郎1），井上 圭二1），木下 良正2）

1）医療法人社団水光会宗像水光会総合病院リハビリテーション部，
2）医療法人社団水光会宗像水光会総合病院脳神経外科

key words 長下肢装具・体幹機能・NIHSS

【はじめに，目的】重症片麻痺を呈した脳卒中患者において発症早期であれば長下肢装具（以下，KAFO）から短下肢装具（以
下，AFO）へ移行できる可能性が高く，その割合はおおむね 60％ とされている（大峯 1991）。装具療法においては症例に合っ
た下肢装具を使用することは治療効果の向上，運動量の増加や皮膚障害・疼痛予防など有益であり，早期に作製することが望ま
しい。しかし，治療用装具としての KAFO の使用期間や早期に AFO に移行できる症例が存在するため，急性期において下肢装
具を作成する判断に難渋することが多い。本研究の目的は，KAFO から早期に AFO へ移行できる重症片麻痺を呈した急性期脳
卒中症例を早期に予測できる客観的指標を検討することである。

【方法】2011 年 4 月から 2016 年 7 月までに当院に入院，リハビリテーションを実施した脳卒中患者 522 例のうち，KAFO を使
用した歩行運動を発症より 14 日以内に開始した重症片麻痺例（n=33）を抽出した。対象症例を歩行運動開始後 1 ヶ月以内に
AFO に移行できた症例を移行群（n=15），AFO に移行できなかった症例を非移行群（n=18）とし，一般特性および理学療法開
始時の Japan Coma Scale（以下，JCS），National Institute of Health Stroke Scale（以下，NIHSS），Stroke Impairment Assess-
ment Set（以下，SIAS）の下肢運動機能合計点，体幹機能合計点，Barthel Index，歩行運動開始時期を比較した。有意差を認
めた項目について多重ロジスティック回帰分析を行った。さらに選択された従属変数について Receiver Operating Characteris-
tic（ROC）曲線を用いて，感度，特異度，カットオフ値を算出した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】2 群間比較にて有意差を求めた項目は NIHSS（p=0.0007），SIAS の体幹機能合計点（p=0.0327）であり，多重ロジスティッ
ク回帰分析にて NIHSS（odds ratio：0.663，95％CI：0.491�0.896，p=0.0074）が選択された。AFO に移行できるカットオフ値は
NIHSS で 11 点，感度 0.944，特異度 0.733，曲線下面積は 0.846（95％CI：0.702�0.991）であった。

【結論】本結果より著しい体幹機能障害を呈した重症片麻痺例において NIHSS にて 11 点をカットオフ値として KAFO から早
期に AFO へ移行できる症例を発症早期で予測が可能と考えられた。このことより，発症早期での重症片麻痺例に対する下肢装
具作製の判断基準が明確となり，種々の急性期合併症をはじめとした患者各々の全身状態を加味した上で，早期に治療用下肢装
具の作製が可能と考えられた。
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歩行補助具 T�Support を用いた長下肢装具膝関節の早期固定解除による歩行因
子への影響

中谷 知生1），田口 潤智1），笹岡 保典1），堤 万佐子1），藤本 康浩2）

1）医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院，2）川村義肢株式会社

key words 脳卒中・歩行・長下肢装具

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングで長下肢装具（以下 KAFO）を使用する利点は膝関節固定により運動の難易度調整が可能
となることである。しかしどの段階で固定を解除するかについて一定の見解は得られていない。当院では固定解除の検討の際
に，川村義肢株式会社製歩行補助具 T�Support（以下 TS）を用いることが多い。TS は弾性バンドの牽引により装用下肢の膝関
節伸展モーメントを増大させる効果があるため，徒手的な介助に比べ立脚期での膝関節伸展位保持が容易となり，早期の膝関節
固定解除が可能となることが多い。本研究の目的は，KAFO の膝関節固定を解除した歩行トレーニング時に TS を併用すること
が歩行因子に及ぼす影響を検証することである。

【方法】

対象は当院入院中の初発脳卒中片麻痺患者で，本人用の KAFO を用い麻痺側膝関節を固定した介助歩行トレーニングを行って
いる者 10 名で，内訳は平均年齢 73.9±5.3 歳，男性 6 名・女性 4 名，麻痺側は左 5 名・右 5 名，Brunnstrom Recovery Stage
は II が 5 名，III が 4 名，IV が 1 名，発症からの経過日数は 61.9±28.7 日であった。評価は膝関節を固定した状態での後方介助
歩行（以下膝固定），膝関節の固定を解除し麻痺側下肢を TS で牽引する後方介助歩行（以下 TS 固定解除），膝関節の固定を解
除し麻痺側下肢を徒手的に牽引する後方介助歩行（以下徒手固定解除）の 3 条件の歩行因子を比較した。計測はパシフィックサ
プライ社製ゲイトジャッジシステムを使用し，荷重応答期の踵接地の強さをあらわすとされる下肢装具に発生する底屈制動
モーメント（ファーストピーク：以下 FP），および麻痺側と非麻痺側下肢の立脚時間の対称性（以下立脚対称性）を比較した。
立脚対称性は非麻痺側平均立脚時間を麻痺側平均立脚時間で除した値とした。統計学的解析は多重比較（Steel�Dwass 法）を用
い，危険率は 5％ とした。

【結果】

膝固定/TS 固定解除/徒手固定解除の順に，FP 値は 11.7/7.8/5.5Nm となり膝固定は他の 2 群に比べ，TS 固定解除は徒手固定解
除に比べ高い FP 値を示した。立脚対称性は 1.18/1.20/1.43 となり膝固定と TS 固定解除は徒手固定解除に比べ高い立脚対称性
を示した。

【結論】

KAFO を使用する症例では装具による固定を解除することで立脚期の膝関節伸展モーメントの産生が不十分となる。介助者が
大腿近位部を牽引する徒手固定解除では初期接地時より膝関節が屈曲位となる傾向にあり，初期接地時の踵接地および立脚中
期の膝伸展保持が困難となり，FP 値・立脚対称性が低下した。これに対し TS 固定解除では弾性バンドが下腿部を牽引するこ
とで徒手よりも強い膝関節伸展モーメントが発生し，伸展位保持が促された結果，FP 値・立脚対称性が向上したものと考える。
今回の検証結果から，KAFO を用いた歩行トレーニングで TS を用いることは，立脚期の下肢機能を保証しながら早期の膝関節
の固定解除を可能とするアプローチであることが示唆された。
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麻痺肢に対する治療用長下肢装具の適応を床反力解析から検証する―第 1報―
短下肢装具では見解の分かれる足背屈制動が長下肢装具では有効性を示した

梅田 匡純1），森下 元賀2），川浦 昭彦2），河村 顕治2）

1）京丹後市立弥栄病院リハビリテーション科，2）吉備国際大学保健科学研究科

key words 治療用長下肢装具・足背屈制動・床反力

【はじめに，目的】

脳卒中に対する下肢装具の足底屈制動の有効性については，諸家の報告により一定の見解が得られている。一方で足背屈制動
は，Lehmann らの足底屈筋活動を補い膝折れに有効とする報告，Thilmann らの下腿の前方回転が抑制され推進力の減少や反張
膝が生じるため有効としない報告に見解が分かれる。しかしこれらは短下肢装具（AFO）で検証された報告であり，レバーアー
ムの長い長下肢装具（KAFO）では，足背屈制動の付加後でも慣性力が維持され推進力を妨げないと推察できる。今回，櫻井ら
の先行研究を参考に KAFO の足背屈制動の効果検証を行った。

【方法】

対象は，健常男女 13 名（32.5±6.5 歳）である。AMTI 製フォースプレート，ToMoCo�Lite，ToMoCo�FPm（東総）を使用し，
快適歩行の 4 歩目をビデオカメラ 1 台により矢状面からの二次元解析を行った。FLAP 技研プラスチック KAFO（P.K）とゲイ
トソリューション付両側金属支柱 KAFO（M.K）を後述するそれぞれ 4 条件と装具なしの合計 9 条件を測定した。2 種類の
KAFO の測定順は無作為に行い，各条件 3 回測定の中で安定したものを採用した。結果は①立脚中期における足・膝・股関節に
加わる外的モーメントを体重で除した値（Nm/kg）②床反力前後成分の前向きピーク値を体重で除した値（N/kg）を用いて各
条件間の比較を行った。

条件 A：装具なし，条件 B：P.K 膝遊動�足遊動，条件 C：P.K 膝遊動�足背屈制動下腿前傾角（SVA）0̊，条件 D：P.K 膝伸展制
動－10̊�足遊動，条件 E：P.K 膝伸展制動－10̊�足背屈制動 SVA 0̊，条件 F：M.K 膝屈曲遊動�足遊動，条件 G：M.K 膝屈曲遊動�
足背屈制限 SVA 0̊，条件 H：M.K 膝伸展固定�足遊動，条件 I：M.K 膝伸展固定�足背屈制限 SVA 0̊ とした。

今回は KAFO の足背屈制動の影響の検証を目的としたため，膝継手は同条件で足継手を変化させた条件 Ð と条件 E および条
件 F と条件 G をそれぞれ条件 A の間で反復測定による一元配置分散分析を用いて検定した。IBM SPSS ver.23.0 を用い，有意水
準は 5％ 未満とした。

【結果】

足背屈モーメントは，条件 G が有意に大きく，床反力を強く受ける結果を示した。膝伸展モーメントは，条件 E と G が他の条
件に比較して有意に大きいが，装具の種類による差はなかった。股屈曲モーメントは，装具なしと比較して有意差はなく，股伸
展を妨げない傾向を示すが，P.K 間では条件 E の方が条件 D に比べて有意に小さく，足背屈制動を付加した方が股関節伸展モー
メントを促した。床反力前後成分の前向きピークは，M.K の条件 F と G が他の条件と比較して前方へ蹴りだす力が有意に小さ
い結果を示した。

【結論】

KAFO に足背屈制動を付加した場合，足部から床反力の影響を強く受けることにより膝伸展方向に安定させるも股伸展方向の
慣性力を妨げない結果となった。特に P.K においては，股関節の伸展を促すことが示唆され，AFO では推進力を妨げるとした
先行研究とは異なり，足背屈制動は立脚相に有効に働くと結論づけられた。
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脳卒中片麻痺患者における歩行練習アシスト（GEAR）練習が退院時の歩容に与
える影響

加藤 大典1），谷川 広樹2），山田 純也1），平野 哲3），佐々木慎弥1），青嶋 保志1），山森 裕之1），
大迫 春輝1），山下 千尋1），大塚 圭2），加藤 正樹1），才藤 栄一3）

1）藤田保健衛生大学病院リハビリテーション部，
2）藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科，
3）藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学 I 講座

key words 脳卒中片麻痺・歩行練習・ロボット

【はじめに，目的】

歩行練習アシスト（Gait Exercise Assist Robot；以下，GEAR）は，脳卒中片麻痺者の歩行練習支援を目的に開発されたロボッ
トであり，立脚中の麻痺側下肢の支持性や遊脚中の膝屈曲などの様々なパラメータ変更による難易度調整が可能である。発症後
早期から適切な難易度で多数歩練習を繰り返すことで，効率の良い歩行自立度の改善が期待される。

今回，GEAR を用いて歩行練習をした患者（以下，GEAR 群）の退院時の異常歩行の重症度を，GEAR を用いずに従来通りの
歩行練習をした患者（以下，従来群）と比較した。

【方法】

対象は，GEAR 群は藤田保健衛生大学病院で発症後早期から GEAR を用いて歩行練習した 5 症例とし，退院時に歩行計測を実
施した。従来群は，初発脳卒中片麻痺患者の歩行データの中から，GEAR 群 1 例に対して，GEAR 群の退院時の発症後日数（以
下，TAO）と麻痺の重症度（SIAS�m の下肢合計，以下 SIAS�LT）が同程度の 1 症例を選出し，両群の異常歩行の重症度を比
較した。GEAR 群の内訳は，年齢：66.0±6.3 歳，TAO：129.0±47.8 日，SIAS�LT：7.6±1.1，トレッドミル歩行速度：1.7±1.1，
GEAR 練習日数：29.2±16.3 日，従来群の内訳は，年齢：53.4±8.8 歳，TAO：154.6±104.7 日，SIAS�LT：7.6±1.1，トレッド
ミル歩行速度：1.5±0.6 であった。

歩行計測は，対象の平地快適歩行速度でのトレッドミル歩行（手すり，短下肢装具使用）を，三次元動作分析システム Kinema-
TracerⓇ（キッセイコムテック社製）を用いて，サンプリング周波数 60Hz で 20 秒間記録した。得られたデータから，脳卒中片
麻痺患者に特徴的な 12 種類の異常歩行の重症度の指標値を算出，比較した。統計学的処理は対応のある t 検定を用い，有意水
準は 5% とした。

【結果】

両群の年齢と歩行速度に有意差はなかった。従来群において，遊脚期の膝屈曲不全，分回し歩行，骨盤挙上の値が健常範囲を超
えて異常を示し，GEAR 群ではこれらの指標値が有意に小さかった（遊脚期の膝屈曲不全：GEAR 群 40.1±14.0，従来群 68.5
±18.0，分回し歩行：GEAR 群 7.5±4.1，従来群 11.7±2.0，骨盤挙上：GEAR 群 4.2±1.7，従来群 7.7±2.3）。

【結論】

遊脚期の膝屈曲不全は機能障害を示し，分回し歩行と骨盤挙上は麻痺側下肢を振り出すための代償動作である。発症後早期から
麻痺側の膝を屈曲させて麻痺側下肢の振り出しをアシストすることにより，麻痺側下肢の振り出しにおける機能障害の改善と
過剰な代償の抑制につながったと考えた。
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重度歩行障害を有する急性期脳卒中患者に必要とされる長下肢装具使用期間の
検討

熊谷 謙一，山内 康太，小柳 靖裕，荒川 修治

製鉄記念八幡病院

key words 長下肢装具・脳卒中・歩行

【はじめに，目的】

脳卒中患者に対する長下肢装具使用は，治療効果のエビデンスに乏しい本邦に限られた治療手段である。長下肢装具から短下肢
装具へ移行（カットダウン）可能となる期間やその割合は不明であり，これらの情報は装具作成に重要な情報となりうる。今回，
歩行不能で，長下肢装具を使用した急性期脳卒中患者を対象に，長下肢装具のカットダウン可能な割合および，カットダウンま
でに必要とされる期間を検討した。

【方法】

対象は 2010 年 4 月から 2015 年 2 月に脳卒中発症 1 週以内に当院入院し，発症前 ADL が自立しており，リハビリテーションが
行われた連続 1102 例中，入院期間中に長下肢装具を用いた歩行練習が行われた 50 例（4.5%）とした。長下肢装具使用期間の推
定値検討には Kaplan�Meier estimate を用い，急性期病院退院まで追跡を行った。エンドポイントは長下肢装具のカットダウン
とし，50% の症例がカットダウンするまでの期間を算出した。データは中央値（四分位範囲），実数（割合）で記載した。

【結果】

対象者の特性は，年齢 74（69�79）歳，男性 25 例（50%），梗塞 29 例（58%），入院時 National Institute of Health Stroke Scale
（NIHSS）score 13.5（6.3�18）点であった。理学療法開始は入院 1（1�3）日後で，離床開始日は入院 3（2�5.3）日であった。ま
た，入院 7 日目における装具を使用しない状態での歩行能力は，47 例（94%）が介助下で歩行不可能で，Barthel Index 5（0�20）
点，FIM 25（18�47.3）点と重度身体機能障害を認めた。長下肢装具使用開始日は，入院 9（7�14.8）日，理学療法開始 7（5�12.8）
日であった。在院日数は 39（33�45.5）日であった。長下肢装具使用期間は 19（12�27）日で，このうち長下肢装具のカットダウ
ンは，入院中に 27 例（54%）で得られた。長下肢装具離脱までの推定期間中央値は 26（95% 信頼区間：19.1�32.9）日であった。
退院転帰は 49 例（98%）が回復期病院，1 例（2%）が施設退院となっていた。発症半年後の追跡は 44 例（88%）で可能であり，
mRS の中央値は 4（3�4）で，自立歩行（mRS0�3）可能な症例は 16 例（32%）であった。

【結論】

長下肢装具は急性期脳卒中患者の 5% に使用されていた。このうち長下肢装具のカットダウンは半数で得られ，約 1 ヶ月間の継
続介入が離脱に必要と考えられた。長下肢装具の必要とされる推定使用期間は，急性期病院での使用期間よりも長かったため，
平均的には回復期病院転院後に長下肢装具を離脱しやすいと考えられた。また，今回長下肢装具は全例施設備品を使用されてい
た。急性期脳卒中患者に対する長下肢装具は約 1 ヶ月の使用で半数がカットダウン可能であったことから，患者に経済負担をか
けない，備品を用いた積極的治療介入が望ましい可能性が示唆される結果であった。
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ボツリヌス療法は中枢性麻痺後の関節拘縮の予防と治療において有効である
が，筋萎縮を助長する

崎谷 直義1），渡部 大地2），野村 将人1），岩澤 裕之1），島谷 俊亮1），高野 祥子1），小笠原 慎3），
脇本 祥夫1），小原 雄太1），鈴木 崚太3），水野絵理子3），小澤 淳也4），森山 英樹5）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）公益社団法人日本理学療法士協会，3）神戸大学医学部保健学科，
4）広島国際大学総合リハビリテーション学部，5）神戸大学生命・医学系保健学域

key words 脊髄損傷・拘縮・A型ボツリヌス毒素

【はじめに，目的】中枢性麻痺後の関節拘縮の治療は，未だ確立されておらず，臨床上，よく難渋する。A 型ボツリヌス毒素
（BTX）は，中枢性麻痺後の痙縮治療に広く用いられ，中枢性麻痺後の関節可動域（ROM）制限を改善することが知られている
が，その改善は，筋緊張が減弱したことによる見かけ上ではなく，真に ROM 制限の原因となる関節周囲組織の器質的変化を改
善し得るか分かっていない。さらに，BTX が関節拘縮の予防に有効であるかについても不明である。そこで本研究では，BTX
の予防および治療的介入が中枢性麻痺後の ROM 制限の原因となる関節周囲組織の器質的変化に及ぼす影響を検証した。【方
法】10 週齡 Wistar 系雄性ラットを，無処置の対照群，脊髄損傷のみを行う脊髄損傷群，脊髄損傷直後に BTX を投与する脊髄
損傷・BTX 予防群，脊髄損傷 2 週後に BTX を投与する脊髄損傷・BTX 治療群に無作為に分けた。BTX は，膝関節屈筋群（大
腿二頭筋，半膜様筋，半健様筋，薄筋，腓腹筋）に 2 週に 1 回の頻度で筋注した。対照群，脊髄損傷群，脊髄損傷・BTX 予防
群は実験開始 2，4 週後に，脊髄損傷・BTX 治療群は実験開始 4 週後に，膝関節をまたぐ筋の切断前後の膝関節伸展 ROM（伸
展 ROM）を測定し，その測定値から，筋による制限（筋性要因）と関節構成体による制限（関節性要因）をそれぞれ算出した。
筋湿重量測定後の膝関節屈筋群と膝関節は，組織学的分析に用いて，筋線維横断面積と膝関節後方滑膜長を計測した。筋性要因，
関節性要因の群間比較には，95% 信頼区間を，その他の群間比較には，two�way ANOVA と Tukey 検定を用いた。有意水準は，
0.05 とした。【結果】脊髄損傷群と脊髄損傷・BTX 予防群の伸展 ROM 制限と筋性要因は，対照群と比較して，有意に大きかっ
た。一方で，脊髄損傷・BTX 予防群の伸展 ROM 制限と筋性要因は，脊髄損傷群よりも有意に小さかった。また脊髄損傷群の伸
展 ROM 制限は，2 週から 4 週にかけて有意に増加したが，脊髄損傷・BTX 予防群では有意差はみられなかった。脊髄損傷・
BTX 治療群の伸展 ROM 制限と筋性要因も，対照群と比較して，有意に大きかったが，脊髄損傷群よりは有意に小さかった。脊
髄損傷群の筋湿重量と筋線維横断面積は，対照群と比較すると有意に小さく，脊髄損傷・BTX 予防群と脊髄損傷・BTX 治療群
では，さらに有意に小さかった。特に，BTX 投与 2 週以降の大腿二頭筋と半膜様筋の筋湿重量，半膜様筋と腓腹筋の筋線維横
断面積の減少は，脊髄損傷群と比較して有意に大きかった。膝関節後方滑膜長は，いずれの群間でも有意差はみられなかった。

【結論】BTX の予防および治療的介入はいずれも，関節拘縮を改善した。しかし，BTX 単独では健常な ROM と同程度までは改
善せず，筋萎縮も助長された。したがって，中枢性麻痺後の関節拘縮に対する BTX 療法を行う際には，ROM 運動や，筋萎縮の
予防効果のある神経筋電気刺激療法などの物理療法と併用しなければならないことが示唆された。
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筋萎縮性側索硬化症患者に対する息溜め機能を有する機器を用いた最大強制吸気流量（Lung insufflation capacity）の測定について
誰もが同じ水準で実践できる呼吸ケアを目指して

寄本 恵輔，有明 陽佑，早乙女貴子，小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター

key words Lung insufflation capacity・筋萎縮性側索硬化症・LIC TRAINER

【背景】

進行性神経筋疾患の呼吸筋力低下による呼吸障害に対して，気道クリアランスの維持のため最大強制的吸気量（MIC）の維持は
重要であり，また，MIC を測定することは胸郭柔軟性の把握に役に立つ。しかし，筋萎縮性側索硬化症患者（ALS）では球麻痺
や気管切開などにより息溜めができない場合，MIC の測定が困難となり，胸郭柔軟性の把握が困難となる。

【目的】

ALS 患者に息溜め機能を有する機器を用いた最大強制吸気流量（LIC）測定について検討する。

【対象】

当院にて 2013 年 4 月から 2016 年 7 月までに呼吸理学療法を実施した ALS 患者 20 名。また，長期評価対象者として，5 名を抽
出した。

【方法】

簡易流量計と簡易マスクを使用し肺活量（VC）を測定，気管切開の場合は flection tube を用いた。MIC，LIC の測定はバック
バルブマスク（BVM）を用い，LIC においては当院で作成した LIC 機器を付け加えた。MIC，LIC は BVM で送気を 1～3 回行
い，マノメーターで安全管理し，本人が我慢できる最大限界圧時の吸気量として測定した。MIC，LIC において，VC 以上の換
気量が得られたとする基準は，VC より 10% 以上増加することとした。また，呼吸理学療法開始時の LIC と MIC の換気量を比
較し，統計学的有意差の有無を確認するため換気量に正規性を確認した後に対応のある T 検定を行い，平均値の差は 0.05 水準
で有意とした。さらに，経時的に評価が確認できた症例に対し，VC，MIC，LIC の値を抽出した。

【結果】

20 名中 MIC の測定が可能であった症例は 9 名であり，VC 以上の換気量が得られた症例は 2 名であった。その一方で LIC は全
例測定が可能であり，全例とも VC 以上の換気量が得られた。また，MIC と比較し LIC は有意に換気量が増加した（t 値�7.006，
p＜0.01）。経時的評価では VC，MIC は測定困難となったが LIC は球麻痺の症状の悪化や気管切開後においても評価が可能で
あった。

【考察】

ALS の呼吸障害は呼吸筋麻痺に伴う換気障害であり，胸郭柔軟性が低下し，肺実質の柔軟性が低下することで排痰ケアを難渋に
する。本研究より LIC は，ALS の全病期において胸郭柔軟性の評価が可能であることが示された。つまり，これまで球麻痺症
状や気管切開後における人工呼吸器装着期による胸郭柔軟性低下に対する評価は困難であったが，LIC の測定が可能となるこ
とで ALS の呼吸障害の病態像を胸郭柔軟性という視点で捉えることが可能となった。LIC 測定は誰もが同じ水準で実践できる
呼吸理学療法になるものと考えている。

【展望】

ALS 患者個人が LIC を在宅で実施出来るようにするために 2014 年より機器開発委託メーカーと共同し，LIC TRAINER を作
成した。本製品の特徴は，LIC 測定機能に加え，機密性が向上し，患者自身でエアリークをコントロールできる呼気弁があるこ
と，高圧がかかった際に除圧する安全装置が内蔵されている。2016 年 3 月 PMDA より医療機器として受理，同年 5 月に特許出
願（共同出願），同年 9 月に商標登録申請，販売が開始された。
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完全脊髄損傷者に対する神経再生術後の理学療法経験（第 2報）

櫻井 雄太1），児嶋 大介2），東山 理加1），太田 晴基1），山城 麻未2），奥地 昭悟1），荒木 昇平1），
佐藤 知香1），向井 裕貴1），吉岡 和泉1），坂野 元彦1），大西諭一郎3），岩月 幸一3），中村 健4），田島 文博2）

1）那智勝浦町立温泉病院，2）和歌山県立医科大学附属病院，3）大阪大学，4）横浜市立大学

key words 自家嗅粘膜移植・装具療法・筋電図バイオフィードバック

【はじめに，目的】

「自家嗅粘膜移植による損傷脊髄機能の再生治療」は 2012 年に厚生労働省から先進医療として認められ，その移植手術が既に実
施されている。同移植手術に関するこれまでの報告では，移植手術単独では回復を期待できず，四肢機能の回復にはその再教育
が必要であるとされている。我々は第 47 回日本理学療法士学術大会で自家嗅粘膜移植を受けた症例に対する理学療法経験につ
いて報告した。今回，2013 年～2014 年に同移植手術を受けた完全脊髄損傷者について報告する。

【方法】

2013 年～2014 年に自家嗅粘膜移植を受けた完全脊髄損傷者 3 名（年齢 33.0±7.5 歳；男：女=2：1；障害レベル Th5�Th12；
ASIA�A 3 名）を対象とした。対象者に対して，厚生労働省より認可を受けたプロトコールに従い，自家嗅粘膜移植手術前に 2 ヶ
月間（術前理学療法），移植手術後に 1 年間の理学療法（術後理学療法）を行った。術前理学療法では長下肢装具（KAFO）等
を用いた抗重力位での運動を行い，残存機能の向上と車椅子生活によって低下した体幹機能を改善することを目標にした。術後
理学療法では術前と同様，装具を用いた立位・歩行とハンドエルゴメーター運動を，週 20 時間程度実施した。また，筋電図バ
イオフィードバックによる随意筋放電の誘発，麻痺域で誘発された筋の筋力強化を週 8～10 時間程度行った。歩行練習は両側
KAFO を用いて平行棒内歩行より開始し，歩行器歩行，ロフストランド杖歩行へと進めた。水中での膝歩行や，吊り下げ型免荷
装置を使用した歩行も週 2 回程度実施した。

術前理学療法開始時・終了時，術後理学療法終了時に ASIA score と，様々な運動イメージ・肢位での筋放電の誘発を試みた。

【結果】

術前理学療法終了時，全例で両下肢とも随意収縮を認めず，ASIA score に変化を認めなかった。1 年間の術後理学療法終了時に
は 2 名で両側の大腿四頭筋で随意収縮を認めた。ASIA score は術前理学療法終了時と比較して，sensory score に著明な変化を
認めなかったが，motor score は 3.7±2.6 点改善した。

【結論】

我々は神経再生医療における理学療法の課題が 2 つあると捉えている。細胞や組織は移植すれば，それが直ちに再生となるわけ
ではなく，生着，遊走，分化，機能回復の過程を経る。まず，第一の課題はそれらを促進する効果がある理学療法が求められる。
さらに神経系は，そのヒト固有の径路や神経網が存在するという面があり，一度損傷され修復される場合は，その径路や神経網
が，その人なりに再構築されなければならない。そこで第二の課題は新しい神経径路や神経網の再獲得に有効な理学療法であ
る。我々は前者に対してハンドエルゴメーター運動，後者に対して筋電図バイオフィードバック，歩行練習を実施した。一定の
効果を認めたが，今後も本研究の結果を指標として，どのような理学療法が理想的であるか再考が必要である。
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急性期脳梗塞片麻痺患者の大腿直筋及び中間広筋における筋厚の変化

早瀬 敦之1），石井 信1），太田 有美1），大川 直美2），原田 和宏3）

1）津山中央病院リハビリテーション課，2）河西田村病院リハビリテーション室，
3）吉備国際大学大学院保健科学研究科

key words 急性期脳梗塞・筋厚・超音波診断装置

【はじめに，目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 によると急性期リハビリテーションでは廃用症候群を予防し，早期の ADL 向上を図るために早
期離床や運動量及び頻度を増やすことが推奨される。意識障害の回復，合併症の予防といった治療枠組みの中で，廃用症候群の
予防にも努める必要がある。脳卒中片麻痺患者では筋萎縮を認めることが多く，筋萎縮の予防は急性期理学療法の治療戦略の一
つとして重要であると言える。急性期脳卒中片麻痺患者を対象とした筋量減少に関する報告は近年増加しており，Nozoe ら

（2016）は麻痺則は 1 週目から，非麻痺側は 2 週目から筋厚の減少を認めたと報告している。長期臥床やギプス固定による廃用
性筋萎縮は速筋線維よりも遅筋線維が優位に萎縮するとされる一方で，急性期脳卒中片麻痺患者を対象とした速筋線維と遅筋
線維の含有量に差のある大腿直筋（RF）と中間広筋（IV）の筋量減少を比較した報告は見当たらない。よって本研究の目的は，
脳梗塞発症直後から 2 週までにおける両側 RF，IV の筋厚の変化を検討することとした。

【方法】

方法は計測日を 1 病日，7 病日，14 病日設けた前向き研究である。対象は発症後 24 時間以内の大脳半球一側のみに病巣を認め
た初発脳梗塞患者の内，病前 ADL が自立していた 13 例（男性 9 例，女性 4 例，平均年齢 75.8±8.9 歳）であった。1 病日目の
Body Mass Index は 22.3±2.3kg/m2，下肢運動麻痺は Brunnstrom Recovery Stage にて II：4 例，III：3 例，IV：3 例，V：3
例であった。筋厚評価には超音波診断装置（See More，株式会社メディコスヒラタ）を用いた。計測肢位は股関節中間位の安静
臥位とし，照射部位は先行研究に準拠し，上前腸骨棘と膝蓋骨上縁を結んだ中点とした。筋厚は画像解析ソフト ImageJ にて骨，
筋膜を除いた距離で算出した。統計解析は RF，IV 筋厚の変化は反復測定分散分析を用い，事後検定は Tukey 法を行った。ま
た各筋の変化量を算出し，対応のある t 検定を用いて麻痺側と非麻痺側の差，RF と IV の差について検定を行った。有意水準は
5％ 未満とした。統計処理には SPSS ver23 を用いた。

【結果】

1 病日目を基準とした筋厚の減少割合は，麻痺側 RF は 7 病日 13.8%，14 病日 9.2%，非麻痺側 RF は 7 病日 9.6%，14 病日 8%，
麻痺側 IV は 7 病日 19.7%，14 病日 5.6%，非麻痺側 IV は 7 病日 16.6%，14 病日 0.3% の減少となった。反復測定分散分析の結果，
両側 RF，IV で 1 病日目に対して 7 病日目，14 病日目に有意な減少を認めた（p＜0.05）。対応のある t 検定の結果，変化量は麻
痺側と非麻痺側で有意差を認めず，RF と IV は 10％ の危険率で変化量の差の傾向を認めた。

【結論】

両側 RF，IV ともに 7 病日目の筋厚の減少割合が高いことから 7 病日以内に筋萎縮が生じ，麻痺側だけでなく非麻痺側の筋厚の
減少が生じたことから不活動の影響を受ける可能性があると考えられる。筋線維タイプ含有量が異なる RF，IV の変化量の差に
傾向があるため，更にデータ収集を行い検討していく。
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急性期脳卒中患者における膝伸展筋力を用いた歩行自立の判断

石野 洋祐，武田 祐貴，釘本 充，杉山 俊一

特定医療法人柏葉脳神経外科病院
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【はじめに，目的】

脳卒中患者において，麻痺側下肢筋力は歩行速度，歩行自立度と関連することが報告されており，臨床上重要な評価項目の一つ
である。また，歩行自立に必要な基準値が示されているが，これらは回復期から維持期を対象にした報告であり，急性期にも同
様に適応できるかは不明である。早期リハビリテーションが推奨される今日において，急性期の知見は重要である。本研究の目
的は，急性期脳卒中患者の麻痺側下肢筋力が歩行自立を判断する因子となるか検討し，その基準値を示すことである。

【方法】

対象は当院に入院しリハビリテーションを行った脳卒中片麻痺患者とした。除外基準は両側性の運動麻痺を有している症例，随
意的な膝関節伸展運動が全くみられなかった症例，重篤な骨関節疾患，高次脳機能障害や認知症により指示に従えない症例とし
た。さらに，脳卒中発症後 30 日以内に下肢筋力測定が行えなかった症例を除外した。筋力の測定には，Hand�Held Dynamome-
ter（アニマ社製，μTas F�100）を使用し，両側の等尺性膝伸展筋力を測定した。測定値を体重にて除し，正規化した値を用い
た（N/kg）。統計学的分析は，従属変数を歩行自立（Functional Ambulation Category 4 以上）の可否とし，独立変数を性別，
年齢，麻痺側，下肢 Brunnstrom Recovery stage（以下，BRS），麻痺側および非麻痺側の膝伸展筋力，Berg Balance Scale（以
下，BBS）の 7 項目として，ロジスティック回帰分析を用いた。その後，抽出された因子を Receiver Operating Characteristic
Curve（以下，ROC 曲線）から Area Under the Curve（以下，AUC）と感度，特異度を算出し，歩行自立を判断するのに最も
適したカットオフ値を求めた。解析は IBM SPSS Statistics Version 19 を用い，5% を有意水準とした。

【結果】

測定対象は 177 名（脳出血 41 名，脳梗塞 136 名，男性 107 名，女性 70 名，平均年齢 69.7±1.0 歳）で，BRS は III 10 名，IV 25
名，V 63 名，VI 79 名であった。発症から測定までの期間は中央値 14.0（10.5�19.5）日で，麻痺側膝伸展筋力は中央値 2.73（1.75�
3.61）N/kg，非麻痺側膝伸展筋力は中央値 4.07（3.15�5.08）N/kg であった。ロジスティック回帰分析の結果，歩行自立に影響
を与える因子としては麻痺側膝伸展筋力体重比（オッズ比 1.1）および BBS（オッズ比 1.4）が抽出された。麻痺側膝伸展筋力体
重比の ROC 曲線（AUC 0.85）から求めた歩行自立のカットオフ値は 2.87 N/kg（感度 76.1%，特異度 76.5%）であった。

【結論】

結果から，急性期脳卒中患者の麻痺側下肢筋力は維持期を対象とした研究と同様に，歩行自立の可否に影響をおよぼすことが示
された。急性期においても，脳卒中患者のリハビリテーション介入をする上で，麻痺側下肢筋力が歩行自立の判断基準の一つと
なる。
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Branch Atheromatous Disease の早期離床の安全性についての検討

菊谷 明弘，皆方 伸，中瀬 泰然

秋田県立脳血管研究センター

key words Branch Atheromatous Disease・早期離床・進行性脳梗塞

【はじめに，目的】

Branch Atheromatous disease（以下，BAD）は穿通枝の母動脈からの分枝部近傍の閉塞によって生じ，レンズ核線条体動脈外
側枝（以下，LSA）領域に多いとされている。急性期脳卒中リハビリテーションにおいて，早期離床が重要であることは一般化
している。しかし，BAD は急性期に進行性脳卒中の経過を取ることが多く，脳梗塞巣の拡大を伴うこともしばしば観察され，
早期の積極的離床は控えた方が良いとする報告も散見される。そこで本研究の目的は，BAD の梗塞巣の拡大，神経症状の増悪
と早期離床との関係について調査することである。

【方法】

対象は，2013 年 1 月から 2015 年 12 月までの間，発症から 48 時間以内に当院入院時の MRI 検査で診断された脳血管障害の既往
のない LSA 領域の BAD 患者 38 例とした。調査項目は診療録から抽出し，①梗塞巣拡大の有無と神経症状増悪の有無との関係，
②入院初日からの離床の有無と梗塞巣拡大の有無との関係，③入院初日からの離床の有無と神経症状増悪の有無との関係を検
討した。梗塞巣拡大の有無は，入院当日の MRI と入院 7 日以内のフォロー MRI から同一の脳卒中専門医が判断した。統計解析
は χ2 乗検定を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

①梗塞巣が拡大した 16 例中，神経症状増悪ありは 6 例（37.5%），非拡大 22 例中，神経症状増悪ありは 6 例（27.3%）と有意差
を認めなかった。②入院初日から離床を開始した 25 例中，梗塞巣拡大ありは 9 例（36%），初日以降に離床を開始した 13 例中，
梗塞巣拡大ありは 7 例（53.8%）と有意差を認めなかった。③入院初日から離床を開始した 25 例中，神経症状増悪ありは 7 例

（28%），初日以降に離床を開始した 13 例中，神経症状増悪ありは 5 例（38.5%）と有意差を認めなかった。

【結論】

今回の結果から，神経症状の増悪は梗塞巣の拡大群，非拡大群にそれぞれ半数ずつみられた。脳の虚血部位周辺には虚血後も生
存している部分が存在するが，脳虚血に起因するフリーラジカル産生に伴う神経細胞や血管内皮細胞の酸化障害によって，一部
は遅発性神経細胞死に至るとされている。そのため，梗塞巣の拡大を伴わずに神経症状の増悪を認めた人数も半数みられたもの
と考えられた。また，入院早期から離床を開始することが梗塞巣の拡大や神経症状の変動に関与するとは言い難かった。このこ
とから，適切な病型診断・医療処置を施行された状況下でも神経症状の変化に留意した上で理学療法を実施するならば，BAD
は安全に離床を進めることが可能であることが示唆された。
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脳卒中急性期におけるリハビリテーション介入時期が予後に与える影響につい
ての検討

橋﨑 孝賢1），木下利喜生1），川西 誠1），児嶋 大介1），上西 啓裕1），西村 行秀1），中村 健2），
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【はじめに，目的】

これまで脳卒中患者における急性期リハビリテーション（リハ）の有効性が数多く報告されており，ガイドラインにおいて医学
的に安定した脳卒中患者は早期にリハを始めるよう勧められている。その一方で，最新の大規模研究では早期にリハを開始した
群が通常リハ群よりも 3 ヵ月後の modified Rankin Scale score（mRS）の結果が不良だったと報告している。しかし，それらの
報告は急性期病院から転院後の状況が明らかでなく転院後のリハの違いは結果に多大な影響を及ぼしている可能性がある。そ
こで今回，当院で入院リハを行い，直接自宅退院となった患者のみを対象に，機能レベル・ADL を調査することで急性期病院
でのリハ開始時期が予後に影響を及ぼすか検討した。

【方法】

本研究は prospective cohort study であり，2014 年 7 月から 2015 年 4 月までに入院した初発脳卒中片麻痺患者 227 名を対象と
した。除外基準は発症前 mRS＜4，神経症状の増悪，重篤な心不全，骨折などで運動療法が困難なものとした。発症からリハ開
始までを 24 時間以内（Very Early Mobilization；VEM 群），24 時間以降（Usual Care；UC 群）の 2 群に分け，当院から自宅退
院した患者のリハ開始時，退院時，6 ヵ月後の Glasgow Coma Scale（GCS），National Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS），
Functional Independence Measure（FIM）を調査した。長期予後の評価としてリハ開始時から退院時，リハ開始時から 6 ヵ月
後の Δ 値を算出し，比較した。また 2 群間の比較には Mann�Whitney test を使用した。

【結果】

対象は VEM 群で 47 名（内 2 名死亡，1 名再発，32 名転院）中 12 名が自宅復帰，UC 群は 180 名（内 11 名死亡，10 名再発，3
名中止，132 名転院）中 24 名が自宅復帰していた。リハ開始時の身体特性は，年齢のみ VEM 群で有意に若く，その他の身長，
体重に差はなかった。また在院日数に有意差はなく，退院時までの 1 日のリハ実施時間は VEM 群で有意に長かった。リハ開始
時の GCS，FIM（total，motor）は UC 群で有意に高かった。リハ開始時から退院時までの ΔFIM（total），ΔNIHSS は VEM
群で有意に高く，またリハ開始時から 6 ヵ月後までの ΔFIM（total）においても VEM 群で有意に高かった。

【結論】

今回，当院で急性期入院リハを行い，直接自宅退院となった脳卒中患者において発症 24 時間以内にリハを開始した方が 24 時間
以降に開始した群よりも退院時，6 ヵ月後の ADL 改善量が高い結果を示した。今回，年齢差やリハ実施時間の違いが結果に影
響した可能性はあるが，直接自宅退院可能であった比較的軽症例であっても，急性期のリハ介入時期が 1 日遅れるだけで ADL
や機能予後に影響を与える可能性を示した。
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くも膜下出血患者の急性期機能予後に影響を与える要因の検討

皆方 伸，菊谷 明弘，佐藤 周平，照井 駿明，佐々木正弘，師井 淳太

秋田県立脳血管研究センター
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【はじめに，目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 では，予後予測した上でリハビリテーションプログラムを実施することを勧めている。特に近年
の医療制度では，脳卒中急性期時点での機能予後予測による転帰先の検討は重要課題となっている。本研究の目的は，くも膜下
出血（subarachnoid hemorrhage；SAH）例に焦点を当て，急性期病棟退棟時の良好な機能予後に関連する要因を明らかにする
ことである。

【方法】

対象は，平成 25 年 1 月から平成 28 年 12 月までに当センターに入院し，理学療法を実施した SAH 例 113 名（男性 40 名，女性
73 名。平均年齢 63.1±14.5 歳）である。除外基準は，①発症から 72 時間以内の入院，②死亡退院，③入院前 modified Rankin
Scale（以下，mRS）3 以上とした。検討方法は後方視的検討とし，診療録から患者属性の他，急性期病棟滞在日数，入院時の重
症度（World Federation of Neurological Surgeones；WFNS 分類），入院から離床開始までの日数，脳血管攣縮の有無，遅発性
水頭症の有無，急性期病棟退棟時の mRS（以下，退棟時 mRS）を抽出した。急性期病棟退棟時の機能予後に関連する因子を検
討するため，急性期病棟滞在日数を生存変数，機能予後を目的変数として，年齢，重症度，離床開始までの日数，脳血管攣縮の
有無，遅発性水頭症の有無を説明変数とした Cox 比例ハザード分析を行った。なお，機能予後は退棟時 mRS を基準とし，mRS
≦2 を良好，mRS≧3 を不良と定義した。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

急性期病棟退棟時の機能予後良好は 78 名（69%）であった。機能予後に関連する因子の検討では，年齢（ハザード比 0.97，P
＜0.001），重症度（ハザード比 0.88，P＜0.01），離床開始までの日数（ハザード比 0.88，P＜0.0001），水頭症の有無（ハザード比
0.15，P＜0.001）が抽出された。

【結論】

SAH 例の良好な機能予後に関連する要因は，若年，重症度が軽症，早期からの離床開始，遅発性水頭症の合併がないことであっ
た。年齢や発症時の重症度が機能予後に影響することは，これまでの研究の結果と一致する。SAH 例の離床時期ついては，脳
血管攣縮に配慮した術後管理が必要であり，個別に検討することが勧められている。早期離床の安全性は十分に確認されていな
いが，可能な限り実施することは急性期段階での機能予後に影響すると考えられた。また，遅発性水頭症は SAH 発症から 1～
2 ヵ月後に好発し，発症によりシャント術などの治療を必要とする。水頭症の発症は入院期間を延長させるため，理学療法士は
介入中その兆候の把握に努め，医療チーム内で共有していくことが必要と考えられた。
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当院における脳梗塞発症 3週後の移動能力に関わる因子について～病型別の検
討～

岡和田愛実，佐藤布実香，門田 聖也，保志 悠斗，安田 浩人

社会医療法人禎心会札幌禎心会病院

key words 脳梗塞・急性期・歩行自立度

【はじめに，目的】当院は脳卒中患者を中心とした急性期病院であり脳梗塞患者が多いが，脳梗塞患者の予後を急性期で検討し
た先行研究は少ない。また脳梗塞はアテローム血栓性，心原性，ラクナの 3 つの病型があり，病型により予後が異なる可能性が
ある。そこで本研究では，病型別に脳梗塞発症 3 週後の移動能力に関わる因子を検討することとした。

【方法】対象は平成 26 年 4 月から平成 28 年 3 月に当院に入院した脳梗塞患者 287 例とした。入院期間は中央値 21（14�36）日で
あり，発症前の modified Rankin Scale が 2 以上の者，テント下病変を除外した。入院から 3 週後の移動が車椅子または介助・見
守り歩行を非自立群，歩行自立を自立群とし，以下の項目を比較検討した。項目は，基本情報として性別，年齢，病巣側，病型，
理学療法開始日，理学療法時の端座位初回日（離床日），端座位初回日の座位自立度（初回座位），1 週目評価として下肢の Brunn-
strom Recovery Stage（BRS），Japan Coma Scale（JCS），表在感覚，深部感覚，端座位自立度（座位）とした。統計学的解析
として，各群（非自立群，自立群）にて各項目を比較した。基本情報の性別，病巣側，病型は χ 二乗独立性検定，その他の項目
は Mann�Whitney の検定を行った。有意差が認められた項目について，ロジスティック回帰分析（変数増加法，尤度比）を行っ
た。有意水準は 5％ とした。

【結果】全病型をまとめた解析では年齢，病型，離床日，初回座位，1 週目評価の全項目で非自立群と自立群に有意差を認めた。
ロジスティック回帰分析の結果，影響する要因は BRS（オッズ比 4.06；p＜0.01），JCS（オッズ比 0.44；p＜0.01），座位（オッズ
比 0.02；p＜0.01）が選択された。アテローム血栓性では初回座位，1 週目評価の全項目において有意差を認め，影響する要因は
BRS（オッズ比 2.94；p＜0.01），JCS（オッズ比 0.30；p=0.01），座位（オッズ比 0.07；p=0.04）が選択された。心原性では年齢，
離床日，初回座位，1 週目評価の BRS，JCS，座位に有意差を認め，影響する要因は JCS（オッズ比 0.32；p=0.02）が選択され
た。ラクナでは初回座位，1 週目評価の BRS，JCS，座位に有意差を認め，影響する要因は BRS（オッズ比 32.24；p＜0.01）が
選択された。

【結論】全病型の結果と同様にアテローム血栓性では，影響する要因として BRS，JCS，座位が選択された。中でも座位の影響
は大きい。座位は体幹機能の指標となるが，その自立度には BRS のように随意性のみではなく，意識状態や筋緊張なども影響
する。その為，麻痺の重症度だけではなくそれらも考慮しながら歩行自立度を予測する必要がある。一方，心原性では JCS，ラ
クナは BRS が選択された。心原性は梗塞巣が広範であり，他の病型と比較して意識障害が重度である。ラクナは対称的に梗塞
巣が限局し意識障害が軽度であり，麻痺の重症度で歩行自立度を予測できると考える。以上より，病型ごとに移動能力の予後を
検討する必要性が示唆された。
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脳卒中後片麻痺者の膝関節運動を改善するロボット機構付長下肢装具の開発

川崎詩歩未1），大畑 光司1），脇田 正徳1,2），木村 和夏1,3），浅井 結1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）関西医科大学付属病院，
3）十条武田リハビリテーション病院

key words ロボット・脳卒中後片麻痺・歩行

【はじめに，目的】

一般的に，脳卒中後片麻痺者においては，膝関節に歩容異常が生じやすいことが知られている（DeQuervain IAK, 1996，Mulroy
S, 2003）。近年，このような歩行パターンを改善するための方策として，ロボットを使用したリハビリテーションが行われてい
る。我々の研究グループでは，歩行時の膝関節の屈曲伸展運動を補助する機構を取り付けて長下肢装具をロボット化する装置を
開発した。これまで，3 名の脳卒中後片麻痺者に対してプロトタイプを用いた検討では，遊脚期の麻痺側膝関節屈曲角度の増加
が観察された。本研究では，実際に長下肢装具を利用した機器を用い，脳卒中後片麻痺者の歩行機能に与える影響について検討
した。

【方法】

対象者は地域在住の脳卒中後片麻痺者 17 名（男性 14 名，女性 3 名）とした。対象者に装具なしでの歩行課題とロボットを用い
た歩行課題を快適歩行にてランダムな順序で行わせた。ロボット課題では，機器を装着して補助トルクを与えない 10m 歩行（ロ
ボット pre 条件），補助トルクを膝関節に与えた状態での連続歩行，および再度トルクを与えない 10m 歩行（ロボット post 条件）
を行った。両課題ともに連続歩行は 3 分間計測し，1 分毎の時間間隔で分割して解析を行った。

使用した機器は，内蔵したセンサーから歩行周期を自動判別し，適切なタイミングで膝関節の屈曲伸展運動を補助するよう設計
されている。本測定における補助トルクの大きさは歩容が崩れない適切な大きさまで測定者が調整した。

各歩行条件のパフォーマンス指標として歩行速度，10m あたりの歩数を算出した。また，麻痺側膝関節角度を対象に電気ゴニオ
メーターにより歩行時の膝可動範囲を算出した。まず，装具装着自体の影響を調べるために，ロボット pre 条件と装具なし条件
を比較した。次に補助トルクの影響を調べるために，ロボット pre 条件とロボット条件での歩行を比較した。連続歩行中の違い
を見るためにロボット条件と装具なし条件で比較し，最後に事後効果を確認するためにロボット pre 条件と post 条件を比較し
た。パフォーマンス指標と膝可動範囲は対応のある t 検定または Wilcoxon の符号付順位和検定，一元配置反復測定分散分析ま
たは Friedman 検定によって比較を行った。

【結果】

装具装着のみでは歩行速度，歩数，膝可動範囲のいずれも変化が見られなかった。しかし，補助トルクを与えることで，歩行速
度の有意な増加（p＜0.01），歩数の有意な減少（p＜0.05），膝可動範囲の有意な増加を示した（p＜0.01）。連続歩行中は同一課題
では変化しなかったが，膝可動範囲はロボット課題において有意に大きかった（p＜0.016）。また，ロボットによる事後効果は，
歩行速度，歩数，膝可動範囲において有意に観察された（p＜0.01）。

【結論】

本研究の結果より，ロボットによる補助トルクを与える事でパフォーマンスや関節運動を変化させることが出来，その効果は事
後も持続することが示唆された。
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脳卒中片麻痺上肢における運動イメージ能力と運動機能ならびに身体使用頻度
との関係

森岡 周1,2），大住 倫弘2），坂内 掌3），石橋凜太郎4），小倉 亮4），河野 正志4）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，3）阪奈中央病院リハビリテーション科，
4）村田病院リハビリテーション科
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【はじめに，目的】運動イメージの想起を求める臨床手続きはメンタルプラクティス課題を含め，脳卒中後の上肢運動障害に対
して効果を示すことが数多く報告され，医学的根拠も明確になっている（Langhorne 2009）。加えて，運動イメージ時の脳活動
は実運動と等価的であることが我々の研究（Nakano, Morioka 2014）他，多くの研究で明らかになっている。しかしながら，運
動イメージの定量的評価が臨床場面に導入されていない背景から，運動イメージ能力が直接的に片麻痺上肢機能に関与するか
は不明である。本研究では，両手協調運動課題（bimanual circle�line coordination task：BCT）を用いて，運動イメージ能力を
定量的に調べ，運動イメージ能力が片麻痺上肢の運動機能や麻痺肢の使用頻度に関係するかを明らかにする。

【方法】対象は認知障害のない脳卒中片麻痺患者 31 名である。BCT にはタブレット型 PC を使用し，その課題は unimanual�line
（UL）：非麻痺側のみで直線を描く条件，bimanual circle�line（B�CL）：非麻痺側で直線を描き麻痺側で円を描く条件，imagery
circle�line（I�CL）：非麻痺側で直線を描き麻痺側で円を描くイメージを行う 3 条件で行い，各々 12 秒間 3 セット，ランダムに
実施した。描かれた直線を記録し，その軌跡を Matlab R2014b（MathWorks）を用いて解析した。解析は軌跡を 1 周期ごとに分
解し，その歪みを数値化するために ovalization index（OI）を求めた。OI は［X 軸データの標準偏差/Y 軸データの標準偏差］×
100 により算出した。運動麻痺の評価には Fugl�Meyer Motor Assessment（FMA），日常生活での使用頻度には Motor Activity
Log（MAL）の Amount of Use（AOU），動作の質には MAL の Quality of Movemen（QOM）を用いて評価した。一元配置分
散分析後，多重比較検定（t�検定）を用い 3 条件の OI 値を比較した。また，I�CL の OI と FMA，AOU および QOM の関係を
調べるためにピアソン相関係数を求めた。有意水準は 5% とした。

【結果】UL に対し B�CL および I�CL の OI で有意な増加を認めた（p＜0.00001）。I�CL の OI と FMA の間に有意な相関がみら
れないものの，I�CL の OI と AOM（r=0.3883，p＜0.0154）および QOM（r=0.3885，p=0.0153）に有意な相関関係を認めた。

【結論】本結果から，非麻痺側で直線を描き，麻痺側で円を描くイメージを行う条件であっても有意な楕円化を認めた。すなわ
ち，運動イメージの存在を定量的に確認することができた。一方，それは運動麻痺の程度に直接に関係しないものの，麻痺肢の
使用頻度や動作の質に関係することが明らかになった。今後は，運動イメージ能力が向上することで，麻痺肢の使用頻度が増加
し，それに基づき運動障害が質的に改善するか，縦断的調査を試みる必要がある。
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入院中の回復期脳卒中者における歩行能力に応じた身体活動量の特性

清水 夏生1,2），橋立 博幸3），太田 智裕1,2），野口隆太郎1），山中誠一郎1），齋藤 昭彦3）
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2）杏林大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学分野，3）杏林大学保健学部理学療法学科
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【はじめに，目的】

医療機関に入院した脳卒中者の入院生活における身体活動量（活動量）は乏しく，入院中の活動量増加は重要な課題の 1 つとさ
れている。American stroke association は回復期では運動機能改善のために中強度以上での活動量の増加を推奨している。比較
的強度の高い活動を遂行するためには歩行能力の高さが重要な要因になると考えられるが，回復期脳卒中者における歩行能力
の違いによる活動量の差異については十分に明らかとなっていない。本研究は，異なる歩行能力を有する回復期脳卒中者におけ
る入院中の活動量の特性を明らかとし，活動量を高めるための方略を歩行能力に応じて検討することを目的とした。

【方法】

回復期病院に入院中の初発脳卒中者 65 人（平均年齢 64.2 歳，発症からの平均日数 62.5 日）を対象に，歩行自立度，最大歩行速
度，活動量を調査した。活動量の調査には 3 軸加速度計（OMRON HJA�350IT）を用いた。3 軸加速度計の装着部位は対象者の
腰部，測定時間は 7 時から 19 時までの 12 時間，測定期間は連続 7 日間，測定区間は 60 秒間とし，1.6～2.9 metabolic equivalents

（METs）の活動に相当する低強度活動時間（LIPA），3 METs 以上の活動に相当する中～高強度活動時間（MVPA）の 2 つの活
動における 1 日あたりの平均活動時間を算出した。活動量を歩行能力別に比較するために対象者を歩行自立度と最大歩行速度
に基づき，①歩行自立かつ歩行速度 0.9 m/s 以上の Group 1（n=22），②歩行自立かつ歩行速度 0.9 m/s 未満の Group 2（n=7），
③歩行に見守りまたは介助を要する Group 3（n=36）の 3 群に分けた。

【結果】

3 群間における年齢，発症からの日数に有意な群間差は認められなかった。各群の LIPA は Group 1 が 176.0 分/日，Group 2
が 172.9 分/日，Group 3 が 111.3 分/日，MVPA は Group 1 が 27.2 分/日，Group 2 が 4.5 分/日，Group 3 が 7.0 分/日であった。
歩行能力と活動強度を 2 要因とした 2 元配置分散分析および多重比較検定を用いて LIPA および MVPA を比較した結果，歩行
能力と活動強度の間に有意な交互作用が認められた。LIPA は Group 1 または Group 2 と比べて Group 3 では有意な低値を示
し，MVPA は Group 1 と比べて Group 2 または Group 3 では有意な低値を示した。いずれの群においても LIPA に比べて
MVPA が有意に低値を示した。

【結論】

歩行が非自立の群は歩行が自立した群に比べて MVPA のみでなく LIPA も低値を示したことから，歩行非自立者においては低
強度での活動量も低下しており，LIPA の増加に歩行自立度が重要な要因となると考えられた。一方で，歩行が自立した群では
歩行速度が低い群において MVPA が低値を示したことから，MVPA の向上には歩行自立度のみでなく歩行速度がより重要な
要因となると考えられた。したがって，歩行が非自立の脳卒中者では優先的に歩行自立度を高めて歩行機会を確保し，歩行が自
立した脳卒中者では歩行速度をさらに高めるといった段階的な歩行への治療介入が，回復期脳卒中者の入院中の活動量増加の
ために有益な方略となる可能性があると推察された。
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Effects of combination transcranial direct current stimulation（tDCS）with body�weight supported treadmill training（BWSTT）in restorative stage stroke patients.
A Double�Blind Cross�Over Study
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【Purpose】Many studies of tDCS have indicated the effect on the recovery of upper limb function, unilateral spatial neglect and
aphasia in the stroke rehabilitation. Although walking ability is important in stroke patients to maintain daily life, there was a
little study as to treat walking ability on stroke patients.It previously reported that the SMA potentially plays an important role
in balance recovery after stroke. We aimed to investigate the effect of combined therapy BWSTT and tDCS on gait function re-
covery of stroke patients.

【Methods】Eighteen stroke patients（mean age：61.8±11.8 y/o, days from onset：133.9±59.0 days, mean FIM score：106.1
±10.4）participated in this study. The two BWSTT periods of 1 weeks each, with real tDCS（anode：front of Cz, cathode：inion,
1mA, 20minutes）on supplementary motor area（SMA）and sham stimulation were randomized in a double�blind cross�over
design. We measured time required of 10m walk test（10MWT）and timed up and go test（TUG）at the before and after each
periods. Saitama Misato rehabilitation hospital ethics committee approved this study. All participants gave their written in-
formed consent.

【Results】We found the real tDCS with BWSTT improved gait speed（10MWT）and applicative walking ability（TUG）signifi-
cantly（p＜0.05）compared with BWSTT+sham stimulation period.

【Discussion】Our findings demonstrated the feasibility and efficacy of tDCS in the gait training after stroke. It is possible that
the facilitative effects of tDCS on SMA resulted in improvement of postural control during BWSTT. The results indicated im-
plications for the use of tDCS in balance and gait training rehabilitation after stroke.
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Effect of the self�monitoring approach on physical activity in hospitalized patients with mild ischemic stroke
a randomized controlled trial
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【Purpose】

To evaluate the effect of the self�monitoring approach（SMA）on physical activity and self�efficacy for physical activity（SEPA）
in hospitalized patients with mild ischemic stroke.

【Methods】

Hospitalized patients with mild ischemic stroke who could walk without assistance were recruited. Patients were randomly as-
signed to the SMA group or the control group. We measured the daily number of steps taken as the index of daily hospitalized
physical activity using a Fitbit One（Fitbit Inc., San Francisco, CA）three�dimensional accelerometer. All patients underwent
supervised rehabilitation program 5�6times a week until discharge. Over the first 2 days（T1）, patients did not receive acceler-
ometer�based feedback. Then, to promote hospitalized physical activity, the subject’s in the SMA group self�monitor their hos-
pitalized physical activity until discharge（T2）. The SMA used in this study aimed to enhance self�efficacy. The control group
participated in supervised rehabilitation program only. We also measured SEPA assessment tool at T1 and T2.

【Results】

The study sample included 22 patients, of which 10 patients（66.4 yrs., 70% men）comprised the SMA group and 12 patients（62.3
yrs., 50% men）comprised the control group. Although there were no significant differences in physical activity values between
the SMA group and control group at T1（3157.4 vs. 2193.5 steps/day, P=0.267）, values of the SMA group at T2 were signifi-
cantly higher than those of control group（5776.4 vs. 3027.8 steps/day, P=0.006）. There were no significant differences in SEPA
between the groups at T1 and T2.

【Discussion】

The SMA might effectively increase physical activity in hospitalized patients with mild ischemic stroke. Future study need to
assess long�term follow up to determine whether the benefits of the SMA continue after discharge.
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Analysis of Subjective Postural Vertical in Pitch Plane in Patients with Pusher
Behavior
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【Background】Subjective Postural Vertical（SPV）reflects perceived upright position with respect to gravity. Pusher Behavior
（PB）is thought to orient their body toward a disturbed internal reference of verticality in roll plane. However, PB is not only
occurred in roll plane, but also indicate movement of pitch plane such as transfer and walking. The purpose of present study
was to clarify the characteristic of SPV in pitch plane for PB.

【Methods】Forty�nine patients with stroke（period from onset；16.1（mean）days）participated. The diagnosis of PB was as-
sessed using（SCP）. According to SCP, 26 patients were non�PB（age；66.1, SCP；0.1）, 23 patients were PB（age；67.5, SCP；
3.7）. The control group was composed of 15 elderly subjects（age：67.1）. This study was approved by the ethics committee,
and all participants provided written informed consent. SPV was measured by a Vertical Board（VB）. The subjects seated on
the VB, with eyes closed. The VB was tilted toward opposite position until the subjects feel upright position. Eight trials were
performed, four from front to back and four from back to front. The SPV orientation was calculated the value of average（PV�
mean）and standard deviation（PV�uncert）. The data defined as the negative value was a backward orientation. The differ-
ences of vertical parameter between groups were compared by one�way analysis of variance and Bonferroni methods.

【Results】PV�mean was no significant for 3 groups（control；�2.5̊, non�PB；�2.2̊, PB；�1.1̊）. The analysis of Variance showed
a significant effect of groups for PV�uncert（control；3.3, non�PB；3.7, PB；5.8）. PV�uncert in PB was significantly higher than
other groups.

【Discussion】This suggests that patients with PB are disturbed internal reference of verticality in pitch plane. Therefore, it is
necessary for PB to adapt cognitive approach in pitch plane.
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Muscle Proprioceptive Information Facilitates Throwing Accurately with Prism
Glasses
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PURPOSE

Prism adaptation requires the integration of visual and motor information for proper acquisition. Although the role of visual
feedback is understood, the nature of the motor information necessary for the development of the adaptation remains un-
known. This study was carried out to evaluate the effects of muscle proprioception on throwing performance while looking
through a right�left reversing prism.

METHODS

The participants were twelve right�handed healthy persons. The subjects threw plastic balls at a cross drawn at shoulder level
on an acrylic board and placed 1.5 m away. The subjects wore a wrist weight bracelet（1.0 kg）during different phases of the ex-
periment. A baseline throwing performance was obtained by asking the subjects to simply throw 24 balls to the cross（PRE）.

At the end of this stage, subjects put on prism glasses and were instructed to throw 24 balls with the same arm and in the same
way as before. The prisms were then removed, and the subjects threw 24 balls. The location of each balls impact was measured
in relation to the horizontal and vertical axis of the cross. This study was approved by the Research Ethics Committee at
AUHW（No. 1627）.

RESULTS

A two�way repeated measures ANOVA test was conducted on all PRE throws in the two experimental groups and confirmed
that there were no statistically significant differences between throws in distance from center on the horizontal axis made
without bracelets. Regarding the vertical axis, there was a significant difference between the throws made with and without
the weights during the PRE phase.

CONCLUSION

Our results suggested that the internal representation of motor memory incorporates information about load conditions and
can be fully retrieved only when the original training condition is restored.
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THE EFFECT OF 4�WEEK INTENSIVE BALANCE TRAINING IN SPI-
NOCEREBELLAR ATAXIA

Kyota Bando

National Center of Neurology and Psychiatry
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【Purpose】

To examine the effects of a 4�week intensive balance training and to assess retention effects during follow up term in individu-
als with spinocerebellar ataxia（SCA）.

【Methods】

This study was approved by research ethics committee of our institution（A2015�116）. The study included five SCA6 patients,
four SCA31 patients and two MSA�C patients（mean age：64±9.5（SD）years, 6 male）. Inclusion criteria was gait score of Scale
for the Assessment and Rating of Ataxia（SARA）（＜ 3）. Our program consisted of 1 hour each 5 training sessions per week
with one�on�one instruction by physio therapist. Patients did a self training once a day as well. Patients were assessed by scor-
ing SARA, the Balance Evaluation System Test（BESTest）, the Index of Postural Stability, strength of knee extensor muscles

（Nm/kg）, the Activities�specific Balance Confidence scale and Gait efficacy scale. We assessed those outcome at 4 weeks be-
fore intervention（E1）, immediately before the first training（E2）, immediately after the last training（E3）and after 1 month

（E4）. Statistical analysis was conducted by the nonparametric test.

【Results】

Across the 4 assessments, total score of the BESTest indicated a significant improvement（χ2=15.1, p=0.001, E1：80.6±11.6, E
2：81.6±10, E3：91±9.5, E4：86.6±13）. Only E2/E3 appeared significant change by Post hoc test. No significant change were
found in other measures. It was significant change before and after intervention in the subcategories of Postural Responses of
BESTest（P=0.03, E2：9.7±3.6, E3：13.1±3）. The average of self�exercise frequency was twice a week.

【Discussion】

Our program improved balance function on the BESTest, and this effect did not persist in follow up term. More effective home
exercise programs are needed.
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Reliability of the assessment insufflation capacity
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【purpose】

Maximum insufflation capacity（MIC）measurement is one of the pulmonary rehabilitation for Duchenne muscular dystrophy
（DMD）. One of the purposes of measuring MIC is that measure the flexibility of the lung, but it has many variations by evalua-
tors. The purpose of this study is to examine the reliability of“Assessment insufflation capacity；AIC（Air volume whitch is
measured with bug bubble mask at invariable pressure, for the evaluation of lung�thorax flexibility）”, we originally defined.

【Method】

This study was approved from research ethics committee of our institution. The study included 21 participants（12 to 30 years
of age）, with DMD without developmental disorder. And they have already measured and exercised MIC. We carried out in-
formed consent and informed assent to patient and family. We measured AIC by certain posture, pressure, flow velocity, fre-
quency. We used certain tools and assist the participants, using a re�test method in two days leave at least 30 days between.
Visit1 examined the intra�rater reliability by one examiner, visit2 examined the inter�rater reliability by two examiner.Statisti-
cal analysis was conducted by the intraclass correlation coefficients（ICC）, using SPSS（ver23）.

【Result】

In Visit1, 21 participants were analyzed（ICC 1.1：0.992）. In Visit2, 19 participants were analyzed（ICC 2.1：0.987）.

【Discussion】

MIC measurement is a method to maintain and improve the flexibility of lung or increase cough flow. However, its value of the
measurement would be changed by physical therapist’s skill. AIC, which was examined in this study, showed the high correla-
tion coefficient reliability. We think that the main reason of this result is from stabilization pressure that is one of the variables
of MIC.In further studies, we expect to measure younger patients’ lungs before their lungs become hard with this non�invasive
method.
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経皮的脊髄電気刺激を用いた Functional Assistive Stimulation walk による脳卒中片麻痺患者の歩行機能改善
10m歩行速度と 6分間歩行の検討

森 正晴1），藤原 俊之2），堀 悠子1），久保 大輔1），金子 真人1）
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2）東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学

key words 脳卒中片麻痺・経皮的電気刺激・FASTwalk

【目的】

ヒトの歩行運動は脊髄反射を用いた運動により構成されている。拮抗筋との相反する動きは相反性抑制により制御されており，
遊脚期における下肢の振出しは flexor reflex の利用により再現が可能である。また遊脚相に対して対側の下肢の立脚は交叉性
伸展反射を利用している。歩行ではこれらの脊髄歩行回路を利用し，それを上位中枢からの制御により調節していると考えられ
る。

Hofstoetter, et al.（2008）は非侵襲的な表面電極による経皮的脊髄電気刺激により健常成人において大腿四頭筋，ハムストリング
ス，前脛骨筋，下腿三頭筋に歩行類似の筋活動を誘発することが可能であることを報告している。そこで我々は，非麻痺側下腿
三頭筋筋活動により片麻痺患者の歩行周期における遊脚期初期ならびに立脚期後期を判別し，非麻痺側下腿三頭筋筋活動をト
リガーとして運動閾値下の刺激強度の burst 刺激を随意的なトレッドミル歩行に合わせて経皮的に脊髄後根へ与える Func-
tional Assistive Stimulation walk（以下：FAST walk）を開発した。今回，FAST walk による歩行機能改善を 10m 歩行速度お
よび，6 分間歩行を用いて検討した。

【方法】

対象は 6 ヵ月以上経過した脳卒中片麻痺患者 4 名（44.5±12.1）。

FAST walk を用いた 15 分間のトレッドミル歩行を 5 分の休憩をはさんで 2 回施行。これを週 1 回，計 10 回行った。介入前，
介入後に 10m 歩行速度および，6 分間歩行を測定した。

【結果】

介入前，介入後で 4 症例の 10m 歩行速度は 11.3 から 9.8 秒に改善を認め（95％ 信頼区間－0.3～3.2），うち 2 症例の 6 分間歩行
は 326.5 から 390.5m へ改善を認めた。

【結論】

FAST walk は脊髄後根神経を経皮的に刺激することにより phase dependent に脊髄歩行関連回路の修飾が可能であり，麻痺側
遊脚相においては振出しの改善，麻痺側立脚相においては股関節伸展の改善が見込まれ，それにより歩行速度の改善が認められ
ると考えられる。まだ少数例での検討であるが 10m 歩行速度だけでなく 6 分間歩行の歩行距離の延長も認め，この歩行機能の
改善は ADL でも意味のある改善であると考えられる。
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経皮的脊髄電気刺激を用いた Functional Assistive Stimulation walk による脳卒中片麻痺患者の歩行機能改善
足圧分布解析装置とSymmetry Index を用いた検討
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key words 脳卒中片麻痺・経皮的脊髄刺激・歩行再建

【はじめに】

ヒトの歩行運動は脊髄反射を用いた運動により構成されている。拮抗筋との相反する動きは相反性抑制により制御されており，
遊脚期における下肢の振出しは flexor reflex の利用により再現が可能である。また遊脚相に対して対側の下肢の立脚は交叉性
伸展反射を利用している。歩行ではこれらの脊髄歩行回路を利用し，それを上位中枢からの制御により調節していると考えられ
る。

Hofstoetter, et al.（2008）は非侵襲的な表面電極による経皮的脊髄電気刺激により健常成人において大腿四頭筋，ハムストリング
ス，前脛骨筋，下腿三頭筋に歩行類似の筋活動を誘発することが可能であることを報告している。そこで我々は，非麻痺側下腿
三頭筋筋活動により片麻痺患者の歩行周期における遊脚期初期ならびに立脚期後期を判別し，非麻痺側下腿三頭筋筋活動をト
リガーとして運動閾値下の刺激強度の burst 刺激を随意的なトレッドミル歩行に合わせて経皮的に脊髄後根へ与える Func-
tional Assistive Stimulation walk（以下：FAST walk）を開発した。今回，FAST walk による歩行機能改善を足圧分布解析装置
と Symmetry index（以下：SI）を用いて検討した。

【方法】

対象は 6 ヵ月以上経過した脳卒中片麻痺患者 4 名（44.5±12.1）。FAST walk を用いた 15 分間のトレッドミル歩行を 5 分の休憩
をはさんで 2 回施行。これを週 1 回，計 10 回行った。

介入前後においてトレッドミル足圧分析（ノラクソン社製マイオプレッシャー）により麻痺側立脚時間，非麻痺側立脚時間を計
測し，歩行周期におけるそれぞれの時間比を計測した。またストライド長の計測を行った。歩行対称性の評価には SI=（非麻痺
側立脚時間比－麻痺側立脚時間比）/0.5（非麻痺側立脚時間比＋麻痺側立脚時間比）を用いた。

【結果】

介入前後でストライド長は 41.2cm から 62.7cm と改善を認め［95% 信頼区間－29.7～－13.2］，SI は 0.097 から 0.069 と改善を認
めた［95% 信頼区間－0.01～0.069］。

【結論】

本法は歩行周期における遊脚期初期の麻痺肢振出しと立脚中期における股関節伸展のタイミングに合わせて，脊髄反射を利用
して脊髄歩行回路の興奮性を上げ，随意的な歩行運動をアシストする。よって下降性経路による制御が不十分な脳卒中患者にお
いても歩行機能の改善が得られたと考えられる。対称性も改善していることより，その改善が非麻痺側の代償ではなく，生理学
的な歩行神経回路の利用による改善であると考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）18：10～19：10 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）【口述演題（神経）06】

O-NV-06-3

運動誘発型電気刺激（IVES）と自転車エルゴメータの併用による急性期脳卒中患
者の臨床的治療効果
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【はじめに，目的】脳卒中片麻痺者に対する機能的電気刺激療法（FES）を併用したペダリング動作は，下肢機能と歩行スピー
ドを改善させるとの報告されているものの，随意筋電量に比例した筋活動を促す IVES を用いた研究や急性期片麻痺患者にお
ける報告は少ない。そこで，脳卒中急性期片麻痺患者に対する IVES を併用した自転車エルゴメータを用いた運動療法プログラ
ムを考案し，下肢随意性と歩行関連パラメータに与える即時的な効果を検討した。

【方法】対象は急性期脳梗塞，脳出血患者 17 名，年齢は 62±11.2 歳。発症から初回計測までの平均経過日数 9.3 日±5.6 日，男性
14 名で女性 2 名，全例右利きで麻痺側は右が 11 名，左が 6 名で補装具を使用せずに歩行能力の計測が可能で平均歩行速度は
1.15m/s あった。自転車エルゴメータはコンビ社製エアロバイクⓇ75XL を使用した。設定は駆動時間 7 分，26W，50rpm とした。
電気刺激はオージー技研社製低周波治療器 IVESⓇ GD�611 を 2 つ用い，下肢屈筋である前脛骨筋と伸筋の大腿四頭筋を標的筋
とした。モード設定はパワーアシストを選択。クロスオーバー研究にて①IVES を併用する自転車エルゴメータから開始し，そ
の後②自転車エルゴメータのみを実施する群と，②から開始し，その後①を実施する 2 群に分け，乱数表を用いて対象者を無作
為に割り付けた。測定項目は Stroke Impairment Assessment Set（SIAS）における foot pat test と knee extension test の 10
秒間反復回数，10m 快適歩行速度および歩数を 2 回計測し，歩行速度と歩行率を算出し平均の値を使用。測定は介入①②の前後
に実施した。統計学的解析は，R�2.8.1 を使用し有意水準は p＝0.05 とした。介入①と②による前後比較について対応のある t
検定もしくは Wilcoxon の符号付き順位検定を用い，IVES の有無による差については 2 標本の t 検定もしくは Mann�Whitney
の U 検定を用いた。解析値より効果量も算出した。

【結果】IVES を併用した自転車エルゴメータの前後，自転車エルゴメータのみの前後でともに全測定の平均値もしくは中央値に
有意差を認め（p＜0.05），効果量はいずれも大であった（r=0.58～0.88）。IVES の有無による差では，平均の歩行速度の改善度
に有意差を認め（p＝0.037），効果量は中であった（r=0.31）。

【結論】低負荷で実施する自転車エルゴメータによるペダリング運動であっても下肢機能，歩行を改善させる。さらにペダリン
グ運動に IVES を併用したことで位相に応じた筋活動パターンが増強され，推進力へと反映し，歩行速度の向上をもたらしたと
考える。軽度な歩行障害を有する急性期脳卒中患者に対する IVES を併用した自転車エルゴメータの介入は歩行速度改善効果
を増強させる。
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歩行周期に合わせた経頭蓋律動脳刺激が脳卒中後片麻痺者における歩行機能と歩行中の皮質脊髄路機能に与える影響
無作為化クロスオーバー比較試験

北谷 亮輔1,2），小金丸聡子3,4），前田 絢香2），三上 祐介3），大畑 光司2），松橋 眞生3），
美馬 達哉3,5），山田 重人2）

1）関西リハビリテーション病院リハビリテーション部，
2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，3）京都大学医学研究科附属脳機能総合研究センター，
4）京都大学医学部附属病院精神医学講座，5）立命館大学大学院先端総合学術研究科

key words 脳卒中・皮質脊髄路・コヒーレンス

【はじめに，目的】

脳卒中後片麻痺者において歩行中の損傷側一次運動野や皮質脊髄路の活動量が増加する者ほど歩行機能が改善することが報告
されている。一次運動野や皮質脊髄路は歩行中に周期的な活動をしていることから，近年，我々は歩行周期に合わせて律動的な
脳刺激を行うことで健常者において歩行中の皮質脊髄路の興奮性が増加することを報告してきた。しかし，脳卒中後片麻痺者を
対象に律動的な脳刺激が与える影響を検討した報告はない。そこで，本研究の目的は歩行周期に合わせた経頭蓋律動脳刺激（os-
cillatory transcranial direct current stimulation：otDCS）が脳卒中後片麻痺者の歩行機能と歩行中の皮質脊髄路機能に与える影
響を検討することとした。

【方法】

対象は地域在住の慢性期脳卒中後片麻痺者 8 名（年齢 65.0±4.1 歳，発症後年数 5.4±2.4 年）とした。介入条件は 1 週間に 2 回，
合計 10 回，10 分間のトレッドミル歩行練習中に otDCS を行う Real 刺激条件と，otDCS を各歩行練習開始後 30 秒間のみ行う
Sham 刺激条件とし，無作為化クロスオーバー比較試験を行った。otDCS（電流強度 0�2mA の sin 波）は損傷側半球一次運動野
の下肢領域に対して行い，麻痺側足底面のフットスイッチによる初期接地から歩行周期の周波数に合わせた刺激を開始した。両
条件とも歩行練習中には遊脚期中の麻痺側前脛骨筋に対する末梢神経筋刺激を併用した。各条件における介入前後に平地 10m
歩行テストによる快適歩行速度と最大歩行速度，6 分間歩行距離，筋活動に対する皮質脊髄路を介した下行性入力の程度を検討
出来る筋電図間コヒーレンスを算出した。筋電図間コヒーレンスは 6 分間歩行中の安定した 100 歩行周期から麻痺側・非麻痺
側の近位�遠位前脛骨筋間（TA�TA），内側�外側腓腹筋間，近位前脛骨筋�外側腓腹筋間で 15�35Hz の Beta 帯域において算出
した。統計解析は各値に対して介入条件と時期を 2 要因とした反復測定二元配置分散分析を用いて検討した。また，Real 刺激条
件において有意に変化した歩行指標の変化率と筋電図間コヒーレンスの変化率との関連を Pearson の積率相関係数を用いて検
討した。

【結果】

介入中 1 名が離脱したため，統計解析は 7 名の対象者で行った。分散分析の結果，6 分間歩行距離に有意な交互作用が得られ，
麻痺側 TA�TA コヒーレンスに有意な時期の主効果と有意な交互作用が得られた。多重比較の結果，Real 刺激条件において介入
前と比較して介入後に 6 分間歩行距離と麻痺側 TA�TA コヒーレンスが有意に増加した。また，Real 刺激条件において 6 分間歩
行距離の変化率と麻痺側 TA�TA コヒーレンスの変化率に有意な正の相関が得られた。

【結論】

歩行周期の周波数に合わせた otDCS を用いた歩行練習によって歩行中の麻痺側前脛骨筋に対する皮質脊髄路を介した下行性
入力が増加する脳卒中後片麻痺者ほど歩行距離が増加しており，歩行機能改善の神経学的背景として皮質脊髄路機能の改善が
生じていた。
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脳卒中片麻痺患者に対する神経筋電気刺激とミラーセラピーの併用治療は即時的に足関節機能を改善させるのか？
―シングルケースデザインによる検討―

西庵 美咲，北裏 真己

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター

key words 脳卒中片麻痺患者・神経筋電気刺激・ミラーセラピー

【はじめに，目的】

脳卒中後運動麻痺に対する治療として神経筋電気刺激（Neuromuscular Electrical Stimulation：NMES）とミラーセラピー（Mir-
ror Therapy：MT）の併用の有効性が報告されている。

この併用治療は，NMES による運動感覚入力に，MT の視覚的イメージを追加することで，よりリアルな運動感覚を惹起させる
ことが可能であり，関節運動を改善することができると考えられている。

しかしながら，下肢に対して NMES と MT の併用した研究は散見される程度である。以上より，本研究の目的は NMES と MT
の併用治療が脳卒中患者に対して及ぼす即時的影響について検討した。

【方法】

対象は 76 歳男性で，2015 年 12 月に右放線冠に梗塞巣を認め，軽度の左片麻痺を呈した。また高次脳機能障害は軽度の注意障害
が認められた。感覚障害はなく，Brunnstrom Recovery Stage（BRS）は左下肢 IV であった。歩行は短下肢装具を装着し 4 点杖
を用いて見守りレベルであったが，疲労時に左足尖の引っかかりが観察された。

研究デザインは，AB 型シングルケースデザインを採用した。A 期は NMES を実施し，B 期は NMES に MT を併用し，各期間
は 3 日間とした。介入時間は 1 日 20 分とした。NMES のパラメーターは周波数 50Hz，パルス持続時間は 250μsec，on/off 時間
はそれぞれ 5 秒，10 秒に設定した。電極位置は麻痺側前脛骨筋モーターポイントと腓骨神経幹直上とした。電流強度は両期間で
疼痛が出現しない範囲で関節運動が起こる程度（A 期：平均 31mA，B 期：平均 29mA）とし，それぞれ 1 日 20 分，3 日間実施
した。

測定項目は，麻痺側自動足関節背屈可動域（背屈自動 ROM），Fugl�Meyer Assessment 下肢項目（FMA），6 分間歩行（6MD），
10m 歩行時間（10MWT）とし，各期前後に測定した。背屈自動 ROM については画像処理ソフト Image J を使用し，異なる 3
名のセラピストが評価し，その平均値を算出した。

【結果】

背屈 ROM については，A 期では変化がなかったが，B 期では背屈 9.8 度の改善を認めた。FMA は介入時 21 点であったが，B
期以降 23 点へと改善した。6MD では B 期に 6m の改善を認めたが，10MWT は変化がなかった。

【結論】

本研究は，単一症例報告ではあるが NMES と MT の併用治療の即時的介入効果について検討し，脳卒中片麻痺患者の下肢機能
を改善することができた可能性がある。また，NMES 単独では効果がない症例に対しては，視覚的イメージを追加することで治
療効果が得られることが示唆された。

しかしながら，動作レベルでの改善は認められず，3 日間という短期間ではパターン化した歩行には影響を与えることができな
かったと考えた。

今後は，NMES と MT の併用治療の長期的な効果を検証するとともに，サンプルサイズを増大し比較対照試験を実施していく
必要がある。
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慢性期脳卒中片麻痺患者に対する足関節底屈筋群へのボツリヌス療法と機能的
電気刺激を用いた短期集中的理学療法の併用による効果

中澤 正和1），小宮山 孝1），佐藤 幸望1），瀧澤 弥恵1），前田 正憲2），片井 聡3）

1）鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院理学療法科，
2）鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院作業療法科，
3）鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院神経内科

key words ボツリヌス療法・機能的電気刺激・短期集中的理学療法

【はじめに，目的】

ボツリヌス療法は，脳卒中ガイドライン 2015 において推奨グレード A として，脳卒中片麻痺患者の痙縮や，歩行障害に対する
治療として効果が示されており，機能的電気刺激（以下 FES）は，脳卒中ガイドライン 2015 において推奨グレード B，理学療
法診療ガイドライン（第 1 版）において推奨グレード B として，脳卒中片麻痺患者の歩行障害に対する治療として効果が示され
ている。

当院では，慢性期脳卒中片麻痺患者の足関節底屈筋群（腓腹筋，ヒラメ筋，後脛骨筋，長趾屈筋）の痙縮や歩行障害に対する治
療として，ボツリヌス療法と FES を用いた短期集中的理学療法を行っている。

FES は歩行の遊脚期を検知し，総腓骨神経を電気刺激することで歩行周期に合わせて足関節の背屈を促す歩行周期同調型 FES
装置（WalkAide）を用いている。

本研究の目的は，慢性期脳卒中片麻痺患者に対する足関節底屈筋群へのボツリヌス療法と FES を用いた短期集中的理学療法の
併用による効果について検討することである。

【方法】

対象は，2016 年 4～9 月に当院に入院した慢性期脳卒中片麻痺患者の中から，歩行が監視レベル（FIM：5）以上で可能な 15
例（男 12 例/女 3 例）とした。平均年齢：57.1±11.1 歳，罹病期間：5.1±4.1 年，BTX 施注量：156.3±60.9 単位，FES を使用し
た理学療法期間：13.1±2 日。麻痺側：右 11 例/左 4 例。下肢 Brunnstrom Stage：III10 例/IV5 例。装具の使用：裸足 2 例/短下
肢装具 12 例/長下肢装具 1 例。杖の使用：杖なし 6 例/T 字杖 9 例。

ボツリヌス注射後，翌日から毎日 1 日 60 分の理学療法を施行した。理学療法の内容は，FES を用いたステップ ex，歩行 ex
を 30 分行い，その他は ROMex や筋力強化 ex 等の従来の理学療法とした。

介入前後の膝関節伸展位での足関節背屈可動域（以下 ROM），膝関節伸展位での足関節背屈 Modified Ashworth Scale（以下
MAS），10m 歩行の速度・歩行率，timed up and go test（以下 TUG），6 分間歩行距離（以下 6MD）を比較した。統計解析は
Wilcoxon の符号順位検定を用い有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

ROM［�5±9.1̊→�2.7±8.9̊］，MAS［1（1�1.5）→0（0�1）］，歩行速度［0.72±0.3m/秒→0.84±0.31m/秒］，歩行率［95.6±18.6
歩/分→102.1±16.7 歩/分］，TUG［20.8±8.9 秒→17.1±7.3 秒］，6MD［215.5±85.2m→242.9±88.8m］と，各項目において有意差
を認めた。

【結論】

慢性期脳卒中片麻痺患者に対する足関節底屈筋群へのボツリヌス療法と FES を用いた短期集中的理学療法の併用は，ROM，
MAS，歩行速度，歩行率，TUG，6MD の改善に短期的効果があることが示唆された。また，他研究で，慢性期脳卒中片麻痺患
者に対するボツリヌス注射後，FES を用いない 4 週間の理学療法を施行した報告では，ROM［2.6±11.1̊→13.9±8̊］，MAS［2

（1�3）→1.5（1�3）］，歩行速度［0.44±0.25m/秒→0.54±0.26m/秒］，歩行 率［81.4±21.5 歩/分→85.1±16.3 歩/分］と，ROM
以外では FES を用いた本研究の方が理学療法期間が短いにも拘らず改善の差は大きかった。
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パーキンソン病の姿勢調節障害とは
表面筋電図を用いた検討

下川 貴大1），横瀬 崇光1），岡本 和久1），渡利 太1），武田 正和1），竹林 秀晃2），滝本 幸治2）

1）独立行政法人国立病院機構徳島病院リハビリテーション科，
2）土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科

key words パーキンソン病・姿勢調節障害・筋電図

【はじめに，目的】

健常者の立位保持では最小限の筋活動に y り姿勢制御を行っている。しかし，高齢者では，足関節筋の同時収縮が強まり，前脛
骨筋の筋活動量が高まることが報告されている（相葉，2010）。パーキンソン病（以下，PD）患者の特徴として姿勢調節障害が
出現し，安定した静止立位が保てず，高齢者のようなより随意的な姿勢調節が要求されることが推測される。しかし，PD 患者
における重症度分類別での立位姿勢における足関節の筋活動の報告は見当たらない。そこで，本研究は，静止立位保持時の前脛
骨筋ならびに腓腹筋の筋活動と Hoehn・Yahr 重症度別の関係性を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，入院又は外来通院中の PD 患者 37 例（平均年齢 68.9±8.0 歳）を Hoehn・Yahr 重症度分類 StageII 群 14 例（平均年齢
67.0±9.0 歳），StageIII 群 16 例（平均年齢 69.5±7.0）歳，StageIV 群 7 例（平均年齢 71.4±10.0 歳）の 3 群に群分けした。方法
は，計測課題は静止立位姿勢を 30 秒間保持とし，表面筋電計（小沢医科器機社製，EMG マスター）を用いて左右の前脛骨筋及
び腓腹筋に電極を電極間距離 10mm となるように貼付した状態で，平衡機能計（finggal�link 社製，win�pod）と同期計測した。
データ解析は，左右の前脛骨筋と腓腹筋の生データを全波整流にし，積分値を算出し，平衡機能計からは，総軌跡長と外周面積
を算出した。統計学的分析は，IBM SPSS Statistics Version：22 を用いて Hoehn・Yahr 重症度分類と各検討指標（年齢，左右
の前脛骨筋と腓腹筋の積分値，総軌跡長，外周面積）との間で Spearman の順位相関係数にて検討した。

【結果】

Hoehn・Yahr 重症度分類と各検討指標との相関係数は，左前脛骨筋が 0.574，右前脛骨筋が 0.452，総軌跡長が 0.427，外周面積
が 0.552 であり，Hoehn・Yahr 重症度分類の重症度と間に有意な相関が認められた（p＜0.05）。

【結論】

Hoehn・Yahr 重症度分類と総軌跡長と外周面積に正の相関がみられたことから，PD の重症度が進行するに従い姿勢調節障害
が顕著になることが伺えた。そして，両側の前脛骨筋にも正の相関が認められたことは，姿勢調節障害と前脛骨筋の筋活動も増
大に何らかの関係性が推察される。先行研究では，前脛骨筋は，皮質脊髄路と脊髄 α 運動ニューロン間の直接結合が強く，運動
野の関与が大きいことが報告されている（Yang,2006）。姿勢調節障害が顕著になることで不安定な姿勢を安定させるために皮質
制御との関係が強い前脛骨筋の筋活動量が増加することで姿勢を安定させようとしているのではないかと考える。皮質制御に
よる筋活動の要素が，安定性に寄与するのか逆に不安定性要素に寄与するのか詳細な分析が必要と考えている。
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パーキンソン病の前傾姿勢に対する理学療法効果に影響する因子の検討

笠井 健治1），水田 宗達1），石﨑 耕平1），高山 智絵1），牧野 諒平1），遠藤穂奈美1），市川 忠2）

1）埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科，
2）埼玉県総合リハビリテーションセンター神経内科

key words パーキンソン病・姿勢・リハビリテーション

【はじめに，目的】パーキンソン病（Parkinson’s Disease：以下 PD）患者は前傾前屈姿勢を取りやすく，疾患の進行に伴い日常
生活動作を阻害する要因となる。前傾姿勢に対するリハビリテーションの効果に関する報告はあるが，その効果に関与する要因
について報告した先行研究は見当たらない。本研究は PD 患者の前傾姿勢に対する理学療法の効果に関連する要因を後方視的
に検討し，明らかにすることを目的とした。

【方法】情報収集は診療録および理学療法報告書，作業療法報告書から入院時と退院時の情報を抽出した。対象は当センターに
H25 年 8 月から H27 年 9 月までの間にリハビリテーションを目的に入院した PD 患者 52 名の内，入院時に 5̊ 以上の前傾姿勢
を認めた 32 名（69.7±6.6 歳，男性 20 女性 12 名）とした。脊柱手術歴および外傷歴，PD 以外の神経疾患の既往があるものは除
外した。評価項目は年齢，入院期間，前傾姿勢角度（Spinal mouse にて T1 と S1 を結んだ線と鉛直線の成す角を計測），安静時
腰痛（VAS にて計測），Functional reach test，片脚立位保持時間，Timed up and go test 遂行時間，10m 歩行時間，パーキンソ
ン病統一評価尺度の第三部（以下 MDS�UPDRSIII）の総合計点と固縮項目（item2，3），無動項目（item1，4�8，14），体軸症
状項目（item9�13），振戦項目（item15�18）の各小計，日本語版 The Montreal cognitive assessment の総合得点と視空間認知項
目，注意項目の各小合計，一日当たり換算ドーパミン服薬量（以下 Levodopa equivalent dose：LED）とした。入院時と比較し
て退院時に前傾姿勢が 5̊ 以上改善していた症例を姿勢改善群，それ以外を非改善群に大別し，年齢と入院期間以外の項目は入院
時と退院時の変化量を求めた。リハビリテーションは 1 日合計で 2 時間を週 5 回以上実施した。統計学的分析は姿勢改善群と非
改善群の差の検定を各項目について入院時の評価結果と変化量に関して行った。その後，有意な差を認めた項目を説明変数，姿
勢改善群と非改善群を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析を行った。差の検定は正規性および分散を確認した後，対応
のない t 検定もしくは Mann�Whitney 検定を用いた。いずれも有意水準は 5% とした。

【結果】入院時と退院時で LED に有意な差はなかった。姿勢改善群は 17 名，非改善群は 19 名で，群間の比較では MDS�
UPDRSIII の総合計点（p=0.01）固縮項目（p=0.01）と無動項目（p=0.02）の変化量にのみ有意な差を認めた。また，二項ロジ
スティック回帰分析では固縮項目のみが抽出され，オッズ比（95% 信頼区間）は 0.59（0.36�0.97）であった。

【結論】前傾姿勢の改善には固縮症状の変化が関連していた。このことから PD 患者の前屈姿勢に対する理学療法においては四
肢や頸部を含めた異常筋緊張を緩和させるアプローチが重要であることが示唆された。
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パーキンソン病患者の側屈姿勢には自覚的垂直位での側屈角度が関与する

三上 恭平1），青木 良磨1），阿保 吉英1），石黒留美子1），川崎 翼2），加茂 力1）

1）登戸内科・脳神経クリニック，2）了徳寺大学健康科学部理学療法学科

key words パーキンソン病・側屈姿勢・自覚的垂直位

【はじめに，目的】

側屈姿勢を呈するパーキンソン病（PD）患者は側屈方向の認識が困難であると報告されている（Duvoisin. 1975）。しかし自覚す
る垂直位が側屈角度に関与するかについての調査は見当たらない。本研究では，PD 患者の静止立位時にみられる側屈角度（TLB
angle）に，自覚的垂直位での側屈角度（SPVTLB angle）が関与するかを検証する。

【方法】

対象は，当院でリハビリテーションを受けた PD 患者のうち，1）1 か月間 PD 症状が安定している，2）Mini Mental State Exami-
nation が 24 点以上，3）関節可動域が体幹側屈 45 度以上かつ体幹伸展 5 度以上，4）Hoehn＆Yahr（HY）StageII から IV の 48
名とした（71.4±7.8 歳 男性 25 名 女性 23 名）。姿勢評価は，TLB angle と SPVTLB angle を行った。いずれの評価も第 7
頸椎（C7）および第 4 腰椎（L4）にマーカーを貼り Image J を用いて計測した。なお L4 を通る床への垂直線を垂直の基準線

（VL）とし，C7 と L4 を結ぶ線と VL のなす角度を側屈角度とした。SPVTLB angle の評価は，閉眼立位で他動的に 45 度体幹側
屈位から垂直方向に誘導し，患者が垂直位と自覚した位置を左右それぞれ 3 回ずつ測定し，平均値を算出した。そのほか運動機
能評価として Unified Parkinson’s Disease Rating Scale（UPDRS）partIII，Functional Reach Test（FRT）を実施した。解析は，
TLB angle と各評価の相関関係をスピアマンの順位相関係数を用いて行い，TLB angle と有意な相関を示した項目を TLB an-
gle を従属変数とした単回帰分析を用いて行った。なお有意水準はすべて 5% とした。

【結果】

解析の結果，対象者の TLB angle は 3.1±2.3 度であり，SPVTLB angle は 4.4±1.6 度であった。相関係数の検定では，TLB an-
gle と有意な相関関係を示したのは SPVTLB angle のみであり（r=0.63 p＜0.001），年齢，罹病期間，UPDRS PartIII，FRT では
有意な相関を示さなかった。また単回帰分析の結果，SPVTLB angle が TLB angle に関与する因子であることが認められた（R2

＝0.41 p＜0.001）。

【結論】

PD 患者の側屈姿勢は SPVTLB angle と有意な関係性を示し，SPVTLB angle は TLB angle を説明する因子であることが示さ
れた。これは PD 患者の立位姿勢制御に固有受容感覚の統合異常が影響しているという仮説（Vaugoyaeu. 2007）を支持してい
る。このことから SPVTLB angle は PD 患者の姿勢評価として有用であり，固有受容感覚に基づき自覚的垂直位を修正すること
は側屈姿勢の改善に寄与するかもしれない。
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短期集中リハビリテーション入院での積極的な運動療法による姿勢異常の改善がみられたパーキンソン病患者
重心動揺変数からの病態推定に基づく介入指針の検討

中村 潤二1,2），岡本 昌幸1），久我 宜正1），藤井慎太郎1,2），後藤 悠太1），岡田 洋平2），河島 則天3）

1）西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）畿央大学大学院，
3）国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室

key words 姿勢異常・パーキンソン病・姿勢制御

【はじめに，目的】パーキンソン病（PD）の姿勢異常には，体幹筋のジストニアや固縮などの多様な PD 徴候が影響することか
ら，病態解釈や介入指針の立案には一定の困難がある。現状，臨床現場では様々な治療が行われているものの，明確な根拠の上
に各方法があてがわれ，有効性が確立されているとは言い難い。今回，短期集中リハビリテーション入院（入院リハ）を利用し
た姿勢異常を呈する PD 患者一例に対して重心動揺変数の精査に基づく姿勢異常の発現機序の検討と介入指針の選定を行った
上で，積極的な運動療法を行ったところ，姿勢異常の改善がみられたため報告する。

【方法】症例は発症後 2 年を経過し，体幹前屈，右側屈の姿勢異常が著明な 60 歳代男性であった。Hoehn ＆ Yahr 分類は III
であり，3 カ月間の外来リハビリテーションを実施し，その翌週から 1 カ月間の入院リハを実施した。外来は約 90 分間の介入を
週に 1 日行い，入院では 1 日に約 120 分間を週に 7 日行った。外来では，体幹機能の改善を目的に体幹筋の筋力増強運動やスト
レッチング，歩行練習などを中心に実施した。入院では，重心動揺検査や姿勢観察から，足圧中心（COP）の右後方への偏移に
よる荷重の非対称性や，姿勢制御能の低下が姿勢異常に影響していると考えた。初期は対称的かつ前方への荷重の獲得を目指
し，その後に自律的な姿勢制御の獲得を目指し，立位での重心移動練習，トレッドミル歩行練習，受動歩行運動などを実施した。
重心動揺検査は，外来開始時，終了時，入院から 10 日後，20 日後，退院時に評価した。検査には，重心動揺リアルタイムフィー
ドバック装置（Basys，テック技販）を用いて，30 秒間の静止立位の COP を測定し，COP の動揺速度，95% 楕円信頼面積（面
積）を算出した。また姿勢評価，MDS�UPDRS part III，2 分間歩行テストなどを外来開始時，終了時，退院時に評価した。前
屈姿勢の評価は，Frame by Frame 法を用い，30 秒間の静止立位における体幹前屈角度を 1 秒毎に求め，平均値を算出した。各
期間で投薬変更はなく，評価は同時刻に行った。

【結果】体幹前屈角度は，外来開始時は 32.3±1.9̊，終了時は 26.3±1.9̊，退院時は 15.4±1.7̊ であり，体幹側屈も観察上，外来期
間と比較して退院時に改善がみられた。動揺速度は外来開始時は 2.7，終了時は 2.5，入院 10 日後は 2.3，20 日後は 2.6，退院時
は 1.8cm/s となり，面積はそれぞれ 8.2，3.7，3.6，2.6，2.0cm2となった。COP の平均前後位置は－0.3，0.8，4.9，3.4，5.6cm
となり，平均左右位置は－2.9，－2.0，－0.8，0.1，－0.3cm となり，入院 10 日後から，COP が正中かつ前方に偏移し，重心動揺
変数の改善がみられた。UPDRS は，42，42，40 点であり，2 分間歩行テストは，退院時に大きく改善した。

【結論】介入量の違いはあるものの，重心動揺変数の改善が入院後早期にみられ，退院時には姿勢異常が軽減し，歩行能力の向
上に至った。PD 症例の重心動揺変数から姿勢制御特性や姿勢異常の病態推定を行い，積極的な運動療法を行うことで姿勢異常
を軽減できる可能性がある。
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パーキンソン病患者の運動イメージ能力低下における身体活動能力の関与

川崎 翼1），三上 恭平2），青木 良磨2），阿保 吉英2），石黒留美子2），中村 浩1），柊 幸伸1），
兎澤 良輔1），山田 洋一1），勝木 員子1），平野 正広1），清水 菜穂1）

1）了德寺大学健康科学部理学療法学科，2）登戸内科・脳神経クリニックリハビリテーション科

key words パーキンソン病・見積もり誤差・運動機能

【はじめに，目的】

パーキンソン病（PD）患者は，認知面の低下とは独立して運動イメージ能力が低下していることが報告されており，日常生活
活動（ADL）能力の低下との関連が示唆されている（Cohen, et al., 2011）。しかしながら現在のところ，この運動イメージ能力
の低下が，PD 患者が持つ様々な病態とどのように関連しているかについては検証されていない。本研究では，ステップ動作に
よる到達予測を運動イメージ課題として用い，予測と実測の誤差を生じさせる病態を検討するために，PD 患者の病態の分析を
行った。

【方法】

本研究の参加者は，Mini Mental State Examination が 24 点以上で，Hoehn ＆ Yahr の分類が 1～4.5 度の PD 患者 62 名（男性 34
名，女性 36 名，平均年齢 73.5±8.1 歳）および健常高齢者 109 名（男性 21 名，女性 88 名，平均年齢 72.9±6.9 歳）であった。全
参加者の前方への最大 2 歩距離を測定するが，測定前に最大 2 歩の予測距離をレーザーポインタで示してもらった。練習試行は
予測に影響するため設けず，一回のみの試行とした。その他，PD 患者にはパーキンソン病統一スケール（UPDRS）の Part I～
III を使用し，病態を数値化した。統計解析は，予測距離と実測距離の差を従属変数として実施した。PD 患者の過大評価傾向を
検証するために，過大評価した人数と過大評価しなかった人数の群間比較（PD 患者群 vs. 健常高齢者群）をカイ 2 乗検定にて
行った。また，PD 患者の過大評価に関連する病態を検証するため，PD 患者群の内，過大評価した群としなかった群の，UPDRS
Part I～ III について対応の無い T 検定，Hoehn ＆ Yahr の分類に対しては，Mann�Whitney U�test を行った。なお，有意水準
はすべて 5% とした。

【結果】

PD 患者群は，健常高齢者群に比べて，有意に過大評価している人数が多かった（p＜.01）。また，PD 患者群で過大評価してい
る者は，していない者に比べて，Hoehn ＆ Yahr の分類（p＜.05），UPDRS Part II（p＜.01）および Part III（p＜.01）が有意に
高かった。UPDRS Part I については両群間の違いを認めなかった（p＞.05）。

【結論】

PD 患者は，健常高齢者より過大評価しやすいことが示された。これは，PD 患者は適切な運動イメージ想起が困難になっている
可能性を示唆する。また，PD 患者の過大評価傾向は，UPDRS Part I が示す認知的要因や精神的要因は関与せず，PD の重症度
や UPDRS Part II や III に示すような，実際の身体活動能力（日常生活活動能力や運動機能）が関与している可能性が示された。
これは，運動イメージ能力の低下の原因は，身体活動能力低下に伴う，自身の運動機能の認識のアップデートの不足であるとい
う仮説（Sakurai, 2013）を支持する。今後は，PD 患者の運動イメージ能力の低下を防ぐために，実運動の経験による運動能力
の認識を更新することの有効性を検証する必要がある。
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歩行路の壁幅の違いによるパーキンソン病患者の歩行特性
加速度計による健常高齢者との比較

山田 一貫1,2），国宗 翔1,2），眞砂 望1），岡田 修一2）

1）社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院，2）神戸大学大学院人間発達環境学研究科

key words パーキンソン病・すくみ足・加速度計

【はじめに，目的】パーキンソン病（以下 PD）患者の転倒の原因として近年，すくみ足（以下 FOG）の発生が取り上げられて
いる。罹病期間が 10 年以上の患者の約 50%，重症度の高い患者の多数が FOG を経験（Okuma，2006）している。近年小型加
速度計による歩行分析の有用性が検討され，FOG の評価として Freeze index（以下 FI）が用いられており，前回大会でその特
徴を報告した。本研究では，歩行路の壁幅の違いによる FI の特性から PD 患者の FOG 発生の危険性を明らかにし，転倒予防の
一助とすることを目的とする。

【方法】対象は，地域在住の健常高齢者 10 名（以下 HC 群，71.3±3.6 歳）と当院神経内科に通院している特発性の PD 患者 10
名（以下 PD 群，74.4±4.7 歳）とした。歩行方法は，快適歩行速度にて，壁の無い場所から歩行を開始し，歩行開始地点から 4
m 前方に平行に設置した長さ 2.4m の壁の間を通り抜け，その後 4m 歩行する課題とした。壁幅の条件は，壁の設定の無い条件

（以下壁無），壁幅 120cm の広い条件（以下壁広），壁幅 75cm の狭い条件（以下壁狭）の 3 条件とした。加速度評価は 3 軸加速
度計（Microstone 社製）を足関節外果直上に固定し，加速度波形をサンプリング周波数 100Hz にて導出した。測定は各条件 6
回行い，その平均値を代表値とした。解析は，Moore（2008）の実験を参考に足関節外果直上の加速度計の鉛直成分を用いた。
FI は，6 秒窓のパワースペクトルの面積の 3�8Hz の freeze band を 0.5�3Hz の locomotor band で除し算出した。統計分析には，
2 元配置分散分析（群×条件）を用い，多重比較として Bonferroni の多重比較検定を用いた。その後，PD 群の各参加者の各壁
幅の条件における FI と UPDRSIII との関係を peason の相関係数を用いて分析した。いずれも有意水準は 5% 未満とした。

【結果】今回の実験中では FOG は見られなかった。FI は，HC 群では，壁無 0.56±0.12，壁広 0.57±0.11，壁狭 0.59±0.11，PD
群では，壁無 0.63±0.32，壁広 0.67±0.34，壁狭 0.73±0.43 であった。FI は，群と条件で交互作用を認め（F（2,216）=6.13，p=.003），
多重比較の結果 PD 群の壁狭において FI が他の条件よりも有意に増加した（p=.000）。また，UPDRSIII と FI の壁無では相関関
係が認められず（r=.56，p＜.09），壁広（r=.64，p＜.05）と壁狭（r=.67，p＜.03）では有意な正の相関関係が認められた。

【結論】実験室では一般的に FOG は起こらないとされているが，FI は FOG と相関があり FI が大きくなることは，PD 患者の
FOG の検出ができる可能性がある。本研究では PD 群の壁狭で有意に FI が増加したことから，壁のある歩行路を通過する際，
壁幅が狭ければ歩行の変動性が増加し，FOG の発生頻度が増加することで転倒の危険性が増加する可能性がある。さらに，
UPDRSIII は歩行速度や方向転換時間などの指標とは相関がなく疾患の重症度を予測できないとされているが，壁広，壁狭の FI
とは有意な正の相関を示すことがわかった。このことから，FI のような揺れ方の指標を用いることによって，PD の疾患の運動
機能の重症度を予測できる可能性が考えられる。
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大脳白質病変によるPusher 現象の重症度，体幹機能，日常生活動作能力の差異
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【目的】大脳白質病変は，姿勢定位を障害する要因とされるが，Pusher 現象例における大脳白質病変の影響については明らかで
はない。本研究の目的は，Pusher 現象例の大脳白質病変による機能・能力障害ならびに日常生活動作能力（ADL）の差異を検
証することである。

【方法】対象は Scale for Contraversive Pushing（SCP）を用いて Pusher 現象が陽性と診断された（SCP 各下位項目＞0）初発脳
梗塞患者 37 例（年齢 70.9±11.4 歳（平均±SD），性別：男性 28 名・女性 9 名，右片麻痺 5 名・左片麻痺 32 名，測定病日 17.7
±7.3 日，入院日数 38.6±13.4 日，全例右手利き）とした。脳損傷領域と大脳白質病変の評価には，各々 MRI の拡散強調像，FLAIR
像を用いた。病型は Bamford Classification を用い，Total Anterior Circulation Stroke（TACS；T 群）と Partial Anterior Circu-
lation Stroke（PACS；P 群）に分類し，大脳白質病変は Fazekas Scale により，側脳室周囲病変（PVH）と深部皮質下白質病変

（DWMH）を評価した。PVH と DWMH いずれかが Grade2 以上を白質病変あり（＋群），いずれも Grade1 以下を白質病変なし
（－群）とし，対象者を T＋群，T－群，P＋群，P－群の 4 群に割り当てた。機能評価には Stroke Impairment Assessment Set
（SIAS），Pusher 現象の重症度は SCP，体幹機能は Trunk Control Test（TCT），ADL は Barthel Index（BI）を評価し，BI
は BI 効率（利得/入院日数）を算出した。統計的手法には一元配置分散分析，多重比較検定を用いた（有意水準 5% 未満）。

【結 果】T＋群（n=5），T－群（n=11），P＋群（n=8），P－群（n=13）の SIAS は 順 に 20.6±4.0，21.5±7.5，35.5±12.7，40.9
±9.6 であり，T＋群と T－群は P＋と P－群より有意に低かった。同順で SCP は 5.0±1.2，4.9±0.7，3.9±0.9，3.3±1.0，TCT
は 9.6±13.2，16.4±13.4，19.5±19.2，36.0±13.0 であり，いずれも T+群および T－群と P－群との間に有意差があった。BI 利
得は 0.4±0.3，0.4±0.4，0.6±0.5，0.9±0.6 であり有意差はなかった。

【結論】SIAS の結果から，機能障害の程度は病型別で有意差を認め，脳損傷領域に依拠していることが示された。一方，SCP
や TCT は広範な脳損傷例（T＋，T－群）と部分的脳損傷に大脳白質病変を合併した例（P＋群）では同程度に障害され，P－
群では広範な脳損傷例よりもその重症度は軽度であった。すなわち，大脳白質病変は投射線維など脳内ネットワークに関与する
神経機構に影響し，能力障害を修飾することが示唆された。各群の BI 効率に有意差がなかった要因として，中等度～重度の機
能障害を有していることや，対象者全例が ADL の回復を遷延させる Pusher 現象を有していること等が推測され，短期的な
ADL の変化を反映しえなかったと考えられた。
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発症早期のPusher 現象例における主観的身体垂直の出発点効果の分析
半側空間無視の有無による差異
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【はじめに】Pusher 現象の姿勢傾斜の矯正に対する抵抗は，前額面の主観的身体垂直（SPV）の異常が関与するとされているが，
その特性については一定の見解は得られていない。近年，矢状面の SPV では測定の開始方向すなわち出発点に準拠して傾斜す
ることが健常者で観察されているが，前額面の SPV の出発点効果は不明である。また半側空間無視（USN）が垂直認知に影響
を与えることも示されており，Pusher 現象を USN の有無で検討することは重要と考える。本研究の目的は，Pusher 現象例の
SPV の出発点効果と USN の有無による差異を明らかにすることとした。

【方法】対象は初発の右半球損傷患者 32 例（年齢：68.3（平均値），測定病日：14.6）とした。Pusher 現象と USN の判定には SCP
（各下位項目＞0 を Pusher 現象あり（P+））と BIT 通常検査（合計＜131 を USN あり（N+））を用い，P�N�（n=11，SCP：0.1），
P+N�（n=8，SCP：3.2），P+N+（n=13，SCP：4.0）の 3 群に分類した。SPV の測定は，垂直認知測定機器を用いた。2 名の検者
が座面を左右に 15̊ と 20̊ 傾けた位置から 1.5̊/秒の速さで回転させ，対象者が垂直だと判断した時点の座面の角度を記録した。
閉眼条件を SPV，開眼条件を SPV�EO とし，手順は ABBABAAB 法を用いた。出発点効果を検証するために麻痺側（Affected
side；A）開始（PV�A，EO�A）と非麻痺側（Sound side；S）開始（PV�S，EO�S）の各 4 回の平均値（傾斜方向性）と標準
偏差値（動揺性）を算出した。角度は鉛直位を 0̊，麻痺側への傾きを－とした。統計的手法には一元配置分散分析と Bonferroni
法を用い，3 群の傾斜方向性と動揺性を比較した。

【結果】P�N�，P+N�，P+N+において，PV�A の傾斜方向性は�1.6̊，�6.1̊，�6.1̊ であり P+N�，P+N+で有意に麻痺側へ傾斜し
た。動揺性は同順に 2.0，1.7，2.8 であり差はなかった。PV�S の傾斜方向性は 1.5̊，2.8̊，2.5̊ であり差はなかった。動揺性は 1.7，
3.7，4.5 であり P+N�，P+N�で有意に高値を示した。一方 EO�A の傾斜方向性は�2.3̊，�5.0̊，�5.8̊ であり差はなかった。動揺
性は 0.9，1.6，2.8 であり P+N+は P�N�よりも有意に高値を示した。EO�S の傾斜方向性は 2.6̊，4.1̊，5.2̊ であり差はなかった。
動揺性は 1.2，2.0，2.4 であり差はなかった。

【結論】本研究から，麻痺側開始では P+N�，P+N+において SPV は大きく麻痺側へ傾き，動揺性が小さかった。これは身体が
麻痺側へ傾いた状態で垂直認知が保持されるため，姿勢矯正に対し抵抗するのではないかと考える。一方，非麻痺側開始では，
SPV は比較的鉛直位に近く，動揺性が大きいため，麻痺側への傾倒を許容し無自覚になると推察する。また SPV�EO では，P
+N+において麻痺側開始の動揺性が高値を示したことは，USN が無視空間の視覚的な垂直定位に影響を与える可能性が示され
た。以上から Pusher 現象の垂直認知の検討では，測定の出発点や USN の有無を考慮する必要が示唆された。
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急性期脳卒中リハビリテーションにおけるPusher 現象例の臨床的特徴
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【はじめに，目的】

非麻痺側を自発的に“押す”ことで身体の平衡を崩し麻痺側に倒れるという「Pusher 現象」は，移乗などの動作介助で大きく
抵抗し，ADL 向上が阻害され，入院期間の延長をもたらす。Pusher 現象は急性期で多く見られる現象であるが，急性期におけ
る pusher 現象の特徴に関する報告は多くない。本研究の目的は，近年の急性期脳卒中リハビリテーションにおける pusher 現象
例の臨床的特徴を明らかにすることである。

【方法】

対象は 2015 年 8 月から 2016 年 7 月に理学療法依頼があった急性期脳卒中患者のうち，理学療法介入時に pusher 現象陽性と判
定した 19 例（平均 70.8 歳，男 12 例）。判定は Scale for Contraversive Pushing（SCP）を用い，SCP の各下位項目＞0 を満たす
場合とし，継時的な SCP 測定により SCP の各下位項目＞0 を満たさなくなった例を pusher 現象消失（消失群），それ以外を残
存群とした。両群間の病型，性別，年齢，病巣側，入院期間，リハビリテーション開始後の初回・退院時の Functional independ-
ence measure（FIM），FIM 利得，FIM 効率，退院時の意識障害の有無，退院時下肢運動麻痺（Brunnstrom Recorvery Stage
Test：BRST），半側空間無視・感覚障害の有無，転帰を調査し，比較検討した。FIM，BRST は中央値で求め，p＜0.05 を有意
差ありとした。

【結果】

消失群/残存群は 10（出血 6，梗塞 4）/9 例（出血 8，梗塞 1）で，pusher 現象消失までの期間は平均 15.6±8.7 日であった。性別
（男），年齢，入院期間に差はなかった。左病巣は 20/67% で，残存群で多かった。初回 FIM は 33.0/22.0 で差がなかったが，退
院時 FIM は 57.0/37.0，FIM 利得は 20.0/11.0，FIM 効率は 0.7/0.5 でいずれも消失群で高かった。退院時に意識障害ありは 40/
100% であり，残存群で高く，退院時下肢 BRST は 2/2，退院時に半側空間無視ありは 70/89%，感覚障害ありは 90/100% であ
り，差がなかった。転帰は両群とも全例リハビリテーション病院への転院となった。

【結論】

Pusher 現象の消失率は 53% であり，消失までの期間は 15.6 日であった。残存群は左半球損傷例が多く，退院時まで意識障害が
残存していた。Pusher 現象陽性例では，右半球の脳梗塞例で転帰不良という報告が多いが，急性期入院例を調査した本研究で
は，左半球の出血例で pusher 現象が多く残存した。これは出血による脳浮腫などの急性期病態との関連が疑われた。両群間で
入院期間や初回 FIM に差がないにも関わらず，残存群は退院時 FIM，FIM 利得，FIM 効率が低かった。Pusher 現象は急性期
脳卒中リハビリテーションにおける日常生活活動獲得に悪影響を及ぼしている可能性がある。
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急性期脳卒中片麻痺者における半側空間無視および視覚的手がかりが主観的視
覚性垂直定位に及ぼす影響
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【はじめに，目的】

脳卒中後にはしばしば鉛直方向の知覚（垂直定位）が障害され，特に半側空間無視（USN）や姿勢障害を合併する場合に著しく
障害される。垂直定位において，視覚的手がかり利用の可否は理学療法の治療戦略に影響し，また，主観的視覚性垂直（SVV）
検査では標的線周囲の視覚情報の影響を受けるとの報告がある。しかし，USN における SVV の鉛直位からの逸脱幅に関する検
討は行われていない。本研究の目的は，USN および視覚的手がかりの有無が SVV に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】

対象は，急性期脳卒中患者 30 名（65.6±10.6 歳，左片麻痺 19 名，右片麻痺 11 名）とした。線分二等分試験，星印抹消試験，模
写試験において，1 つ以上の項目でカットオフ値以下であった場合を USN あり（N+），それ以外を USN なし（N�）とした。SVV
検査は，暗室において，座位姿勢にて対象者の頭部，体幹を固定し，1.2m 前方の壁面上に長さ 30cm の標的線を投影して，左右
傾斜位 30̊ から 1.2 秒/̊で鉛直方向に回転する標的線が鉛直位（0̊）にあると対象者が判断した時点の角度を計測する方法で実施
した。測定はランダムに左右 5 回ずつ行った。身体内部を基準とした垂直定位と外界の視覚的手がかりを利用した場合の垂直定
位の変化を比較するために，標的線の周囲に四角形の枠を提示しない場合（枠なし）と提示した場合（枠あり）の 2 条件で測定
した。枠なし，枠ありの 10 回ずつの平均値が SVV の正常範囲 2.5̊（Pérennou, et al., 2008）を超える場合を SVV 逸脱ありとし
た。また，左右それぞれ 5 回の平均値が鉛直位から逸脱した幅が，SVV 正常範囲の 2 倍（5.0̊）を超える場合を SVV 逸脱幅過大
とした。統計解析は，それぞれの測定条件において，USN の有無と SVV 逸脱および SVV 逸脱幅との関連を Pearson のカイ 2
乗検定，Fisher の正確確率検定を用いて比較した。測定条件間の SVV 逸脱，SVV 逸脱幅への影響を Wilcoxon 符号順位検定を
用いて比較した。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

USN は，左片麻痺の 31.6%，右片麻痺の 9.1% で認めた。SVV 逸脱が生じた割合（N+，N�）は，枠なし（57.1%，34.8%），枠あ
り（14.3%，0%）であり，USN と有意な関連を認めなかった。一方，SVV 逸脱幅過大が生じた割合（N+，N�）は，枠なし（85.7%，
26.1%），枠あり（85.7%，0%）であり，USN と有意な関連を認めた（p＜0.05）。枠の有無（SVV 逸脱，SVV 逸脱幅）の比較で
は，枠なし（�1.2±4.6̊，6.0±6.7̊）よりも枠あり（�0.3±4.6̊，4.0±6.4̊）で有意に減少した。

【結論】

脳卒中後の SVV では，視覚的手がかりが利用できる場合は，相対的位置情報によって標的線を鉛直方向に修正できることが明
らかとなった。しかし，USN を呈する場合には，視覚的手がかりを十分に利用できず垂直定位の過大な逸脱幅が生じたと推察さ
れた。そのため SVV を治療に応用する際には，これらの影響を考慮して垂直定位の再学習を行う必要性が示唆された。
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能動的注意と受動的注意からみた半側空間無視の病態特性
空間性・非空間性注意を含めた包括的評価の試み

高村 優作1,4），藤井慎太郎1,4），大松 聡子1,4），生野 公貴4），田中 幸平4），万治 淳史4），
富永 孝紀4），阿部 浩明4），森岡 周1,2），河島 則天3）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室，2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，
3）国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室，
4）本研究は以下の連携5病院による多施設共同研究である：医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院，医療法人穂翔会村田病院，医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院，IMSグループ医療法人三愛会埼玉みさと総合リハビリテーション病院，一般財団法人広南会広南病院

key words 半側空間無視・能動/受動的注意・非空間性注意機能

【はじめに，目的】

近年， 半側空間無視は視覚情報処理における背側/腹側注意ネットワークの機能停滞により生じることが明らかにされている。
無視症状自体は空間性注意の障害としてとらえられるが全般的な注意や空間性ワーキングメモリの低下/保続症状など，非空間
性注意の合併により，無視症状は多様な症候を呈する。無視症状に多様性があることは臨床経験上よく理解されており，病態基
盤を捉える上での包括的な評価を行うことは，極めて重要である。本研究では，PC ディスプレイ上のオブジェクトへの，（1）能
動的探索（任意順序での選択），（2）受動的探索（点滅に対する反応選択）を行う課題を実施し，両課題の成績を基に，空間性・
非空間性注意を含めた包括的評価を試みた。

【方法】

対象は右半球損傷患者 143 名（66.1±12.8 歳，発症後 98.9±195.1 日）とした。対象者は PC ディスプレイ上に配置した計 35 個
（5 行 7 列）のオブジェクトに右示指にてタッチし選択する課題を実施した。能動選択課題として，任意順序によるオブジェクト
選択を実施し，受動選択課題として，ランダムな順序で点滅するオブジェクトを選択する課題を実施した。能動/受動課題にお
ける非選択数を能動/受動的注意機能の評価変数とし，また，能動課題における複数選択率，受動課題における平均反応時間を
それぞれ空間性作業記憶の低下/保続症状，全般的な注意機能の評価変数として定量化した。

【結果】

両課題の選択不可能だったオブジェクトの空間分布から，能動/受動注意に特異的な無視症状を示す症例を認めた。そのため，
両課題の非選択数を基に階層的クラスター分析（ward 法）を行った結果，5 つのクラスターが抽出された。クラスター 1 は両課
題で非選択数が少ない群であり，対極的な特徴を持つクラスター 5 は両課題ともに非選択数が多く，複数選択率の増加・平均反
応時間の遅延を認めた。クラスター 2・4 は，受動課題優位に非選択数が多くまた，クラスター 4 は更に平均反応時間の遅延を
合併していた。一方，クラスター 3 は能動課題優位に非選択数が多く，また高い複数選択率を示した。

【結論】

能動/受動課題の成績から，受動的注意優位の停滞を示す群（クラスター 2），受動注意優位の停滞と全般的な注意機能低下を合
併する群（クラスター 4），能動的注意優位の停滞と空間性作業記憶の低下/保続症状を合併する群（クラスター 3），能動/受動
双方の機能停滞と空間性作業記憶の低下/保続症状，全般的な注意機能の低下を合併する群（クラスター 5）に分類されることが
明らかとなった。この分類は，無視症状の発現における，腹側/背側注意ネットワークのいずれか，あるいは双方の機能停滞に
よるのかを示すと共に，それに合併する非空間性注意機能の低下を反映しており，無視症状の発現機序の解明や機能回復の糸口
を探る上での重要な情報を提供するものと考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）16：50～17：50 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）【口述演題（神経）08】

O-NV-08-6

脳卒中後失行症における多感覚統合障害の検証
視覚フィードバック遅延検出課題を用いた検討

信迫 悟志1），石橋凜太郎2），河野 正志2），富永 孝紀3），宗宮ゆりえ4），奥埜 博之4），座間 拓郎5），
大住 倫弘1），嶋田総太郎5），森岡 周1）

1）畿央大学，2）村田病院，3）株式会社たか翔，4）摂南総合病院，5）明治大学

key words 失行・内部モデル・多感覚統合

【はじめに，目的】内部モデルにおける運動の予測情報（遠心性コピー，感覚フィードバックの予測）と実際の感覚フィードバッ
クとの統合は，頭頂葉の健全性に依存している（MacDonald 2003）。そのため頭頂葉の損傷によって生じることの多い失行症で
は，運動の予測情報の障害があることが示唆されている（Sirigu 2004，Wolpe 2014）。しかしながら，実際の失行症における多
感覚統合障害の有無を客観的かつ定量的に明らかにした研究はない。そこで我々は，視覚フィードバック遅延検出課題（Shimada
2010）を用いて，失行における運動の予測情報も含んだ多感覚統合機能について，横断的に調査した。

【方法】対象は，精神科疾患の既往，認知障害，言語理解障害，視野障害のない脳卒中患者とし，脳卒中機能障害評価法（stroke
impairment assessment set：SIAS）によって運動麻痺と感覚障害を認めなかった 21 名（男性 15 名，平均年齢±標準偏差：64.9
歳±16.1，平均罹患日数±標準偏差：170.8 日±191.6）とした。患者には，apraxia screen of TULIA（AST）を実施し，失行群

（カットオフポイント 9 点未満，5 名），偽失行群（9 点�11 点，6 名），非失行群（12 点満点，10 名）の 3 群に分類した。映像遅
延装置（朋栄 YEM エレテックス）を用いた自己手の視覚フィードバック遅延検出課題を，3 刺激条件（触覚刺激，他動運動，
能動運動），7 遅延条件（33，99，198，297，396，495，594msec）にて実施した。各患者の成績に基づき，Matlab R2014b（Math-
Works）を使用して，多感覚統合機能の定量的指標として，各刺激条件の遅延検出閾値（delay detection threshold：DDT，単
位：msec）と遅延検出確率曲線の勾配を算出した。統計学的検討として，SPSS Statistics 24（IBM）を用いて，群間比較と相関
分析を実施した。有意水準は 5% とした。

【結果】3 群間で，触覚刺激条件，他動運動条件における DDT および遅延検出確率曲線の勾配に，有意差は認めなかった。一方
で，失行群では，偽失行群・非失行群と比較して，能動運動条件における DDT の有意な延長（p＜0.01）と勾配の有意な低下

（p＜0.01）を認めた。さらに失行重症度（AST 得点）と能動運動条件の DDT（r=�0.492，p=0.008）および勾配（r=0.590，p
=0.001）との間には有意な相関関係を認めた。

【結論】本研究では，失行症には，感覚フィードバック間の統合には障害がないが，内部モデルにおける運動の予測情報と感覚
フィードバックとの統合が障害されていること明確に示した。また内部モデルにおける多感覚統合障害の程度が，失行の重症度
に影響している可能性を示唆した。本研究は，運動の予測情報と感覚フィードバックとの統合を促進する介入が，失行の機能回
復に効果的であることを示唆する。
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慢性期脳卒中患者におけるBody mass index と筋量および筋内脂肪量との関連

赤澤 直紀1），原田 和宏2），大川 直美3），貴志 将紀3），田村 公之3），森山 英樹4）

1）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科，2）吉備国際大学大学院保健科学研究科，
3）河西田村病院リハビリテーション室，4）神戸大学大学院保健学研究科

key words 慢性期脳卒中患者・Body mass index・筋量

【はじめに，目的】過体重や肥満傾向にある脳卒中患者の生存率と日常生活動作能力は，痩せ型の患者よりも高いことが報告さ
れ，この脳卒中患者における肥満と良好な予後との関連は，肥満パラドックスとして知られている（Doehne, et al., 2013）。一方，
脳卒中患者における体重の減少は，麻痺側下肢の筋量減少や筋内脂肪量の増大といった発症後に生じる二次的な骨格筋の変化
と関連することが指摘されている（Scherbakov, et al., 2013）。これらを考慮すると，痩せ型の脳卒中患者ほど，筋量が減少し，
筋内脂肪量が増大していることが推察され，これらが肥満パラドックスの成因の一つとなっている可能性がある。しかし，脳卒
中患者における体重と筋量および筋内脂肪量との関連は不明である。この関連性を明らかにすることは，脳卒中患者における肥
満パラドックスの成因解明の一助となり，脳卒中患者の支援方法の発展に対して，有益な知見を付加すると考える。本研究の目
的は，慢性期脳卒中患者における Body Mass Index（BMI）と筋量および筋内脂肪量との関連を調査することである。

【方法】対象は，発症から 6 カ月以上経過した脳卒中患者 58 名であった。評価項目は，麻痺側と非麻痺側の大腿四頭筋の筋量と
筋内脂肪量および歩行自立度（FIM 歩行スコア）とした。大腿四頭筋の筋量と筋内脂肪量は，超音波画像診断装置（Nanomaxx，
SonoSite 社）の B モード法で撮影された横断面画像の筋厚と筋輝度から評価した。筋厚と筋輝度の計測には，Image J software
を用いた。筋厚は，大腿直筋と中間広筋の筋厚の合計値とした。筋輝度は，大腿直筋と中間広筋の輝度の平均値とした。筋輝度
は，8 bit gray�scale を用いて数値化した。筋輝度は筋内脂肪量が多いと高値となり，少ないと低値を示すことで評価される（Pil-
len, et al., 2006）。BMI と麻痺側および非麻痺側の筋厚と筋輝度との関連性は，Kendall 検定を用いて調査した。併せて，脳卒中
患者の歩行自立度と筋量との関連（Jørgensen, et al., 2001）を考慮し，BMI と両下肢の筋厚と筋輝度との関連について，FIM
歩行スコアを制御変数とした偏相関分析を行った。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】BMI と麻痺側と非麻痺側の筋厚および筋輝度との間には有意な相関関係を認め，相関係数はそれぞれ 0.438，0.399，－
0.475，－0.400 であった。偏相関分析の結果においても，BMI と麻痺側と非麻痺側の筋厚および筋輝度との間に有意な相関関係
を認め，偏相関係数はそれぞれ 0.637，0.628，－0.702，－0.577 であった。

【結論】本研究により，過体重や肥満傾向にある脳卒中患者においては，筋量が増大し，筋内脂肪量が減少する傾向，一方，痩
せ型な患者では，筋量が減少し，筋内脂肪量が増大する傾向が示された。この関連性が肥満パラドックスの成因の一つになって
いるのかもしれない。
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慢性期脳卒中患者における体幹・下肢筋の量的・質的変化の特徴

門條 宏宣1,2），福元 喜啓3），浅井 剛3），久保 宏紀2），糟谷 明彦2），大島 賢典2），
吉川 義之4），春藤 久人3）

1）雅の里リハビリテーションセンター，2）神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科，
3）神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学部，4）雅の里リハビリ訪問看護ステーション

key words 慢性期脳卒中患者・筋量・筋の質的変化

【はじめに，目的】

脳卒中後，骨格筋量および筋収縮機能は低下することが報告されている。また，麻痺側下肢は筋の量的変化だけでなく，筋内脂
肪量の増加といった質的変化を呈することが報告されている。しかし，体幹筋を含めて身体部位別に筋の質的変化の違いを検討
した報告は見当たらない。近年，筋の質的な変化を表す指標として，非侵襲的な超音波診断装置による筋エコー輝度（筋輝度）
を用いた評価が行われており，信頼性と妥当性が証明されている。本研究の目的は超音波法を用いて，脳卒中片麻痺患者の体幹
筋および下肢筋の量的・質的変化の程度を麻痺側と非麻痺側間で調べることとした。また，筋の量的・質的変化に関連する因子
についても検討した。

【方法】

対象は，発症 6 ヶ月以上経過し，歩行が自立している脳卒中片麻痺患者 12 名（男性 7 名，女性 5 名，年齢 65.8±16.1 歳，発症
からの期間 53.3±56.6 ヶ月）であった。麻痺下肢機能は Fugl�Meyer Assessment の下肢スコア（FMA）を用いて評価した。超
音波画像診断装置（GE ヘルスケア社製）の B モード法を用い，体幹筋として腹直筋，外腹斜筋，内腹斜筋と腹横筋，下肢筋と
して大腿直筋（RF），中間広筋（VI），外側広筋（VL），内側広筋（VM），前脛骨筋（TA），腓腹筋とヒラメ筋を撮像し，筋厚
を計測した。また筋輝度は，画像解析ソフト Image J software の 8�bit gray�scale を用いて数値化した。さらに大腿四頭筋（QF）
4 筋の筋厚合計値と，筋輝度平均値を算出した。身体活動量の指標として外出頻度（1 週間に何日程度外出しているか）を自己
式アンケートを用いて調べた。統計学的解析として，麻痺側と非麻痺側間の筋厚と筋輝度の差を検討するために，対応のある t
検定を用いた。各筋厚および筋輝度と年齢，FMA，外出頻度の関連を検討するためにピアソンの積率相関分析を用いた。

【結果】

非麻痺側と比べ，麻痺側の QF と TA の筋厚は有意に薄く（p＜.01），QF の筋輝度は有意に高かった（p＜.05）。また QF を筋別
に比較した場合，VL と VM の筋厚においてのみ，麻痺側のほうが有意に薄かった。外出頻度は麻痺側 QF，RA の筋厚との間に，
年齢は非麻痺側の QF 筋厚と腓腹筋筋輝度との間に有意な相関を認めたが（p＜.05），FMA はどの筋の筋厚・筋輝度とも相関を
認めなかった。また，年齢，FMA，外出頻度のそれぞれの間にも相関はなかった。

【結論】

本研究の結果から，脳卒中片麻痺者の筋の量的・質的変化は，下肢の中でも筋によって程度が異なること，体幹筋には生じにく
いことが示唆された。また麻痺側の下肢筋に生じる変化には身体活動量が，非麻痺側の下肢筋に生じる変化には年齢が関連する
一方，麻痺の程度は筋量や筋の質への影響が小さい可能性が示唆された。
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自立歩行が可能な維持期の脳卒中後片麻痺者 150 名を対象とした屋外歩行自立
のための筋力閾値の検討

大畑 光司1），梅村 啓次2）

1）京都大学大学院医学研究科，2）川村義肢株式会社

key words 脳卒中後片麻痺・筋力・カットオフ値

【目的】脳卒中後片麻痺患者の歩行機能を最も顕著に反映する歩行速度の改善はリハビリテーションの重要な目標である。これ
まで，歩行速度と麻痺側筋力の関連性が明確であるにもかかわらず，筋力トレーニングによる改善効果についての一致した結果
は得られていなかった。この理由として，歩行機能に変化を与えるためにどの程度の筋力が必要なのかが明確でないことが影響
している可能性がある。したがって，退院後の屋外歩行が自立するために必要な筋力の閾値を明確にすることが求められる。本
研究の目的は，地域在住で自立した歩行が可能である維持期の脳卒中後片麻痺者 150 名の筋力データを検討し，各下肢筋力の屋
外自立歩行可能となるためのカットオフ値を検討することである。

【方法】2008 年から 2016 年までの間に川村義肢株式会社の協力を得て，大阪と東京の二会場にて，歩行機能および筋力の測定を
行った。測定における包含基準は，20 歳以上の回復期病院を退院した地域在住の脳血管障害後片麻痺者とし，パーキンソニズム
や小脳失調，歩行に影響を与える整形外科的疾患を有するものを除外した。研究の参加に同意した 150 名（男性 90 名，女性 60
名）に対して，10m 歩行速度（TWT），Timed Up and Go test（TUG）および筋力測定を行った。両側の股屈曲，膝屈伸，およ
び足底背屈の筋力を徒手筋力計（アニマ社製 μTAS）により測定し，トルク体重比を算出した。筋力の測定はすべての同一の検
査者により行われた（級内相関係数：0.97�0.99）。まず，各筋力および総合筋力（膝屈伸展筋と足底背屈筋の和）と，TWT，TUG，
年齢，発症からの期間の関連を Pearson 相関係数により検討した。次に，TWT の結果に基づいて，0.4m/s を屋外歩行の可否を
分ける基準とし（Peery，1995），各筋力と総合筋力，およびそれぞれの麻痺側非麻痺側比（PNP 比）についてのカットオフ値
を ROC 曲線により決定した。本研究における有意水準は 5％ とした。

【結果】測定したすべての筋力および総合筋力は TWT，TUG と有意な正の相関を示し，足関節筋以外は年齢と有意な負の相関
を示した。すべての筋力，総合筋力，および PNP 比の曲線下面積（AUC）は有意な値を示し，中等度の判別能を有していた。
単一の筋力の AUC は麻痺側膝伸展筋力が最も高く，非麻痺側膝屈曲筋力が最も低かった。また，麻痺側総合筋力とその PNP
比において AUC は最も高い値を示した。各筋の PNP 比におけるカットオフ値は，股屈曲 56.0％，膝屈曲 45.8％，膝伸展 61.8％，
足背屈 33.8％，足底屈 30.8％，総合筋力では 48.7％ となり，オッズ比は 2 倍から 6 倍程度となった。

【結論】筋力のみで屋外歩行の可否を決める判別能力は高いとは言えないが，今回の結果から，股，膝関節では非麻痺側の 50�
60％，足関節では 30％，総合筋力 50％ 程度をトレーニング目標とすることが推奨された。この値は回復期の下肢筋力目標の概
算に役立つと考える。
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脳卒中患者における歩行の Trailing Limb Angle の構成因子―予備的研究―

水田 直道1,2），田口 潤智1），笹岡 保典1），堤 万佐子1），中谷 知生1），山本 洋平1），
藤井慎太郎2），高村 優作2），森岡 周3）

1）医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院，
2）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 脳卒中・Trailing Limb Angle・腓腹筋筋活動

【はじめに，目的】

脳卒中後の歩行速度の向上には麻痺側下肢の推進力が大きく影響することが知られ，この産生には立脚後期の Trailing Limb
Angle（TLA：大転子から第 5 中足骨頭へのベクトルと垂直軸のなす角度）に依存した足関節底屈筋群の活動が重要とされる

（Hsiao, 2015）。臨床上，TLA の構成には運動麻痺や感覚障害の程度などの多数の要因が複雑に関連することが経験され，各症例
に最適な TLA の改善戦略を立てることは容易ではないと言える。また歩行の恐怖感は歩行速度や歩幅を減少させることから，
TLA は心理面の影響を受けると推察される。本研究では，脳卒中患者における TLA に影響する因子を足関節底屈筋活動に加
え，運動麻痺や感覚障害，筋緊張，歩行の恐怖感の側面から予備的に検証した。

【方法】

対象は当院に入院中の介助なく 10m 歩行が可能な脳卒中患者 7 名（男性：7 名，年齢：69.3±14.1 歳，発症からの経過週数：22.0
±17.8 週）とした。前後に予備路を設けた 10m 歩行路において快適速度での歩行を実施し，その際の動画と歩行速度，また麻痺
側内側腓腹筋（MG�EMG）の筋活動を表面筋電計（Gait Judge System：パシフィックサプライ社）を用いサンプリング周波数
1000Hz で計測した。得られた筋電図波形は，20�250Hz のバンドパスフィルターで処理した後，RMS 波形に変換された。なお，
対象者が普段使用している杖や下肢装具の使用は認めた。歩行中動画から立脚中期と後期を同定し，同相の筋電図 RMS 波形の
平均値を算出した。また，歩行中動画から，大転子から第 5 中足骨頭へのベクトルと垂直軸のなす角度である TLA を算出した。
加えて，運動麻痺，感覚障害，足関節底屈筋の筋緊張，歩行の恐怖感の評価にはそれぞれ Fugl�Meyer Assessment 下肢運動項
目（LE�FMA）および下肢感覚項目，Modified Ashwarth Scale（MAS），modified Gait Efficacy Scale（mGES）を用いた。統
計処理は，Pearson の積率相関と Spearman の順位相関分析を各評価項目間で実施し，有意水準は 5% とした。

【結果】

相関分析の結果，TLA と歩行速度，立脚後期の MG�EMG は強く関連（r=.861，r=.865）し，MAS は中等度の相関（rs=�.670）
を認めた。一方で，TLA と LE�FMA（rs=.393），立脚中期の MG�EMG（r=.148），mGES（rs=�.107），FMA 下肢感覚項目

（rs=.108）との関連は小さかった。また LE�FMA は歩行速度と中等度の相関（rs=.679）を認めたが，MG�EMG との関連は認
めなかった。

【結論】

先行研究と同様に TLA と歩行速度，立脚後期の MG�EMG は強く関連することが示された。しかし TLA は歩行の恐怖心や感覚
障害の程度と関連を示さなかった。一方，LE�FMA は歩行速度との関連を認めたが TLA との関連性は見られなかった。これに
は歩行速度を増加させる上で，TLA の拡大を除く別の戦略を用いていた可能性が考えられる。今後は歩行速度や LE�FMA を層
別化し，多数の評価項目による検討が課題とされる。
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軽症脳卒中患者の免荷歩行路と免荷トレッドミルにおける歩行の違い

倉本 祐里，平塚 健太，佐伯 拓磨，須田 鮎美，田宮 高道

医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院

key words 脳卒中・免荷歩行・自己効力感

【はじめに，目的】部分免荷装置を用いた介入は，代表的な課題指向型の歩行練習である。継続的な介入により，歩行速度や歩
行パターンの左右対称性，非麻痺側下肢の過活動が改善したと報告がある。近年，免荷歩行路（以下：BWSOT）と免荷トレッ
ドミル（以下：BWSTT）が導入されており，それぞれの有効性に関して研究報告が散見される。しかし，両者を比較した研究
報告は少ない。本研究では脳卒中軽症患者に対して，BWSOT と BWSTT における歩行状態について違いはあるのか，検討する。

【方法】対象は当院入院中の FAC3 以上の軽症脳卒中患者 7 名（男性 6 名，女性 1 名。平均年齢 74.2 歳。右片麻痺 6 名，左片麻
痺 1 名。Brunnstrom recovery stage：V4 名，VI：3 名）。BWSOT，BWSTT の 2 条件において歩き始めを除いた 10 歩行周期
における歩行状態を評価した。免荷量は体重の 20％ とし，歩行速度は至適速度とした（BWSTT は患者に至適速度を口頭で確
認しながらセラピストが設定を行った）。歩行機能評価として麻痺側立脚後期の股関節伸展角度，Gait Judge System（川村義肢
社，以下：GJS）による歩行中の足関節底屈制動モーメント（1st peak，2nd peak）の測定を行った。歩きやすさの主観的評価
として 0 を歩きやすい，10 を歩きにくいとした Visual Analogue Scale（以下：VAS）を使用した。股関節伸展角度は患者の肩
峰・大転子・膝関節裂隙にマーカーを貼付し，画像処理ソフト ImageJ を使用して計測した。

【結果】股関節伸展角度は全症例において BWSOT の方が大きい値となった。GJS による底屈制動モーメントは 1st peak，2nd
peak ともに 7 症例中 6 症例で BWSOT の方が大きい値となった。VAS では，7 症例中 6 症例が BWSOT の方が歩きやすいと答
えた。

【結論】免荷歩行は脳卒中患者において多く利用されており，主な使用理由として歩行の安定性を補填した中で歩行量を確保す
るということが考えられる。今回多くの症例で BWSTT よりも BWSOT の方が良い結果となったが，その理由として，BWSTT
は接地面が動くのに対し，BWSOT は能動的に自分のペースで歩行が可能となるため，VAS の歩きやすさにつながったのでは
ないかと考える。また，接地面が動くということは，前方への推進力を補填しているということであり，股関節伸展角度や底屈
制動モーメントにおいて，BWSTT は BWSOT に比べ，低い値になった事が考えられる。今回軽症脳卒中患者を対象に比較を
行ったが，軽症で歩行が可能ながらも随意的，努力的に歩行しようとするあまり円滑さを欠いた非効率的な歩行となる例が少な
くない。免荷歩行を使用することで，それらの過剰努力を軽減できる可能性がある。
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脳卒中片麻痺患者に対する部分免荷トレッドミル歩行練習の即時効果
加速度計を用いた歩行分析における検討

成塚 直倫

上尾中央総合病院

key words 脳卒中・BWSTT・加速度計

【はじめに，目的】

部分免荷トレッドミル歩行練習（BWSTT）は平地歩行への転移性の高い課題指向型アプローチとして脳卒中片麻痺患者の歩行
リハビリテーションに用いられている。先行研究における BWSTT の即時効果として歩行速度，歩幅，歩行率の増加が報告され
ているが，歩容の変化を評価した報告は少ない。本研究の目的は脳卒中片麻痺患者に対して BWSTT がもたらす即時的な歩容へ
の影響を，加速度計を用いて身体重心動揺の観点から明らかにすることである。

【方法】

対象は脳卒中片麻痺患者 4 名（左片麻痺 2 名，右片麻痺 2 名，Br.stageIV2 名，III1 名，II1 名，男性 4 名，平均年齢 65 歳±10
歳，独歩 1 名，T 字杖歩行 3 名）であった。

測定機器は小型無線多機能センサ（TSND121：ATR�Promotion 社）を用いて加速度波形の計測を行った。機器は重心移動に近
似する為にゴムバンドで第 3 腰椎棘突起付近に接するように装着した。歩行計測は 2m ずつの予備路を設けた 10m の歩行路で
快適歩行速度にて測定した。歩行計測は理学療法介入に加え BWSTT を 10 分間実施した前後で行った。

BWSTT は，体幹ベルトと大腿ベルトを装着し頭上のハーネスと連結するハーネス式の免荷装置（UnweighingSystemBDX�
UWSZ：Biodex 社）とトレッドミル（TRD�210：酒井医療機器社）を使用した。免荷率は 10％ とし，速度は各対象者がトレッ
ドミル上で歩ける最も速い速度に設定した。測定された加速度信号は測定後に PC 内の記録再生ソフト（SDRRecordT：ATR�
Promotion 社）に転送し，加速度波形データを記録再生ソフトより csv 形式で出力し Excel（microsoft 社）にて解析を行った。
解析は動画，加速度波形データから 10m 歩行中の各初期接地を割り出し，そのうちの加速度波形が安定している 5 歩行周期中
のデータを抽出し，身体重心動揺における規則性や対称性の指標とされている自己相関係数（AC）と，動揺性の指標とされる
Root Mean Square（RMS）を 3 方向で算出し検討した。また同時に 10m 歩行速度，歩幅，歩行率を測定した。得られた指標は
各対象者の BWSTT 前後で対応のある t 検定を用い比較した。すべての統計解析は Excel（microsoft 社）を用い統計学的な有意
水準は 5％ とした。

【結果】

AC の前後成分において BWSTT 前 0.20±0.15 から BWSTT 後 0.36±0.14 と有意な差が認められた。（p＜0.01）RMS では加速度
の前後，左右，上下の成分全てのばらつきにおいて BWSTT 前後で有意な差は認められなかった。（p＞0.05）

歩行速度，歩幅，歩行率，AC の上下，左右成分は有意な差は認められなかった。（p＞0.05）

【結論】

加速度の解析では BWSTT が脳卒中片麻痺患者の歩容に変化をもたらすことが認められたが前後方向の規則性の向上以外の有
意な変化は認められなかった。左右非対称性が機能的制限に挙がることが多い脳卒中片麻痺患者に対して，BWSTT のみでは歩
容改善には至らないことが考えられる。今後，継続介入による効果の検討が必要である。
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病院完結型の脳卒中症例における発症 7病日での在院日数の検討

實 結樹，小野田翔太，浜野 祐樹

上尾中央総合病院リハビリテーション技術科

key words 在院日数・脳出血・脳梗塞・転帰

【はじめに，目的】

当院は，脳神経外科と神経内科，回復期リハビリテーション病棟を有しており，病院完結型の脳卒中治療を行っている。上野ら
は，初回介入時に National Institutes of Health Stroke Scale を用いて，急性期での転帰先と在院日数を検討している。急性期以
降の在院日数は，実測ではなく予測値で報告している。当院では，回復期リハビリテーション病棟との連携にて，急性期病棟だ
けでなく，回復期病棟を含めた在院日数の短縮が必要である。そのために，急性期での目安となる指標をもとに，目標期間を定
めることは重要である。初回介入では，神経学的所見の変化や，その後の改善度も大きくなるために，当院では 7 日を目安に退
院支援を行っている。また，その際に日常生活動作を参考に検討している現状がある。そこで，今回は発症後 7 病日での modi-
fied Rankin Scale（以下，mRS）の違いによる在院日数の検討を行うことを目的とした。

【方法】

対象は，2014 年 3 月から 2016 年 6 月までに当院脳神経外科または神経内科病棟に入院し，理学療法を実施し，退院した 1,359
例とした。取り込み基準は，入院前 mRS0 であり，初発の脳出血・脳梗塞であることとした。入院前の生活が自宅以外である症
例，転帰が死亡例，他院の回復期病院に転院した症例，発症から 7 日以内に退院した症例，データに不備があった症例を除外し
た，227 例（男性：152 例，女性：75 例，年齢：72.1±11.9 歳，脳出血：83 例，脳梗塞：144 例）を本研究の対象とした。対象
に対して，基本情報（疾患名・年齢・性別），理学療法開始日，発症 7 病日での mRS，転帰先，当院在院日数を診療録より後方
視的に調査した。発症 7 病日での mRS と在院日数について，Spearman の順位相関検定を用いて，相関係数を算出した。また，
各群における予測在院日数を中央値と四分位偏差の範囲として算出した。統計処理は，R2.8.1 を使用し，有意水準は 5％ または
1% とした。

【結果】

発症 7 病日での mRS は 1 が 14 例（自宅：13 例，施設：1 例），2 が 33 例（自宅：32 例，施設：1 例），3 が 62 例（自宅：61
例，維持期病院に転院：1 例），4 が 91 例（自宅：70 例，施設：6 例，維持期病院に転院：15 例），5 が 27 例（自宅：2 例，施設：
9 例，維持期病院に転院：16 例）であった。在院日数は，中央値±四分位偏差にて表し，mRS が 1 の症例で 8.5±1.9 日，2 の症
例で 12.0±4.5 日，3 の症例で 20±10.4 日，4 の症例で 66±41.8 日，5 の症例で 88±53.8 日であった。対象の発症 7 病日での mRS
と在院日数の間には，順位相関係数：0.769 と高い正の相関がみとめられた（p＜0.01）。予測在院日数の中央値と四分位偏差の範
囲に含まれる割合は，mRS1 の症例では 71.4％，2 では 58.8％，3 では 66.1％，4 では 59.3％，5 では 50％ であった。

【結論】

発症 7 病日での mRS と在院日数には高い正の相関がみられた。在院日数の目安を踏まえた急性期からのプロトコルの作成が今
後の課題である。
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O-NV-10-2

中大脳動脈起始部に閉塞を認めた心原性脳塞栓症患者における歩行自立の可否
の検討

濵野 祐樹1），實 結樹1），小野田翔太1），山口賢一郎1），宮原 拓也2）

1）上尾中央総合病院，2）上尾中央医療専門学校

key words 中大脳動脈・心原性脳塞栓症・歩行

【はじめに，目的】

澤島らは中大脳動脈領域脳梗塞患者の，下肢運動機能・歩行能力の予後予測に急性期の磁気共鳴画像（magnetic resonance im-
aging：以下，MRI）を用いて，側脳室体部レベルの梗塞の内側比と横径比を評価することが有用と報告している。その他も中
大脳動脈領域脳梗塞患者の予後予測の報告はみられるが，閉塞区域，病型を統一した報告はみられない。そこで，本研究の目的
は中大脳動脈起始部閉塞の，心原性脳塞栓症患者の歩行自立の可否について検討することとした。

【方法】

対象は，平成 25 年 7 月から平成 28 年 6 月で，当院急性期病棟から回復期病棟を経由し退院した心原性脳塞栓症患者 40 例中，
発症時の磁気共鳴血管造影（magnetic resonance angiography：MRA）にて中大脳動脈起始部閉塞を認め，初発の脳卒中，発症
前 modified Rankin Scale0 の 14 例とした（歩行自立群 5 例，介助群 9 例）。

評価は，①リハビリ開始日数②離床日数③歩行練習開始日数④Berg Balance Scale（以下，BBS）座位 3 点到達日数⑤発症時 Glas-
gow Coma Scale⑥発症時・退院時下肢 Brunnstrom Recovery Stage（以下，BRS）⑦合併症有無⑧出血性梗塞有無⑨梗塞域の容
積⑩脳室体部・基底核レベル内側への拡がり（以下，内側比）と横幅の大きさ（以下，横径比）とした。⑨梗塞域の容積は，発
症時 MRI（拡散強調画像）にて，梗塞域が最大に抽出されているスライスでの梗塞域の最大縦径（mm）×最大縦径と直行する
方向の梗塞域の最大横径（mm）×梗塞域のみられるスライス数×スライス厚（mm）/2 にて算出した。⑩脳室体部・基底核レベ
ル内側比，横径比は，澤島らが考案した大脳縦列と垂直に交わる直線 L1 を引き，大脳縦列部を始点とした直線 L1 にて脳実質最
大横径距離（A），梗塞域内側端までの距離（B）外側端までの距離（C）を測定し，内側比 B/A×100，横径比を（C�B）/A×100
にて算出した。側脳室体部レベルは側脳室，基底核レベルは第三脳室中央 0～20mm 前方の外側の範囲にて計測した。統計解析
は回復期退院時の歩行自立可否を Functional Ambulation Classification の 0 から 3 を介助群，4・5 を自立群に分け二群比較（T
検定，U 検定）を行った。統計解析は SPSSver.21.0 を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】
自立群 vs 介助群で有意差を示した項目は，BBS 座位 3 点到達日数（中央値，7 日 vs 43 日），退院時下肢 BRS（中央値，V vs
III），梗塞域の容積，側脳室体部レベルの内側比，横径比であった。

【結論】

側脳室体部レベルの内側比，横径比，梗塞域の容積で有意差がみられたが，発症時下肢 BRS は有意差示さず，退院時下肢 BRS
で有意差がみられた。MRA で中大脳動脈起始部閉塞を認めても，発症時 MRI で側脳室体部レベルの内側比，横径比を評価する
ことが有用であることが示唆された。その他は BBS 座位 3 点到達日数で有意差を示しており，中島や藤本の先行研究でも端座
位保持を歩行自立の因子として報告している。本研究でも端座位保持能力が歩行自立に影響があることが示唆された。
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急性期脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行自立度予測モデルの作成
～決定木を利用した予後予測の試み～

浦谷 明宏，公文 範行，福田 真也，船越 剛司，馬井 孝徳，原田 真二，小野 明弘

倉敷中央病院リハビリテーション部

key words 後期高齢者・歩行自立・予後予測

【はじめに，目的】我々は先行研究で理学療法開始時評価から長期的な歩行自立度予測を報告した。しかし入院時は意識障害や
急性期治療により日常生活動作が制限されている場合があり，先行研究でも 2 週時以降に予後予測を行うことの妥当性が報告
されている。そこで本研究では開始時に加え 2 週時の理学療法評価から高齢脳卒中患者の回復期病院退院時での歩行自立可否
を予測するモデルを提示することを目的とする。

【方法】対象は 2014 年 4 月～2015 年 6 月までに当院に入院加療した 75 歳以上の一側テント上病変でリハビリテーション（以下
リハ）を施行した急性期脳卒中患者連続 110 名とした。研究デザインは後ろ向き観察研究で，下記の項目を診療録と回復期リハ
病院転帰時に当院へ返還される経過報告書を用い後方視的に調査した。調査項目は，年齢，性別，半球，疾患，脳卒中既往の有
無，入院前 mRS，開始時 Japan Stroke Scale（以下 JSS）・National Institute of Health Stroke Scale（以下 NIHSS）・Japan Coma
Scale（以下 JCS）・上田式片麻痺機能テスト（以下 12Gr）の上肢・下肢，開始時と 2 週時の Revised version of the Ability for
Basic Movement Scale（以下 ABMSII）・Functional Ambulation Categories（以下 FAC）・機能的自立度評価法（以下 FIM）の
運動項目・認知項目別の合計点，初回座位保持の可否，半側空間無視の有無，プッシングの有無，失語の有無，回復期病院退院
時転帰を独立変数とし屋内歩行自立可否を従属変数とした。屋内歩行自立の定義は二木の分類に準じて最低限 1 人で日中トイ
レへ行くことが出来るとした。解析はまず屋内歩行自立可否（自立群・非自立群）を従属変数とし，独立変数に関して X2検定・
Mann�Whiteny の U 検定・対応のない t 検定を用い二群間で比較を行った。次に単変量の結果有意な差を認めた独立変数に対
して決定木分析 Chi�squared Automatic Interaction Detection（以下 CHAID）を用いて実施した。統計ソフトは，SPSS22 を用
い有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】単変量では年齢，疾患，JSS，NIHSS，入院前 mRS，JCS，初回座位保持の可否，開始時と 2 週時 ABMSII・FAC・FIM
各項目，上肢・下肢 12Gr は P＜0.01 で，性別，プッシングの有無は P＜0.05 で有意差を認めた。次に CHAID による分析結果，
判別的中率は 93.6％ で屋内歩行自立の因子は，2 週時の ABMSII と認知 FIM と入院前 mRS の 3 項目が採択された。本モデル
は，第 1 層で 2 週時 ABMSII が 17 と 25 を境に 3 群に分岐し，ABMSII17～25 の群は第 2 層で入院前 mRS が 0 を境に 2 群に分
岐した。さらに ABMSII17～25 かつ入院前 mRS0 の群は第 3 層で 2 週時認知 FIM が 17 を境に 2 群に分岐した。モデルの精度
は感度 88.4%，特異度 97%，陽性的中率 95%，陰性的中率 92.8% であった。

【結論】縦断研究における屋内歩行自立可否の予測には 2 週時の ABMSII と認知 FIM と入院前 mRS が有益であった。2 週時評
価から客観的な予後予測が行え，予測に基づく理学療法アプローチの立案や患者・家族・他職種間との長期目標の共有を行う
一助になり得ると考える。
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高齢脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行自立可否に影響する発症 2週
目までの要因分析と歩行自立予測モデル作成

馬井 孝徳

倉敷中央病院リハビリテーション部

key words 脳卒中・歩行・予後予測

【はじめに，目的】脳卒中リハビリテーション（以下リハ）において，急性期からの予後予測に関する報告が多数されている。
しかし，入院時は意識障害や急性期治療が行われるため，日常生活動作が制限されている場合があり，発症 2 週時に予後予測を
行うことの妥当性が報告されている。本研究は開始時と 2 週時の理学療法評価から，高齢脳卒中患者の回復期病院退院時の歩行
自立可否の要因分析と予測モデルを作成することを目的とした。

【方法】対象は 2014 年 1 月～2015 年 6 月に一側テント上病変にて当院に入院し，リハを施行した連続 459 名のうち，65 歳未満，
クモ膜下出血，死亡例，発症後 2 週間以内の退院例，データ欠損例を除外し，回復期病院退院時に，当院へ経過報告書の返信が
あった 128 例を対象とし，後方視的に実施した。回復期病院退院時の歩行の Functional Independence Measure（以下 FIM）6
以上を歩行自立群，FIM5 以下を歩行非自立群とし，以下の項目について 2 群間比較を行った。性別，初回座位テスト可否，半
側空間無視有無，pushing 有無についてはカイ 2 剰検定を行い，年齢，入院前 modified Rankin Scale（以下 mRS），リハ開始ま
での日数，在院日数，開始時 Japan Coma Scale（以下 JCS），開始時 National Institute of Health Stroke Scale（以下 NIHSS），
開始時上下肢上田式 12 段階片麻痺機能検査（以下上肢 12Gr，下肢 12Gr），開始時 Trunk Control Test（以下 TCT），開始時 Func-
tional Ambulation Categories（以下 FAC），開始時 Ability for Basic Movement Scale�2（以下 ABMS2），開始時 FIM，2 週時
FAC，2 週時 ABMS2，2 週時 FIM，については Mann�Whiteny�U 検定を行った。2 群間比較で有意差を認めた各変数間の多重
共線性を考慮し，相関係数の絶対値が 0.8 以上であった場合は臨床的に有意義と考える変数を選択した。採択された説明変数に
対して，多重ロジスティック回帰分析を実施した。統計ソフトは SPSS Statistics22 を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】単変量解析では性別で P＜0.05，初回座位テスト可否，pushing 有無，年齢，入院前 mRS，開始時 JCS，開始時 NIHSS，
開始時上肢・下肢 12Gr，開始時 FIM，開始時 TCT，開始時 FAC，開始時 ABMS2，2 週時 FIM，2 週時 FAC，2 週時 ABMS
2 で P＜0.01 の有意差を認めた。ロジスティック回帰分析では，入院前 mRS（オッズ比 14.731，95% 信頼区間 3.314�65.478）と
2 週時 FIM（オッズ比 0.923，95% 信頼区間 0.893�0.950）が採択された。歩行自立可否の予測式は score=4.162+2.690×入院前 mRS
+（�0.08）×2 週時 FIM にて，P=1/（1�exp（�1×score））を算出し，P＜0.5 で歩行自立，0.5≦P で歩行非自立となった。予測式
の判別適中率は 91.0%，感度 90.5%，特異度 91.5%，陽性的中率 91.9%，陰性的中率 90.0% であった。Hosmer と Lemeshow の検
定は 0.932（p＞0.05）と適合性が高く，精度は良好であった。

【結論】高齢脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行自立可否は，入院前 mRS と発症 2 週時 FIM にて予測可能であり，本
研究の歩行予測モデルは，急性期脳卒中理学療法を行う際の長期目標設定の一助になり得る。
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入院時に起居動作が自立していない回復期脳卒中患者の退院時歩行自立を予測
する要因について

吉松 竜貴1），橋本 祥行2,3），照屋 康治2），八塩ゆり子2），加辺 憲人2），澤 龍一4），牧迫飛雄馬5）

1）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，2）船橋市立リハビリテーション病院，
3）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法学分野，4）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科，
5）国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部健康増進研究室

key words 脳卒中・予後予測・起居動作

【はじめに，目的】

脳卒中の予後予測において，機能的重症例に焦点をあてた機能的予後に関する検討は少ない。そこで，本研究の目的は，起居動
作が自立しないまま回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）に入院した脳卒中患者が，退院時に歩行動作が自立で
きるか否かを推察するために重要な入院時点での患者情報について探索することとした。

【方法】

対象は，船橋市立リハビリテーション病院の回復期病棟に入院した初発の脳梗塞もしくは脳内出血患者 145 例とした。このう
ち，入院当日の病棟カンファレンスで起居動作が自立していると判断された 42 例（28.9％）を除く 103 例（男性 59 例，女性 44
例，平均年齢 69±12 歳）を分析の対象とした。

研究デザインは後方視的観察研究であり，アウトカムを退院時病棟内歩行自立と定め，これに関連する入院時情報を調査した。

入院時情報は，対象の基本的属性（性別，年齢，身長，体重），医学的情報（疾患種別，損傷側，発症からこの入院までの日数），
高次脳機能障害の有無（意識障害，失語症，失行症，半側空間無視，注意障害，病識低下，記憶障害），機能障害（下肢 Brunn-
strom stage（BRS）が III 以下である，中等度以上の感覚障害がある，健側筋力が低下している），動作能力（Berg Balance Scale

（BBS））とした。

統計学的解析として，退院までに病棟内歩行が自立した者（自立群）とそうでない者（非自立群）の 2 群に分類し，入院時の情
報について単変量解析（対応のない t 検定，Mann�Whitney の U 検定，χ2 検定による群間比較）を行った。次に，単変量解析
にて有意差を認めた変数を独立変数，退院時病棟内歩行自立を従属変数とした多変量解析（多重ロジスティック回帰分析）を
行った。最後に，多変量解析にて有意性が維持された連続変数について Receiver Operating Characteristic（ROC）解析を行い，
退院時病棟内歩行自立に対するカットオフ値を求めた。

【結果】

自立群は 47 例（45.6％），非自立群は 56 例（54.4％）であった。群間比較にて，自立群は，非自立群に比べ，有意に男性が多く
（p＜0.05），若く（p＜0.01），高次脳機能障害の該当数が少なく（p＜0.05），BRS が低い例が少なく（p＜0.01），健側筋力低下例
が少なく（p＜0.001），BBS が高かった（p＜0.001）。多重ロジスティック回帰分析にて，3 項目以上の高次脳機能障害を有する
こと（オッズ比 0.17，p＜0.05）と BBS（オッズ比 1.11，p＜0.001）が，交絡因子での調整後も有意性を維持した。ROC 解析に
て，BBS のカットオフ値は 22（感度 0.76，特異度 0.91，曲線下面積 0.86，p＜0.001）と算出された。

【結論】

初発脳卒中患者において，回復期病棟への入院までに起居動作が自立していなくとも，高次脳機能障害が少なく，座位や起立な
どの抗重力能力が高ければ（BBS＞22），回復期病棟を退院するまでに整備された屋内環境での歩行が自立する可能性が高まる。
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脳損傷後片麻痺者における歩行麻痺側片脚支持期の重心の前方移動についての
検証

木村 和夏1,2），大畑 光司1），脇田 正徳1,3），川崎詩歩未1），浅井 結1），前田 絢香1），
大門 瑞希1），渡邉 怜美4），山田 重人1）

1）京都大学大学院医学研究科健康科学系専攻，2）十条武田リハビリテーション病院，
3）関西医科大学附属枚方病院，4）京都大学医学部人間健康科学系

key words 麻痺側片脚支持期・COM・COP

【はじめに，目的】

歩行の片脚支持期における倒立振子（IP）モデルでは centre of mass（COM）と centre of pressure（COP）の関係性が重要と
される。IP モデルでは端点を中心に COM が前方移動するが実際の歩行動作では COM・COP ともに前方移動するためより動
的な動きが要求される。片麻痺者の歩行動作における問題点として麻痺側片脚支持期に前方への重心移動が困難となり転倒リ
スクが高くなることが挙げられる。しかし，片麻痺者の歩行動作における COM と COP の前方移動の関係性について実証的な
検証は少ない。本研究の目的は，片麻痺者の歩行動作における麻痺側片脚支持期の体幹加速度と COP の前方移動を測定し，油
圧底屈制動付短下肢装具（GS）装着の有無における各パラメーターの変化とその関連性について検証することである。

【方法】

対象者は脳損傷後片麻痺者 17 名（53.7±14.4 歳，発症年数 8.4±5.2，Fugl�Meyer Assessment 下肢 22.5±4.7）とした。測定課題
は床反力計（KISTLER 社製）を設置した 3m の歩行路上での快適歩行とし，測定は杖を使用せずに実施した。GS 装着有無の 2
条件で歩行を行い麻痺側片脚支持期の各歩行パラメーターを測定した。背側第 3 腰椎レベルに貼付した加速度計（Noraxon 社製
3 軸 DTS 加速度計）と床反力計を用いてそれぞれ前後方向（AP）の平均体幹加速度（ACC）と COP の平均変位距離及び COP
の平均速度（COP 速度）を歩行パラメーターとして計測した。また装具の有無による 10m 歩行速度を計測した。COP の変位距
離については各対象者の足長の割合で％COP 距離として表した。解析は健側踵と足尖に貼付した加速度計から麻痺側片脚支持
期を同定し麻痺側片脚支持期の ACC,％COP 距離と速度を求めた。また，それぞれの GS 装着の有無による変化量（Δ）も算出し
た。統計解析として Paired T�test と Pearson の相関係数，Spearman の順位相関係数を用いて検討した（有意水準 5%）。

【結果】

相関関係では GS 装着の有無に関わらず％COP 距離と歩行速度（GS 有 r=0.64，p=0.006，GS 無 r=0.586，p=0.013），COP
速度と歩行速度（GS 有 r=0.491，p=0.045，GS 無 r=0.850，p＜0.001）が有意に相関していた。ACC では％COP 距離と速度
および歩行速度は相関を示さなかった。GS 装着により％COP 距離は有意に増加（p=0.05）したが，COP 速度，ACC，歩行速
度は有意差がなかった。GS 装着による変化量の Δ％COP 距離，ΔACC，Δ 歩行速度のそれぞれの間に有意な相関はなかった。

【結論】

本研究の結果から％COP 距離や速度と歩行速度に相関関係を認め，これまで多く報告されている片麻痺患者の歩行特性と一致
した。さらに GS 装着により％COP 距離が増加した。しかし，％COP 距離が増加しても歩行速度や体幹加速度は変化がなかっ
た。％COP 距離が増加しても即時的に歩行速度の改善に繋がるわけではないことが示唆される。また体幹加速度は歩行速度と関
連しておらず，たとえ片脚支持期に COM を加速できたとしても両脚支持期に減速が生じるため一定の傾向にならないためと
考える。
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パーキンソン病の認知機能低下が入院リハビリテーション効果に及ぼす影響と
有酸素運動の効果についての検討

本島 拓哉1），内野 克尚2），嶋本 稔也1），荒瀬健二郎1），山口 悌示1），小出 達也2），内野 誠2）

1）総合リハビリテーションセンター城南病院リハビリテーション部，
2）総合リハビリテーションセンター城南病院神経内科

key words パーキンソン病・FAB・有酸素運動

【はじめに，目的】パーキンソン病（PD）の認知機能障害は病初期よりみられ，遂行機能低下や注意機能低下などの前頭葉症状
を呈することが指摘されている。認知機能低下は，PD に対するリハビリテーション（リハ）効果の阻害因子になっている可能
性がある。一方，認知機能障害を有する患者に対する有酸素運動が，認知機能改善に有効であるとの報告もされている。しかし，
現在，認知機能が低下した PD 患者に対する効果的なリハの報告は少ないのが現状である。そこで今回，我々は，PD 患者にお
いて，認知機能低下が入院リハ効果に与える影響について検討すると共に，認知機能が低下した PD 患者に対し，有酸素運動が
どのような効果をもたらすかを明らかにする。

【方法】X 年 1 月から X+2 年 9 月までの期間に当院で入院リハを施行した PD 患者 128 例のうち，PDD に関連しないアパシー，
抑うつ，幻覚妄想症状，他疾患による運動機能障害を合併した症例を除外した 62 例を対象とし，認知機能を Montreal Cognitive
Assessment（MoCA），Frontal Assessment Battery（FAB），Mini Mental State Examination（MMSE）で評価し，低下群と正
常群に分けた。入院リハ効果は FIM effectiveness（FIM 利得の天井効果を補正した値）を用い，両群間でのリハ効果を比較検
討した。更に FAB 低下群に対して有酸素運動を行った群（強化群）と従来の理学療法を行った群（対照群）に分け，FAB 値の
改善を比較検討した。

【結果】1）入院リハ効果は，MMSE，MoCA において低下群，正常群の両群間で有意差はみられなかったが，FAB においては，
12/13 点間を cut off とすると，正常群に比べ低下群で有意（P=0.049）にリハ効果が低かった。2）更に FAB 低下群において有
酸素運動強化群（8 例）と対照群（17 例）を比較したところ，有酸素運動強化群は有意に FAB が改善（P=0.0204）していた。
入院リハ効果については，有意差はつかなかったものの FIM effectiveness が改善している傾向（P=0.0505）がみられた。

【結論】FAB 値が 12 点以下の症例では，正常群と比べ，入院リハ効果が低下することが示唆された。つまり PD 患者の認知機能
低下は入院リハ効果と関連があり，認知機能評価スケールとして，FAB が有用であると考えられる。また，認知機能が低下し
た PD 患者に対してまず，有酸素運動を行うことにより認知機能が改善する可能性があり，入院リハの効果を高めることが示唆
された。
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嚥下障害を合併した脊髄小脳変性症に対する呼吸リハビリテーションの効果
―表面筋電図を用いた嚥下筋の機能評価―

内田 学1），月岡 鈴奈2），宮地 司1），加藤 宗規3）
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2）石神井台特別養護老人ホーム秋月，3）了徳寺大学健康科学部理学療法学科

key words 脊髄小脳変性症・補助呼吸筋・呼吸リハビリテーション

【はじめに，目的】脊髄小脳変性症（以下，SCD）は，嚥下障害の合併頻度が高く誤嚥性肺炎，窒息をきたす事が多く現在でも
増加傾向を示す神経難病の一つである。我々は，嚥下筋活動と呼吸機能の関係性について予備研究を実施し，呼吸筋活動が嚥下
リズムと同調しない事による嚥下筋活動の抑制について報告した。運動失調を背景にした嚥下機能と呼吸機能は密接に関係し
ている事から，本研究では呼吸リハビリテーション（以下，呼吸リハ）が嚥下機能に与える効果について検討する事を目的とし
た。

【方法】対象は，SCD12 名（男性 5 名，女性 7 名）であり ICARS は 10 点から 35 点で，舌，上下肢，体幹に運動失調を有して
おり，ソフト食を介助にて摂取している者とした。平均年齢 62.7±7.2 歳，平均身長 161.3±2.6cm，平均体重 47.2±5.6kg であっ
た。測定条件は同一対象者に対し呼吸リハの実施と未実施での嚥下機能を，顎二腹筋，胸鎖乳突筋を被験筋とした表面筋電図学
的解析を実施した。昼食の前に 10g の試料を 3 回嚥下した際の平均筋電量（μV）を 100％ とし，食事終了後に同条件で嚥下し
た際の平均筋電量を正規化（％）し参考値とした。呼吸機能は，食事中全体の SpO2，ETCO2を測定した。呼吸リハは，①シル
ベスター法，②肋間筋，補助呼吸筋ストレッチ，③呼吸介助の 3 種類を昼食の 30 分前に 20 分実施し 2 週間の介入期間で呼吸リ
ハが嚥下機能に及ぼす効果を検証した。統計的手法は，表面筋電図学的解析，呼吸機能，咽せ込み回数について，呼吸リハ未実
施群と実施群における両群の差について対応のある t 検定を実施した。なお，有意確率は 5％ とした。

【結果】表面筋電図学的解析の結果は，顎二腹筋の介入前は 71.2±4.3%，介入後は 89.4±5.6% であり介入後は有意に高値を示し
た。甲状舌骨筋の介入前は 68.7±4.1%，介入後は 79.9±3.4% であり介入後は有意に高値を示した。胸鎖乳突筋の介入前は 132.7
±8.6%，介入後は 92.4±5.5% であり介入後は有意に低値を示した。SpO2の介入前は，91.4±2.5%，介入後は 93.2±3.6% であり
統計学的に差は認めなかった。ETCO2の介入前は 39.7±5.1%，介入後は 31.3±3.3% であり統計学的に差は認められなかった。
咽せ込み回数の介入前は 6.2±2.7 回，介入後は 3.1±2.4 回であり介入後は有意に低値を示した。

【結論】

SCD の嚥下機能は，呼吸リハによって改善が認められた。呼吸と摂食嚥下は密接な関係があるものの，舌や体幹に生じる運動失
調を主症状とする SCD は両者の調節が困難となり徐々に補助呼吸筋の活動が増加していく。頸部筋が呼吸に関与する中で，嚥
下に関与する筋群も補助呼吸に牽引される結果，嚥下への関与が減弱していくことが示唆される。呼吸リハの継続は，円滑な呼
吸状態を維持させ，嚥下筋の摂食に対する活動性を維持させる事が明確になった。今後は効果の持続性についての検討が必要で
ある。
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妊娠中の発症によりリハビリテーションに苦慮した視神経脊髄炎の一例

蔵品 利江，千葉 一平，室井 宏育，金子知香子

（一財）総合南東北病院

key words 視神経脊髄炎・妊娠・リハビリテーション

【はじめに，目的】

視神経脊髄炎（Neuromyelitis optica：NMO）は視神経炎と 3 椎体以上にわたる脊髄炎を特徴とし，抗アクアポリン 4 抗体陽性
で診断が確定する。NMO は男女比 1：9 と女性に多く，好発年齢 30 代で妊娠・出産が可能な年代に一致する。今回，妊娠中に
発症した NMO 症例を担当したので報告する。

【方法】

症例は 20 歳代女性。経妊 3 回，出産 2 回。妊娠 18 週。X�8 日帯状疱疹の診断。X�4 日頭痛や発熱，歩行障害。X�3 日髄膜炎疑
いにて I 病院入院し治療開始したが，左半身麻痺と項部硬直出現し当院搬送。入院時，下肢に重い四肢の運動麻痺や感覚障害，
排尿障害認め，Th3 以下アロディニア。帯状疱疹の疼痛で上肢も動かせず，下肢の伸張反射頻発。MRI は視床下部に FLAIR
で高信号。下部延髄から Th10 にかけて T2 で高信号。脳脊髄炎としてステロイドパルス療法や免疫グロブリン大量療法開始。
X+16 日抗アクアポリン 4 抗体陽性。帯状疱疹罹患し NMO を発症したと確定診断された。

【結果】

X+2 日理学療法開始。ASIA motor score（以下 ASIA）：40/100。MMT（右/左）：肩屈曲 4/2，手指屈曲 4/2，下肢 1/1。触覚
Th3 以下脱失。下肢運動覚脱失。EDSS：9.0。motor FIM：15/91。麻痺に加え疼痛も強く体位変換全介助。X+10 日両下肢及び
体幹の痙縮増強。他動の股屈曲で腹直筋に強い収縮が誘発され，急激な体幹・股伸展と右下肢の突っ張りや引き込みが出現し端
座位保持困難。X+21 日靴底に滑り止めを貼付し起立練習開始。X+31 日右短下肢装具で歩行練習開始。X+34 日自己排尿。X
+38 日左視野狭窄あり視神経炎発症。X+40 日頃より手指の使用で誘発される有痛性強直性痙攣出現したが，副作用や胎児への
悪影響を懸念しカルバマゼピン（carbamazepine：CBZ）は処方されず，手すりや杖の把持困難。軽いプッシュアップによる殿
部横移動で移乗し X+49 日車椅子自走やトイレ排泄自立。X+71 日妊娠 28 週，ASIA：75/100。MMT（右/左）：肩屈曲 4/4，手
指屈曲 4/4，股屈曲 4/4，股伸展 3/3，膝伸展 4/3，足背屈 4/3。触覚 Th3 以下異常感覚。下肢運動覚軽度鈍麻。EDSS：6.0。mo-
tor FIM：80/91。肩や前腕での伝い歩きでセルフケア自立し退院。妊娠 37 週 3 日 I 病院で自然分娩にて出産。

【結論】

NMO 再発率は，妊娠期に低下し出産後 3 か月は高まるとされている。本症例は妊娠 18 週に発症，運動機能は改善したが急性期
治療中に視神経炎も発症した。疾患活動性が高く出産後の再発が懸念されること，妊娠中で回復期への転院が不可能なことを考
慮し，セルフケアが遂行できる安全な移動手段獲得での出産前退院を目標とした。腹部の痙縮や腹緊を回避しながらのプッシュ
アップ，腹部を圧迫しない起立・歩行練習方法の選択，CBZ 投与なしでの有痛性強直性痙攣対策など症状の変化に応じた様々な
配慮が必要であった。
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急性期ギラン・バレー症候群患者における基本動作障害の臨床的特徴
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1）独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンターリハビリテーション科，
2）独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター神経内科
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【はじめに，目的】

ギラン・バレー症候群（GBS）の重症例では，2 週間で筋萎縮をきたすことも報告されている。そのため，発症直後の急性期か
ら適切な評価および介入を行う必要がある。多くの GBS 患者で進行性四肢筋力低下による基本動作障害がみられるが，その特
徴について報告した先行研究は見受けられない。本研究の目的は，急性期 GBS 患者における基本動作障害の臨床的特徴を明ら
かにすることである。

【方法】

2010 年 1 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までに，当院にて 7 日以上理学療法介入を行った GBS 患者 24 名を対象とした。対象の年
齢，性別，理学療法期間，Hughes の機能グレード尺度（FG），Revised version of the Ability for Basic Movement Scale（ABMSII），
四肢筋力，感覚障害の有無，自律神経障害の有無，退院転帰を診療録より後方視的に抽出した。四肢筋力は Daniels らの徒手筋
力検査法（MMT）を参考に，slight（MMT4～5），moderate（MMT3），severe（MMT0～2）の 3 段階にカテゴリー化した。
対象を軽症群（FG0～3）と重症群（FG4～6）に分類し，重症度による背景因子の比較を行った。nadir 期における FG と ABMSII
の関係については，Spearman の順位相関係数を求めた。nadir 期の ABMSII とその各項目を従属変数，四肢筋力を独立変数と
して Stepwise 法による重回帰分析を行い，基本動作に影響を及ぼす四肢筋力について検討した。また，重症群における臨床的
に意義のある変化を退院時に FG が 2 段階以上改善することと定義し，FG の改善を検出する⊿ABMSII の Minimal Clinically
Important Difference（MCID）を検討した。統計処理には IBM SPSS Statistics 21 を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

軽症群は 9 名，重症群は 15 名であり，年齢，理学療法期間，ABMSII，四肢筋力に有意差を認めた。四肢筋力においては重症群
ほど近位筋に筋力低下がみられ，遠位筋は両群共に低下していた。また，nadir 期の FG と ABMSII には有意な負の相関（rs=�
0.88）を認めた。重回帰分析の結果，ABMSII に影響する四肢筋力として hamstrings が抽出された（R=0.75，R2=0.56）。項目別
の分析では，Sit up に影響する四肢筋力として hamstrings と triceps brachii が抽出され，最も適合性が良かった（R=0.85，R
2=0.72）。重症群を退院時に FG が 2 段階以上改善した重症回復群（n=10），改善がみられなかった重症遷延群（n=5）に分類し，
⊿ABMSII の ROC 分析を行った結果，MCID としての cut�off 値は 8 であった（AUC=0.90［95% 信頼区間；0.74�1.00］）。

【結論】

急性期 GBS 患者において，重症例ほど基本動作障害も重度である傾向が示された。重症例は軽症例に比して四肢近位筋の筋力
が低下しており，hamstrings と triceps brachii の筋力低下が基本動作障害に関連する可能性が示唆された。さらに，重症例にお
いて ABMSII が 8 点改善することは，FG の改善と関連していた。今後，これらの臨床的特徴を考慮した治療介入を進める必要
があると考えられた。
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筋萎縮性側索硬化症患者に対するホームエクササイズは呼吸機能の維持に有効である
―前向き多施設共同研究―

北野 晃祐1,4），浅川 孝司2,4），上出 直人3,4），寄本 恵輔4），米田 正樹4），菊地 豊4），
澤田 誠4），小森 哲夫4,5）

1）村上華林堂病院，2）吉野内科・神経内科医院，3）北里大学医療衛生学部，
4）神経難病リハビリテーション研究会，5）箱根病院

key words 筋萎縮性側索硬化症・ホームエクササイズ・多施設間調査

【目的】筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の運動療法として，筋力トレーニングや全身運動が機能低下を緩和することが示され
ているが，ホームエクササイズの有効性の検証は皆無である。本研究では，ALS 患者に対するホームエクササイズの効果を前向
き多施設共同研究により検証した。

【方法】国内 6 施設にて，神経内科医により ALS の診断を受け，ALS 機能評価尺度（ALSFRS�R）の総得点が 30 点以上の軽症
ALS 患者 19 例を介入群とした。さらに，ALSFRS�R の総得点が 30 点以上で，年齢，性別，初発症状部位，罹病期間，球麻痺
症状の有無，非侵襲的陽圧換気療法の有無，ALSFRS�R の得点，を介入群と統計学的にマッチさせた軽症 ALS 患者 76 例を対
照群とした。なお，比較対照群は，同じ国内 6 施設において理学療法を含む通常の診療行為がなされた症例である。介入群には，
理学療法士が対象患者に対して通常理学療法に加えて，腕・体幹の筋力トレーニングとストレッチ，足・体幹の筋力トレーニン
グ，日常生活動作運動で構成したホームエクササイズを指導した。追跡期間は 6 ヶ月間とし，記録用紙を用いて実施頻度を記録
した。安全性を確保するため，理学療法士が対象者の状況を 1 ヶ月ごとに確認した。主要評価項目は ALSFRS�R の得点とし，
両群ともにベースラインと 6 ヶ月後に評価した。さらに介入群には副次評価項目として，Cough peak flow（CPF），ALS Assess-
ment Questionnaire40（ALSAQ40），Multidimensional Fatigue Inventory（MFI）を，ベースラインと 6 ヶ月後に評価した。両
群におけるベースラインと 6 ヶ月後の主要評価項目および介入群の副次評価項目を統計学的に解析した。なお，統計学的有意水
準は 5％ 未満とした。

【結果】介入群のうち 13 名（68%）が介入を完遂した。脱落例は，突然死や転倒に伴う骨折および急激な認知症状悪化によるも
ので，ホームエクササイズによる有害事象は認められなかった。介入完遂例は全例が週 3 回以上のホームエクササイズを実施す
ることができた。効果評価として，6 ヶ月経過後における ALSFRS�R 総得点には，介入群と対照群に有意差は認められなかっ
た。一方，ALSFRS�R の下位項目得点では，球機能と四肢機能には両群間で有意差を認めなかったが，呼吸機能では両群間に
有意差が認められた（p＜0.001）。すなわち，6 ヶ月後の介入群の呼吸機能得点は対照群よりも有意に高く，呼吸機能が維持され
ていた。また，介入群における CPF，ALSAQ40，MFI は，介入前後で変化は認められず維持されていた。

【結論】障害が軽度な ALS 患者に対するホームエクササイズの指導は，安全性および実行可能性があり，さらに呼吸機能の維持
に有効であることが示された。
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特発性正常圧水頭症患者におけるタップテスト前後の歩行解析
―矢状面下肢関節角度波形の規則性の検討―

松尾 英明1），北出 一平1），松村真裕美1），久保田雅史1），野々山忠芳1），鯉江 祐介1），安竹 正樹1），
安竹 千秋1），成瀬 廣亮1），今中芙由子1），庄司 一希1），嶋田誠一郎1），佐藤 佳州2），北井 隆平3），小久保安朗4）

1）福井大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）Panasonic 株式会社先端研究本部，
3）福井大学医学部感覚運動医学講座脳脊髄神経外科学領域，
4）福井大学医学部器官制御医学講座整形外科学領域

key words 特発性正常圧水頭症（iNPH）・タップテスト・歩行解析

【はじめに，目的】

特発性正常圧水頭症（idiopathic normal pressure hydrocephalus；iNPH）患者のタップテストによる歩幅や歩行速度の改善は，
シャント術成績の予測因子と報告されている。しかし，これまでタップテスト前後の歩行に関する報告は，時間距離因子のみの
検討が多く，歩行中の下肢関節運動の特徴は十分に明らかでない。先行研究にて iNPH 患者では歩行中の下肢関節運動の規則性
が失われる可能性が報告されているが 1 例のみの定性的検討であるため，その詳細は不明である。本研究では，iNPH 患者のタッ
プテスト前後に 3 次元歩行解析を行い，時間距離因子，歩行中の下肢関節運動の変化およびその規則性を自己相関係数（autocor-
relation coefficient：AC）を用いて検討した。

【方法】

対象は，2013 年 2 月から 2016 年 9 月の期間で脳神経外科にて possible iNPH と診断後にタップテストを施行され，歩行障害，
認知機能障害，排尿障害のいずれかが改善し，後にシャント術を施行された 11 例（平均年齢 77.0±5.0 歳，男性 3 例，女性 8
例）とした。タップテスト前後にバランス評価（Berg Balance Scale：BBS），歩行解析を実施した。歩行解析は 3 次元動作解析
装置（Vicon Motion System 社）を使用した。同年代健常高齢者 10 名（平均年齢 76.2±5.1 歳，男性 2 例，女性 8 例）をコント
ロール群とし，同様に歩行解析を実施した。歩行解析のデータは，10 歩行周期を解析対象とし，時間距離因子（ケイデンス，歩
幅，歩行速度），矢状面下肢関節の関節角度ピーク値，股関節，膝関節，足関節の関節角度の AC をそれぞれ算出した。タップ
テスト前後の BBS の比較には Wilcoxon の符号付順位検定を用いた。歩行解析データは，タップテスト前を pre�tap 群，タップ
テスト後を post�tap 群とし，コントロール群との 3 群比較を行い，一元配置分散分析の後に post hoc test として Bonferroni
の方法を用いた。いずれも有意水準は 5% とした。

【結果】

BBS は pre�tap 群と比較し，post�tap 群で有意に改善した。ケイデンス，歩幅，歩行速度のいずれも post�tap 群は，pre�tap
群と比較し増加傾向だが，有意差を認めなかった。歩行中の矢状面下肢関節の関節角度のピーク値，股関節 AC，膝関節 AC
では pre�tap 群，post�tap 群に有意差を認めなかったが，足関節 AC では pre�tap 群と比較し，post�tap 群で有意に改善した。
また，足関節 AC は，pre�tap 群がコントロール群と比較し有意に低値を示したが，post�tap 群とコントロール群との間に有意
差を認めなかった。

【結論】

iNPH 症例では，歩行中の足関節運動範囲の減少を認める事は報告されているが，その規則性については不明であった。今回の
解析結果より歩行中の足関節運動の規則性を反映する足関節 AC は，タップテスト前にコントロール群より低値を示し，タップ
テスト後に改善する事から，iNPH 症例における歩行特性の一つである可能性が示唆された。
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胸髄損傷者の床から車いすへの移乗の獲得に影響する要因の検討
～プッシュアップのストラテジー，座位バランスに着目した 3症例間の比較～

宮垣さやか，島袋 尚紀

独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センターリハビリテーション部

key words 胸髄損傷・プッシュアップストラテジー・床から車いすへの移乗

【はじめに，目的】

胸髄損傷者の移乗動作の獲得には，プッシュアップ動作（以下プッシュアップ）における最大高の向上が必要であると報告され
ている（堅田，1988，菊谷，1987）。しかし，臨床においては最大高を十分獲得した胸髄損傷者でも床から車いすへの移乗（以
下床からの移乗）に難渋する場合が散見され，プッシュアップのストラテジーや動作中のバランスの不良さがその要因として考
えられる。そこで今回は，当院に入院していた胸髄損傷者の床からの移乗の獲得とプッシュアップ，座位バランスの関連を比較
検討したので報告する。

【方法】

本研究は後ろ向きデザインを用い，対象は 2016 年 4 月～2016 年 9 月の間に当院へ 4～5 カ月入院していた ASIA impairment
Scale B の胸髄損傷者 3 症例（以下 A，B，C）とした。対象の平均年齢は 30.7±12.5 歳，受傷日からの日数が平均 140.7±8.0
日，性別は A，C は男性，B は女性であった。3 症例の機能残存レベルは，A は Th12，B は Th9，C は Th10 で上肢機能には問
題がなかった。床からの移乗は A，B は自立し，C は見守りが必要であった。プッシュアップは，長座位で「臀部を最大まで浮
上し，その時点で下降させてください」と口頭指示し，矢状面から撮影した動画を用い検討した。肩峰，大転子，第 1 仙椎（以
下 S1），を身体指標として，動画解析ソフト BMPmeasure で座標化し，臀部浮上開始時から臀部最高点時の間の S1 の上方変位
量を最大高，肩峰と S1 を結ぶ直線と垂線のなす角の変位を体幹前傾角変位として算出し，3 試行の平均値を採用した。今回，体
幹前傾角変位を良好なストラテジーの指標とした（水上，2001）。また座位バランスを示す ISMG を診療情報から調査した。

【結果】

最大高（cm）は，A は 28.3，B は 25.7，C は 21.3 であった。体幹前傾角変位（̊）は，A は 34.1，B は 19.8，C は 5.2 であった。
ISMG は，A，C は Fair，B は Good であった。

【結論】

今回，床からの移乗を獲得した A，B と獲得できなかった C を比較検討した。プッシュアップは，水上の示す平均値（最大高
24.12cm，体幹前傾角変位 29.9̊）と比較し A，B，C とも最大高は平均値とほぼ同等であったが，体幹前傾角変位は，A のみが
十分であった。また座位バランスが良好であったのは B のみであった。後上方への浮上となる床からの移乗は，方向性の要素も
含むため体幹をコントロールする能力が重要であると報告があり，（DanyG，2003）以上から考察すると，B は，A に比べスト
ラテジーは不良であったが，座位バランスが良好であったことで，A と同様に床からの移乗を獲得できたと考えられた。C は，
最大高は十分であったにも関わらず，ストラテジー，座位バランスともに不良であったために床からの移乗を獲得できなかった
と考えられた。本研究からは，胸髄損傷者の床からの移乗において，最大高だけではなくストラテジー，座位バランスが重要な
要素である可能性が示唆された。
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非典型例のアトピー性脊髄炎により不全対麻痺を呈し車いす介助から歩行自立
に至った一症例

菅井 康平1），横山絵里子2）

1）秋田県立リハビリテーション・精神医療センター機能訓練部，
2）秋田県立リハビリテーション・精神医療センター診療支援部

key words アトピー性脊髄炎・非典型例・不全対麻痺

【はじめに，目的】アトピー性脊髄炎（atopic myelitis：以下 AM）はアトピー素因を有する患者で見られる脊髄炎で平成 27
年から難病法の指定難病に選定されている。現在の推定患者数は約 1.000 人であり本疾患の理学療法の報告はない。今回，この
稀な疾患を経験し坐位不能から約 1 年半の経過で杖歩行自立に至ったので報告する。

【方法】症例は 40 歳の男性，既往歴は 2 歳からアトピー性皮膚炎を罹患していた。発症時，腰痛と左下肢のしびれが出現し，腰
椎椎間板ヘルニアの診断で手術を行う。術後も左下肢痛や排尿障害，原因不明の眩暈が残存した。前医での加療後，第 410 病日
に当センターへ転院した。転院時，意識晴明で認知機能は正常であった。脊髄 MRI では明らかな異常なし。不全対麻痺を呈し
ASIA Impairment Scale（以下 AIS）は C，ASIA Lower Extremity Motor Score（以下 LEMS）3/50，感覚は左 L5～S1 で軽度
鈍麻，両下肢にアロディニアを認めた。Kurtzke Expanded Disability Status Scale（以下 EDSS）8.5，FIM 運動項目 26/91 点で
あった。基本動作は寝返りが自立，坐位は嘔気，不安感が増し困難であった。移乗と移動は車いす全介助であった。以上より車
いす移動の自立を目標に介入を行った。練習内容は起居動作練習，特に坐位練習を中心に介入した。介入から 2 ヵ月半後，リク
ライニング型車いすを用いて移乗と院内の移動が自立した。第 526 病日に他院へ転院し AM と確定診断される。第 561 病日に当
センターへ再入院される。再入院時，AIS は C，LEMS6/50，左 L3 以遠で感覚過敏，FIM 運動項目 29/91 点，嘔気や下肢痛に
改善がみられ端坐位は自立，起立は歩行器を使用し介助で可能となった。練習内容は標準型車いすへの移乗と駆動練習，ロボッ
トスーツ HAL（以下 HAL）での練習を 11 日間のうち 5 日間実施した。

【結果】退院時，AIS は D，LEMS32/50，感覚は正常，EDSS6.5，FIM 運動項目 73/91 点，標準型車いす移動と両側杖歩行が自
立となった。第 613 病日に施設へ退院した。

【結論】AM の確定診断に発症から長期間至った症例である。典型例では脊髄 MRI で約 6 割に病変を認め，感覚障害は約 7 割に
認められる。しかし，本症例は脊髄 MRI では明らかな異常がなく，感覚障害は軽度であった。また，最重症時でも EDSS は平
均 3.4 と軽症に留まるが本症例の EDSS8.5 と重症であった。以上より非典型例であったと考えられる。重度の麻痺，排尿障害，
痛み，嘔気，眩暈や不安感の影響も強かったが発症から約 1 年半の経過で杖歩行自立に至った。HAL 使用前は大腿四頭筋の収
縮がわずかだが出現し始め，感覚機能は保たれていた。このため HAL によるアシストにより筋活動パターンを効率的に学習で
きたことにより短期間で良好な歩行機能の改善を認めたと考えられる。AM の約 7 割の症例では慢性動揺性の経過を辿ること
が多く数ヵ月の期間では目標設定が難しい。今回の経験から歩行レベルの可能性も考えて，目標設定や理学療法を展開する必要
があると思われる。
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不全脊髄損傷患者 1症例の上肢運動機能障害に対するミラーセラピーの試み

澤井 康平，大門 恭平

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター

key words 脊髄損傷・ミラーセラピー・上肢機能

【はじめに，目的】

不全脊髄高位損傷では，上肢運動機能障害が残存し，ADL や QOL へ影響を及ぼす。近年，上肢運動機能障害に対して，脳卒中
患者では課題指向型練習や電気刺激療法，ミラーセラピー（MT）が推奨されている（脳卒中ガイドライン 2015）。中でも，MT
は簡易的に臨床導入が可能で，手指運動機能障害に対する効果が報告されている（Yavuzer, 2008）。一方，脊髄損傷患者は脳卒
中患者と異なり脳機能は保たれているものの，視覚的な運動錯覚を用いた介入研究は少なく，不全脊髄損傷患者に対して MT
を実施した報告はない。よって，本研究の目的は不全脊髄損傷後の上肢運動機能障害に対して MT を実施し，臨床効果の有無を
検討することである。

【方法】

対象は，不全脊髄損傷（C6，右優位の不全四肢麻痺）を呈し，受傷後約 2 か月が経過した 77 歳男性である。介入前の身体機能
は，ASIA impairment scale は C，ASIA 上肢運動スコア（UEMS）は右 13 点/左 17 点，感覚は正常，FIM は 55/126 点（運動
20 点，認知 35 点）で日常生活において中～重度介助が必要であった。入院時から上肢に対して関節可動域練習や筋力増強練習，
課題指向型練習，日常生活動作練習などの標準的なリハビリテーションを実施していたが，右手指運動機能障害が残存してい
た。そこで，右上肢を対象に MT を実施した。なお，左手関節と手指屈伸の自動運動は全可動域可能であった。研究デザインは
AB 型シングルケースデザインを用い，基礎水準期（A 期），操作導入期（B 期）とし，それぞれ 2 週間実施した。MT はミラー
ボックスを用い，自主練習にて 1 日 30 分間実施した。運動は，鏡に映る左上肢を注視しながら手関節と手指の屈曲伸展，手指
対立運動，スポンジ握りとし，可能な限りの両側同時運動を行った。A 期では鏡を使用せずにこれらの運動を実施した。また，
介入期間中はこれらの課題に加えて標準的なリハビリテーションを実施した。評価項目は，UEMS，握力，簡易上肢機能検査

（STEF：Simple Test for Evaluating Hand Function），Box and Block Test（BBT），9�Hole Peg Test（9�HPT），FIM のセルフ
ケア 6 項目とし，MT 実施中の運動錯覚の程度を 8 件法にて聴取した。評価は，A 期前・A 期後・B 期後に実施した。

【結果】

STEF は A 期前 37 点，A 期後 39 点，B 期後 50 点。9�HPT は A 期前 2 分 18 秒，A 期後 2 分 20 秒，B 期後 1 分 52 秒。BBT
は A 期前 36 個，A 期後 39 個，B 期後 42 個。FIM のセルフケア項目は A 期前 10 点，A 期後 12 点，B 期後 19 点であった。UEMS，
握力は各評価期での変化を認めなかった。MT 実施中の運動錯覚の程度は 7/8 であった。

【結論】

今回，不全脊髄損傷後に上肢運動機能障害を呈した 1 症例に対して，MT を導入した。その結果，MT 導入前と比較し STEF
と 9�HPT に著明な改善を認め，さらに FIM のセルフケア項目に改善を認めた。MT は脳卒中患者に対する効果が示されている
が，不全脊髄損傷後の片側上肢運動機能が保たれている症例に対しては，手指運動機能障害を改善できる可能性が示唆された。
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障がい児をもつ母親の養育態度と子どもの問題行動

浅野 大喜1），福澤 友輝1），此上 剛健1），信迫 悟志2），森岡 周2）

1）日本バプテスト病院リハビリテーション科，2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 障がい児・養育態度・問題行動

【はじめに，目的】

何らかの障がいを抱える子どもの親は，育児に対するストレスが高く，それが養育態度に影響することが知られている（眞野ら，
2007）。また親の養育態度は子どもの行動にも影響を与える（Williams, et al., 2009；Rinaldi, et al., 2012）。本研究の目的は，身体
および知的障がい児の母親の養育態度について調査し，定型発達児の母親の養育態度と比較すること，また母親の養育態度と障
がいをもつ子どもの問題行動との関係について調べることである。

【方法】

対象は，身体障がい児や知的障がい児をもつ母親 32 名（以下，障がい群）と定型発達児の母親 48 名（以下，定型発達群）の計
80 名である。除外基準は子どもが 3 歳未満の場合，子どもの移動能力が屋内自力移動困難な場合とした。養育態度の評価は，Rob-
inson ら（1995）の養育スタイル尺度をもとに中道・中澤（2003）によって作成された 16 項目（“応答性”の養育態度 8 項目，

“統制”の養育態度 8 項目）を使用し，5 段階のリッカート尺度で母親に回答を求めた。得られた結果に対して確証的因子分析を
行い，“応答性”4 項目，“統制”4 項目が抽出されたため，それらの平均値をそれぞれの養育態度の指標とし，2 群間で比較した。
また，障がい児の問題行動を調べるために，子どもの行動チェックリスト（Child Behavior Checklist：CBCL）を用いて母親に
評価の遂行を要求し，得られたものから内向尺度（内在化行動），外向尺度（外在化行動），総合点の T 得点を算出した。そして，
子どもの問題行動と母親の養育態度，子どもの年齢との関係について調べるため，問題行動を目的変数，子どもの年齢と母親の
応答性，統制の各養育態度を説明変数とした重回帰分析（強制投入法）を実施した。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

両群の子どもの年齢，男女比，第一子の割合に有意な違いはなかった。母親の養育態度の比較では，応答性の養育態度に 2 群間
で違いはなかったが，統制の養育態度は障がい群が定型発達群よりも有意に低かった（p＜0.01）。重回帰分析の結果，子どもの
問題行動全体と有意に関連する因子として統制の養育態度が抽出された（β=�0.40）。また内在化問題行動については，年齢のみ
が有意な説明変数として抽出された（β=0.37）。

【結論】

障がい児の母親は統制の養育態度が定型発達児の母親よりも低かった。子どもの問題行動については，年齢とともに内在化問題
行動が高くなる傾向があったが，問題行動全体としては母親の統制の養育態度が高いほど子どもの問題行動が少ない傾向が明
らかとなった。
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統合失調症患者の注意機能と回避行動
健常者との違いと運動療法への期待

久保田真次，細井 匠

医療法人社団総合会武蔵野中央病院

key words 精神科・注意機能・回避行動

【はじめに，目的】

歩行者が対向者や障害物とすれ違う際に，回避することを回避行動とされている。統合失調症患者は，注意障害を有し回避行動
が乏しい場面が多く見られるが，注意機能と回避行動の関係性について検討した研究は見られない。そこで，本研究では，統合
失調症患者の注意機能と回避行動の関係性を調査し，運動療法後に注意機能と回避行動は向上するのか明らかにすることを目
的とした。

【方法】

対象は，当院の精神科に入院中で視力，認知機能が保たれた統合失調症患者 16 名を患者群，当院に勤務する同年代の健康なス
タッフ 16 名を健常群とした。注意機能を Trail Making Test PartA（以下：TMT PartA），TMT PartB で評価した。回避行動
は廊下に長さ 10m，幅 1.2m の疑似通路を設定し，通路幅の中央に縦 10m のメジャーを貼り付け，歩行開始地点から 5m の位置
に障害物として椅子を置き，横 1.2m のメジャーを貼り付けた。対象者を歩行開始地点の中央に立たせ，椅子のことは伝えずに

「10m 先まで歩いてください」と指示した。回避行動距離は，直進方向の進路が外れた位置から椅子とすれ違う地点までの距離
とし，回避行動間隔は，すれ違う際の椅子との間隔として目視とビデオカメラで確認し記録した。また，患者群 16 名から協力
の得られた 10 名に後日，運動療法直後に再調査を行い，安静時に行った注意機能と回避行動の結果と比較した。運動療法の内
容は集団で行うストレッチ，筋トレ，立位バランス練習，二重課題運動などを含めた複合的な運動である。患者群と健常群の比
較には Mann�Whitney 検定，注意機能と回避行動の相関にはピアソンの相関係数の検定，運動療法前後の比較には Willcoxon
の符号付き順位検定を行った。解析ソフトには StatMateV を用いた。

【結果】

患者群の TMT�A は平均 115.4±62.8 秒，TMT�B は 326.4±74.2 秒，回避行動距離は 100.6±37.0cm，回避行動間隔は 11.0±2.9
cm であった。健常群の TMT�A は平均 85.7±11.6 秒，TMT�B は 118.9±16.4 秒，回避行動距離は 154.3±39.6 cm，回避行動間
隔は 19.4±6.1 cm であった。両群間に有意な差が認められ（p＜0.05），患者群は健常群に比べ注意機能が低く，回避行動の距離
が短かった。また，各群の注意機能と回避行動の相関係数は，－0.70～－0.82 で有意な強い負の相関関係を認めた（p＜0.05）。
運動療法前後の比較では，患者群 10 名の TMT�A は平均 122.2±76.4 秒から 103.6±41.5 秒に，TMT�B は 320.5±79.0 秒から
295.3±53.6 秒に，回避行動距離は 100.0±44.8cm から 115.0±38.4 cm に，回避行動間隔は 10.6±3.3cm から 11.4±2.3 cm に向上
し，TMT�A と回避行動距離は有意差が認められ（p＜0.05），TMT�B と回避行動間隔では有意傾向に留まった（p＜0.1）。

【結論】

患者群は健常群よりも注意機能が低く，回避行動距離が短いことや，注意機能は回避行動と負の相関関係にあること，運動療法
後，注意機能が向上し回避行動の距離が長くなることが明らかになった。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）10：20～11：20 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）【口述演題（神経）12】

O-NV-12-6

理学療法を実施した精神科入院患者の継続入院に関連する因子の検討

石橋 雄介1），西田 宗幹1），林 久恵2）

1）秋津鴻池病院リハビリテーション部，2）星城大学リハビリテーション学部

key words 精神科・理学療法・継続入院

【はじめに，目的】

精神保健福祉政策の喫緊の課題として，精神科の長期入院対策が掲げられている。我々は，これまで，」長期入院予防を目的に
精神科入院患者に対する理学療法（PT）を行なってきた。その結果，PT は Barthel Index（BI）および Global Assessment of
Functioning（GAF）の改善をもたらすが，終了後も継続入院を要する患者が半数程度存在することが明らかとなった。そこで，
本研究では，PT を実施した精神科入院患者の継続入院に関連する因子について検討することを目的とした。

【方法】

当院精神科病棟に入院し，2012 年 1 月から 2014 年 12 月までの期間に PT を実施した統合失調症もしくは気分障害を呈する連
続症例を対象に，後方視的観察研究を行なった。調査項目は PT 終了時の転帰，年齢，性別，精神疾患，身体疾患分類，身体疾
患発症前の歩行自立度，PT 処方前の入院日数，身体疾患発症から PT 処方までの日数，PT 実施日数，PT 開始時および終了時
BI，PT 開始時および終了時 GAF とし，評価項目のデータ欠損，終了時の転帰が転院もしくは死亡であった患者は除外した。
統計学的解析は，PT 終了後の継続入院の有無により 2 群に分類し，群間比較を行なった。連続変数の比較は正規性を確認後，
t 検定または Mann�Whitney U 検定を，名義変数は χ2検定を行なった。有意水準は 5% とした。多変量解析は PT 終了後の継続
入院の有無を従属変数とし，単変量解析にて有意差が検出された項目を独立変数とし，2 項ロジスティック回帰分析を行なった。

【結果】

対象は 88 名（平均年齢 63.2±13.8 歳），そのうち PT 終了後も継続入院を要した患者は 45 名であった。継続入院の有無による群
間比較の結果，精神疾患（p=0.02），PT 処方前の入院日数（p＜0.01），終了時 BI（p＜0.01），開始時 GAF（p＜0.01），終了時 GAF

（p＜0.01）に有意差を認めた。独立変数の投入にあたっては，PT 処方前の入院日数，終了時 BI，終了時 GAF を中央値で 2
値化した。また，多重共線性に配慮し，開始時 GAF は分析から除外した。2 項ロジスティック回帰分析の結果，継続入院の有
無と有意な独立変数は，PT 処方前の入院日数（オッズ比 6.65，95% CI 2.38�18.59，p＜0.01），終了時 BI（オッズ比 3.51，95%
CI 1.23�9.95，p=0.019）であった。

【結論】

多変量解析の結果，PT を実施した精神科入院患者の継続入院に関連する因子は，PT 処方前の入院日数と PT 終了時 BI であっ
た。理学療法士は身体疾患によって低下した ADL の改善を支援することで，精神科入院患者の退院に寄与できることが示唆さ
れた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）10：20～11：20 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）【口述演題（神経）13】

O-NV-13-1

脳損傷後片麻痺患者の歩行時における肩関節運動と肩甲胸郭間関節運動の動態
計測

大田 瑞穂，青木 淳，市原 克哉，梶原 千尋，菊池 尊徳，金 賢志，芝谷 淳，
中村 友紀，濱田 春菜

特定医療法人社団三光会誠愛リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 片麻痺歩行・肩関節運動・肩甲胸郭間関節

【はじめに，目的】

ヒトの歩行運動時における Arm Swing の役割は歩行速度の向上と左右動揺の減少など報告されている。これらの研究の多くは
広義の肩関節運動を用いており，肩甲骨動態を含めた報告はない。さらに脳損傷後片麻痺患者の場合，肩甲帯など近位部の運動
機能障害も呈していることが多く，片麻痺患者の Arm Swing を再建するにあたり，肩甲骨動態も含めた特徴を明確化する必要
性がある。本研究の目的は脳損傷後片麻痺患者における歩行時の肩関節および肩甲胸郭間関節（STJ）の計測行い，特徴を明確
にすることである。

【方法】

対象は肩関節に高度な可動域制限を認めない脳損傷後片麻痺患者 25 名（年齢 55.2±17.1 歳）。計測課題は杖を用いない快適自由
歩行とした。使用機器は 3 次元動作解析装置 VICON MX と床反力計を使用し，マーカーセットは Helen Hays maker set と両側
肩峰に Acromion Marker Cluster（AMC），胸骨柄に Sternum Marker Cluster（SMC）を用いた。STJ は AMC と SMC との相
対角度を算出し，静止立位時の非麻痺側 STJ 角度を用いて補正した。肩関節および STJ の角度データから 1 歩行周期での肩関
節最大屈曲時及び最大伸展時における値を算出し，6 歩行周期分の平均値を代表値とした。分析方法は麻痺側・非麻痺側の比較
を Wilcoxon の順位和検定を用いて検討し，Fugel Myer Assessment（FMA）を含めた各値の関係性を Spearman の順位相関係
数を用いて検討した（有意水準 5% 未満）。

【結果】

肩関節屈曲最大値は麻痺側 10.9±7.4̊，非麻痺側 15.1±10.3̊ となり有意な差を認めた（p＜0.01）。肩関節伸展最大値は麻痺側 6.5
±12.4̊，非麻痺側 13.5±8.6̊ となり有意な差を認めた（p＜0.01）。肩関節最大屈曲時の STJ では上方回旋角度のみ有意な差を認
めた（麻痺側�2.2±7.7̊，非麻痺側：2.9±7.1̊，p＜0.01）。肩関節最大伸展時の STJ では内転角度のみ有意な差を認めた（麻痺側�
3.6±11.9̊，非麻痺側：5.2±6.2̊，p＜0.05）。関係性の検証では肩関節伸展最大角度と FMA 上肢（r=0.66），FMA 下肢（r=0.77）
に有意な相関を認め（p＜0.01），肩関節最大伸展時の STJ 内転角度と FMA 下肢（r=0.54），肩関節伸展最大角度（r=0.75）に有
意な相関を認めた（p＜0.01）。

【結論】

片麻痺患者の Arm Swing の特徴として，肩関節屈曲・伸展が小さくなり，STJ では上方回旋と内転が起こりにくい状態である
ことが示唆された。先行研究では立脚後期から前遊脚期にかけて三角筋後部や上腕三頭筋・広背筋・僧帽筋などの活動が上昇
し，屈曲した上肢を引き戻そうとする働きがあると考えられている。片麻痺患者において，それらの筋活動が乏しく肩関節伸展
や STJ 内転が低下したものと考えられた。肩関節屈曲と STJ 上方回旋の低下に関しては，STJ の初期位置が非麻痺側と比較し
て下方回旋位であったことが原因であると考えられる。本研究では肩関節伸展や STJ 内転と下肢機能の関係性を認めながらも
原因の帰結にまでには至っておらず，今後は下肢・骨盤・体幹との関連性を踏まえた検証を行っていきたい。
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脳卒中後片麻痺者において認知課題の難易度が姿勢制御に与える影響

前田 絢香1），大畑 光司1），大門 瑞希1），鶴田 晃啓2），脇田 正徳1,3），木村 和夏1,4），
川崎詩歩未1），浅井 結1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）京都大学医学部人間健康科学科，
3）関西医科大学附属枚方病院リハビリテーション科，
4）十条武田リハビリテーション病院リハビリテーション科

key words 脳卒中・姿勢制御・二重課題

【はじめに，目的】

脳卒中後片麻痺者において立位でのバランス機能は日常生活において重要である。近年バランス練習に運動課題と認知課題を
同時に行う二重課題（DT）を用いた研究が多く報告されている。DT において運動課題と認知課題は相互に作用するため，各課
題の適切な難易度の設定が必要であると考えられており，先行研究では健常者や高齢者を対象に計算や記憶課題の難易度に
よって姿勢の揺れが異なることが報告されている。しかし脳卒中後片麻痺者を対象に認知課題の難易度が姿勢制御に与える影
響を検討した報告はない。そこで本研究の目的は脳卒中後片麻痺者において認知課題の難易度が不安定板上での姿勢制御に与
える影響を検討することとした。

【方法】

対象は地域在住の慢性期脳卒中後片麻痺者 15 名（年齢 55.2±12.0 歳，発症年数 7.3±4.5 年，下肢 Fugl�Meyer 21.6±4.7 点，Mini
Mental State Examination 27.0±2.5 点）とした。運動課題は対象者に前後のみに揺れる不安定板（酒井医療社製 DYJOC Board
Plus）上で 30 秒間できるだけ不安定板が水平になるように立位保持させた。認知課題は単語の記憶課題を用い，まず各対象者
の記憶機能を把握するために座位にて 30 秒間に 10 個提示した単語を記憶させ，その後回答できた数を最大記憶数とした。DT
時には easy 条件として最大記憶数の 20%，medium 条件として最大記憶数の 50%，maximum 条件として最大記憶数だけ単語を
提示することで認知課題の難易度を 3 段階に設定した。測定項目は運動課題のみの条件（ST），DT3 条件の計 4 条件をランダム
に実施し，不安定板の傾斜角度から角度のばらつき（角度 SD），角度の変位速度（角速度），角度の規則性（SampEn）を算出し
た。また両側の近位・遠位前脛骨筋（TA1・2），内側・外側腓腹筋（MG・LG），ヒラメ筋に表面筋電図を貼付し，平均筋活動
量を算出した。さらに皮質脊髄路からの入力を反映する 15�35Hz 帯域における筋電図間コヒーレンスを両側の TA1�TA2，MG�
LG 間で算出した。統計解析は各指標について ST 条件と DT3 条件の違いを検討するために反復測定一元配置分散分析を行っ
た後，多重比較（Dunnett 法）を行った。

【結果】

姿勢制御の不安定性を示す角度 SD，角速度では条件要因に有意な主効果はみられなかった。SampEn では有意な主効果がみら
れ，ST よりも easy 条件が有意に低値を示した。非麻痺側の TA1�TA2 間コヒーレンスでは有意な主効果がみられ，ST よりも
maximum 条件が有意に低値を示した。

【結論】

脳卒中後片麻痺者において不安定板上での姿勢制御時に二重課題を行うと姿勢の不安定性には変化がないものの，簡単な認知
課題では姿勢制御は規則的になり，難しい認知課題では非麻痺側への皮質脊髄路の関与が小さくなった。姿勢制御戦略は認知課
題の難易度に影響を受けており，脳卒中後片麻痺者において二重課題をバランス練習に用いるには認知課題の難易度を考慮す
る必要があることが示唆された。
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脳卒中者におけるDual Task の戦略の出現状況およびその要因
二次課題の難易度と異なる指示における検討

大角 哲也1,2），原田 亮1），臼田 滋2）

1）榛名荘病院リハビリテーション部，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words 二重課題・脳卒中・歩行

【はじめに，目的】

Dual task（DT）にてどちらの課題を優先させるかといった戦略は DT を転倒予測等に用いる際に重要である。脳卒中者は歩行
の安定性を優先させる posture first strategy（PF）を用いることが報告されているがその出現状況や要因は検討されていない。
本研究は脳卒中者を対象に異なる二次課題の難易度と課題の優先順位付けの条件下での DT における戦略の出現状況およびそ
の要因を検討する。

【方法】

対象は脳卒中者 26 名とした。一次課題は Timed Up ＆ Go Test（TUG），二次課題は 90 から 100 の間の数字から 3 または 7
ずつ引く減算課題（serial 3’s：S3，serial 7’s：S7）とした。DT は減算課題を行いながらの TUG とし，2 種類の減算課題の難易
度（S3，S7）および 2 種類の課題の優先順位づけの指示（「歩行と減算課題の両方ともに集中して下さい」（no priority：NP），

「主に減算課題に集中して下さい」（cognitive priority：CP））を合わせた DT3N（S3，NP），DT3C（S3，CP），DT7N（S7，NP），
DT7C（S7，CP）の 4 条件とした。TUG は時間，減算課題は 1 秒当たりの正答数を採用した。さらに DT 試行時の自覚的な注
意配分を 0 から 10 の 11 段階の多段階評価尺度にて測定した。また，DT の Single�Task（ST）に対する変化率 Dual Task cost

（DTC）を 100×（DT�ST）/ST として算出した。戦略の分析として，慢性期脳卒中者における TUG の minimal detectable change
の 23% を基準として ST に対する DT の TUG の時間の 23% 以上の増加を PF と定義した。統計処理は戦略の違いによる群間
比較に Mann�Whitney の U 検定を用い有意水準は 5% とした。

【結果】

対象は男性 18 名，女性 8 名，年齢は 69.2±12.0 歳，罹患期間は 2098.1±1909.5 日，Fugl Meyer Assessment の下肢項目は 25.8
±4.8 点，Trail Making Test part A（TMT�A）は 69.0±41.6 秒，TMT part B は 164.3±93.4 秒であった。Stops Walking When
Talking（SWWT）にて陽性は 3 名であった。TUG（秒）は ST で 17.6±7.6，DT3N20.8±10.0，DT3C21.6±10.7，DT7N22.7
±11.2，DT7C23.7±12.5 であった。DTC（%）の平均値±標準偏差（最小値，最大値）と PF の人数は，DT3N で 16.8±20.6

（�7.0，87.3），PF が 6 名（23.1%），DT3C21.8±24.8（�6.7，96.0），7 名（26.9%），DT7N29.0±32.0（�3.1，165.3），12 名（46.2%），
DT7C34.7+43.8（0.0，231.8），14 名（53.8%）であった。また，SWWT にて陽性の 3 名はいずれかの条件で PF を認めた。PF
群とそれ以外の不変群の群間比較では，DT3C の条件にて TMT�A（秒）が PF 群が 78.1±12.1，不変群が 65.6±48.1 と PF 群が
有意に高値を示した（p＜0.05）。

【結論】

二次課題の難易度が上がった場合，さらに二次課題に注意するように指示した場合に PF が増加する傾向にあった。PF 群と不
変群間において認知機能等の多くの項目で有意差は認めず，PF は機能障害以外の個別性等が影響することも考えられた。しか
し，SWWT にて陽性の者は PF を用いたことから，脳卒中者において PF は転倒等の歩行の問題を鋭敏に検出できる可能性があ
ると考えられる。
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脳卒中片麻痺者の隙間通過方法と接触場所

室井 大佑1,2），廣居 康博2），小柴 輝晃2），鈴木 洋平2），川木 雅裕2），樋口 貴広1）
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key words 脳卒中片麻痺・障害物回避・隙間通過行動

【はじめに，目的】歩行中に障害物との接触を避けるためには，身体と障害物との空間関係を正確に知覚し，歩行を適応的に調
節する能力が求められる。本研究では，転倒歴のある脳卒中片麻痺者が，安全に狭い隙間を通過する能力をどの程度保有してい
るかを検証した。特に，狭い隙間に対して体幹を回旋した場合，麻痺側への荷重特性が通常歩行とは異なるため，適応的な調節
がなされなければ，転倒リスクが高まることが懸念される。そこで本研究では，転倒歴のある脳卒中者の隙間通過行動について，
ドアと接触率，ならびに三次元動作解析の観点から検証した。

【方法】参加者は，明らかな高次脳機能障害や認知機能障害がなく，歩行が自立している脳卒中片麻痺者 23 名。対象者を転倒あ
り群 10 名（平均年齢 63.1±9.0 歳，発症後月数 19.4±21.5，下肢 Brunnstrom Recovery Stage（以下，BRS）；III1 名，IV7 名，
V2 名）と，転倒なし群 13 名（平均年齢 58.8±10.8 歳，発症後月数 12.0±21.1，下肢 BRS；IV6 名，V7 名）の 2 群に分類した。
参加者は 2 枚のドアで作られた隙間の手前 4m に立ち，接触しないように通過した。隙間幅は 5 条件であった（肩幅の 0.9，1.0，
1.1，1，2，1.3 倍）。参加者は各隙間幅を 3 試行通過した（計 15 試行）。従属変数はドアとの接触率，隙間の侵入方法（回旋なし，
麻痺側侵入，非麻痺側侵入），接触場所（麻痺側，非麻痺側）とした。統計検定として，接触率にはグループ（転倒あり，転倒
なし）×隙間幅の 2 要因分散分析を実施し，侵入方向と接触場所には χ2 乗検定を実施した。

【結果】ドアとの接触率においてグループ間の主効果がみられ（p＜0.005），転倒あり群が転倒なし群に比べて有意に接触が多
かった。身体の回旋を実施した試行における隙間の侵入方向の比率は，麻痺側侵入・非麻痺側侵入ともに同程度であり，転倒歴
の有無による差は認められなかった。接触場所は，転倒あり群においてのみ特徴がみられ，回旋しないで通過した場合と非麻痺
側から侵入した場合（麻痺側を後方にして通過）に麻痺側を接触させることが多く，麻痺側から侵入した場合は麻痺側の接触が
少なかった（p＜0.01）。

【結論】転倒歴のある脳卒中者はドアとの接触率が高く，回旋せずに隙間を通過することや非麻痺側からの侵入することが麻痺
側の接触率を上げていた。このことは，回旋の必要性の判断を誤った可能性と，麻痺側を後方にしたことで，通過時の麻痺側へ
の配慮（視覚認知や注意）が不十分となった可能性が考えられる。つまり，転倒歴のある脳卒中者は，転倒歴のない脳卒中者よ
りも障害物を正しく認識して適応的に歩行調節することが困難であり，とくに麻痺側の身体を適応させる能力が低下している
と言える。この問題に対し，麻痺側から隙間に侵入することが接触率の軽減に寄与する可能性が示唆された。
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脳卒中片麻痺者におけるテーブル支持 30秒椅子立ち上がりテストと移乗動作
の関連性およびカットオフ値の検討

佐藤 里佳，澤田 明彦

七沢リハビリテーション病院脳血管センター

key words 脳卒中片麻痺・30秒椅子立ち上がりテスト・移乗動作

【はじめに，目的】

歩行による移動が困難な脳卒中片麻痺者（以下，片麻痺者）にとって，移乗動作の確立は日常生活を拡大するために重要である。
しかし，その自立の可否を判断することは，他の動作同様に難しい。

片麻痺者の移乗動作の構成要素には立ち上がりが含まれる。立ち上がり能力を判定する手法として，「30 秒椅子立ち上がりテス
ト」（以下，CS�30）がある。CS�30 は現在ではバランス等を含む複合的な運動機能評価法として使用されている。CS�30 を肢体
不自由のある片麻痺者へ適応させるにあたり，我々は非麻痺側上肢をテーブルに触れた状態で行う「テーブル支持 30 秒椅子立
ち上がりテスト」（以下，CS�30ts）を考案した。CS�30ts を片麻痺者に実施した結果，その再現性は高く，また，移乗動作能力・
麻痺側膝伸展筋力（以下，麻痺側下肢筋力）と相関することを確認した（第 50 回本学会）。

今回は CS�30ts が移乗動作の自立の可否を判断する為のテストバッテリーとして有益か否かを検討する。

【方法】

対象は当院回復期病棟入院中の片麻痺者 39 例（男性 27 名，女性 12 名）とした。平均年齢 57.5±11 歳，下肢 BRSIII6 名，IV10
名，V18 名，VI5 名であった。採用基準は上肢を使用して連続した起立動作ができる者とした。測定項目は 1）年齢 2）発症日
数 3）下腿長 4）FIM 認知項目合計点 5）麻痺側下肢筋力 6）CS�30ts とした。

自立度に影響を与える因子の検討は，対象を移乗動作自立群・非自立群に分け 1）～6）を対応の無い T 検定，もしくは Mann�
Whitney 検定を行い，有意差が認められた項目に対してロジスティック回帰分析を行った。また，ROC 曲線を作成し自立群・
非自立群における CS�30ts の実施回数のカットオフ値を求めた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

単変量解析の結果，自立群・非自立群の間に有意な差を認めたのは麻痺側下肢筋力と CS�30ts であった。この 2 項目においてロ
ジスティック回帰分析を行い，移乗動作の自立度に影響する変数として麻痺側下肢筋力（オッズ比 3.1，p＜0.05）と CS�30ts

（オッズ比 1.2，p＜0.1）が選択された。移乗動作が自立するためのカットオフ値は，12.2 回（感度 79%，特異度 68%，判別的中
率 79.5%）であり，ROC 曲線下面積は 0.78 であった。

【結論】

移乗動作の自立度に影響を与える因子として，麻痺側下肢筋力と CS�30ts が採択された。麻痺側下肢筋力は移乗動作との関係が
有意だったのに対して，CS�30ts は有意傾向にとどまった。

片麻痺者の移乗動作の構成要素には，立ち上がりが含まれる。また，移乗動作には麻痺側下肢筋力が立ち上がりを構成する機能
として深く関わる。一方，CS�30ts は立ち上がりそのものを捉えることで移乗動作を反映する。しかし，CS�30ts の場合は計測
される値が反復運動であるため，反復を問われることのない移乗動作の成否との間に乖離が生じ，有意性に影響したと考える。
今回得られたカットオフ値は，移乗動作の自立を判定する参考にはなりうるが，より感度の高い値を得るにはさらなる検討が必
要である。
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脳卒中片麻痺者の病棟内実用歩行獲得の可否を判別するための快適歩行速度
（カットオフ値）の妥当性

呉屋 盛彦1），濱川みちる1），山城 貴大1），武村 奈美1），仲西 孝之1），清水 忍2），市野沢由太2），
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【背景と目的】入院している脳卒中片麻痺者（片麻痺者）の退院後の転帰先を決定する際には，病棟内における実用歩行（車い
すを必要とせず，自立している状態）の獲得の可否が重要な手がかりとなる。我々は先行する研究において，発症後 3 ヵ月時点
の快適歩行速度（CWS）を評価することで，その後（4 ヵ月以降）の実用歩行獲得の可否を予測できることを報告し（第 51
回日本理学療法学術集会），その獲得の可否を判別する CWS のカットオフ値（20.5 m/min，感度+特異度が最大となる値）を算
出した。しかし，このカットオフ値は後ろ向き調査から得られた値であり，カットオフ値の妥当性を検証するためには，実際に
カットオフ値を用いて実用歩行の可否を前向きに調査する必要がある。そこで，本研究は，早期からの予後予測が困難となるこ
とが予想される回復期後期の片麻痺者を対象に前向き調査を実施し，実用歩行を判別するためのカットオフ値（CWS，20.5 m/
min）の妥当性を検証することを目的とした。

【方法】2011 年から 2016 年 9 月までに入院した患者で理学療法を処方された者を対象とした。採用基準は，発症後 3 ヶ月目に
10m 平地歩行が可能ではある者，発症後 3 ヶ月目に実用歩行の獲得に至っていない者とした。除外基準は著明な認知症および半
側無視を有する者，下肢の整形外科疾患を伴う者とした。背景因子として年齢，性別，病型，麻痺側をカルテより調査した。ま
た，発症後 3 ヶ月目に 10m による CWS を測定した。さらに，発症後 4 カ月から退院までの間，実用歩行の獲得の可否を毎月調
査した。解析は対象者を 3 ヶ月目の CWS が 20.5m/min 以上であった群と以下であった群の 2 つに分けて前向き調査し，実際に
発症後 4 ヵ月目以降に病棟内実用歩行が獲得できた者と獲得できなかった者の人数から正診率，陽性的中率および陰性的中率
を求めた。

【結果】解析対象者 53 例のうち，発症後 3 ヵ月目の CWS が 20.5m/min 以上であった片麻痺者は 30 名（平均年齢 61.5±13.6，右
麻痺 20 名）であり，実際に 4 ヵ月目以降に実用歩行が獲得できた（予測が的中した）者は 26 名，獲得できなかったのは 4 名で
あった。一方，CWS が 20.5m/min 以下の片麻痺者は 23 名（平均年齢 58.0±14.3，右麻痺 14 名）であり，実際に 4 ヵ月目以降
に実用歩行が獲得できなかった（予測が的中した）者は 12 名，獲得できたのは 11 名（うち 9 名は 4 ヵ月目以降に CWS が 20.5
m/min を超えていた）であった。前向き調査から，発症後 3 ヵ月時点の CWS を用いてその後の実用歩行の可否を予測できた片
麻痺者は 53 名中 38 名（正診率：0.72）であり，陽性的中率は 0.87，および陰性的中率は 0.52 であった。

【結論】判別診断で用いる指標のカットオフ値を求める際には診断の目的によってその求めた方（値）が異なるが，今回の前向
き調査から，発症後 3 ヵ月目の片麻痺者の CWS を用いることで，その後に実用歩行を獲得できる者の少なくとも約 9 割を予測

（診断）できることが認められた。
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GEAR・BEARを連続して実施した片麻痺の 1症例
歩行の変化に着目して

伊藤 正典，小口 和代，星野 高志，山口 裕一，小沢 将臣，小川 真，森井慎一郎，
後藤進一郎

刈谷豊田総合病院リハビリテーション科

key words ロボット・歩行訓練・バランス訓練

【目的】

歩行練習アシスト（Gait Exercise Assist Robot；GEAR）はロボットユニットとトレッドミルにより構成され，ロボットのモー
ターにて立脚期の支持と遊脚期の振り出しを定量的に補助できる。バランス練習アシスト（Balance Exercise Assist Robot；
BEAR）は，立ち乗り型パーソナルモビリティ Winglet を用い，ゲームモニタと連動した 3 種類のゲームにより重心移動練習

（前後/左右）と外乱対処練習を行うことができる。

今回，GEAR・BEAR を連続して実施し，歩行速度に変化を認めた症例を報告する。

【対象と方法】

対象は当院入院中の視床出血，右片麻痺の 50 代女性。GEAR 練習は第 17～56 病日に計 25 回，BEAR 練習は第 57～88 病日に計
16 回実施した。各練習は 1 日 40 分，個別リハは平均 1 日 6 単位とした。

評価は，GEAR 開始（I 期；第 14 病日）～中間（II 期；第 42 病日）～GEAR�BEAR 移行時（III 期；第 56 病日）～BEAR 中間
（IV 期；第 73 病日）～終了時（V 期；第 88 病日）に実施した。

項目は，GEAR・BEAR 共通で SIAS 下肢運動機能（SIAS�m）HipFlexion�KneeExtension�FootPat，下肢感覚機能（SIAS�s）
触覚�位置覚，歩行状況，10m 歩行とした。III 期以降 Berg Balance Scale（BBS）を追加した。

【結果】

I 期は SIAS�m 1�2�1，SIAS�s 1�2。歩行は短下肢装具（AFO（足継ぎ手：背屈 3̊ 固定））と 4 点杖を使用し 3 動作前型歩行で中
等度介助，79 秒/10m（34 歩）であった。麻痺側は膝折れがあり，振り出しも困難で杖の過剰使用がみられたため，GEAR 練習
ではロボットの段階的な補助量の調整を検討した。

II 期は SIAS�m 3�3�3，SIAS�s 3�3，歩行は AFO と 4 点杖で 2 動作前型，見守り，26 秒/10m（33 歩）であった。2 動作前型歩
行を獲得したため，歩行速度の向上を目指した。

III 期は SIAS�m 3�4�3，SIAS�s 3�3，歩行は AFO と T 字杖で 2 動作前型，病棟内修正自立，15 秒/10m（23 歩）であった。BBS
は 45 点であった。

IV 期と V 期ともに SIAS�m，SIAS�s に変化はなかったが，歩行は，麻痺側の膝折れが改善し，AFO（IV 期：背屈 3～6̊ 遊動，
V 期：背屈 3～15̊ 遊動）と杖なしで病棟内自立，AFO と T 字杖で屋外歩行自立となった。IV 期/V 期順に 10m 歩行時間（T
字杖使用）は 16 秒/10m（26 歩）/15 秒/10m（22 歩），BBS は 51/53 点（改善項目：踏み台昇降・一回転・タンデム立位・片脚
立位）であった。

【結論】

本症例の歩行は，発症初期から麻痺側遊脚期で非麻痺側への重心移動が不十分であったため，杖の過剰使用で振り出しを補助す
る 3 動作歩行となっていた。GEAR 練習は，歩行時によるロボットのアシストで非麻痺側への重心移動と，立脚後期から遊脚期
の麻痺側の膝屈曲が可能になり 2 動作前型歩行が獲得できた。その結果，歩行速度が改善したと考えた。その後の BEAR 練習
が，麻痺側立脚期の安定を促し，AFO の足継ぎ手を遊動に変更できたと考えられた。GEAR 練習で獲得した歩行速度は BEAR
期間も維持され，終了時評価で歩幅が拡大した。歩幅の拡大は踏み台昇降等の比較的高度なバランスが改善したためと考えた。
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重度脳卒中患者における歩行練習アシストの長期的使用による歩行練習効果に
関する一考察

河野 拓巳，松原 徹，太田 元，森本 雄太，米田菜々子，田中 美穂，石原 健

京都地域医療学祭研究所がくさい病院
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【はじめに，目的】

歩行練習アシスト（Gait Exercise Assist Robot：以下 GEAR）は，藤田保健衛生大学とトヨタ自動車が共同で開発し，脳卒中患
者が運動学習理論に基づいて安全に多数歩での歩行練習が可能となるロボットである。トレッドミル上で麻痺側立脚期の膝関
節伸展と遊脚期の膝関節屈曲による振り出しアシスト補助量調節が容易であり，当院では 2016 年から導入している。近年は，
脳卒中患者において歩行見守り獲得の有用性が報告されている。しかし，長期的な GEAR による介入効果について検討した報
告は少ない。今回，重度脳卒中患者に対し GEAR の長期的な使用効果について報告する。

【方法】

対象は右視床出血を発症した 70 歳代男性である。発症 70 病日目に GEAR による歩行練習を開始した。GEAR 介入前の身体機
能は Stroke Impairment Assessment Set（以下：SIAS）で Hip�Flexion：1，Knee�Extension：0，Foot�Pat：0，Abdominal：
0，Verticality：2 であった。練習方法は 5 日/週，1 日 2 単位として 9 週間実施した。なお，GEAR 練習時は対象者へのフィー
ドバック機能として，モニターにて足部接地位置および荷重量を表示した。歩行能力は，短下肢装具使用し立脚期での膝折れ，
麻痺側遊脚期で足尖の引っかかりを認め，10m 歩行における歩行介助量の指標である Gait Ability Assessment（以下：GAA）3
点，歩行様式は 3 動作揃え型であった。歩行評価は，10m 歩行時間，速度，歩数，重複歩距離を測定した。加えて，GEAR 練習
時における麻痺側下肢の平均荷重量も算出した。

【結果】

介入後 6 週間で四点杖および短下肢装具にて見守り歩行となった。また，10m 歩行時間は 92 秒，歩数 38 歩，速度 0.4km/h，重
複歩距離 52cm であった。その後，9 週目にてアシスト補助量が最小となり 10m 歩行時間は 62 秒，歩数 35 歩，速度 0.6km/h，
重複歩距離 57cm と改善を認めた。麻痺側下肢の平均荷重量は，見守り歩行を獲得した 6 週目で 94％，最小アシスト補助となっ
た 9 週目で 96％ とほぼ同等の数値であった。身体機能は，SIAS にて Hip�Flexion：1，Knee�Extension：1，Foot�Pat：1 と麻
痺側下肢機能に大きな変化は認められなかったが，一方で Abdominal：2，Verticality：3 と体幹機能に改善を認めた。

【結論】

GEAR は適切な難易度での歩行練習が可能であるため効率よく運動学習を促進できる。本症例は，アシスト補助とモニターでの
フィードバックにより麻痺側下肢の支持性向上および体幹伸展位での振り出しがスムーズとなり，麻痺側下肢機能の大きな改
善は認めなかったものの見守り歩行が可能となった。また，GEAR は初期から最終歩容類似の歩行練習が可能であることから，
見守り歩行獲得後も最小アシスト補助での歩行が可能となるまで継続することにより，平地歩行時のぶん回しなどの代償動作
軽減につながり歩行速度が向上したと考えられた。よって，GEAR の長期的使用による歩行能力の改善効果の可能性が示唆され
た。
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脳卒中片麻痺患者への歩行練習アシストの効果
―発症から 3ヶ月後にロボット練習を実施した 2症例―

高橋 義和，馬場健太郎，長野 友彦，中野 智洋，出羽 柊介，立丸 允啓，友田 秀紀，
砂川 尚也，矢野 浩二，森山 雅志，小泉 幸毅，赤津 嘉樹，大野 重雄，梅津 祐一

医療法人共和会小倉リハビリテーション病院

key words 脳卒中・歩行練習・ロボット

【はじめに，目的】

当院ではトヨタ自動車と藤田保健衛生大学が共同開発した歩行練習アシスト（Gait Exercise Assist Robot；以下，GEAR）を臨
床導入している。GEAR の適応は発症から 3 ヶ月以内の脳卒中片麻痺で歩行時に膝折れのリスクがある患者が推奨されている
が，今回，当院回復期リハビリテーション病棟に入院し，発症から 3 ヶ月経過した 2 例の脳卒中患者に対して GEAR を用いた
歩行練習（以下，GEAR 練習）を実施した結果，一定の歩行能力の向上を認めた。この経験を整理し，GEAR の効果を検証する
ことを目的とした。

【方法】

対象は左前大脳動脈領域の脳梗塞により右片麻痺を呈した 60 歳代男性（以下，症例 1）と右被殻出血により左片麻痺を呈した
50 歳代女性（以下，症例 2）。GEAR 練習はそれぞれ発症後 96 日（入院後 59 日），132 日（入院後 84 日）より開始し，1 日 40
分，週 5 回の頻度で，5 週および 3 週間実施した。評価項目は Stroke Impairment Assessment Set（以下，SIAS）の下肢運動・
感覚・体幹機能項目，下肢 Brunnstrom Stage（以下，Br.s），Gait Ability Assessment（10m 歩行時の歩行能力を FIM に準拠し
て採点した独自の指標；以下，GAA），1 日の歩行練習距離（以下，歩行距離）等とし，1 週毎に評価を行った。研究デザインは
GEAR 練習による介入期（以下，B 期）とその前後に同期間のベースライン期（以下，A1 期・A2 期）を設けた ABA 型シング
ルケーススタディとした。

【結果】

症例 1 では，A1 初期で SIAS 下肢運動機能の合計は 0，下肢感覚機能の合計は 4，体幹機能の合計は 6，Br.s は III で，各期を通
じて変化がなかった。GAA の変化は A1 期で 2→2，B 期で 2→5，A2 期で 5→5，平均歩行距離は A1 期で約 70m，B 期で約 260
m，A2 期で約 220m であった。

症例 2 では，A1 初期で SIAS 下肢運動機能の合計は 1，下肢感覚機能の合計は 0，体幹機能の合計は 2，Br.s は III で，B 期に
SIAS 下肢運動機能の合計が 1→2 へ変化し，その他の項目は各期を通じて変化がなかった。GAA の変化は A1 期で 2→2，B
期で 2→4，A2 期で 4→4，平均歩行距離は A1 期で約 120m，B 期で約 280m，A2 期で 130m であった。

【結論】

本研究の 2 症例は重度の片麻痺を呈しており，下肢運動・感覚・体幹機能の変化は少なかったが，歩行能力は GEAR 練習時期
に，より向上を認めた。GEAR は歩行能力の変化に応じて遊脚・立脚期での最適な介助の調整やフィードバックが可能であり，
従来の歩行練習よりも多くの歩行量を確保できるため，振り出しに対する効率的な運動学習や立脚期の安定向上に寄与し，歩行
能力が向上したと考えた。脳卒中ガイドライン 2015 では，歩行補助ロボットを用いた歩行練習は発症 3 ヶ月以内の歩行不能例
に勧められる（グレード B）とされている。本研究は 2 症例のシングルケーススタディであり，エビデンスレベルは低いが，

「GEAR は発症から 3 ヶ月以上経過した患者でも有効ではないか」とのリサーチクエスチョンを提案し，今後，科学的根拠に基
づいた研究モデルにより仮説検証を行いたい。
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長下肢装具を使用した歩行練習が麻痺側大腿四頭筋へ与える有用性についての検討
single case study

鈴木 翔太1），武井 圭一1），藪崎 純1），栗原 達也1），赤塚 萌子1），山岸 宏江2），山本 満2）

1）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部，
2）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科

key words 長下肢装具・歩行・大腿四頭筋

【はじめに】

近年，長下肢装具（以下 KAFO）を使用した歩行が脳卒中の理学療法において注目されているが，その目的は早期からの立位・
歩行による廃用症候群の予防や体幹や股関節周囲筋の改善とされている報告が多い。古くから片麻痺症例の歩行能力には麻痺
側の膝伸展筋力が関係しているとされているが，KAFO 使用下では膝関節を固定させた歩行となり，大腿四頭筋（以下 QF）の
機能改善が図れるかは懸念されるところである。今回，脳腫瘍術後に重度片麻痺を呈した症例に対して，短下肢装具（以下 AFO）
と KAFO 歩行時の筋収縮と歩行距離の違い，また KAFO 歩行練習の経過から麻痺側 QF に対する KAFO の有用性について考
察したため報告する。

【方法】

症例は左前頭葉に脳腫瘍を認め，右片麻痺を呈し，開頭腫瘍摘出術を施行された 20 歳代の女性である。3 病日から理学療法を開
始し，27 病日まで起立練習や AFO を使用した歩行練習を行ったが，運動麻痺の改善を認めなかった。28 病日の理学療法所見で
は，JCS は清明，下肢の BRS は II，非麻痺側下肢の MMT は 4�5，感覚は正常，歩行は平行棒内にて一部介助であり，麻痺側下
肢は AFO 装着下でも反張膝を認めた。28 病日に AFO と KAFO の連続歩行距離を評価し，各歩行中の QF の筋電波形を川村義
肢株式会社製の Gait Judge System（以下 GJS）を使用して計測した。また KAFO では同時に GJS と同期した ipad 内蔵カメラ
で歩行を撮影した。その動画から麻痺側下肢が初期接地してから再び初期接地するまでの所要時間（以下ストライド時間）を計
測し，計測中の平均ストライド時間を求めた。計測は 28 病日に GJS を用いた AFO と KAFO の評価を行い，39 病日に KAFO
の GJS の評価と下肢 BRS，KAFO の歩行距離を評価した。28～39 病日は KAFO を使用した歩行練習を中心に介入した。

【結果】

28 病日の結果は，歩行距離では AFO で平行棒内 2 往復，KAFO で 5 往復であった。筋電波形では，AFO の立脚期最大振幅は
17μV，KAFO の立脚期最大振幅は 15μV であった。AFO，KAFO ともに立脚中期に波形の最大振幅を認めた。また KAFO
の平均ストライド時間は，5.8 秒であった。39 病日の結果は，KAFO の筋電波形では，立脚期最大振幅は 112μV であり，荷重応
答期に波形の最大振幅を認めた。平均ストライド時間は，2.7 秒であった。39 病日の下肢の BRS は III であり，歩行距離は KAFO
を使用して 11 往復可能であった。

【結論】

経過の中で，KAFO の筋電振幅の増大を認め，平均ストライド時間の短縮を認めた。このことは，KAFO による安定性の向上
から転倒に対する恐怖心を軽減したことで重心移動を円滑にし，歩行時の上下方向の加速度を向上させた歩行パターンとなり，
荷重応答期の QF に強い収縮が要求されたと考えられた。重度片麻痺症例に対する KAFO 装着下での歩行練習は，安定性向上
による円滑な重心移動を促すことで麻痺側 QF の筋収縮を促す特徴があると考えられた。
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健常者における長下肢装具装着下での立位の重心移動時の筋電図学的検討

小山内大地

手稲渓仁会病院

key words 長下肢装具・立位重心移動・筋電図

【はじめに，目的】

高尾らは健常者を対象に長下肢装具（以下 LLB）下での遊脚相について報告している。しかし，健常者を対象として LLB 装着
下での立脚相について先行研究した報告はない。そこで本研究は，健常者を対象に立脚時の荷重割合を 50% から漸増させた時の
筋電図学的変化について LLB 装着の有無で比較することを目的とした。

【方法】

・対象は，神経学的および整形外科的疾患を有さない健常男性 8 人とした（年齢 27.4±3.8 歳，身長 168.6±2.4cm，体重 65.0±7.2
kg）。

・方法は，立位にて検査側下肢へ体重の 50%，60%，70%，80%，90%，100% を荷重し，その際の筋電図を LLB 装着時（膝継手
はリングロック固定，足継手はダブルクレンザック）と非装着時で計測した。荷重量は，足圧計を用いて調整し，前荷重と後荷
重を 4 対 6 とした。筋電図は，多裂筋（同側・対側），内腹斜筋（同側・対側），大殿筋，中殿筋，内側広筋，前脛骨筋，腓骨筋，
ヒラメ筋内側頭に貼付した。解析は荷重中の筋電波形を整流・平滑化し，10 秒間のうち安定した 3 秒間の積分値を算出し，それ
を個人の標準化筋活動とした。各筋単位で被験者毎におのおのの荷重量（50%～100% の 6 条件）にて LLB 装着時から非装着時
を減算し，筋活動の増減について全体の傾向を検討した。判定は各筋単位で 6 条件の荷重量を通算し，筋活動の増減が 7 割を越
えた場合を筋活動の上昇あるいは低下とした。

【結果】

各筋において LLB 装着が非装着に比べて筋活動が上昇したものは，多裂筋同側（36/48，75%），多裂筋対側（32/45，71%），内
側広筋（45/47，96%），前脛骨筋（42/47，89%）であった。逆に，LLB 装着が非装着に比べて筋活動が低下したものは，内腹斜
筋同側（33/47，70%），ヒラメ筋内側頭（41/47，87%）であった。

【結論】

LLB 装着は非装着に比べて多裂筋の筋活動が両側性に上昇している人が多かった。この理由は LLB 装着によって下腿後面の半
月よって膝軽度屈曲位になり，重心位置が前方に変位することの代償として体幹伸筋の活動が上昇したと考えられた。内側広筋
については，荷重時，下腿半月によって膝軽度屈曲位を矯正されているため，半月を支点に筋活動が上昇したと考えられた。

前脛骨筋の上昇とヒラメ筋内側頭の低下については，荷重時の下腿の前傾矯正と下腿半月による安定性が，前脛骨筋の短縮位で
の筋活動を増加させ，ヒラメ筋内側頭の筋活動を抑制したと考えられた。
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長下肢装具を用いた片麻痺者の歩行練習における，股関節伸展筋活動の力学的
考察

溝部 朋文1），萩原 章由1），松葉 好子1），前野 豊1），山本 澄子2）

1）横浜市立脳卒中・神経脊椎センター，2）国際医療福祉大学大学院

key words 脳卒中片麻痺・長下肢装具・三次元動作解析

【はじめに，目的】

片麻痺者に対し長下肢装具を用いて歩行練習をする際，麻痺側荷重応答期における股関節伸展筋の活動を促すことは目的の一
つである。歩行中に股関節伸展筋の活動を感じられないことをしばしば経験するが，原因の一つとして股関節と足部の位置関係
の影響が考えられる。特に荷重応答期としては足部に対し股関節がより前方に位置する症例は伸展筋が働きにくいことが多く，
このアライメントでは床反力ベクトルが股関節の後方を通り，伸展モーメントが働きにくいのではないかと推測している。本研
究の目的は，この臨床的推測の妥当性について三次元動作解析を用いて確認すること，確認した力学的視点を基に歩行練習で股
関節伸展筋の活動を促す可能性を考察することである。

【方法】

対象は 2012 年～2016 年に当院入院中で，計測当日に長下肢装具を用いて歩行練習を行っていた片麻痺者の中から，経験 10 年以
上の理学療法士 2 名が視覚的歩行分析と歩行中の筋活動の触診を行い①麻痺側荷重応答期としては足部に対し股関節がより前
方に位置し，股関節伸展筋が働かない 4 例（以下，伸筋－群）②麻痺側荷重応答期に足部に対し股関節がより前方とならず，股
関節伸展筋が働いた 5 例（以下，伸筋＋群）を選出した。伸筋－群は右片麻痺 2 例，左片麻痺 2 例，平均年齢 55.2（46～63）歳，
全例 Brunnstrom StageIII であった。伸筋＋群は右片麻痺 4 例，左片麻痺 1 例 平均年齢 44.4（30～63）歳，Brunnstrom StageIII
が 4 例，IV が 1 例であった。計測機器は VICON512，キスラー社製床反力計を使用し，反射マーカーを両側肩峰・股関節・膝
関節・足関節・第 5 中足骨に貼付け，長下肢装具を用いた平行棒での自由歩行を計測した。装具の足継手は全例底屈制動で，背
屈角度は症例毎に調整し，膝継手は全例 0̊ 固定とした。解析データは，剛体リンクモデルにより股関節屈伸モーメントを算出し，
麻痺側荷重応答期について，伸展モーメントが働く時間の割合を，各症例で計測できた最初の 3 歩行周期分算出したものとし
た。さらに伸筋－群と伸筋＋群における麻痺側荷重応答期に伸展モーメントが働く割合について，3 歩行周期の中央値を算出し，
Mann�Whittney U 検定を行った。統計解析ソフトは JSTAT を使用した。

【結果】

麻痺側荷重応答期に伸展モーメントが働く割合の中央値は，伸筋－群で症例①0％②0％③4.3％④0％，伸筋＋群で症例①35.9％
②92.1％③45％④45.1％⑤77.8％ であり，両群間に有意差が認められた（p＜0.01）。

【結論】

結果から臨床的推測の妥当性が確認された。麻痺側荷重応答期に股関節伸展筋が働かない症例では，伸展モーメントの働く割合
が優位に少なく，これは床反力ベクトルが股関節の後方を通ることと関連する可能性が高い。理学療法では，足部に対する股関
節の位置を調整し，床反力ベクトルが股関節の前方を通るよう誘導することで，股関節伸展筋の活動を促せる可能性があると考
える。
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前遊脚期以降におけるGait Solution 付長下肢装具装着歩行特性の検証
股関節角度に着目して

村井 直人1），新崎 直和1），佐喜眞一朗2），與儀 哲弘1）

1）医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院，2）株式会社佐喜眞義肢

key words 長下肢装具・遊脚期・歩行

【はじめに，目的】

油圧制動式足継手付長下肢装具（GS 付 KAFO）装着時の歩行特性や効果・介入方法に関する報告は，PSw 以降では見受けられ
ない。GS 付 KAFO の機能にて下肢・体幹アライメントが崩れない立脚期を誘導した後の遊脚期の特性が明らかになれば，より
良い歩行改善効果に繋がる装具療法が可能になると考えた。今回は健常者を対象に膝継手をフリーにした場合を最適な遊脚期
と定義し，ロックにした場合との歩行を股関節角度に着目して比較することで，その特性を検証した。

【方法】

健常成人（男性 11 名，平均年齢 26.2±3.5 歳，身長 167.9±4.5cm，体重 60.7±5.2kg）を対象とした。測定項目は GS 付 KAFO
装着側の股関節屈伸・内外転・内外旋の角度とした。これら項目を TSt，PSw 初期，PSw 終期，ISw，MSw，TSw に分けてそ
れぞれ測定した。計測条件は 10m の直線歩行路で油圧 1.0 の GS 付 KAFO 装着下（利き足）にて 2 条件（膝継手フリー及びロッ
ク）での自由歩行を実施した。計測機器は赤外線カメラ 10 台を用いた 3 次元動作解析装置（VENUS3D）を使用し，周波数は
250Hz とした。ランドマークは，対象者の a）左右上前腸骨棘，b）左右大転子，c）左右膝関節外側裂隙，d）左右膝蓋骨中央
に貼付した。股関節屈伸角度（屈曲+，伸展�）は b）c）を結ぶ線と矢状面を，内外転角度（内転+，外転�）は a）d）を結ぶ線
と前額面を，内外旋角度（内旋+，外旋�）は a）d）を結ぶ線と水平面を，それぞれ平面投影 2 点角度にて算出した。計測は 2
条件の方法で練習した後に 2 回測定し，平均値を算出して解析に用いた。2 条件の順序はランダムに決定し，比較には対応のあ
る t 検定及び Wilcoxon の符号付順位和検定を用いた。統計解析には R2.8.1 を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

膝継手ロックではフリーよりも PSw 初期から MSw にかけて股関節屈曲が遅れており有意差を認めた｛PSw 初期（フリー：�
14.3±2.6̊，ロック�16.6±4.0̊），PSw 終期（フリー：�7.5±3.7̊，ロック�18.5±4.3̊），ISw（フリー�6.3±3.9̊，ロック�18.7±4.2̊），
MSw（18.3±4.1̊，ロック�6.9±3.0̊）｝。また，膝継手ロックではフリーよりも PSw 初期時に股関節内旋角度が減少しており有意
差を認めた（フリー 18.0±5.0̊，ロック 13.0±5.8̊）。さらに，膝継手ロックではフリーよりも TSw 時に股関節内旋・内転角度が
減少しており有意差を認めた｛股関節内外旋（フリー：4.4±6.4̊，ロック：0.6±6.3̊），股関節内外転（フリー：2.5±1.9̊，ロック：�
0.03±2.2̊）｝。その他項目は全て有意差を認めなかった。

【結論】

健常者個人内で様々な代償方法がある中で，共通した股関節の動きが示された。GS 付 KAFO を用いた歩行介入方法は装具の特
性上，立脚期に対して視点が向きがちであるが，遊脚期の特性にも考慮した装具療法の展開（振り出しの誘導・介助方法やカッ
トダウンの検討など）がより質の高い効果を得ていくためにも重要になると考える。
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長下肢装具作製の必要性を判断する装具カンファレンスの判定結果を反映する
客観的因子抽出の試み

大鹿糠 徹，阿部 浩明，関 崇志，辻本 直秀

一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科

key words 装具カンファレンス・急性期脳卒中・長下肢装具

【目的】

当院では，立位・歩行練習において長下肢装具（以下，KAFO）が必要な急性期の脳卒中片麻痺者を対象に，KAFO 作製の必要
性を協議する装具カンファレンス（Brace Conference：以下，BC）を開催している。BC 開始以前，KAFO 作製の必要性は担当
理学療法士が単独で判断していた。その結果，下肢運動機能の早期改善を予想し KAFO 作製不要と判断した症例の 74% は転院
時に短下肢装具（以下，AFO）での歩行が可能であったものの，残りの 26% は KAFO が必要であった（関ら。2015）。BC 開始
後の調査では，BC にて下肢運動機能の早期回復を見込み KAFO 作製不要と判断された症例の全例が BC 後 4 週以内に AFO
での歩行が可能になり， KAFO 作製必要と判断された症例の約 90％ は BC 後 4 週時においても KAFO が必要であった（関ら。
2016）。すなわち BC における装具作製の必要性の判断は BC 開始前に比べ妥当性の高い判断であると思われる。本研究の目的
は，当院の BC において KAFO 作製が必要と判断された患者と，不要と判断された患者の特性を明らかにし，主観的な判断で
行われる BC の精度と同等の精度を持つ客観的指標を抽出することである。

【方法】

対象は 2015 年 8 月から 2016 年 9 月の間に KAFO を使用した立位・歩行練習を実施し 11 日以内に BC を開催した当該患者の
うち，BC にて KAFO 作製が必要と判断された患者（以下，要作製群）と KAFO 作製が不要と判断された患者（以下，作製不
要群）の 2 群に分類された 29 名とした。調査項目は年齢，性別，BMI，病型，GCS，障害側，入院前 FAC，画像所見上の錐体
路損傷の有無，BRS，麻痺側・非麻痺側の自動 ROM（股屈曲，膝伸展，足背屈）と他動 ROM（股伸展，膝伸展，足背屈），MAS

（膝屈曲筋，足底屈筋），麻痺側下肢荷重量，SIAS（下肢感覚，視空間認知，言語），Trunk Control Test，Clinical rating Scale
for Contraversive Pushing とした。統計解析では，各群の調査項目を Shapiro�Wilk 検定後，t 検定または Wilcoxon 検定にて比
較した。2 群間の比較にて有意差を認めた調査項目を多重共線性に配慮し独立変数として設定し，要作製群と作製不要群を従属
変数としてロジスティック回帰分析を行った。その後，選択された項目について ROC 曲線での分析を行い，カットオフ値を算
出した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

要作製群は 13 名，作製不要群は 16 名であった。ロジスティック回帰分析の結果，麻痺側膝伸展の自動 ROM のみが抽出された
（オッズ比 1.047，95% 信頼区間 1.005�1.091，P＜0.05，判別的中率 78.9％）。ROC 曲線より算出したカットオフ値は端座位からの
自動膝伸展角度 42.5̊ であった（ROC 曲線下面積 0.839，感度 81.3％，特異度 84.6％）。

【結論】

当院の BC にて KAFO 作製の必要性を判断した結果に，麻痺側膝伸展の自動 ROM が関連した。主観的に判断せざるを得ない
KAFO 作製の必要性を検討する際に，客観的な指標である麻痺側膝伸展の自動 ROM を参考とすることが有益である可能性が
ある。
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75 歳以上脳卒中片麻痺者の長下肢装具使用期間中の身体機能・歩行能力の変化
と転帰について

山木 健司，池上 泰友，大垣 昌之

愛仁会リハビリテーション病院

key words 長下肢装具・高齢者・転帰

【はじめに】「脳卒中治療ガイドライン 2015」では早期から装具を用いた立位歩行練習が推奨されており（グレード A），石神や原
らも重度運動麻痺を呈した片麻痺者に対して長下肢装具を使用した立位歩行練習を推奨している。しかし，高齢脳卒中片麻痺者
に対しての長下肢装具使用に関する報告は少ない。そこで本研究の目的は，回復期病院において 75 歳以上の脳卒中片麻痺者の
長下肢装具使用期間中の身体機能・歩行能力の変化を明らかにし，退院時歩行能力・転帰について調査することとした。

【方法】対象は，回復期病院にて長下肢装具を処方された重度脳卒中片麻痺者 62 名。対象者を 75 歳以上 23 名（78.9±3.4 歳）と，
75 歳未満 39 名（60.8±9.5 歳）の 2 群に分けた。対象者の基本的属性は，年齢・性別・身長・体重・疾患名・麻痺側・発症から
回復期病院入院までの日数（以下，発症後日数），入院時 FIM とした。長下肢装具使用期間中の身体機能・歩行能力の変化とし
て，入院初期と入院中期の麻痺側と非麻痺側の下肢筋力（股屈曲，膝伸展，膝屈曲，足底屈，足背屈），下肢 Brunstrom Recov-
ery Stage（以下：下肢 BRS），Barthel Index（以下，BI），Functional Ambulation Category（以下，FAC）を計測した。他に，
退院先（自宅・施設），退院時 FIM，FIM 利得，退院時 FAC，在院日数を調査した。統計は，1）各群において入院初期と入院
中期の下肢筋力，下肢 BRS，BI，FAC の比較，2）各群の入院時 FIM と退院時 FIM の比較，3）両群の退院先（自宅・施設），
退院時 FIM，FIM 利得，在院日数，退院時 FAC について Wilcoxon の順位和検定・Mann�Whitney U 検定および χ2 乗検定を
用いて検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】両群ともに入院初期と入院中期の変化として麻痺側下肢筋力，下肢 BRS，BI，FAC の有意な改善を認めた（p＜0.05）。
75 歳以上の重度脳卒中片麻痺者においても退院時 FIM は入院時 FIM より有意に高かった（p＜0.01）。75 歳以上脳卒中片麻痺者
は 75 歳未満脳卒中片麻痺者と比較して，退院時 FIM，FIM 利得，退院時 FAC は有意に低かった（p＜0.01）が，自宅復帰率と
在院日数に有意差はなかった。

【結論】75 歳以上の高齢重度脳卒中片麻痺者でも長下肢装具を使用した約 1 ヶ月後の変化として，麻痺側下肢筋力，歩行能力，
ADL の改善が得られ，退院時の FIM が改善していることがわかった。また，退院時の FIM や歩行能力は低いが，転帰（自宅
復帰率）では有意な差はなかったことから，移乗や起立動作の介助量が軽減され自宅復帰に繋がったと考えられる。
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急性期脳卒中患者に対する発症 48時間以内の初回起立は安全かつ転帰時mRS
を改善させる

高田 祐輔1），山本 洋司1），大木 敦司1），井上 大輔1），児島 範明1），宇多恵一郎1），荒木 正人1），
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key words 早期離床・起立負荷・短期治療成績

【目的】Bernhardt（2015）は急性期脳卒中に対する早期離床について，開始時期や離床内容の共通理解が不十分であると指摘し
た。本邦においても離床内容は座位，立位，歩行等施設によって異なり，定義が不明確である。当院リハビリテーション（リハ）
部では，急性期脳卒中患者に対する理学療法の最優先課題は起立負荷であるという共通認識のもと，2015 年 8 月より発症 48
時間以内の起立を早期離床と定義しリハを実施している。今回，当院急性期脳卒中患者の 2015 年 8 月以降における短期成績に
ついて，後方視的検討を行ったので報告する。

【方法】対象は 2014 年 8 月から 2016 年 7 月までに入院した急性期脳卒中患者 286 名とした。くも膜下出血，テント下病変，集
中治療例，発症前 mRS4�5，手術例に該当する 111 名は除外した。早期離床群（2015 年 8 月～2016 年 7 月）と対照群（2014
年 8 月～2015 年 7 月）の 2 群に分け診療録より後方視的検討を行った。早期離床群はバイタルサインで開始基準を満たさない
者，再発リスクの高い者は除外し，脳卒中発症 48 時間以内に初回起立を開始した。リハは早期離床群，対照群ともに装具を使
用した歩行練習や ADL 練習を中心に転帰時まで実施した。診療録からの抽出項目は，性別，年齢，病型（出血，梗塞），病巣部
位，危険因子（高血圧症，糖尿病，高脂血症，心房細動）の有無，入院時 NIHSS，発症から初回起立開始までの時間，発症から
14 日間の PT，OT 総実施時間，発症から 2 ヶ月以内の長期臥床に関連する合併症の有無，発症から 2 ヶ月以内の神経学的所見
増悪の有無，リハ中の神経学的所見増悪の有無，転帰時 mRS とした。統計解析は Student’s の T 検定，Mann�Whitney の U
検定，χ2乗検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】早期離床群 80 名，対照群 95 名であった。性別，年齢，病型，病巣部位，危険因子の有無，入院時 NIHSS に有意差は認
めなかった。発症から初回起立開始までの時間は早期離床群で有意に低値であり（p＜0.01），発症から 14 日間の PT，OT 総実
施時間は早期離床群で有意に高値であった（p＜0.05）。発症から 2 ヶ月以内の長期臥床に関連する合併症の有無は，早期離床群
で有意に少なかった（p＜0.05）。発症から 2 ヶ月以内の神経学的所見増悪の有無に有意差は認めなかった。両群ともにリハ中の
神経学的所見増悪例はなかった。転帰時 mRS は早期離床群で有意に低値であった（p＜0.05）。

【結論】急性期脳卒中患者に対し発症 48 時間以内の起立は安全であり，短期治療成績においては長期臥床に関連する合併症を軽
減し，転帰時 mRS を改善させることが判明した。従って，急性期脳卒中患者に対するリハ開始は起立であることを推奨する。
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早期介入が急性期脳卒中患者の機能転帰に及ぼす影響
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【はじめに，目的】

近年，脳卒中患者に対する発症早期からの介入の有効性が明らかとなってきており，出来る限り機能回復がなされた状態で回復
期病院や自宅へと繋げられるよう，急性期病院においては早期からの積極的な介入と効果的なリハビリテーション（以下リハ）
の提供が求められている。先行研究では，発症早期からの介入は神経症状増悪を含む有害事象を発生させず，また介入頻度の増
加が数か月後の機能予後を改善させるなどの報告がみられる。しかし，具体的な介入時期については統一されておらず，また機
能転帰についても発症から数ヶ月後の機能自立度や重症度を評価したものが多く，急性期病院に入院中の短期効果について報
告したものは少ない。今回，当院へ入院した脳卒中患者を対象に，発症早期からのリハが転帰時の機能自立度や重症度，在院日
数などに及ぼす影響について検討した。

【方法】

2015 年 6 月から 2016 年 6 月までに当院へ入院した脳卒中患者は 152 名であった。そのうち，発症前 Modified Rankin Scale（以
下 mRS）が 3～5，運動制限をきたす呼吸・循環器疾患や骨関節疾患を有するものを除外し，かつ初回介入時の mRS が 4～5
の 60 名を対象とした。次に，マッチングが得られた対象者を介入時期別に 48 時間以内（Early Mobilization：以下 EM 群）と
48 時間以降（Standard Care：以下 SC 群）に分類し，転帰時における mRS，National Institute of Health Stroke Scale（以下
NIHSS），Functional Independence Measure（以下 FIM）総得点，FIM 利得，FIM 効率，在院日数について 2 群間で後方視的
に比較検討を行った。統計学的解析には SPSS Ver. 21 を用いて Mann�Whitney の U 検定を行い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

発症から初回介入までの期間は EM 群が 1.5±0.7 日，SC 群が 4.6±1.4 日であった。EM 群と SC 群における年齢（75.5±12.0 vs
67.6±14.8），発症前 mRS（0.2±0.4 vs 0.07±0.2），入院時 mRS（4.5±0.4 vs 4.6±0.4），入院時 NIHSS（7.2±5.3 vs 11.75±6.5），
入院時 FIM 総得点（57.2±30.7 vs 61.6±32.3）に有意差はみられなかった。EM 群は転帰時の FIM 効率が有意に高かったが（1.2
±1.0 vs 0.6±0.3），2 群間における mRS（3.5±1.0 vs 3.3±1.2），NHISS（4.4±4.4 vs 5.6±5.2），FIM 総得点（84.7±30.4 vs 80.3
±34.3），FIM 利得（27.5±16.0 vs 18.6±8.9），在院日数（27.6±12.6 vs 34.6±13.9）には有意差を認めなかった。

【結論】

EM 群と SC 群における転帰時 mRS，NHISS に有意差を認めなかった要因として，急性期においては介入時期による違いのみで
は機能自立度や麻痺症状の改善といった短期的な機能転帰には明確な変化が生じにくく，介入頻度や他職種の関わりなど，他の
交絡要因との関連性が考えられた。また，EM 群の FIM 効率が有意に高かったにも関わらず 2 群間で在院日数に有意差がみら
れなかった要因については，後方医療機関との連携などのリハ効果以外の関与も考えられた。急性期におけるリハ効果の検討に
は，さらなる症例数の蓄積と交絡要因の検討が必要である。
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急性期脳梗塞患者における急性・回復期退院後の転帰先に関連する因子の検討
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【はじめに，目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 では，日常生活動作，機能障害，患者属性，共存疾患，社会的背景などをもとに転帰先を予測す
ることが推奨されている。先行研究にて，急性期病院から自宅退院に関連する因子は多く報告されているが，回復期病院に転院
した後の転帰先に関連する因子の報告は少なく，長期予後を想定できずに介入する場合も少なくない。今回，急性期病院に入院
した脳梗塞患者の長期的な転帰先に関連する因子を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，平成 27 年 7 月から平成 28 年 3 月までに当院に脳梗塞発症後 3 日以内に入院した 162 名のうち，発症前施設入所であっ
た症例，急性期退院後の転帰先が自宅・回復期病院以外であった症例，カルテ上で情報を十分に得られなかった症例を除外した
98 名とした。当院からの転帰先により自宅群（45 名），回復期群（53 名）に分けた。検討項目は性別，年齢，同居者の有無，既
往歴，病型分類，リハビリテーション（リハ）開始までの日数，在院日数，入院時血清総蛋白値，最重症時 National Institute
of Health Stroke Scale（NIHSS），初回リハ時下肢 Brunnstrom Recovery Stage（Br stage），入院 1 週間後の modified Rankin
Scale（mRS）とした。

統計解析には 2 群間比較として Mann�Whiteny 検定，χ2検定を用いた。次に従属変数を転帰先とし，独立変数として 2 群間比
較で有意差がある項目を投入し，変数増加法の二項ロジスティック回帰分析を行い，選択された項目は Receiver Operating
Characteristic（ROC）曲線での分析を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

さらに回復期病院に転院した後の転帰先により自宅群（38 名），療養・施設群（13 名）に分け同様の検討を行った。

【結果】

急性期退院後の転帰先による 2 群間の比較では年齢，病型，在院日数，NIHSS，下肢 Br stage，mRS で有意差を認めた。二項
ロジスティック回帰分析では NIHSS（オッズ比 2.387，95％ 信頼区間 1.674 から 3.404），mRS（オッズ比 5.729，95％ 信頼区間
2.934 から 11.19）が有意な変数として選択された。また妥当なカットオフ値は NIHSS 5 点（曲線下面積 0.926），mRS 4（曲
線下面積 0.896）であった。回復期退院後の転帰先による 2 群間の比較では年齢，同居者の有無，病型，在院日数，NIHSS，mRS
で有意差を認めた。二項ロジスティック回帰分析では，同居者の有無（オッズ比 3.927，95％ 信頼区間 1.050 から 14.688）が有意
な変数として選択された。

【結論】

本研究の結果から最重症時 NIHSS が 5 点以上，入院 1 週間後 mRS が 4 以上であれば回復期病院に転院する傾向であることが
示唆された。加えて独居であれば長期的な転帰が療養・施設となる可能性が示唆された。転帰の予測により，長期目標を見据え
たリハや転帰に向けた準備を早期から行うことが可能と考える。今後は認知機能や高次脳機能などの更に多面的な評価や，経時
的な評価との関連性も検討する必要があると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）【ポスター（神経）P03】

P-NV-03-4

急性期脳卒中者の自律神経機能の回復過程
糖尿病の影響
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【はじめに】

急性期脳卒中では自律神経機能（autonomic nervous function，ANF）の低下が報告されているが詳細は明らかではない（Orlandi,
2000）。脳卒中早期のリハビリテーション（リハ）において，姿勢変化による血圧変動は脳血流に直接影響するため十分考慮す
べき点であり，ANF の測定には非侵襲性，簡便性から心拍変動（heart rate variability，HRV）がよく用いられる（Raedt, 2015）。
また，脳卒中の主な併存症である糖尿病（DM）患者においても ANF は低下する（Stuckey, 2013）。本研究では HRV を用いて
急性期脳卒中における ANF の回復過程を DM の併存に着目して検討した。

【方法】

対象は急性期初発脳卒中者のうち，自律神経作動薬の使用者や，著明な不整脈，DM 性末梢神経障害を有するものを除外した 30
名とし，DM のない S 群 DM を有する DM 群に分けた。第 7 病日までを評価期間とし，各回背臥位（pre），端座位（sit），背臥
位（post）の順に姿勢変換した。HRV は各姿勢 5 分間の心拍データを周波数解析し，高周波成分（HF：0.15～0.4Hz）の normal-
ized unit（HFnu）を副交感神経，低周波成分（LF：0.04～0.15Hz）と HF の比（LF/HF 比）を交感神経の指標とした。心拍数

（HR），血圧（SBP，DBP）は 3 回の平均を用いた。各指標の姿勢変換による影響と経時的変化を検討した。統計処理は Tukey�
Kramer 法，Spearman の順位相関係数を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

S 群は 23 名（平均 60±11 歳，NIHSS 8 点（中央値）），DM 群は 7 名（59±13 歳，NIHSS 5 点，HbA1c 6.7%（中央値））であっ
た。S 群では第 3 病日以降，HFnu は sit で低下し post で上昇，LF/HF 比，DBP，HR は sit で上昇し post で低下する一定の変
化を示した。経時的には LF/HF 比，HFnu，SBP および HR で第 2，第 3 病日に比べ第 7 病日で有意差が見られ，HFnu は経過
日数と正の相関，LF/HF 比，SBP，HR は負の相関を示した。一方，DM 群では姿勢変換に対し，第 4 病日以降，HR のみ sit
で上昇を示したが，他の指標は第 7 病日においても一定しなかった。SBP のみ経過日数と負の相関を示した。

【結論】

DM のない急性期脳卒中者の ANF は，第 3 病日には交感神経，副交感神経とも姿勢変換に適応して変化し，経時的に副交感神
経は第 7 病日まで日ごとに上昇，交感神経は低下していた。これは，発症直後は交感神経活動が亢進しており SBP，HR が高値
となるが，1 週までに副交感神経活動が徐々に上昇することを示唆していた。また DM 併存症例では一定の傾向を示さず，1
週後でも ANF は安定していないと考えられた。これらは脳卒中早期リハ実施におけるリスク管理上，考慮すべき点と考えられ
た。
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P-NV-03-5

急性期脳幹梗塞患者における退院先に関連する因子の検討

阿部 翔悟1），井澤 菜苗1），板摺 美歩1），小泉 周也1），藤森 大吾1），平元 侑2）

1）横浜総合病院リハビリテーション科，2）横浜総合病院脳神経外科

key words 脳梗塞・転帰・予測因子

【はじめに，目的】

脳幹梗塞は運動麻痺，運動失調，感覚障害，嚥下障害などさまざまな症状を呈することや，進行型脳梗塞が多いなどの理由から
発症早期からの退院先の決定に難渋することが多い。先行研究にて急性期脳梗塞患者の退院先に関連する因子の検討の報告は
散見される。しかし，急性期脳幹梗塞患者のみで退院先を検討した報告は少ない。そこで今回，急性期脳幹梗塞患者の退院先に
関連する因子の検討を行ったのでここに報告する。

【方法】

平成 27 年 4 月から平成 28 年 9 月に当院に入院した脳幹梗塞 22 例のうち退院先が自宅 12 例と回復期病院 8 例の計 20 例を対
象とした。評価項目は年齢，性別，同居者の有無，入院前 modified Rankin Scale（mRS），入院前介護保険，病型分類，病巣，
入院時 National Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS），神経症状増悪の有無，理学療法開始時の高次脳機能障害・感覚障
害・嚥下障害・運動失調の有無，第 5 病日の上肢・手指・下肢 Brunnstrom Recovery Stage（BRS），Trunk Control Test

（TCT），Motricity Index（MI），座位機能，理学療法開始時・初回車椅子乗車時の Ability for Basic Movement ScaleII（ABMSII），
初回歩行レベルを挙げた。自宅群と回復期病院群の比較には Mann�Whitney の U 検定およびカイ二乗検定を行った。なお，統
計学的有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

自宅群と回復期病院群の間で有意差を認めたものは，NIHSS，神経症状増悪の有無，高次脳機能障害の有無，嚥下障害の有無，
上肢・手指・下肢 BRS，TCT，MI，座位機能，理学療法開始時・初回車椅子乗車時 ABMSII，初回歩行レベルであった。（P
＜0.05）

【結論】

急性期脳梗塞における先行研究では，単変量解析の結果では NIHSS，神経症状増悪の有無，上肢・手指・下肢 BRS，感覚障害，
嚥下障害，高次脳機能障害，ABMSII に統計学的有意差を認めている。急性期脳幹梗塞を対象とした本研究でも概ね同様の結果
となった。このことから，急性期脳幹梗塞患者においてもこれらの因子が退院先に関連していると考えられる。本研究では，先
行研究で項目に挙げていない TCT，MI，座位機能，歩行機能でも検討を行い，統計学上の有意差が認められた。また，本研究
では，同居者の有無，入院前 mRS，入院前介護保険の入院前生活の患者背景も検討したが，有意差を認めなかった。このこと
から，患者背景よりも機能障害や能力低下が退院先決定に関連していると考えられる。今回の結果から入院時 NIHSS，神経症状
増悪の有無，理学療法開始時の高次脳機能障害の有無，嚥下障害の有無，第 5 病日の上肢・手指・下肢 BRS，TCT，MI，座位
機能，理学療法開始時・初回車椅子乗車時 ABMSII，初回歩行レベルが急性期脳幹梗塞患者において退院先に関連する因子であ
ることが示唆された。
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P-NV-04-1

在宅パーキンソン病患者における運動療法の実態とQOLに関するアンケート
調査

中江 秀幸1），相馬 正之1），坂上 尚穗2）

1）東北福祉大学健康科学部，2）仙台青葉学院短期大学

key words パーキンソン病・運動療法・QOL

【はじめに，目的】パーキンソン病（PD）患者の増加と在宅療養割合の高さから，介護保険サービスの重要性が高まっている。
また近年は，非運動症状による QOL 低下が注目されている。そこで今回，在宅 PD 患者の運動療法の実施状況と QOL に関する
アンケート調査を行った。

【方法】PD 友の会 A 県支部 170 名を対象に Hoehn＆Yahr 重症度（Yahr），医療機関と介護保険サービス，自主練習における運
動療法の状況，Parkinson’s disease questionnaire�39（PDQ�39）について郵送法にて無記名式アンケート調査を行った。PDQ�
39 の総得点を 100 点換算したサマリー指数（低値ほど QOL が高い）を指標とした。得られたアンケート結果は，単純およびク
ロス集計，要介護認定有無と自主練習有無の比較を t 検定，Yahr と PDQ�39 間を一元分散分析で検討した。統計処理は IBM
社 SPSS ver.23 を用い，統計学的有意水準を 5% とした。

【結果】有効回答数 87 通，回収率 51.2%，Yahr I：6 名，II：17 名，III：41 名，IV：18 名，V：5 名であった。医療機関の運動
療法経験は 50.6%，現在も継続中は 8.0% であった。要介護認定率 72.4%，介護保険サービス利用率が 66.7% であり，サービス内
訳（重複あり）は通所リハ 36.8%，通所介護 24.1%，訪問リハ 11.5% の順であった。介護保険サービス利用時の満足は，「質問や
相談ができる」28.7%，「指導が得られる」21.8%，「筋力の向上」20.7% であった。一方，要望や不満は，「いつも同じ内容」19.5%，

「頻度が少ない」16.1%，「時間が短い」14.9% であった。自主練習の実施率は 78.2% で，実施内容は柔軟体操 40.2%，散歩 35.6%，
脚の筋力強化 34.5% が上位であった。Yahr と PDQ�39 の一元配置分散分析では有意差（F=10.72，p＜0.01）を認め，事後検定
で YahrI～III それぞれが IV と V と有意差を認め，IV と V の QOL が低かった。PDQ�39 は介護保険サービス利用の有無（有：
45.6±30.8 点，無：30.8±19.7 点，t=�3.30，p＜0.01），自主練習の有無（有：38.3±20.0 点，無：49.0±22.2 点，t=2.02，p＜0.05）
間に統計学的な有意差を認めた。

【結論】医療機関における運動療法継続率が 8.0% に対して，介護保険サービス利用率が 66.7% であり，サービス利用有が無より
も PDQ�39 も有意に高く，在宅 PD 患者の運動療法の場として重要性が再認識された。利用時の満足点から，指導や相談など直
接的な関わりが上位に挙げられており，個別療法の needs が高いことが示唆された。PDQ�39 の結果から，Yahr IV と V では
I～III に比べて QOL が低く，要介護認定率も高いことから介護保険サービス事業所における QOL へのアプローチの重要性が
示唆された。また，自主練習習慣が無に比べて有の QOL が高い結果から，自主練習の習慣化が QOL 低下を防ぐ可能性が考えら
れた。本研究は JSPS 科研費 15K08563 の助成を受けたものである。
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パーキンソン病患者における動的バランス評価の検討

花房 京佑1），大槻 暁2），長部 弘幹1）

1）順天堂大学医学部附属練馬病院，2）順天堂大学東京江東高齢者医療センター

key words パーキンソン病・バランス・安定性限界

【はじめに，目的】

姿勢反射障害はパーキンソン病の主要兆候の一つであり，リハビリテーションの対象となる。その特徴は，後方突進や安定性限
界が狭いこと，姿勢反応の遅れ，予測的姿勢調整の低下など，動的バランスの低下である。臨床場面では，これらを評価するた
めに様々なバランス指標が用いられているが，それぞれの指標がパーキンソン病のバランス障害の特徴をどのように表現でき
るのか検討の余地がある。そこで，パーキンソン病患者に 4 つの動的バランス評価を実施し，その関連性と特徴について検討し
た。

【方法】

対象はパーキンソン病患者 27 名，年齢 71.9±5.3 歳，Hoehn�Yahr 重症度分類 2.5±0.8，UPDRS3 スコア 16.0±9.5（それぞれ平
均±標準偏差）。バランス評価は，Pull Test，多方向リーチテスト，Cross Test，Index of Postural Stability（以下 IPS）の 4
つとした。Pull Test の値は UPDRS3 の項目 30 のスコアとした。多方向リーチテストは，Newton の方法に従い 4 方向で測定し
その合計値を用いた。Cross Test は，石川らの方法に従って実施し，矩形面積を指標とした。IPS は，望月の方法に従い測定，
算出した。IPS の測定によって得られる動揺の矩形面積と安定性限界面積も合わせて分析に用いた。4 つの指標で得られた値を，
PullTest とその他の Test の比較は，Spearman の相関係数，Pull Test 以外の測定値は Pearson の相関係数を用いて，その関連
を検討した。統計学的解析には SPSS ver.23 を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

UPDRS3�30 と IPS（r=�0.551，p=0.003），リーチテスト（r=�0.483，p=0.011）に優位な相関を認めた。リーチテストと IPS
に優位な相関を認めた（r=0.618，p=0.001）。矩形面積（Cross Test）とリーチテスト（r=0.229，p=0.240），IPS（r=0.330，p
=0.93），UPDRS3�30（r=�0.85，p=0.673）には優位な相関が認められなかったが，矩形面積（Cross Test）と IPS の安定性限界
面積との間に優位な相関を認めた（r=0.780，p＜0.001）。

【結論】

バランスの評価法には様々な側面がある。Pull Test は反応的なバランスを直接的に評価し，その他 3 つのテストは自動運動であ
り，予測的と反応的の両側面が影響する。結果から，IPS やリーチテストも Pull Test と同様に反応的なバランスを評価できると
考えられる。Cross Test と IPS は前後左右の安定性限界を測定することができるが，IPS はその限界域で保持する能力を合わせ
て評価している。Cross Test は連続した運動であり，速度や運動方向の切り替えも要求される。両値間に相関はなかったが，IPS
の安定性限界面積と高い相関が認められた。リーチテストも安定性限界を表現していると考えられるが，体幹・上肢機能も影響
し，全身の運動が必要となる。このように各テストの表現する側面の違いが今回の結果に影響したと考えられる。パーキンソン
病の臨床症状は個別性があり，バランスのどのような側面を評価したいのか明確にして方法を選択する必要があると思われる。
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MRI 画像を用いたパーキンソン病患者の黒質緻密部の定量解析とHoehn ＆
Yahr 重症度との関係

玉利 誠1,2），宇都宮英綱3），永良 裕也4）

1）福岡国際医療福祉学院，2）国際医療福祉大学大学院，3）高槻総合病院小児神経センター，4）福岡山王病院

key words パーキンソン病・画像解析・黒質緻密部

【はじめに，目的】

パーキンソン病（以下，PD）の主病変は黒質緻密部のドパミン細胞の変性であるが，これまでその特異的病理を MRI で捕捉す
ることは不可能であった。しかし近年，3 Tesla MRI にてドパミン細胞中に含まれる神経メラニンを高信号として描出すること
が可能（神経メラニン画像，以下 NMI）となったことから，NMI で黒質緻密部の高信号域を定量することができれば，PD 患者
のより正確な評価と効果的な理学療法に寄与すると思われる。しかしながら，NMI を簡便かつ迅速に解析できるソフトウェアは
今のところ存在しない。フリーの画像解析ソフトウェアを用いて黒質緻密部の面積を定量した報告もあるが，NMI を二値画像に
変換する際の閾値を視覚的に決定しているため，その手法には恣意的な問題が残されている。そこで今回，黒質緻密部と中脳被
蓋の信号強度に着目し，両者の信号強度比を半自動的に定量する画像解析プログラムを開発し，PD 患者と正常人の比較，及び，
Hoehn ＆ Yahr stage（以下，HY stage）との関係を調査した。

【方法】

対象は，PD 患者 29 例（男性 11 例，女性 18 例，年齢 65.9±7.9 歳）（以下，患者群）と健常人 26 例（男性 11 例，女性 15 例，年
齢 68.0±11.6 歳）（以下，対照群）とした。NMI は PHLIPS 社製 Achieva 3T にて撮像し，撮像条件は Fast Field Echo，matrix
size：320×242，FOV：200×200mm，Slice thickness：1mm，TR：27ms，TE：5.7ms とした。解析プログラムの開発には MAT-
LAB（Math Works 社製）を用い，NMI を平滑化した後，黒質緻密部と中脳被蓋の信号強度比を半自動的に定量するよう構築し
た。信号強度比の計測は 3 回行い，平均値を抽出した。統計学的処理には R commander を用い，患者群と対照群の信号強度比
を Mann�Whitney U 検定にて比較した。また，患者群の HY stage と信号強度比の関連について spearman の順位相関係数を算
出した。

【結果】

信号強度比は患者群 1.05±0.02，対照群 1.09±0.02 であり，有意差が認められた（p＜0.001）。また，患者群の信号強度比と HY
stage との間に有意な関連は認められなかった。

【結論】

NMI における黒質緻密部の信号強度の減弱は，ドパミン細胞の変性を反映した所見であると考えられており，剖検脳の所見と一
致することが知られている。また，中脳被蓋は磁性体を含まないため，PD の病理が信号強度に影響しない部位である。本研究
において，患者群の黒質緻密部と中脳被蓋の信号強度比が対照群よりも有意に低値を示したことから，両部位の信号強度比を用
いることにより，PD の病勢評価が可能であると思われる。一方，患者群の信号強度比と HY stage との間に関連は認められな
かったが，HY stage には黒質緻密部の変性のみならず，不活動に伴う筋力低下や関節可動域の低下といった二次的要因のほか，
脳の代償的な機能再編などの影響も考えられるため，信号強度比と臨床的重症度との関連については今後も検討が必要である
と思われる。
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パーキンソン病Camptocormia（腰曲り）に対する重力負荷を考慮した新たな理学療法の検討
～シーティング技術と免荷式ロングブレス呼吸法による著効例～

土中 伸樹

養和病院

key words パーキンソン病・Camptocormia・シーティング

【目的】

パーキンソン病（以下：PD）の Camptocormia（以下：CC）は，腰曲りとも呼ばれる極度の前傾前屈位の姿勢異常である。重
力がかかる座位立位や歩行時に前傾が増強し，重力負荷を除いた臥位で改善する特徴を持つ。また，CC 対して確立した治療法
は存在せず，治療に難渋するケースが多く存在する。今回，ティルト・リクライニング車椅子（以下：TR 車椅子）と免荷式歩
行器による重力負荷調整を行いながらロングブレス呼吸練習を実施した新たな治療法により外来理学療法で著明に改善した症
例を呈示し検討を加える。

【方法】

女性 年齢 60 歳台後半 疾患名：PD（発症 6 年経過），体重 38kg，Hoehn�Yahr 分類 II 度～III 度，UPDRS 総点 28 点，X
年 2 月 PD 病の診断。X＋1 年 4 月ビ・シフロール投与。X+1 年 7 月 CC 発症。X＋1 年 10 月ビ・シフロールを中止。X＋1 年 12
月姿勢改善せず当院外来リハ紹介。使用薬剤：①ネオドバストン配合剤 100mg4 錠，②コムタン錠 100mg2 錠，③エフピー OD
錠 2.5mg1 錠，④エクセグラン錠 100mg1 錠，⑤マグミット錠 330mg1 錠。

評価：立位時の矢状面骨盤線 29̊，矢状面上部体幹線 65̊，矢状面胸骨線 49̊，矢状面頸部線 47̊（姿勢計測国際規格 ISO16840－
1 を使用。座位姿勢計測ソフトウェア rysis を立位にて使用。）歩行スピード 15.20 秒/10m。20m で体幹支持できず両膝に手を置
く。

X＋1 年 12 月より①TR 車椅子（T20̊，R110̊）上で炭酸水足浴，左 L1～L5 傍脊柱筋，両肩甲骨内側縁に低周波治療（ネオテク
トロン VP6Ⓡ）を 20 分間施行。②TR 車椅子上でロングブレス・ピロピロⓇ（10 秒×10 回×3 セット）③免荷式リフトポポⓇによ
るロングブレス立位バランス練習。（一般的な関節可動域練習，筋ストレッチ，筋力増強練習，歩行練習は実施せず。）

【結果】

3 か月後理学療法 22 回目：立位時の矢状面骨盤線 360̊，矢状面上部体幹線 17̊，矢状面胸骨線 10̊，矢状面頸部線 22̊。歩行スピー
ド 9.30 秒/10m。体重 42.6kg。UPDRS 総点 12 点。歩行時に膝に手を置くことは無くなる。洗濯物が干せるようになる。

【結論】

CC の病因として，PD の進行の自然経過，体幹ジストニア，傍脊柱筋の変性，薬剤性などの要因が考えられるが，CC の原因を
一つに絞り込むことは困難である。特にリハビリテーションについて効果が乏しいとされてきたが，提示した方法は持続的効果
があり本症例も CC 発症から 1 年以上経過するが週 1 回の理学療法で姿勢が維持されている。先行研究では体幹ジストニア，傍
脊柱筋の変性に焦点を当ててきたが，腹部インナーの筋力低下が原因ではないかと推察する。体幹の安定化機構に関与する横隔
膜は，腸腰筋と筋連結している為，脊柱の垂直安定化に関与している。シーティングと免荷式ロングブレス呼吸練習は CC だけ
でなく首下がり症候や Pisa 徴候に対しても効果がありパーキンソン病姿勢障害の新たな治療につながるものと考えられる。
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P-NV-04-5

慢性腰痛を有するパーキンソン病患者と慢性腰痛患者の認知・心理社会的因子
の比較

西島 勇1），西上 智彦2），橋間 葵3），小早川安友美1）

1）公益財団法人復康会沼津リハビリテーション病院リハビリテーション課，
2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部，3）医療法人おそえがわ脳神経内科リハビリテーション科

key words パーキンソン病・慢性腰痛・治療戦略

【目的】

パーキンソン病（以下，PD）患者において健常者よりも痛みの頻度が多く，特に腰痛が多いことが報告されている。しかし，
PD 患者における筋骨格系障害の問題はこれまでに見逃されており，十分に治療されていないことが現状である。近年，痛みに
は筋や関節などの末梢組織器官のみならず，心理社会的因子や身体知覚異常が関与していることが明らかになっている。PD
患者における腰痛に対する治療戦略を計画するにあたり，慢性腰痛を有する PD 患者と PD を有していない慢性腰痛患者の心理
社会的因子や身体知覚異常の違いを明らかにする必要がある。そこで，本研究の目的は，慢性腰痛を有する PD 患者と慢性腰痛
患者に対して，腰痛による日常生活活動の低下，心理および身体知覚異常の評価を行い，PD 患者における腰痛に関連する因子
を明らかにすることである。

【方法】

対象は腰痛が 3 ヶ月以上続く，PD 患者 39 名（78.1±8.3 歳）及び慢性腰痛患者 39 名（72.4±4.3 歳）であった。評価項目は，安
静時・動作時における痛みの強度（Visual Analog Scale：VAS），心理社会的因子として痛みの破局的思考（Pain Catastrophiz-
ing Scale：PCS），（Hospital Anxiety and Depression Scale：HADS），身体知覚異常（Fremantle Back Awareness Question-
naire：FreBAQ），腰痛による日常生活制限（Roland�Morris Disability Questionnaire：RDQ）を評価した。統計学的解析とし
て，2 群間での比較は Student t 検定を用いた。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

Hoehn�Yahr の重症度分類は I が 2 名，II が 5 名，III が 22 名，IV が 10 名であった。不安，抑うつ，FreBAQ，RDQ において，
PD 患者群（不安：11.3±5.7 点，抑うつ：12.1±4.8 点，FreBAQ：17.4±7.0 点，RDQ：11.4±6.9 点）が慢性腰痛患者群（不安：
5.4±3.0 点，抑うつ：6.0±3.1 点，FreBAQ：13.5±7.0 点，RDQ：7.2±5.0 点）より有意に高値（p＜0.05）であった。体重，安静
時痛において，PD 患者群（体重：48.1±11.3kg，安静時痛：15.1±21.4mm）が慢性腰痛患者群（体重：53.4±9.3kg，安静時痛：
25.6±23.0mm）より有意に低値（p＜0.05）だった。

【結論】

本研究結果より，PD 患者は慢性腰痛患者よりも，安静時の疼痛強度は低いが，動作時に慢性腰痛患者と同様に疼痛が生じる特
徴が認められた。また，PD 患者は慢性腰痛患者よりも腰痛による活動性の制限が生じていることが明らかになった。PD 患者で
は不安，抑うつ及び自己身体知覚異常がより認められ，これらの要素が PD における慢性腰痛の要因になっている可能性が示唆
された。今後，これらの要因を考慮に入れて，PD 患者の慢性腰痛に対する治療戦略を考える必要がある。
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P-NV-05-1

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドが歩行時麻痺側立脚相に与える影響
～Extension Thrust Pattern を呈した症例に対して～

佐藤 圭祐

医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院リハビリテーション部理学療法課

key words 機能的電気刺激・立脚相・歩容

【はじめに，目的】

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド（以下，WA）は FES の一つであり，内蔵された tilt sensor で下腿の傾きを検知し，遊
脚相のみに電気刺激を行う。患者の歩行パターンに合わせて足関節背屈を補助し，脳血管疾患や脊髄損傷などでみられる内反尖
足や下垂足に対して適応がある。米国や日本において WA 使用による歩行能力の改善が報告されているが，報告の多くは遊脚相
に関するものがほとんどである。そこで今回，数年来の下垂足及び Extension Thrust Pattern（以下，ETP）を呈した脳卒中患
者に対し WA 使用前後における歩行時麻痺側立脚相の変化を検証した。

【方法】

症例は平成 10 年に左放線冠梗塞により右下肢下垂足を呈していた 70 歳男性である。発症時から下垂足を呈しており，装具を処
方されていたが使用を拒否していた。平成 28 年に脳梗塞（左中大脳動脈領域）を発症し，当院入院となった。当院入院時の麻
痺側下肢 Brunnstrom Stage は IV で，下肢装具を使用せず歩行を行っていたが，前脛骨筋の筋力低下（MMT；2）により下垂
足や遊脚相に toe drag，立脚相では ETP を呈していた。歩行は T 字杖を使用，短下肢装具の処方を勧められていたが，本人は
使用を拒否していた為，転倒予防の為に介助者による軽介助が必要であった（FIM 歩行 4 点）。

WA を用いた歩行練習は発症後 31 病日目から開始し，通常理学療法（40～60 分/日）に加え，WA を使用した歩行練習を 20
分間行い，週 5 回，4 週間継続した。ETP を考慮し，麻痺側遊脚相から荷重応答期まで背屈補助の電気刺激を行った。

測定項目は WA 使用前後での足関節背屈 ROM 及び MMT，10m 裸足歩行速度と歩数，10m 裸足歩行時の麻痺側立脚相下肢関節
角度とした。下肢関節角度の測定は，股関節角度は肩峰―大転子―膝外側関節裂隙間，膝関節角度は大転子―膝外側関節裂隙―
外果間，足関節は膝外側関節裂隙―外果―第 5 中足骨骨頭を結ぶ線のなす角度とした。10m 歩行は矢状面から動画撮影を行い，
下肢関節角度を画像解析ソフト（Image J）を使用し角度を求めた。

【結果】

4 週間の治療介入前後で，病棟内歩行は自立に至った（FIM 歩行 6 点）。また，足関節背屈 ROM，前脛骨筋 MMT ともに改善を
認めた。麻痺側下肢関節角度の比較では，股関節は著明な角度変化を認めなかった。膝関節は荷重応答期で�6̊ 伸展位から 11̊
屈曲位まで変化した。足関節は立脚初期で�23̊ 底屈位から�10̊ 底屈位，荷重応答期で�17̊ 底屈位から�10̊ 底屈位へ背屈方向へ変
化していた。10m 裸足歩行では，使用前 22.2 秒・32 歩，使用後 17.5 秒・25 歩であった。歩容に関しては，ETP の改善が確認で
きた。

【結論】

荷重応答期まで電気刺激をすることによって，ヒールロッカー機能の獲得に近づいたものと考える。WA を使用した歩行練習は
麻痺側立脚相に貢献できる可能性が示唆された。
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P-NV-05-2

促通反復療法と IVESの併用療法（2回/週，訪問リハビリテーション）が有効
だった重度片麻痺上肢の一例

福田 貴洸1），川平 和美2）

1）医療法人樹心会角田病院リハビリテーション課，2）促通反復療法研究所

key words 麻痺側上肢・促通反復療法・電気刺激

【はじめに，目的】

脳卒中患者の麻痺側上肢機能の予後について片麻痺手の回復は 4 週間までが最大で，脳卒中発症 1 ヶ月後の時点で測定できる
だけの握力がない場合，機能的予後は不良とされている。一方で近年，促通反復療法や電気刺激の利用により，この病期が経過
した脳卒中後遺症の麻痺に対する改善効果が示されている。今回，週 2 回の訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）により，
促通反復療法と随意運動介助型電気刺激装置（以下，IVES）の併用療法が有効だった重度片麻痺上肢の一例を経験したので報
告する。

【方法】

症例は 70 歳代の男性，左放線冠梗塞による右片麻痺を発症 25 病日から当院で約 2 か月の回復期リハビリテーションの後，自宅
退院した。退院後は「右手も使って，妻とゲートボールに復帰」を目標に，退院 2 日後から訪問リハ（40 分，週 2 回）が開始し
た。訪問リハ開始時，麻痺が BRS 上肢 III，手指 II，下肢 V，運動覚・位置覚が 9/10，触覚が 8/10，握力が測定不可，手部全体
の浮腫が目立ち，手指の粗大運動や持続的な運動は困難，上肢麻痺重症度の自己評価スケールである Jikei Assessment scale for
Mortor Impairment in Daily Living（以下，JASMID）が 18/18 点（使用頻度/動作の質），歩行は T 字杖歩行自立だった。介入
内容は約 20 分間が右片麻痺上肢に対して促通反復療法（5～7 パターン）と IVES の併用，残りの 20 分が食事動作やゲートボー
ルの実動作練習だった。介入当初，物品操作が困難であった為，随意性の向上を目的に上肢と手指に対し促通反復療法（臥位）
と IVES（ノーマル）を 20 分間併用した。治療直後から横摘みが可能となった為，介入後は持続的な横摘みを課題として提示し
た。持ち越し効果が確認できたところで IVES をパワーアシストへ変更し，視覚的フィードバック下で更なる随意性の向上を目
指したところ，単純な物品操作が可能となり IVES を併用した状態で促通反復療法をより，生活動作に近い座位パターンへ変更
した。課題は日常生活の中で麻痺肢の使用頻度が増えるように食事動作の指導と疑似課題を設定した。

【結果】

右片麻痺上肢は，訪問リハ開始 8 週後には BRS が上肢 III→IV，手指 II→IV，握力 0→6kg，JASMID 18/18→43/31（点）と向
上し，横摘みが可能となった事で袖の操作やスプーンの使用など実用手に近い機能が得られた。また，スティックが握れたこと
でゲートボールも再開している。

【結論】

本例は発症後 3 ヶ月の時点での握力が 0kg の重度片麻痺で，機能予後不良と予測された。しかし，40 分，週 2 回の訪問リハの
中で，促通反復療法と IVES による選択的電気刺激を併用して，上肢と手指の意図した運動の実現と反復を行なったこと，その
麻痺側上肢の随意性向上を実生活で活かすように促したことが，重度麻痺上肢を実用手に近い機能まで改善させたと考えられ
る。本例の経過は 40 分，週 2 回の低頻度でも強度の高い治療を行なえば，従来の常識を超える効果が得られる可能性を示唆し
ている。
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半側空間無視に加え pusher 症候群を呈し，直流前庭電気刺激が効果的であった
一症例

尾崎 新平1,2），草場 正彦1），植田 耕造3,4），宮本 定治1），恵飛須俊彦1,2）

1）関西電力病院リハビリテーション部，2）関西電力医学研究所リハビリテーション医学研究部，
3）星ヶ丘医療センターリハビリテーション部，4）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 半側空間無視・pusher症候群・直流前庭電気刺激

【はじめに，目的】

半側空間無視（USN）は，病巣と反対側の刺激に反応しない現象である（Heilman 1985）。USN によく合併する症候として，Pusher
症候群（Pusher）がある。Pusher とは介助者が患者を正中に戻すのに抵抗し立位，歩行の姿勢を障害する症候である。USN
と Pusher の両方に治療効果が報告されている唯一のリハビリテーション治療として直流前庭電気刺激（GVS）がある。しかし
今までの報告では，USN，Pusher ともに各々単体での治療効果しか報告されておらず，USN と Pusher を合併した患者に対す
る同時に治療効果を示したものはない。今回，USN と Pusher を合併した患者に GVS を行い，治療効果を報告する。

【方法】

対象は 70 歳代女性。診断名は脳梗塞（右内包後脚）。今回測定を実施した発症後 33 日の評価は，歩行器歩行で病棟内見守りが
必要で，左側の物へのぶつかりがあった。下肢筋力は各筋とも MMT で 5，感覚は Fugl�Meyer Assessment で 12 点と満点。バ
ランス能力は BBS で 45 点。BIT 通常検査で合計 139/146 点。Bells test で 27/35 点と方向性注意障害を認めた。Fluff test では
両側下腿に身体空間無視が認められた。表象障害は先行研究（Rode 1995）を参考に日本版として Mentally the map of Japan
で評価し，近畿を含めた西側の表象がなく左側の表象障害を認めた。Scale for Contraversive Pushing（SCP）では立位項目で
1.75 点。Burke lateropulsion scale（BLS）は 4 点で，pusher を認めた。実験方法は，シングルケース ABÁデザインを用い，A
と Á期では通常介入とし下肢筋力強化，バランス練習，歩行練習，階段昇降練習などを実施した。B 期では通常介入に加え GVS
を実施し，各期間ともに 2 週間行った。GVS は，Intelect advance combo（Chattanooga 社製）を使用し，両側乳頭突起に電極
を貼付し（右陽極，左陰極），刺激強度は 1.5mA で姿勢は座位とし 20 分間実施した。評価項目は Bells test，Fluff test，BIT
通常検査，Mentally the map of Japan，SCP，BLS で各期の直前直後に測定した。

【結果】

A 期前，A 期後，B 期後，Á期後の順に結果をカッコ内に以下に示す。Bells test（27，26，34，33 点），Fluff test（3，3，4，
3 点），BIT 通常検査（139，140，142，144 点），Mentally the map of Japan 表象なし地方のみ記載（近畿を含む西は表象なし，
同様に近畿地方の表象なし，近畿地方の表象が若干出てくる，同様に近畿地方の表象が若干あり）。SCP 立位項目（1.75，1.25，
0，0 点），BLS（4，3，0，0 点）。

【結論】

本症例は，USN のサブタイプ分類で近位空間の方向性注意障害，表象障害，両側下腿の身体空間無視を認めた。また USN に加
え pusher も認めていた。今回 GVS により Bells test，SCP，BLS で効果を認めたが，Fluff test と Mentally the map of Japan
では大きな効果を認めなかった。以上より，GVS は身体空間無視や表象障害ではなく，USN サブタイプ分類の方向性注意障害
と pusher に対して効果的な可能性がある。
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末梢神経電気刺激の電極配置が筋力に与える影響について

徳田 裕1,2）

1）富山医療福祉専門学校理学療法学科，2）富山県理学療法士会専門領域研究部物理療法研究会

key words 末梢神経電気刺激・電極配置・筋力

【はじめに，目的】

近年，末梢神経電気刺激（PNS）の効果として運動機能改善や脳機能の再構築などが報告されている。この運動機能改善や中枢
神経の可塑的変化には PNS による感覚入力が重要である。PNS の効果は，刺激周波数や刺激強度，刺激時間等のパラメータに
より異なる。しかし，電極配置に関する検討はなされていない。今回電極配置の違いが筋力に与える影響について検討すること
を目的とした。

【方法】

本研究は，ヘルシンキ宣言に従い，富山医療福祉専門学校「ヒトを対象とした研究に関する倫理委員会」の承認を得た（承認番
号 1612）。研究に同意が得られた疾患を有さない健常人延べ 18 名（20�24 歳）を対象とし，対象者を，神経刺激群（N 群），筋
刺激群（M 群），同時刺激群（NM 群）の 3 群に無作為にそれぞれ 6 名ずつ振分けた。本研究のプロトコールは，筋力を測定し
た後に，PNS を 40 分間実施し，PNS 開始 20 分後（PNS 中），終了直後（PNS 直後），に再度筋力測定を行う。筋力測定には，
ハンドヘルドダイナモメーター（HHD）を使用し，同機器を足関節固定器に固定し足関節背屈の等尺性収縮を 5 秒間，3 回実施
し 3 回の最大筋力の平均値を算出し処理した。測定肢位は椅坐位で股・膝関節 90 度屈曲位，足関節約 10 度背屈位，体幹は中間
位で上肢は腕組みとした。統計は電極設置部位と筋力の比較には反復測定二元配置分散分析（RMANOVA）を行い有意差が認
められたら筋力について多重比較検定を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

筋力では時間と部位の RMANOVA の結果，交互作用を認め（時間：p=0.045，部位：p=0.0169 時間・部位：p=0.004）。多重比
較検定の結果，M 群では PNS 前に比べて PNS 中に有意に高値を示した（p＜0.05）。N 群では PNS 前に比べ PNS 後に有意に高
値を示した（p＜0.01）。MN 群では PNS 前に比べ PNS 後に有意に高値を示した（p＜0.05）。

【結論】

本研究では PNS の電極設置が前脛骨筋の筋力に与える影響について検討した。その結果，M 群では PNS 前に比べ PNS 中に有
意に高値を示した。これは，筋刺激により筋紡錘からの gropIa 群線維を選択的に刺激することによる脊髄の可塑性に寄与し早
期の筋力増加に関与したのではないかと考えられる。N 群刺激では PNS 後に有意に高値を示した。これは先行研究の結果を支
持する結果が得られたと考えられる。NM 群では脊髄の可塑性より体性感覚の影響を受けることが示唆された。
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【はじめに，目的】

近年，核磁気共鳴画像の撮影方法の一つである拡散強調画像を利用した拡散テンソル画像（Diffusion Tensor Imegimg：DTI）の
発達によって，従来視認不可能な構造であった脳の白質線維が可視化できるようになった。脳における拡散は白質線維による異
方性があるので，条件を満たした MRI 撮像をおこないテンソル解析すると，白質路の画像化（color map：線維方向の違いの表
示，白質の定量化（tractography：特定の白質路の抽出）や白質線維路による拡散異方性の程度が定量化（FA：異方性比率）で
きる。

DTI を用いた研究が多数認められるが，関心領域の位置や大きさ，また tractography 数や FA 値などの定量化の方法は様々で
ある。今回，DTI 関心領域（Region Of Interest：ROI）の定量解析を球状 ROI や Manual ROI，Tract�specific analysis（TSA）
を用いて FA 値を算出し，検者間の信頼性を検討したため報告する。

【方法】

検者は 3 名（臨床経験 1 年，3 年，9 年）の理学療法士が実施した。対象者は 2013 年 3 月から 2014 年 5 月までの間に，脳梗塞
により入院して DTI 撮影を行った患者 8 名と正常成人 3 名で行った。MRI 装置・撮影条件は Signa EXCITE3.0T HD Ver23

（GE 製），12 軸，FOV 240mm×240mm Slice 数 44 枚 TR/TE 12000/85.4sec マトリックス 128×128 Slice Thickness=3mm で
行った。画像解析ソフトウェアは，東京大学医学部附属病院放射線科画像処理・解析研究室において開発された「dTV」と『Vol-
ume�One v.1.72』を使用し，皮質脊髄路を描出した。定量解析方法は，球状 ROI の位置は大脳脚，大きさは 3×3 とした。Man-
ual ROI の位置は大脳脚に手動にて設定した。TSA は ROI を大脳脚と中心前回にて設定して描出した tractography を同ソフト
にてボクセル統計解析を施行した。統計学的分析には，級内相関係数（ICC2.1）を求めて計測の信頼性を検討した。判定基準は
0.7 以上にて信頼性が良好と判断した。

【結果】

ICC（2.1）にて定量解析方法による級内相関係数を算出した。級内相関係数は球形 ROI の FA 値は 0.74（SEM0.06），Manual
ROI の FA 値は 0.46（SEM0.06），TSA の FA 値は 0.72（SEM0.03）であった。

【結論】

本研究では，球形 ROI と TSA の FA 値は検者間の再現性は良好であった。ROI 法は検査者の恣意が入りやすく，再現性の問題
があるとされており，本研究でも Manual ROI に再現性が認めなかった。TSA はバラツキが少なく恣意性が入りにくいため，最
も有用であることが示唆された。
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【目的】

脳卒中者の回復期病棟入院時の歩行予後予測が少ない中，筆者は回復期病棟入院時の起き上がりが修正自立以上で退院時歩行
自立という方法で高精度の予測が可能な事，予測を逸脱し歩行自立しなかった偽陽性群の特徴として意欲・認知面低下があっ
た事を報告した。本研究では母数を増加させ，多変量解析から偽陽性群の特徴を更に明らかとする事を目的とした。

【方法】

対象は平成 26 年 12 月以降当院回復期病棟に入院し平成 28 年 7 月迄に退院した脳卒中者で，除外は入院時歩行自立，合併症治
療の為転院，死亡，急性期治療中に複数回の発症，JCS2 桁以上の意識障害者。入院時 Functional Movement Scale（以下 FMS）
と退院時 FIM から，FMS 起き上がり 3 点（修正自立）以上で歩行自立（FIM6 点以上）を真陽性群，起き上がり 3 点以上で歩
行非自立を偽陽性群とし，両群の入院時 SIAS 下位項目，FIM 下位項目，MMSE 合計，Vitality Index（以下 VI）合計の比較を
Mann�Whitney の U 検定にて行い，有意差を認めた項目を独立変数，群を目的変数とし，機能面（年齢，SIAS，MMSE，VI）
と能力面（FIM）のロジスティック回帰分析を各々行った。また，選択された項目で ROC 曲線から cut�off 値を算出した。

【結果】

対象 108 名（男性 61 名，69.5±13.0 歳，病側：右 52 名・左 49 名・多発両側 7 名）中，真陽性群 46 名（男性 28 名，病側：右
18 名・左 25 名・両側多発 3 名），偽陽性群 13 名（男性 5 名，病側：右 5 名・左 7 名・両側多発 1 名）だった。群間比較で有意
差を認めた項目は，年齢，MMSE，VI，FIM 清拭・トイレ・車椅子移乗・理解・問題解決（それぞれの真陽性群/偽陽性群；p
値：68.5±9.9/83.0±9.5；0.024，26.0±3.4/17.0±4.0；0.009，9.0±1.0/7.0±1.0；0.008，4.0±0.5/3.0±1.5；0.006，5.0±0.5/5.0±0.5；
0.011，5.0±0.5/5.0±0.0；0.048，6.0±0.5/5.0±1.0；0.048，5.0±0.5/4.0±1.0；0.006）だった。ロジスティック回帰分析にて，機
能面では MMSE が選択され（オッズ比：1.21，95% 信頼区間（以下 CI）：1.07�1.38），能力面では FIM 清拭（オッズ比：2.00，
95%CI：1.21�3.32）と問題解決（オッズ比 2.82，95%CI：1.34�5.95）が選択された。いずれもモデル χ2検定は p＜0.05 だった。
偽陽性群における MMSE の cut�off 値は 22（感度 80% 特異度 77%）であった。

【考察】

偽陽性症例は入院時から MMSE が低く，問題解決能力の低下が歩行自立を阻害したと思われた。また，清拭が選択され歩行予
測の一因子として可能性が示唆された。筆者の過去の報告でも逸脱症例の特徴としてセルフケアが選択された事を報告してい
る（渡辺ら，2015）。陽性症例は起き上がりが自立していることから，座位で行うセルフケアは動作としては可能なものの，立
位を経由する必要がある事（臀部清拭など），環境（浴室）に依存しやすく入院初期は介助量が一般化しにくい事などが可能性
として推察されるが，要因探索には清拭に関連する障害の要因を検討する事が必要と思われた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（神経）P06】

P-NV-06-2

定量評価による錐体路損傷程度と身体機能における関係性について

福田 真也

医療法人社団和風会橋本病院

key words 錐体路損傷・CT値・予後予測

【はじめに，目的】

脳血管疾患における理学療法を実施する上で，画像所見を用い ADL や運動機能の予後を推察する際，病変部位の形状，病巣の
大きさや損傷部位が影響する報告が散見される一方，病変部位の損傷指標や損傷程度を示す報告は少ない。今回，その定量評価
方法として CT 値を利用し，身体機能の関係性を調査したため報告する。

【方法】

対象は平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 7 月 31 日の期間，当院回復期リハビリテーション（以下，リハ）病棟の退院患者のうち，
初発の脳梗塞患者且つ病前 FIM126 点とし，頭部 CT 所見にて小脳テント上病変且つ側脳室体部レベル以下病変と限定し，両側
半球障害および内包後脚損傷者を除外した 22 例とした。平均年齢 72.1（62�85）歳，男性 16 例，女性 6 例，入院病日平均は 28.1
±12.5 日。GE 社製 CT にて，リハ病棟入院時の頭部所見にて側脳室体部レベル断面を用い，側脳室外側前極部を A，後極部を
P，島皮質を I とし，線 AP に直行する I より側脳室外側壁部到達点を V とした。Young�Mok Song ら結果を改変し，錐体路中
心点を同定。下肢錐体路（以下下肢）中心点を AP×0.3 IV×0.5 と設定し，Region of Interest（以下 ROI）にて CT 値を算出。

損傷側と非損傷側の CT 値比 Damage side of CT value/Undamaged side of CT value（以下 D/U ratio）を算出。計測方法は Re-
format を利用し，ROI 範囲を vertical diameter および horizontal diameter を 5mm，6mm，7mm，8mm，9mm の 5 方法で設定。

退院時機能評価は，Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）下肢，Berg Balance Scale（以下 BBS），Stroke Impairment Assess-
ment Set（以下 SIAS）下肢を用い D/U ratio との相関を算出。

Spearman 順位相関係数および回帰分析を実施。また，退院時の屋内外活動において車椅子脱却群，非脱却群を目的変数，説明
変数に D/U ratio としたロジスティック回帰分析を実施。統計学的有意水準を 5% とした。

【結果】

ROI 設定 5 方法での D/U ratio と全機能評価項目において強相関（P＜0.01）を示したが，最も強い相関を示した設定は 5mm
であった。D/U ratio と機能評価における（r，R�Squared）結果は，下肢中心点 ROI 5mm で，BRS 下肢（0.907，0.822），BBS

（0.901，0.822），SIAS 下肢（0.881，0.777）であった。車椅子脱却群/非脱却群の比較は 19 例/3 例で，有意差を認めた設定は下
肢中心点 ROI 7mm で D/U ratio 0.983±0.06/0.626±0.1）であった。

【結論】

入院時頭部 CT 所見にて，側脳室体部レベル断面で錐体路中心点を，下肢点 AP×0.3 IV×0.5 で，直径 5mm～9mm の円内を
錐体路が通過する事が予測され，その範囲での D/U ratio の数値と身体機能における強い関係性が示された。この事から，損傷
程度を示す指標および，予後予測する手段としての CT 値を用いた D/Uratio の有効的活用が期待できる。また，移動予後とし
て，車椅子からの脱却可能かの指標として D/U ratio を用いての予後予測も示唆できる。
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【はじめに，目的】

急性期病院は入院早期から退院・転院調整が開始されるため，歩行獲得の有無は転帰先を決定する際の重要な要因の一つであ
り，早期から的確な歩行獲得の予後予測が求められている。脳幹梗塞では，神経症状の増悪や運動麻痺，感覚障害，運動失調な
ど様々な症状が生じるため，予後予測が難しい。先行研究では脳卒中を対象とした歩行の予後予測の報告は散見されるが，脳幹
梗塞のみの報告は少ない。そこで本研究の目的は，脳幹梗塞患者の発症早期からの評価で急性期病院退院時の歩行獲得予測因子
を調査することとした。

【方法】

対象は，H27 年 4 月から H28 年 9 月までに当院に入院した脳幹梗塞の患者 12 例である。内訳は，退院時歩行を獲得した（監視
以上）7 例を自立群，歩行に介助を要した 5 例を介助群とした。入院前から歩行に介助が必要であった症例と第 5 病日目の歩行
が自立している症例は除外した。評価項目は，性別，年齢，入院前の modified Rankin Scale，病型分類，病巣，麻痺側，神経症
状の増悪の有無，入院時の National lnstitute of Health stroke scale，第 5 病日目の Japan Coma Scale，Brunnstrom recovery
stage（以下 BRS），高次脳機能障害・運動失調・感覚障害・嚥下障害の有無，Trunk Control Test（以下 TCT），座位機能，リ
ハビリテーション開始時および初回車椅子乗車時の ABMSII とした。解析は，カイ二乗検定，Mann�Whiteny の U 検定を行い
有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

両群間に有意差を認めたものは，年齢，病巣（延髄梗塞），高次脳機能障害の有無，TCT，座位機能であった。NIHSS，BRS
では有意差を認めなかった。

【結論】

本研究は，脳幹梗塞の急性期病院での歩行獲得予測因子を調査することを目的に行った。結果として，年齢，病巣（延髄梗塞），
高次脳機能障害の有無，TCT，座位機能が有意差を認めた。しかし，運動麻痺の指標である BRS や脳卒中の重症度を判定する
スケールである NIHSS，脳幹の症状の 1 つである運動失調では有意差を認めなかった。今回の研究では，運動麻痺が軽症の症例
でも歩行獲得に至らなかったことから，BRS は脳幹梗塞の歩行獲得予測因子とはなりえない可能性が考えられる。入院時
NIHSS については，神経症状の増悪する例の多い脳幹梗塞では有意差を認めなかったと考える。また運動失調を認める場合でも
体幹機能が良好であれば歩行獲得の可能があることが考えられる。本研究により，脳幹梗塞患者の急性期病院退院時の歩行の予
後予測として，年齢，高次脳機能障害の有無，TCT，座位機能が因子として重要であることが示唆された。
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岡田 有司1），吉村 洋輔2），上杉 敦実1），竹丸 修央1），藤井 賢吾1），都竹 貴志1），中上 佑子1），
吉田 耕治1），平岡 崇3），花山 耕三2），椿原 彰夫2,3）

1）川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター，2）川崎医療福祉大学，
3）川崎医科大学リハビリテーション医学教室

key words 脳卒中・急性期・歩行予後予測

【はじめに，目的】

近年，診療体制の機能分化により，脳卒中急性期を担当する理学療法士は脳卒中患者の最終的な歩行能力を把握することが難し
くなっている。また，歩行には多くの機能障害や代償能力が関与し，歩行の予後予測は容易ではない。脳卒中急性期において，
理学療法士は，発症早期から介入し，歩行の到達目標や治療計画を立案することが求められている。しかし，従来の報告では回
復期の時期に歩行の予後予測を検討した報告が多い。さらに，本邦の医療特性である急性期病院と回復期病院との間で検討した
報告はない。そのため，第 51 回大会において，私たちは脳卒中急性期の機能障害から回復期退院時の歩行能力に影響する因子
を，急性期病院 1 施設，回復期病院 6 施設で検討した。前回の報告では，欠損数の少ない調査項目を中心に検討したため，今回
は他の項目を追加して再度検討したので報告する。

【方法】

急性期 1 施設と回復期 6 施設による前向き観察研究を実施した。対象は平成 25 年 12 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに以
下の条件を満たし，かつ調査項目すべてを満たした 30 例（平均年齢 67.5 歳，女性 17 例）である。さらに，急性期加療後に参加
施設へ入院した症例，20 歳以上，一側テント上病変，病前 mRS0～2，入院時または急性期治療後 1 日目の NIHSS が 5 点以上，
発症後 2 週間以内に理学療法場面での歩行 FIM が 6 点未満の症例とした。調査項目は，回復期退院時歩行能力，在院日数，年
齢，性別，病型（脳出血・脳梗塞），麻痺側，病前 mRs，理学療法開始までの日数，端座位開始までの日数，リハ転科までの日
数，測定日までの理学療法実施日数・単位数，急性期理学療法開始 1 週間後の SIAS 項目（股屈曲項目，膝伸展項目，足パット
項目，表在，深部，垂直項目，腹筋項目，高次脳機能障害），非麻痺側膝伸展筋力（HHD：N・m/kg）とした。回復期退院時歩
行能力は FAC とし，3 を監視群（以下，A 群），4 以上を自立群（以下，B 群）とした。高次脳機能障害は SIAS の視空間項目
または言語項目を使用した。統計解析には，正規性を確認後に 2 群間比較した。各項目の多重共線性を確認し，相関係数が 0.7
以上の場合はどちらか一方を使用した。次に変数増加法（尤度比）の二項ロジスティック回帰分析を実施した。解析は SPSS
Statistics 22 を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

回復期退院時 FAC は A 群 14 例，B 群 16 例であった。平均在院日数 146.7 日であった。群間比較では，垂直項目，腹筋項目，
非麻痺側膝伸展筋力に有意差を認めた。相関係数は垂直項目と腹筋項目で 0.5 であった。独立変数は垂直項目，非麻痺側膝伸展
筋力としたロジスティック回帰分析では垂直項目（p=0.034，オッズ比 3.902，95％CI1.109 から 13.73）が選択された。モデル χ
2検定，Hosmer�Lemeshow 検定ともに基準を満たし，判別的中率は 73.3％ であった。

【結論】

脳卒中急性期患者の体幹機能は，回復期退院時の FAC に影響することが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（神経）P06】

P-NV-06-5

MRI 拡散テンソル画像法を用いた脳梗塞後の運動麻痺の予後予測の試み

渡辺 篤1），尾関 謙2），齊藤 仁十3），村上 雅紀2），大澤 朋史1），泉 直人4）
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【はじめに，目的】

近年は MRI 拡散テンソル画像（DTI）を用いて，神経線維を可視化した Tractgraphy や拡散異方性を定量化した Fractional an-
isotrophy（FA）が予後予測に用いられている。脳梗塞後の急性期理学療法において運動麻痺の予後予測は重要ではあるものの，
理学療法士が行う運動麻痺の評価のみで予後予測を行う事は難しいのが現状である。本研究では FA 値と Fugl�Meyer Assess-
ment の運動項目（FM�motor）を比較し，FA 値を用いた早期における運動麻痺の予後予測の可能性について検討した。

【方法】

対象は平成 27 年 4 月～平成 28 年 6 月に入院した脳梗塞患者であった。取り込み基準はテント上脳卒中であり，年齢が 80 歳未
満，MRI 画像上で梗塞巣の著明な増大を認めなかったものとした。退院時 FM�motor スコアから重症度別に分類した後，対応
のない t 検定を実施した。なお，有意水準は 5％ 未満とした。

DTI 撮像には Philips 社製 Achieva 3.0T R2.6 の MRI 装置を用いて，Extended MR WorkSpace 2.6.3.5 にて解析処理した。また，
FA 値の定量的評価は放射線技師 1 名で行った。関心領域（ROI）は，起点を橋レベルの中脳大脳脚とし，終点を頭頂部皮質レ
ベルの中心前回から中心後回にかけて設定した。損傷側と非損傷側に ROI を設定し錐体路線維のトラッキング解析した。その
後，作成した左右の Tractgraphy から FA を自動算出した。

【結果】

1．対象者について

14 名の対象者のうち，発症から 1 週目以内と 4 週目に DTI の解析と FM�motor の測定が可能であった 9 名が対象となった。4
週目 FM�motor スコアから軽症群 5 名，重症群 4 名に分類した。年齢 67.8±9.2 歳，性別 男性 4 名/女性 5 名，麻痺側 右片麻
痺 4 名/左片麻痺 4 名/麻痺なし 1 名であった。

2．FA 値について

解析までの日数 初回 2.3±1.2 日/4 週目 21.5±9.0 日，初回 FA 値は軽症群 1.01±0.03/重症群 0.95±0.01（p＜0.05）となり，軽
症群の初回 FA 値が有意に高かった。4 週目 FA 値は軽症群 0.97±0.01/重症群 0.84±0.02（p＜0.01）となり重症群の FA 値は低
値だった。

3．運動麻痺について

初回 FM�motor スコア 軽症群 96.2±3.5/重症群 13.6±2.8（p＜0.01），4 週目 FM�motor スコア 軽症群 99.5±1.0/重症群 19.3
±7.0（p＜0.01）となり，評価期間中に両群間の移行はみられなかった。また，軽症群の運動麻痺はほぼ完全に回復した。

【結論】

DTI 撮像の課題としては ROI 設定で終点を中心前回にする必要があった。FA 値の定値を求めるには症例数を増やしカットオ
フ値を算出する必要があると考えられる。今回の結果から発症から 1 週間以内の FA 値が運動麻痺の重症群を予測できる可能
性が示唆された。DTI による情報は脳梗塞急性期に関わる理学療法士にとって積極的に活用すべきツールであり，今後は理学療
法の有効性を検証するために有用になると考える。
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急性期病院における脳梗塞患者の早期退院先決定に関わる因子の検討
自宅退院群と回復期転院群における検討

辻田 聡司，上田 哲也，服部 玄徳，西川 真世，一ノ瀬 努

八尾徳洲会総合病院

key words 脳梗塞・急性期・転帰

【はじめに，目的】

急性期病院においては，医療保険制度の変化に伴う在院日数の短縮化により早期から転帰先を予測することが求められている。
先行研究では転帰予測因子について，NIHSS や高次脳機能障害，栄養状態など様々な要因が報告されているが，動作能力，特に
歩行との関連についての報告は少なく，また介入早期からの検討は散見される程度である。そこで今回，先行研究からの転帰予
測因子に加え，介入早期の動作能力を加えることで転帰予測因子の検討を行うことを目的とした。

【方法】

対象は 2016 年 3 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間で当院に入院し理学療法介入の処方があった急性期脳梗塞患者 90 症例
のうち，退院先が自宅（自宅群）もしくは回復期病院（回復期群）であった 62 例とした。除外対象は，施設入所者，入院前の
歩行が非自立，全身状態不良や座位，起立などの動作時の介助量が多く歩行に至らなかった症例とした。評価項目は，患者背景
に関する項目（年齢，性別，同居家族の有無，介護保険の有無，脳梗塞の既往歴の有無，入院時血清アルブミン値，入院時血清
総蛋白値），疾患に関する項目（障害半球，初回介入時の National Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS），高次脳機能障害
の有無），入院中の経過に関する項目（リハ開始までの日数，発症後 3 日目の動作レベル（座位，起立，車椅子移乗，歩行練習
の開始の有無），在院日数）を後方視的に調査した。統計学的分析は自宅群，回復期群の 2 群間での比較を，χ2検定，t 検定およ
び Mann�Whiteny の U 検定を用いて分析した。その後，転帰先を従属変数，2 群間の比較により有意差がみられた項目を独立
変数としてロジスティック回帰分析を実施した。なお，統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象の属性は，自宅群 30 名（内女性 4 名，73.0±9.9 歳）と回復期群 32 名（内女性 14 名，74.1±9.0 歳）であった。平均在院日
数は，回復期群 21.5±9.3 日に対し，自宅群 14.7±8.3 日となり有意に短縮していた（p＜0.01）。2 群間の比較において有意差を示
したのは，入院時 NIHSS（p＜0.01），同居家族の有無（p＜0.01），性別（p＜0.05），発症から 3 日以内での歩行練習開始の有無

（p＜0.01）の 4 項目であり，その他の項目では有意差はみられなかった。上記 4 項目を独立変数とし，ロジスティック回帰分析
を実施した。その結果，採用された独立変数は入院時 NIHSS（オッズ比 1.62，95％ 信頼区間 1.09－2.41），同居家族の有無（オッ
ズ比 0.07，95％ 信頼区間 0.01－0.57），発症から 3 日以内での歩行練習開始の有無（オッズ比 0.10，95％ 信頼区間 0.02－0.54）で
あった。

【結論】

今回，急性期脳梗塞患者における転帰先に関わる要因として，入院時 NIHSS，同居家族の有無，発症後 3 日以内の歩行練習の開
始の有無が要因として抽出された。先行研究の結果に加え，発症 3 日目までの歩行練習の開始の有無が，早期からの方向性決定
の指標になり得ることが示唆された。
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急性期脳梗塞患者の自宅退院に関わる因子の検討
発症後 7病日の SIAS による比較
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【はじめに，目的】

近年，急性期病棟の在院日数は短縮している。速やかに評価を行い適切な運動療法や後方支援を行うためにも早期からの予後予
測はリハビリテーション（以下リハ）の重要な役割と言える。脳卒中患者に対する Stroke Impairment Assessment Set（以下
SIAS）による評価は，理学療法診療ガイドライン 2011，脳卒中治療ガイドライン 2015 により推奨されている。しかし，各点数
に対して重みづけはされておらず同点数でも減点項目による機能の相違が予想される。本研究では急性期からの自宅退院にお
ける優先度の高い SIAS 項目を明らかにすることである。

【方法】

平成 28 年 5 月より同年 9 月までに当院神経内科へ脳梗塞で入院し，リハを実施した 52 名とした。除外対象は入院中発症，重度
認知症，意識障害，入院前 FAC：1，自宅以外から入院，データ欠損とし，当院より自宅退院が可能であった 18 名（以下自宅
群）と回復期病棟へ転棟となった 10 名（以下回復期群）の年齢・性別・同居者数・介入時 FIM・入院前 FAC・端坐位開始日
数・リハ開始日数，急性期病棟在棟日数，入院時 Alb，病型，藤島式嚥下グレードをカルテより収集し，発症 7 病日での SIAS
各項目の比較検討を行った。統計学的解析は自宅群と回復期群の SIAS 総合点及び SIAS 各項目でマンホイットニーの U 検定
を行った。統計解析は SPSSversion16 を使用した。有意水準は 5％ 未満とした。研究デザインは後ろ向き観察研究である。

【結果】

自宅群 18 名は平均年齢 73.4±10.4 歳 男性 10 名，同居者数 3.1±1.8 名，初回 FIM 運動項目 38.9±15.0，初回 FIM 認知項目 31.1
±5.5，端坐位開始 4.4±1.1 日，リハ開始日数 1.6±0.6 日，急性期病棟在院日数 15.5±3.2 日，入院時 Alb3.7±0.4g/dl，病型ラク
ナ 5 名，アテローム 9 名，心原性 4 名であった。回復期群 10 名は平均年齢 80.5±10.9 歳 男性 7 名，同居者数 2.2±1.3 名，初回
FIM 運動項目 26.8±16.0，初回 FIM 認知項目 23.0±10.6，端坐位開始 5.4±1.1 日，リハ開始日数 1.5±0.5 日，急性期病棟在院日
数 20.8±6.1 日，入院時 Alb3.7±0.4g/dl，病型ラクナ 4 名，アテローム 3 名，心原性 3 名であった。藤島式嚥下グレードは回復
期群に経管栄養のみが 2 名存在したが他は全て経口摂取のみであった。自宅群と回復期群の SIAS 各項目のマンホイットニーの
U 検定では総合点，運動項目，下肢筋緊張，下肢関節可動域，腹筋，握力で有意差を認めた。（P＜0.05）その他の項目は有意差
を認めなかった。

【結論】

脳梗塞患者発症 7 病日の SIAS における自宅退院の可否には総合点，運動項目，下肢筋緊張，下肢関節可動域，腹筋，握力が影
響する可能性が示唆された。本研究で視空間認知，垂直性，健側下肢筋力には有意差は見られなかった。これは 7 病日に評価を
実施しており，重症例が意識障害や安静度制限により除外されたため，比較的軽症例での検討が行われているためと思われる。
今後は重症度に応じて評価時期の検討を行う必要があると思われる。
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小脳梗塞患者の急性期病院退院時の歩行自立度に関連する因子についての検討

相川 駿1），八木麻衣子2），寺尾 詩子1），小野 順也1），山徳 雅人3）

1）聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，
2）聖マリアンナ医科大学東横病院リハビリテーション室，3）聖マリアンナ医科大学病院神経内科
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【はじめに，目的】

脳卒中医療体制の構築に伴う医療機関の機能分化により，急性期病院では在院日数の短縮が大きな課題であり，短期的な機能回
復の程度を予測，判定し速やかな方針決定に繋げることは重要である。

退院時歩行自立度は，自宅退院の可否の判定に重要な因子である。脳梗塞患者の歩行自立度に関連する因子としては，年齢，運
動麻痺や感覚障害の程度，高次脳機能障害などが報告されるも，小脳梗塞患者での歩行自立度に関連する因子については散見さ
れるのみである。本研究では，小脳梗塞患者の急性期病院退院時の歩行自立度に関連する因子を明らかにする事を目的とした。

【方法】

対象は 2011 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日に，発症後翌日までに脳梗塞の診断で当院に入院し，リハ指示のあった連続 531
例のうち，①入院前 mRS が 0～3，②頭部 MRI や CT で主に小脳に梗塞がある，③脳幹梗塞がない，31 例とした。

研究デザインは後ろ向き観察研究とし，（1）患者背景：年齢，性別，入院前 mRS，喫煙，併存症（高血圧，糖尿病，脂質異常
症，心房細動，脳血管障害，虚血性心疾患，心不全），病型（TOAST 分類），小脳の病巣（SCA 領域，AICA 領域，PICA 領域），
小脳以外の病巣の有無，小脳症状（めまい，頭痛，嘔吐，運動失調），入院時 NIHSS，治療（外科的介入・血管内治療の有無），

（2）入院中の経過：リハ開始までの日数，車椅子座位獲得までの日数，在院日数，神経症状増悪・合併症の有無，転帰，退院時
歩行自立度（FIM の歩行項目）（3）リハ開始時の身体機能：運動麻痺，感覚障害，高次脳機能障害（失語，失行，失認，注意障
害，認知機能障害，前頭葉機能障害）について診療録より後方視的に調査した。

統計学的分析は，退院時歩行自立群（FIM で 6～7 点）と非自立群（FIM で 1～5 点）の 2 群間にて，X2検定と Mann�Whiteny
の U 検定にて比較した。統計ソフトは SPSS Statics 22 を用い，有意判定水準は 5% 未満とした。

【結果】

退院時歩行自立群は 25 例（平均 71.9±10.8 歳），非自立群は 6 例（平均 74.8±11.8 歳）であった。非自立群は自立群と比較して
女性の割合が多く（50.0 vs 12.0%，p＜0.03），全例で運動失調を認め（100.0 vs 56.0%，p＜0.04），認知機能障害例の割合が多かっ
た（50.0 vs 4.0%，p＜0.00）。一方で，年齢，運動麻痺，感覚障害，小脳の病巣，小脳以外の病巣の有無には差が認められなかっ
た。認知機能障害を有さない歩行非自立 3 例は，全症例で運動失調，めまい，嘔吐などの小脳症状を認めた。

【結論】

急性期病院退院時の歩行自立の可否には，運動失調や認知機能が関連した。また，認知機能障害がない場合でも，めまいや嘔吐
などの小脳症状が歩行自立の阻害因子になる可能性が示唆された。今後は症例数を増やし，より詳細な検討が必要であると考え
られた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）【ポスター（神経）P07】

P-NV-07-4

脳卒中急性期における退院時歩行獲得の予測因子
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【はじめに，目的】

脳卒中患者の急性期リハビリテーションでは身体機能の評価から歩行獲得可否の予後予測を行う事はプログラム立案や目標設
定の際に重要である。脳卒中患者における歩行獲得の予測因子として年齢や意識障害の程度，日常生活活動や身体機能が報告さ
れている。脳卒中患者の身体機能評価である Stroke impairment assessment set（以下 SIAS）は 9 分類 22 項目から構成され，
麻痺側運動機能や感覚，体幹機能など脳卒中患者を包括的に捉える評価方法である。先行研究では SIAS 運動機能の合計点数や
全項目の合計点数が歩行獲得の可否の予測因子となる事は報告されているが，SIAS のどの分類が脳卒中発症早期から歩行獲得
を予測する因子かは明らかにされていない。そこで，本研究の目的は脳卒中発症早期の機能評価である SIAS のどの分類が歩行
獲得に影響しているかを明らかにすることとした。

【方法】

方法は後方視的調査である。対象は平成 27 年 10 月から平成 28 年 8 月までの期間に当院に入院した脳梗塞・脳出血患者 158
名の中で，理学療法開始時（発症後平均 3.0±2.0 日）に SIAS を評価し急性期病院退院時（発症後平均 18.0±10.0 日）に歩行獲
得可否の両方を評価できていた 57 名（脳梗塞 44 名，脳出血 13 名，男性 35 名，女性 22 名，平均年齢 71.6±11.7 歳）とした。
SIAS は麻痺側運動機能を上肢と下肢に分け，合計 10 分類で検討した。歩行獲得の定義は Functional ambulation classification

（以下 FAC）において監視なしで平地歩行可能な 4 点以上とした。

急性期病院退院時で歩行獲得群と非獲得群に群分けし，理学療法開始時の SIAS 各分類を Mann�Whitney U test を用いて群間
比較した。次に従属変数を歩行獲得の可否とし，独立変数を群間比較で有意差を認めた SIAS 各分類として，変数増加法（尤度
比）のロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5% とし，統計学的解析は SPSSver.22.0 を使用した。

【結果】

急性期病院退院時の歩行獲得群は 33 名，非獲得群は 24 名であった。理学療法開始時の SIAS 合計点数は歩行獲得群 70.7±4.8
点，非獲得群 44.2±20.7 点であった。SIAS 各分類の群間比較では麻痺側運動機能上肢，麻痺側運動機能下肢，筋緊張，感覚機
能，疼痛，体幹機能，視空間認知，言語機能，非麻痺側機能の分類で有意差を認めた。ロジスティック回帰分析では急性期病院
退院時に歩行獲得を説明する変数として体幹（オッズ比 11.06，95% 信頼区間 2.72�45.07，P=0.001）が選択された。判別的中率
は 87.0% であった。

【考察】

脳卒中発症早期における SIAS 各分類の中で，体幹機能は急性期病院退院時の歩行獲得可否を予測できる因子である可能性が示
唆された。先行研究において体幹機能単独の評価が歩行獲得の予測因子となるという報告があり，それらを支持する結果となっ
た。脳卒中患者の包括的な機能評価を行うと同時に歩行獲得を予測できる可能性が示唆された。
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【はじめに】

急性期病院において早期に病棟 ADL を獲得することは廃用症候群の予防，今後の転帰先を考慮する上でも重要である。病棟内
ADL の自立判定基準としてバランス能力の評価である Berg Balance Scale（以下 BBS）がよく用いられている。BBS には天井
効果があり，また静的なバランス能力しか評価できないため ADL につながるような包括的なバランス能力を評価する指標とし
ては不十分である。日本語版 Mini�Balance Evaluation Systems Test（以下 Mini�BESTest）は，予測的姿勢制御，反応的姿勢
制御，感覚機能，動的歩行の 4 つのセクションから構成されており，高い信頼性，妥当性，治療反応性が報告されている。さら
には天井効果がなく，歩行完全自立か否かの判別能に関しても Mini�BESTest のほうが優れている傾向を示している。BBS と
Mini�BESTest には高い相関があると言われているが，急性期脳血管疾患において報告は少ない。今回 BBS と Mini�BESTest
を比較したので以下に報告する。

【方法】

対象は 2016 年 6 月 1 日から同年 9 月まで当院に脳血管疾患で入院した患者 17 名（男性 10 名，女性 7 名）。脳血管疾患の既往が
ある者，整形疾患を有する者，検査内容が理解できない者を除外した。平均年齢は 68±15 歳，対象者の内訳は脳梗塞 7 名，脳
出血 5 名，その他（くも膜下出血，慢性硬膜下血腫など）5 名で，身体的特徴は National Institute of Health Stroke Scale 0～6
点が 12 名，7～14 点が 4 名，15 点以上が 1 名で測定日は平均 11±6 日だった。評価尺度は BBS および Mini�BESTest を採用し
た。BBS，Mini�BESTest ともに平均値，項目ごとの難易度（減点のある対象者の割合）を求め，さらに Mini�BESTest は各セ
クションの得点率を求めた。BBS と Mini�BESTest の合計点から Pearson の積率相関係数を求めた。

【結果】

BBS の平均値は 32.5±19.8 点（1～50 点），難易度 60％ 以上は両手前方，80％ 以上は 360̊ 方向転換，踏み台昇降，片脚立ち，タ
ンデム立位。Mini�BESTest の平均値は 10.8±8.4 点（0～22 点），難易度 50％ 未満が静止立位（開眼，固い地面），座位から立
位，斜面台，各セクションの得点率は，予測的姿勢制御 48.0±35.8％，反応的姿勢制御 22.5±27.0％，感覚機能 54.9±39.4％，動
的歩行 31.8±28.3％，Mini�BESTest は BBS（r＝0.91）と強い相関を認めた。

【結論】

急性期脳血管疾患患者において BBS と Mini�BESTest は慢性期脳卒中患者と同様に高い相関関係を示した。また BBS では満
点者はなく，Mini�BESTest では無得点者がいたことや BBS にはない要素である反応的姿勢制御と動的歩行の得点率が低い傾
向を示した。したがって，急性期において BBS と Mini�BESTest 両者を計測することは有用であると思われるが，測定時期を
考慮することや症例数を増やし運動機能別比較や疾患別の特徴をみる必要もあると考えられた。
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回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中高齢患者の入院時GNRI が 1 ヶ
月後の FIM運動利得に及ぼす影響

渡邊 佑1,2），沖 侑大郎2），藤本由香里2），山口 卓巳2），三谷 有司2），山田 莞爾2），
吉井 慎二1），井上 英也1），石川 朗2）
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【はじめに，目的】

リハビリテーション病院に入院中の脳卒中後の患者の 8.2～49％ が低栄養であると報告されている。低栄養は急性期病院への再
入院や入院期間の延長につながるとの報告もあり，近年リハビリテーション栄養が注目されている。2005 年に栄養評価の指標と
して開発された Geriatric Nutrition Risk Index（GNRI）は死亡率，合併症発症率などとの関連が報告されている。しかし，回復
期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中患者における報告は少ない。そこで，本研究は回復期リハビリテーション病棟入院中
の脳卒中高齢患者において，入院時 GNRI が 1 ヶ月後の FIM 運動利得に及ぼす影響を調査し，GNRI を用いた栄養評価の有用性
を明らかにすることを目的とした。

【方法】

2013 年 4 月～2015 年 3 月に A 病院回復期リハビリテーション病棟へ脳卒中の診断で新規入院した 87 例を後方視的に検討し
た。除外基準は①65 歳未満，②30 日以内に退院，③入院 1 週間以内に絶食，肺炎発症とした。解析項目は，年齢，性別，既往
歴，入院日数，リハビリ実施単位数，入院時の GNRI，FIM，エネルギー摂取量，1 ヶ月後の FIM 運動利得（1 ヶ月後 FIM 運動
項目�入院時 FIM 運動項目），転帰とした。GNRI は 14.89＊血清アルブミン値（g/dl）+41.7＊Body Mass Index（BMI）/22 で求
めた。まず GNRI 高値（≧92）群と GNRI 低値（＜92）群の 2 群に分類し，各解析項目の群間比較を行った。群間比較は変数特
性に応じて Mann Whitney U 検定，Fisher の正確検定を用い解析を行った。その後，目的変数を FIM 運動利得高値，説明変数
を GNRI，年齢，入院時 FIM とした多変量ロジスティック回帰分析にて解析を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

本研究の包含基準を満たした対象者は 59 例［年齢：80（75�86）歳］で GNRI 高値群 33 例，低値群 26 例であった。GNRI 低値
群は高値群に比べ，BMI（18.7 vs 22.8 kg/m2，p＜0.01），Alb（3.4 vs 3.8 g/dl，p＜0.01），GNRI（86.0 vs 99.9 点，p＜0.01），入
院時 FIM（48 vs 74 点，p＜0.01），1 ヶ月後の FIM 運動利得（3 vs 5 点，p＜0.05），在宅復帰率（46.2 vs 78.8%，p＜0.05）は有
意差をもって低値を示した。一方でエネルギー摂取量は有意差を持って高値を示した（29.5 vs 25.0kcal/kg/day，p＜0.05）。その
他の項目には有意な差を認めなかった。また，多変量ロジスティック回帰分析の結果，FIM 運動利得高値（≧4）の要因は GNRI
のみ有意であった（odds ratio：1.08，95%CI：1.01�1.16，p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果より GNRI 低値群は高値群に比べ 1 ヶ月後の FIM 運動利得が低く，年齢と入院時 FIM を調整した上でも入院時
GNRI が低いと，1 ヶ月後の FIM 利得は低いことが示された。GNRI による栄養評価と介入を行うことで短期間の FIM 運動利得
改善につながる可能性が示唆された。
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回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者のADL回復に関連する要因
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【はじめに，目的】

回復期リハビリテーション（以下，リハ）病棟は，日常生活動作（activities of daily living：ADL）向上による寝たきり防止と
家庭復帰を目的としたリハプログラムを作成し，これに基づくリハを集中的に行う病棟であるとされている。脳卒中後の ADL
の回復に影響を及ぼす因子は様々なものが挙げられている。これらの数多くの先行研究は，ADL の回復に影響する患者側の因
子を検討しており，治療者側の因子について検討していない。よって，本研究の目的は，脳卒中患者の ADL 回復の対策として，
PT，OT および ST の介入量の増加が有効であるかどうか検討することである。

【方法】

本研究のデザインは，後ろ向きコホート研究とした。取り込み基準は，蓄積された患者データベースを用いて 2008 年 4 月から
2013 年 3 月までにリハビリテーション病院に入院した脳梗塞および脳出血患者とした。除外基準は，術後に合併症が発生して急
性期病院に転院された者およびくも膜下出血患者とした。測定項目は，基本医学情報，各療法士の介入量および ADL とした。
基本医学情報は，性別，年齢，入院までの期間，在院日数，回復期入院病名，高次脳機能障害の有無および Body Mass Index

（以下，BMI）とした。各療法士の介入量は，入院中に施行されたリハの総単位数（PT，OT，ST），1 日の平均単位数（PT，OT，
ST）とした。ADL は，入院時と退院時の FIM とした。辻らの報告を参考に，本研究では，入院時 FIM 運動項目 50 点未満群を
FIM 運動項目低群，50 点以上 70 点未満群を FIM 運動項目中群，70 点以上群を FIM 運動項目高群と分類した。統計解析として，
各群の FIM 利得に影響する因子の検討を行うために，ロジスティック回帰分析を行った。抽出された因子ごとに ROC 曲線を用
いて尤度比が最大となるカットオフ値を算出した。各項目の事前確率を求め，ベイズの定理に基づき，変数ごとに事後確率を算
出した。

【結果】

2008 年 4 月から 2013 年 3 月の間に取り込み基準に合致した対象者は，823 名であった。除外患者は，急性期病院への転院した
者が 97 名，くも膜下出血である者が 69 名であった。最終的に本研究の対象者は，657 名であった。重症度別の対象者は，低群
が 297 名，中群が 190 名，高群が 170 名であった。対象者と抽出因子数は，低群 5 因子，中群 2 因子，高群 3 因子であった。3
群に共通の因子は，PT と OT の総単位数であった。各群におけるこのカットオフ値・陽性尤度比・陰性尤度比・事後確率は，
低群で 747 単位以上・2.26・0.63・71.0% であり，中群で 495 単位以上・1.5・0.67・62.0% であり，高群で 277 単位以上・1.86・
0.45・65.0% であった。

【結論】

入院時の ADL 自立度に関わらず，PT と OT の総単位数は ADL の回復に有意な影響を及ぼす。また，重症の者ほど回復は予測
しやすいが，より多くの変数でなければ精度の高い予測は難しい。
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回復期リハビリテーション病棟における血中アルブミン量低値の脳卒中患者の
ADL向上に影響を及ぼす因子

森谷 伸樹1），丸谷 暁子1），憲 克彦2）

1）医療法人喬成会花川病院リハビリテーション部，2）医療法人喬成会花川病院

key words 回復期リハビリテーション病棟・脳卒中・FIM

【はじめに，目的】回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者は，嚥下障害による経管栄養，高齢，食思低下など低栄養リス
クの患者が多い。それについて，血中アルブミン量が低値であることはリハビリテーション効果の阻害因子として知られてい
る。また，厚生労働省から，患者の入院日数や Functional Independence Measure（FIM）の変化から求めた数値を回復期リハ
ビリテーション病棟における ADL 改善の指標とする旨の提言が出された。本研究では，血中アルブミン量低値の脳卒中患者に
ついて，厚生労働省の提示する数値を ADL 改善の指標とし，数値に影響を及ぼす因子を検討した。

【方法】平成 21 年度から平成 27 年度に当院回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者のうち，入院時血中アルブミ
ン量が 3.8g/dl 未満であり，データに欠損の無い 480 名（男性 251 名，女性 229 名，平均年齢 76.07±10.04 歳）を対象とした。
当院で運用しているデータベースより，年齢，性別，発症から入院までの日数，入院時経口摂取可否，入院時血中アルブミン量，
BMI，入院時 FIM 各項目点数，入院時病棟内移動手段を調査した。本研究では厚生労働省からの提言を参考に，各患者の入院
時から退院時の FIM 運動項目利得合計値を，当該患者の回復期算定上限日数あたりの入院日数で除したものを FIM 実績指数
と定義し，ADL 向上の指標として用いた。調査項目を独立変数，FIM 実績指数を従属変数とした重回帰分析を実施した。性別
については女性を 0，男性を 1，入院時移動手段については車椅子を 0，補助具の有無に関わらず歩行を 1，入院時経口摂取可否
は経管を 0，経口を 1 としてダミー変数を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】回復期リハビリテーション病棟において，入院時血中アルブミン量が低値であった脳卒中患者については，入院時の年
齢が低いこと，入院時 FIM の移乗が高いことが，ADL 改善が高くなる因子であることが示唆された。

【結論】回復期リハビリテーション病棟において，入院時血中アルブミン量が低値であった脳卒中患者については，入院時の年
齢が低いこと，入院時 FIM の移乗が高いことが，ADL 改善が高くなる因子であることが示唆された。
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当院回復期リハビリテーション病棟入院時 FIM総得点が 26～50 点の脳卒中患
者の転帰の傾向

金子 巧1）

1）新潟リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

key words 回復期・脳卒中・FIM

【はじめに，目的】

リハビリテーション（以下，リハ）医療において，初期に予後を予測することは，目標やプログラムの設定，プロセスの管理，
それらによる医療の質の向上，退院先の調整などにおいて不可欠な作業である。当院回復期リハ病棟における脳卒中患者の入院
時 FIM 総得点を 5 群（①25 点以下，②26～50 点，③51～75 点，④76～100 点，⑤101 点以上）に分け各群の傾向を検討した結
果 26 点～50 点の群で自宅復帰率が 60％ となった。そこで本研究では当院回復期リハ病棟における脳卒中患者を中心に入院時
FIM 総得点の 26～50 点の退院時の転帰先の傾向を後方視的に調査することを目的とした。

【方法】

対象は平成 23 年 4 月から平成 28 年 3 月までに当院回復期リハ病棟に入院した脳卒中患者 530 例のうち入院時 FIM 総得点が
26～50 点に該当する 124 例を対象とした。自宅へ退院したものを自宅群，自宅以外であったものを非自宅群に分類した。検討項
目は年齢，性別，麻痺側，在院日数，同居人数，FIM 総得点（入院時，1 ヵ月後，2 カ月後，退院時），FIM 運動項目（入院時，
1 ヵ月後，2 カ月後，退院時），FIM 認知項目（入院時，1 ヵ月後，2 カ月後，退院時），FIM 利得（退院時 FIM 総得点－入院時
FIM 総得点）とした。各項目を自宅群と非自宅群の 2 群間で Mann�Whiteny の U 検定及びカイ二乗検定を用いて検討した（p
＜0.05）。次に自宅群，非自宅群の間で有意差のあった項目を独立変数とし，転帰先が自宅か，自宅以外かを目的変数としてロジ
スティック回帰分析を行った。

【結果】

年齢，性別において，自宅群は平均年齢 67.1±12.7 歳，男性 46 名女性 30 名，非自宅群は平均年齢 71.0±12.0 歳，男性 23 名女性
25 名となり，2 群間で有意差は認めなかった。ロジスティック回帰分析においては，2 カ月後運動項目（オッズ比：1.4），退院
時 FIM 総得点（オッズ比：1.5）が自宅復帰に有意な関連性がみられた。

【結論】

入院時の 26～50 点と FIM 総合得点が低い患者に関して，自宅復帰を考慮する際 FIM の運動項目の推移が 1 つの指標であるこ
とが示唆された。今回 2 群間で在院日数に有意差を認めなかったものの，自宅群で入院期間が長い傾向がみられた。FIM 総合得
点が低い患者は最終移動手段が車いすになることが多いため， 入院から 2 カ月後の FIM 運動項目の得点から転帰先を考慮し，
住宅改修など退院の調整をしていくことが医療の質を高めていくことにつながると考える。
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脳卒中患者における重症度別にみた発症から回復期病棟入院までの期間が在院
日数，FIM利得，FIM効率に及ぼす影響

横木 貴史，今田 健

錦海リハビリテーション病院リハビリテーション技術部

key words 脳卒中発症・重症度・FIM

【はじめに，目的】

発症から回復期病棟入院までの日数は 2006 年以降，脳血管系，整形外科系，廃用症候群のいずれも短縮していると言われてい
る。リハビリテーション科単科病院であり，回復期リハビリテーション病棟を有する当院においても，脳卒中発症から入院まで
の期間は短縮傾向にある。当院入院患者の退院時において，脳卒中発症から当院入院までの期間の違いにより在院日数や FIM
利得，FIM 効率に違いがあるのではないかと印象を持ち，関連性について検討した。

【方法】

対象は 2015 年 4 月から 2016 年 7 月までに退院した脳血管疾患患者 151 例であった。対象者のデータはカルテより在院日数，
FIM 利得，FIM 効率を後方視的に調査した。脳卒中における回復期リハビリテーション病棟の入院基準が発症から 2 ヶ月以内
であることから，対象者を発症から当院入院までの期間が 31 日未満と 31 日以上 61 日未満の 2 群に分類し，上記の項目につい
て群間比較した。さらに，稲川らの先行研究に従い，入院時 FIM 運動項目総得点（以下，FIM�m）より 3 群（39 点未満を重度
群，39 点以上 78 点未満を中等度群，78 点以上を軽度群）に分類し，さらに各群を発症から当院入院までの期間が 31 日未満

（以下，A 群）と 31 日以上 61 日未満（以下，B 群）の 2 群に分類し群間比較した。統計学的検定は正規性の検定をした後，2
標本の t 検定及び Mann�Whitney の U 検定を行った。有意水準は 1％ 未満とした。

【結果】

脳卒中発症から当院入院までの期間別の分布は，31 日未満 66 例，31 日以上 61 日未満 85 例であった。在院日数，FIM 効率につ
いて，2 群の間に有意差を認めた。重症度別の分布は，重度群 54 例（A 群 19 例，B 群 35 例），中等度群 65 例（A 群 27 例，B
群 38 例），軽度群 32 例（A 群 20 例，B 群 12 例）であった。重度群，軽度群における在院日数，FIM 利得，FIM 効率について，
A 群と B 群の間に有意差は認められなかったが，中等度群では在院日数，FIM 効率に有意差を認めた。

【考察】

中等度の脳卒中患者において，脳卒中発症から回復期病棟入院までの期間が在院日数，FIM 利得に影響を及ぼすことが示唆され
た。急性期理学療法を経て ADL が中等度介助にて可能となった患者においては，脳卒中を発症してから 1 ヶ月以内に回復期病
棟へ入院し ADL 能力の向上を目的とした集中的な理学療法を実施する必要があると考えた。また，重度群においては，発症か
ら 1 ヶ月以内に回復期病棟への入院を目指すことが自宅退院の可能性を広げる一因となるのではないかと考えた。

【結論】

中等度の脳卒中患者において発症から回復期病棟入院までの期間が在院日数，FIM 利得に影響を及ぼすことが示唆された。脳血
管疾患において，発症から回復期病棟入院までの期間が短いことは ADL の改善が期待でき，在院日数の短縮につながる因子の
一つであると考えた。
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傾斜台上立位保持がパーキンソン病患者の安定性限界と歩行に与える即時効果

長谷川直哉1,2），佐藤 祐樹1），武田 賢太1），大橋 哲朗1），田中晨太郎1），丸谷 孝史1），
加藤 新司2），中山 恭秀3），萬井 太規4），浅賀 忠義4）

1）北海道大学大学院保健科学院，2）札幌山の上病院，3）東京慈恵会医科大学附属第三病院，
4）北海道大学大学院保健科学研究院

key words パーキンソン病・安定性限界・歩行

【はじめに，目的】

パーキンソン病（PD）患者の立位バランスの特徴として，前方の安定性限界の狭小化があげられる。ここで，安定性限界とは
両足部の支持基底面内で足圧中心（COP）を移動できる最大範囲のことである。傾斜台上立位保持は，健常者と片麻痺患者に対
して，COP 位置の前方変位と前後の安定性限界を拡大させる効果があることが報告されている。また，PD 患者において歩行速
度および歩幅と前方の安定性限界との間に正の相関があることも報告されている。しかし，PD 患者を対象に傾斜台上立位保持
の効果を検討した研究は演者らの知る限りない。本研究の目的は，傾斜台上立位保持が PD 患者の前方の安定性限界と歩行に与
える即時効果を検討することだった。

【方法】

対象は歩行が自立している PD 患者 20 名だった。介入として 60 秒間の傾斜台上立位保持を行う実験群と，平地上で最大前傾し
た肢位を 10 秒間保持する運動を連続して 4 回行うコントロール群の 2 群に，10 名ずつ無作為に割り当てた。両群ともに
Hoehn�Yahr 分類 II が 3 名，III が 3 名，IV が 4 名であり，実験は on 時に実施した。介入前後のテスト課題は 10m 歩行試験と
10 秒間の最大前傾位保持（FW：Forward leaning）だった。歩行課題では通常の歩行速度での快適条件と最大歩行速度での速
歩条件の 2 条件を実施した。また，歩行課題では歩行分析計を用いて歩行速度，歩幅，歩行率を算出し，FW 課題ではバランス
Wii ボードを用いて COP 位置を算出した。これらの指標について介入法（実験群，コントロール群）と課題（介入前，介入後）
を要因とする二元配置分散分析を行い，Bonferroni 法を用いて多重比較した。また，快適条件と速歩条件において，歩行の指標
と COP 位置との間の関連性を Pearson の相関分析を用いて検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

FW 課題では COP 位置において有意な交互作用を認めた。実験群で介入後は，COP 位置の有意な前方への変位が認められた
（p＜0.05）。歩行課題では速歩条件で歩幅において有意な交互作用を認めた。実験群で介入後は，歩幅の有意な増加が認められ
た（p＜0.05）。一方，コントロール群には COP 位置と歩幅ともに有意差が認められなかった。また，速歩条件において，歩幅
と COP 位置との間に有意な中等度の相関を認めた（r=0.47，p＜0.05）。

【結論】

COP 位置の結果から，傾斜台上立位保持は PD 患者の前方の安定性限界を増加させる即時効果があることが示された。また，歩
行課題にでは速歩条件において歩幅を増加させる効果が示され，歩幅と前方の安定性限界との間に有意な相関関係を認めた。傾
斜台上立位保持は健常者においてハムストリングスや下腿三頭筋などの筋活動を向上させる効果が示されていることから，下
肢後面の筋活動をより要求する速歩条件において傾斜台上立位保持の即時効果が得られやすかったと考えられる。以上の結果
から，傾斜台上立位保持は PD 患者にとって有効な運動療法であると示唆される。
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在宅パーキンソン病患者のホームエクササイズ継続に影響する要因

松村 剛志1），吉田 英雄2），平井 隆広3），山田 順志3），楯 人士2）

1）常葉大学保健医療学部理学療法学科，2）堀田内科医院リハビリテーション科，
3）城西神経内科クリニックリハビリテーション課

key words 在宅パーキンソン病患者・ホームエクササイズ・質的分析

【はじめに，目的】

在宅パーキンソン病（PD）患者に対するホームエクササイズ（HE）は，理学療法診療ガイドラインによって実施を推奨されて
いる。しかし PD は，多様な徴候とその進行に伴い生活上の問題が大きく変動するため，患者本人より「運動の大切さは解って
いるが，HE を続けることができない」との訴えも聞こえてくる。そこで今回，在宅 PD 患者自身の視点から HE 継続に影響す
る要因を質的に分析し，HE 継続支援の一助とするために考察を加える。

【方法】

対象者は，静岡市内の 2 カ所のクリニックに通院・通所している PD 患者 6 名（平均年齢 71.5±9.7 歳，うち女性 4 名）とした。
その重症度分類は II：1 名，III：3 名，IV：2 名，罹病期間は 3～18 年であった。担当理学療法士に，面接に支障が出るような
①著明な精神・心理的問題のないこと，②著しい構音障害がないことを選択基準として調査協力への声掛けを依頼した。声掛け
に対して同意の得られた対象者について，その要望に応じて自宅またはクリニックにて半構成的インタビューを行った。20～60
分のインタビュー終了後に逐語録を作成し，得られたテクスト・データを質的分析手法である Steps for Coding And Theoriza-
tion（SCAT）にて分析した。研究テーマに即して得られた構成概念は，対象者ごとにストーリーライン（SL）としてまとめ，
さらに各 SL を統合し，在宅 PD 患者の HE 継続に対する影響要因に関する SL を明らかにした。

【結果】

SCAT 分析の結果，65 種類の構成概念を抽出した。これらの構成概念から構築された SL は以下の通りである。対象者は変動す
る身体徴候への不安が強く，医療専門職に対して HE も含めた対処方法に関する説明や指導を折に触れて求めていた。リハ専門
職による直接的介入に満足できれば，そこでの方法を HE へ取り入れることを希望し，HE そのものの効果を実感できれば，そ
れを続けて行きたいと考えていた。対象者は自分自身を評価するだけでなく，障害を有する他者の評価も行っており，他者との
比較や病気に関する情報収集は HE の実施・継続に寄与していた。また HE の内容には，対象者の趣味活動を踏まえて興味のあ
ることへのチャレンジを組み入れることを望み，リハ専門職による励ましと共に病気に立ち向かうことへの動機づけが重要と
考えていた。しかし，現実には身体徴候増悪経験や転倒リスク増大が治療効果に対する低い自己評価や HE 遂行への自信の無さ
に結び付き，近親者の理解不足も影響して HE 継続を阻害していた。重症度が増して要介護状態に陥ると，対象者自身の動機づ
けと共に，介護者の理解，意欲，心遣いが HE 継続にとって大きな影響因子となることも示された。

【結論】

以上より，在宅 PD 患者の HE 継続には医療専門職，近親者・介護者，同病他者との関係が影響を与えており，その継続支援に
は，HE の内容の検討，効果の実感の確認，継続的励まし，介護者支援，同病他者との交流が重要であることが明らかとなった。
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重心動揺リアルタイムフィードバックを活用したパーキンソン病患者の姿勢制
御戦略の特徴分析の試み

藤井慎太郎1），岡本 昌幸1），中村 潤二1），久我 宜正1），田口 尚寛1），山根 悠加1），西岡由花梨1），
後藤 悠太1），山﨑 聖也1），河島 則天2）

1）西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部，
2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室

key words パーキンソン病・姿勢制御・重心動揺

【はじめに，目的】

パーキンソン病（PD）患者は，疾患重症度が高くなるほど重心動揺が増加するとされる。しかし PD 徴候の多様性を勘案すると，
単に増加の一途を辿るとは考えにくく，重症度や症候分類を反映する有効な評価手段を考案することは臨床評価上意義深い。
PD 患者の姿勢調節戦略を特徴づける上では，症候の多様性や個人差を加味した工夫などが求められるため，今日では有効な評
価方法が確立されているとは言い難い。本研究では，立位姿勢時の重心動揺をリアルタイムに検知し，当人の知覚にのぼらない
レベルでその動揺量を「増幅/減衰」させることが可能な装置を用いて PD 患者の立位姿勢を双方向に操作的に変調させ，各条
件間の重心動揺変数の反応特性の違いから姿勢制御戦略についての検討を行う新たな試みを行った。

【方法】

対象は当院にて入院または外来リハビリテーションを受けた PD 患者 23 名（年齢：70.5±5.9 歳，Hoehn ＆ Yahr 分類（stage1：
3 名，stage2：1 名，stage3：13 名，stage4：6 名）とした。評価は，重心動揺リアルタイムフィードバック装置（BASYS，テッ
ク技販社製）を用い，重心動揺を変調させない静止立位条件（Non 条件）に加え，立位姿勢時の足圧中心（COP）の前後動揺の
大きさに対して 10％ 床面を逆方向（増幅：Anti 条件）/同方向（減衰：In 条件）に移動させる 3 条件を実施した。各条件の計測
時間は 30 秒とし，その間の COP の 95% 楕円信頼面積（面積），動揺速度（速度）を算出した。また，PD 徴候との関連の検討
のため The unified Parkinson’s disease rating scale PartIII（UPDRS�III）を用いた。統計処理には，3 条件間の比較に一元配置
分散分析を用い，Bonferroni 法にて多重比較を行った。また Anti/In 条件での反応特性の評価のため，Non 条件を基準とした
Anti/In 条件での変化率を算出し，対応のある t 検定にて比較した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

面積，速度は Non，In 条件と比較し Anti 条件にて有意な増加を認めた（p＜0.05）が，Non 条件と In 条件間には有意差を認め
なかった。面積，速度の変化率では，Anti 条件は増加，In 条件は減少を示し，条件間に有意差を認めた（p＜0.01）。一方で Anti/
In 条件での面積，速度の変化率の関係性は症例により異なる結果を示し，（1）Anti 条件にて増加，In 条件にて減少する 10 例，

（2）Anti/In 条件ともに増加する 6 例，（3）Anti/In 条件ともに減少する 7 例といった 3 つのタイプに分類された。しかし，タ
イプ間における UPDRS�III の小項目および合計点に有意差は認めなかった。

【結論】

重心動揺の増幅/減衰を与えた際の反応特性は，症例毎に異なる結果を示し，3 タイプに特徴づけられることが示された。疾患重
症度との関連を認めなかったのは，PD の姿勢制御戦略が経過とともに一様に変化しないことを示していると考えられる。静止
立位時の重心動揺だけでなく自身の重心動揺の変調に対する反応特性を評価することで，個々の姿勢制御戦略の分析の一助と
なる可能性が考えられた。
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三次元動作解析を用いた脊髄小脳変性症患者の歩行特性の検討

浅倉 靖志1），菊地 豊1），美原 盤2），河島 則天3）

1）公益財団法人脳血管研究所美原記念病院神経難病リハビリテーション科，2）同神経内科，
3）国立障害者リハビリテーションセンター研究所

key words 脊髄小脳変性症・歩行障害・三次元動作解析

【はじめに】

脊髄小脳変性症（spinocerebellar degeneration：SCD）は，運動失調を主症候とした病態を呈する神経変性疾患の総称である。
SCD 患者は重症度/進行度や神経変性の生じる領域などの影響により，多様な歩行障害を呈することが知られているが，その特
徴を明確に記述したものは少ない。本研究では，SCD 患者と健常成人の歩行分析を実施し，両群の対比および SCD の重症度に
よる比較の観点から，SCD の歩行障害の特徴を検討することを目的とした。

【方法】

対象は当院に 2008 年から 2016 年 8 月までに入院および外来リハビリテーションを実施した SCD 患者 30 名（病型：遺伝性 14
名・非遺伝性 16 名，年齢：61.9±11.5 歳，罹病期間：7.4±4.8 年，SARA の歩行スコア：3.6±1.7 点）および健常成人 17 名（年
齢：23.2±2.3 歳）とした。

方法は，自己快適速度での歩行とし，全身に貼付した 39 点のマーカーの座標データを三次元動作解析装置で取得し，床反力計
より床反力を計測した。歩行パラメーターとして歩行速度，歩幅，歩行率，両脚支持期，歩幅非対称性をそれぞれ算出した。分
析は SARA 歩行スコアと各歩行パラメーターの相関分析を行った。また，健常成人を対照群とし，SARA 歩行項目の軽症群

（1～3 点，n=16）と重症群（4～7 点，n=14）の 3 群に分け，多重比較検定により各歩行パラメーターを比較した。統計的水準
は 5％ とした。

【結果】

SARA 歩行スコアは歩行速度（R=�0.58）と負の相関を示した。歩行速度は歩幅（r=0.79）と歩行率（r=0.73）と正の相関を示し
た。歩行率は両脚支持期（r=�0.79）と負の相関を示した。

対照群と軽症群と重症群の 3 群で比較すると，歩行速度（対照群 1.3±0.2m/秒，軽症群 0.8±0.2m/秒，重症群 0.4±0.3m/秒）と
歩幅（対照群 0.7±0.1m，軽症群 0.4±0.1m，重症群 0.3±0.1m）は各群で差を示した。歩行率（対照群 115.5±8.4 歩/分，軽症群
140.2±20.6 歩/分，重症群 96.2±50.1 歩/分）は軽症群と重症群間のみ差を示した。両脚支持期（対照群 18.5±2.1%，軽症群 12.0
±2.4%，重症群 22.4±9.6%）は，対照群と軽症群間及び軽症群と重症群間に差を示した。歩幅非対称性（対照群 5.4±3.1%，軽
症群 10.1±8.9%，重症群 26.9±20.5%）では対照群と重症群間及び軽症群と重症群間に差を示した。

【結論】

SCD 患者では重症度に応じて歩行速度が停滞する結果となり，軽症群は，歩幅の低下に対し，歩行率を増加させることで歩行速
度を保つ戦略をとっていると考えられる。一方，重症群は歩幅，歩行率の減少による著しい歩行速度の低下がみられており，歩
幅の非対称性の増加と両脚支持期の延長が顕著であった。本研究を通して，SCD 患者の歩行障害に関して，どのような側面に重
症度に応じた特徴が現れるかが明確となり，医療者の観察による主観的な SARA スコアではとらえられない歩行障害の特徴把
握が可能となった。この結果は，歩行障害の特徴に応じた治療介入を考える上で重要な資料となるものと考えられる。
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脊髄小脳変性症（SCD）における入院リハビリ効果と評価スケールの検討

嶋本 稔也1），内野 克尚2），本島 拓哉1），荒瀬健二郎1），平田 綾佳1），小出 達也2），内野 誠2）

1）杏和会総合リハビリテーションセンター城南病院リハビリテーション部，
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key words 脊髄小脳変性症・リハビリテーション・SARA

【はじめに，目的】SCD において，リハビリの有効性を示す多くの報告がなされている。一方，SCD におけるリハビリの目的は，
病型，年齢，進行度，社会的背景によりさまざまであり，多様化してきている。そこで，SCD 患者個人にとって，より効果的な
リハビリをおこなうための重要な構成要素を明らかにするとともに，評価スケールについての課題を明らかにする。【方法】X
年 1 月から X+2 年 4 月までの期間に当院で入院リハビリを施行した SCD 患者連続 65 例のうち，小脳症状を主とし他疾患によ
る運動機能障害を合併した症例を除いた 42 例（MSA�C：12 例，CCA：7 例，SCA3：10 例，SCA6：4 例，SCA31：5 例，SCA

（不明）：4 例）を対象とし，まず，SCD 全体，病型毎におけるリハビリ効果を，Scale for the Assessment and Rating of Ataxia
（SARA），Functional Independence Measure（FIM）を用い評価した。次に，入院リハビリ効果を鋭敏に反映する評価スケール
について検討した。【結果】1）SCD 全体において SARA 値（P＜0.0001），FIM 値（P＜0.0001）において有意な改善が認められ
た。また，入院中の FIM 値の改善と関連が最も強かった構成要素は入院時 SARA 値で，以下，入院時 FIM 値，罹患期間，認
知機能，年齢の順であった。2）MSA�C の症例においても FIM 値が有意に改善（P=0.0039）を示した。SCD 全体について，入
院時 FIM120 点以下の症例においては，有意なリハビリ効果（FIM 値の改善）（P＜0.0001）を認めたが，FIM120 点以上の症例に
おいては，認めなかった（P=0.25）。【結論】1）SCD においてリハビリは大変有効であり，また発症早期からのリハビリが重要
であると考えられた。2）MSA�C においても入院リハビリが有効である可能性が示唆された。3）一方，リハビリ評価スケール
は FIM や SARA のみで評価するのには限界があり，病型，罹患機関，社会的背景を考慮したうえで，より患者の hope にあっ
た，社会面，生活の質の評価を併用することが重要であると考えられた。
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回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中患者の骨格筋量は増加している
のか？―栄養状態での比較―

中臺 久恵，田中直次郎，藤高 祐太，岡本 隆嗣

西広島リハビリテーション病院リハビリテーション部
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【はじめに，目的】脳卒中患者では廃用などにより筋肉量低下を伴うことが多く，特に回復期リハビリテーション病棟（以下，
回復期）では，サルコペニアを有する患者が多いことが報告されている。しかしながら，回復期でのアウトカムとして脳卒中患
者の筋肉量を追った報告は少ない。そこで本研究では回復期に入院した脳卒中患者の骨格筋量の増減を，栄養状態とともに調査
した。

【方法】2016 年 1 月から 2016 年 8 月に当院を入退院した脳卒中患者のうち，初回発症，90 日以上の入院，かつデータ不備のな
い 68 名（平均年齢 69.0±13.9 歳）を対象とした。入院時の Geriatric Nutritional Risk Index（以下，GNRI）により，栄養良好群

（＞98，37 名），不良群（＜98，31 名）の 2 群に分類した。両群内の入退院時の骨格筋量，機能的自立度評価表（以下，FIM）の
比較を行った後に，2 群間の骨格筋変化量，年齢，性別，在院日数，FIM 利得，エネルギー給与量，蛋白給与量，補給方法，Alb，
GNRI，摂食・嚥下能力グレード（以下，嚥下 Gr）の比較を行った。体成分は体成分分析装置（InBody S10 インボディ・ジャパ
ン社製）を使用した。統計解析には SPSS ver. 24.0 を使用し，群内の比較には Wilcoxon の符号付順位検定，2 群間の比較には Wil-
coxon の順位和検定，x2 検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】群内の比較では，骨格筋量について良好群は入院時 21.7±4.8kg，退院時 21.8±4.5kg と有意差は認めず，不良群は入院時
19.5±5.5 kg，退院時 20.3±5.5kg と有意に増加していた（p=0.012）。FIM について良好群は入院時 82.4±24.2 点，退院時 110.6
±19.1 点，不良群は入院時 54.7±25.5 点，退院時 86.1±29.8 点と両群ともに有意に向上していた（p=0.000）。2 群間の比較では，
骨格筋変化量は良好群 0.02±1.13kg，不良群 0.78±1.73kg と不良群のほうが有意に向上していた（p=0.013）。入院時 FIM は良好
群 82.4±24.1 点，不良群 54.7±25.5 点（p=0.002），Alb は良好群 4.1±0.2 g/dl，不良群 3.5±0.3 g/dl（p=0.000），GNRI は良好群
102.6±3.2，不良群 90.0±5.4（p=0.000），嚥下 Gr は良好群 9.3±1.0，不良群 7.2±2.7（p=0.002）と有意に良好群の方が高かった。
また，摂取方法は良好群（経口：37 名），不良群（経口 25 名，経腸栄養 6 名）と有意に良好群の方が経口摂取の割合が高かった

（p=0.009）。その他の項目には有意な差は認めなかった。

【結論】脳卒中患者において，回復期入院中に骨格筋量の減少はなく，不良群では有意に退院時の筋量が増加し，FIM は良好群，
不良群ともに入退院時で有意な改善を認めていた。これらのことから，回復期におけるリハビリテーションと栄養へのアプロー
チに一定の効果があり，特に不良群で効果的に働いたと考える。一方，良好群では FIM の向上にも関わらず筋量の増加を認め
なかった。栄養給与量に不良群との有意差がないことからも，バランスを検討する余地があると考える。
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回復期リハビリテーション病棟入院の脳梗塞者におけるBalance Evaluation
Systems Test の反応性の検討

長谷川 智1,2），幸地 大州1），渡辺 真樹1），柳澤 正1），臼田 滋2）
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【はじめに，目的】Balance Evaluation Systems Test（BESTest）はバランスをシステム理論に基づき 6 セクション（I．生体力
学的制限，II．安定性限界/垂直性，III．予測姿勢制御，IV．姿勢反応，V．感覚適応，VI．歩行安定性）に分類したバランス
評価指標である。BESTest には Mini�BESTest と Brief�BESTest の 2 種類の短縮版が開発されている。本研究の目的は，回復
期リハビリテーション（リハ）病棟入院の脳梗塞者における BESTest，Mini�BESTest，Brief�BESTest の反応性を検討するこ
とである。

【方法】対象者は回復期リハ病棟入院の脳梗塞者 21 名（年齢 75.1±11.0 歳，男性 12 名，女性 9 名，入院期間 76.5±50.3 日）とし
た。測定は初期（入院後 1 ヵ月以内）と最終（退院前 1 ヵ月以内）の 2 回行い，測定項目は Brunnstrom Recovery Stage（BRS），
BESTest，Mini�BESTest，Brief�BESTest，Berg Balance Scale（BBS），Functional Independence Measure（FIM）とした。
統計学的検討は初期と最終の比較を BESTest 各セクション，合計，Mini�BESTest，Brief�BESTest，BBS，FIM については対
応のある t 検定を用いて，BRS については Wilcoxon の符号付順位検定を用いて行った（有意水準 5％）。また，BESTest 各セク
ション，合計，Mini�BESTest，Brief�BESTest，BBS，について Standardized Response Mean（SRM）を算出した。SRM は
2 回の測定値の平均の差を 2 回の測定値の差の標準偏差で除して算出した。

【結果】初期測定時は BESTest セクション I65.4±28.1％，II81.0±23.2％，III59.3±28.6％，IV59.8±35.3％，V64.1±33.5％，VI
45.8±32.6％，合計62.5±28.0％，Mini�BESTest13.1±7.5 点，Brief�BESTest11.2±7.2 点，BBS38.7±17.8 点，FIM85.3±25.6
点，BRS（中央値）上肢 5，手指 6，下肢 5 であった。最終測定時は BESTest セクション I77.1±25.7％，II88.7±15.1％，III69.0
±26.7％，IV70.9±34.9％，V77.5±25.2％，VI62.1±35.2％，合計 74.1±25.5％，Mini�BESTest17.0±7.6 点，Brief�BESTest13.2
±6.8 点，BBS49.0±11.2 点，FIM105.9±21.4 点，BRS 上肢 6，手指 6，下肢 6 であった。測定項目全てで初期に比較して最終に
おいて有意な増加を認めた。SRM は BESTest セクション I0.95，II0.57，III1.12，IV0.76，V0.90，VI0.92，合計 1.41，Mini�BEST-
est1.32，Brief�BESTest0.68，BBS1.22 であった。

【結論】回復期リハ病棟入院の脳梗塞者における反応性は BESTest セクション II，IV，Brief�BESTest は中等度であり，I，III，
V，VI，合計，Mini�BESTest，BBS は高かった。反応性とはその評価指標が測定する構成概念の時間的変化における妥当性で
ある。BESTest，Mini�BESTest は BBS よりもバランス能力の変化をとらえやすく，バランス能力を特徴化したり，介入の効果
を客観化する上で有用である可能性が示唆された。今後は更に症例数を増やし詳細に検討する必要がある。
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Berg Balance Scale（BBS）を用いた回復期脳卒中患者の年代別退院時バランス
能力影響要因の検討

岩本 紘樹

医療法人社団日高会日高リハビリテーション病院

key words 脳卒中・バランス・回復期

【はじめに，目的】

脳卒中理学療法において，バランス障害の評価は極めて重要である。バランス能力は歩行や日常生活動作の自立との関連性も高
く，その回復や帰結傾向の理解は，早期より予後予測を行う医療職種にとって重要な課題と考えられる。今回，回復期病棟に入
院した脳卒中患者を対象とし，BBS を用いて退院時バランス能力に与える因子を対象者の年代を考慮して検証した。

【方法】

2009 年 1 月から 2016 年 9 月までに当院回復期リハビリテーション病棟を退院した脳卒中患者 709 名のうち，入院時 BBS 満点
者・測定困難者，合併症治療のために転院した者を除いた 412 名（平均年齢 69.9±11.9 歳）を対象とした。また 59 歳以下 A
群（78 名），60 歳～69 歳 B 群（105 名），70～79 歳 C 群（133 名），80～99 歳 D 群（97 名）の 4 群に分類した。

退院時 BBS 合計得点（entBBS）および入院・退院時の BBS の差（BBS 利得）を従属変数とし，年齢，入院時 Functional Inde-
pendence Measure 合計（inFIM），入院時 FIM 運動項目合計（FIMm），入院時 FIM 認知項目合計（FIMc），入院時 BBS 合計
得点（inBBS），在院日数，発症～当院入院までの日数，入院時下肢 Stroke Impairment Assessment Set の合計得点（SIAS）を
独立変数とする重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

entBBS について，全世代では inBBS（β＝0.46），年齢（�0.19），FIMm（0.32），在院日数（0.16），発症～当院入院までの日数
（�0.08），SIAS（0.11）が採択され，調整済み決定係数（R2）は 0.630 であった。A 群では inBBS（0.42），FIMm（0.33）が採択
され，R2は 0.512 であった。B 群では nBBS（0.48），FIMm（0.31）が採択され，R2は 0.547 であった。C 群では inBBS（0.58），
inFIM（0.41），在院日数（0.17）が採択され，R2は 0.646 であった。D 群では inBBS（0.74），inFIM（0.26），在院日数（0.22）が
採択され，R2は 0.690 であった。

BBS 利得について，全世代では inBBS（�0.93），年齢（�0.21），FIMm（0.36），在院日数（0.18），転棟日数（�0.08），SIAS（0.13）
が採択され，R2は 0.535 であった。A 群において inBBS（�1.072），FIMm（0.21）が採択され，R2は 0.807 であった。B 群では
inBBS（�0.96），FIMm（0.30）が採択され，R2は 0.579 であった。C 群では inBBS（�0.77），inFIM（0.52），在院日数（0.22）が
採択され，R2は 0.419 であった。D 群では inBBS（�0.60），FIMm（0.47），在院日数（0.36）が採択され，R2は 0.315 であった。

【結論】

退院時バランス能力を予測する上で年齢によらず，入院時バランス能力や日常生活動作能力の把握が重要であることが示唆さ
れた。ただし，発症時の年齢により影響要因・程度は異なり，退院時バランス能力を予測する上で，年齢に応じ多要因考慮が重
要である可能性が示唆された。1 施設による検討であり限界はあるものの，入院時能力評価の結果を，退院時のバランス能力予
測の一助とすることは臨床的な意義がある。今後は他の関連項目の調査も重要な課題と考える。
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回復期病棟脳卒中患者における Fugl�meyer assessment 各項目得点と FIM運
動項目との関係

山下 浩樹，渡邉 充

いわてリハビリテーションセンター

key words Fugl�meyer assessment・回復期病棟・日常生活動作能力

【はじめに，目的】

Fugl�Meyer Assessment（以下，FMA）は脳卒中患者の機能障害の総合評価として世界で最も有名なものの 1 つであり，脳卒
中治療ガイドライン 2015 においても用いることが勧められている評価法である。FMA は 226 点満点であり，機能障害を多面的
に評価できる一方，総得点のみの情報では患者の日常生活動作などの状況が見えにくい面もある。これは上肢・下肢・バランス
など各項目の得点を単純に合計し総得点としているためと思われる。これまでも各項目の得点パターンが重要という指摘がな
されてきたが，各項目がどの程度，日常生活動作に関連するか調査したものはほとんど見られない。今回は FMA 各項目得点と
Functional Independence Measure 運動項目合計点（以下，FIM 運動項目）との関係を調査し，FMA のどの項目が日常生活動
作にどの程度重要となってくるのか明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は平成 27 年度に当センター回復期病棟に入院した脳卒中患者 96 名とした。入院 1 ヶ月後の「FMA 各項目得点および総得
点」と「FIM 運動項目」との間の相関係数をそれぞれ求めた（有意水準は 5% とした）。また，FIM 運動項目を従属変数，FMA
各項目を独立変数として重回帰分析（ステップワイズ法）を行い，FIM 運動項目と FMA 各項目との関係を調べた。

【結果】

相関係数については各項目とも有意な相関が見られた（p＜0.01）。相関の強さは，相関係数が 0.4～0.7 の範囲となった“かなり
相関がある”項目は「B．手関節」「C．手」「D．協調性/スピード（上肢）」「F．協調性/スピード（下肢）」「I．他動可動域」「J．関
節痛」であり相関係数が 0.7 を超えた“かなり強い相関がある”項目は「A．肩/肘/前腕」「E．股/膝/足」「G．バランス」「H．感
覚」「総得点」であった。重回帰分析の結果，独立変数として FMA の「G．バランス」項目が選択された。重回帰式は（FIM
運動項目）=5.625×（FMA バランス項目）＋8.182 であり，自由度調整済決定係数 R2は 0.802 であった。

【結論】

相関の強さは上肢に関連した項目よりも下肢やバランス能力の方が相対的に強い様子も見受けられた。これは FIM に代表され
る日常生活動作評価では，下肢体幹能力が優れていれば上肢能力が低くても高得点が可能であることも関係しているのではな
いかと考えられた。また，関節可動域と疼痛の相関が比較的低いにもかかわらず，この 2 項目だけで FMA 総得点の約 39% にあ
たる 88 点が配点されているため，総得点だけでは，患者の状況が理解しにくくなっている原因となっている可能性が考えられ
た。重回帰分析では，FMA バランス得点が FIM 運動項目に対し大きな影響があることを示す結果が得られた。今後，臨床にお
いて FMA 評価を行う際は，上肢や関節可動域，疼痛に関連した項目は FIM との関係が比較的少ない一方で，バランス能力が
総得点以上に重要な可能性があり，日常生活動作能力低下の原因を検討する際に考慮が必要である。
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回復期片麻痺患者における最大一歩幅の見積もり誤差が麻痺側・非麻痺側に与
える影響

山本 真之，井貫 淳子，福島 敏行，井尻 武志，安元 優香，河井 陽介

姫路中央病院リハビリテーション科

key words 回復期片麻痺者・見積もり誤差・最大一歩幅

【はじめに，目的】

高齢者における転倒は歩行中に発生することが多く，なかでも外的環境に対する自己身体能力の認識能力は転倒予防において
重要な因子の一つといえる。歩行において自己の歩幅を予測するには，日常生活で行っている歩行動作など，過去の経験や記憶
によって形成された内部モデルに基づく運動イメージの想起が必要である。近年，運動イメージ能力の低下は加齢や脳損傷が起
因しているとの報告があるが，脳卒中片麻痺者を対象に麻痺側・非麻痺側間の関係性を検討している報告は少ない。そこで本研
究では，片麻痺者の下肢振り出し動作時の認識能力について検討することを目的とした。

【方法】

対象は当院回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中片麻痺者 23 名（男性 12 名，女性 11 名，平均年齢 73.6±6.3 歳，発症
後日数 53.9±15.7 日，麻痺側左 11 名，右 12 名）とした。著明な高次脳機能障害を有する者，または認知症を有し実験の内容を
理解不能な者は除外した。対象者には，まず立位開眼で運動を行わない見積もり距離を出させた後，実測距離を測定した。見積
もり誤差は実測距離から見積もり距離を減算して算出した。測定時，普段杖や下肢装具を使用している者は，測定時もそれらを
用いることを条件とした。統計解析として，麻痺側と非麻痺側の見積もり誤差の比較は Wilcoxon の符号検定を用いた。さらに，
病棟の歩行安静度を基にした自立群（11 名）と非自立群（12 名）の見積もり誤差の関係性については Mann�Whitney の U 検定
を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

片麻痺者の見積もり誤差は麻痺側（13.2±7.7cm），非麻痺側（12.7±8.4cm）であり有意差は認められなかった。また，安静度で
分けたとき，歩行自立群の見積もり誤差は麻痺側（12.4±6.6cm），非麻痺側（9.8±6.3cm）であり，非自立群は麻痺側（13.9±8.3
cm），非麻痺側（15.2±9.9cm）となり，いずれも有意差は認められなかった。

【結論】

本研究の結果より，最大一歩幅動作の非麻痺側における見積もり誤差は麻痺側と同等の数値を示した。運動イメージは脳内に
ワーキングメモリが再生される過程と考えられていることから，片麻痺者は脳損傷によってワーキングメモリ機能低下を来し
たことにより，麻痺側・非麻痺側に関係なく適切な運動イメージの想起が困難であったと考えられる。加えて，過去の記憶や経
験のなかで身体図式を形成するために必要な視覚情報と体性感覚情報の統合が不十分であったことも起因していると考えられ
る。また，安静度に分けた結果，歩行が自立しているからといって適切な運動イメージを有しているわけではないことが明らか
となった。したがって，片麻痺者を対象とした運動イメージに対する治療場面においては，安静度に関係なく，且つ麻痺側だけ
でなく非麻痺側への介入の必要性が示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）【ポスター（神経）P11】

P-NV-11-1

脊髄損傷患者における車椅子スポーツ時の心拍数変化
―頸髄損傷と胸腰髄損傷の比較―

松尾 達彦，新田 收，信太 奈美，古川 順光

首都大学東京

key words 心拍数・障がい者スポーツ・脊髄損傷

【はじめに，目的】

心拍数調節は，交感神経と副交感神経の二重支配を受け，運動強度に比例して増加する。しかし，心臓への交感神経支配に障害
のある頸髄損傷患者は心拍数の上限が低いことが知られている。そこで，激しい運動量が求められる車椅子スポーツにおいて，
脊髄の損傷レベルによる心拍数変化の違いを明らかにすることを目的とした。

【方法】

1．対象

対象は，車椅子ラグビー選手 9 名（頸髄損傷，以下頸髄群），車椅子バスケットボール選手 14 名（胸腰髄損傷，以下胸腰髄群）
とした。男性のみで，頸髄群の平均年齢（SD）［歳］は 26.3（3.8）歳，胸腰髄群は 26.4（4.0）歳だった。

2．方法

心拍センサー Polar Team Pro（ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社）を装着させ，体育館内で平均約 4 時間，試合形式の
練習をさせ，1 秒毎の心拍数（SD）［回/分］を測定した。安静時 1 分間の心拍数の平均値を安静時心拍数，練習中で最も高い心
拍数を最大心拍数とした。

統計解析は，最大心拍数を従属変数，頸髄群・胸腰髄群の 2 群を対応の無い要因，安静時・練習中を対応のある要因とし，二元
配置分散分析および Bonferroni 法による単純主効果の検定を行った。解析は IBMSPSSver22 を用いた。有意水準を 5％ とした。

【結果】

I．分散分析結果

群間比較では，安静時心拍数と最大心拍数は，どちらも頸髄群が有意に低値を示した。前後比較では，頸髄群と胸腰髄群は，ど
ちらも練習中に有意に高値を示した。さらに交互作用が有意であり，練習による心拍数変化が，頸髄群，胸腰髄群で有意に異な
ることが示された。

II．単純主効果の検定

単純主効果においては，安静時・練習中，および頸髄群・胸腰髄群の全ての組み合わせにおいて有意差が示された。頸髄群の安
静時心拍数の平均値は 78.78（10.23）回/分，胸腰髄群は 89.43（6.82）回/分であった。頸髄群の最大心拍数の平均値は 141.00

（19.22）回/分，胸腰髄群は 181.36（7.15）回/分であった。

【結論】

最大心拍数は，頸髄群が有意に低値を示した。心拍数は，Th1�Th4 の高さにある交感神経の興奮によって増加するが，頸髄群
は中枢から心臓への神経が頸髄で障害されている。しかし，副交感神経による抑制を解くことで，心拍数が 120 回/分前後まで
増加することが報告されている。そのため，頸髄群は胸腰髄群より低値だが，競技中に心拍数を増加させることができたと考え
た。

一方，安静時心拍数も頸髄群が低値を示した。これは，残存している筋の差により頸髄群の方が必要なエネルギーが少なくて済
むのではないかと考えた。また，神経性調節による心拍数コントロールに限界がある頸髄群は，液性調節による心拍数コント
ロールを優先している可能性があると考えた。
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脊髄損傷者における，車いすスポーツ活動現場での体表温度変化
頸髄レベル・胸髄レベルの比較

大塚 匠，新田 收，信太 奈美，古川 順光

首都大学東京
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【はじめに】

脊髄損傷者では損傷レベル以下の交感神経障害により血管運動や発汗による熱放散がうまくできず，熱が体内に蓄積し，hyper-
thermia の危険性が高いことが知られている。しかし実際のスポーツ現場や，損傷レベルによる体温の変化についての報告は少
ない。そこで本研究では，実際の車いすスポーツ現場での体表温度の変化を損傷レベルの異なる被験者間で比較検討することを
目的とした。

【方法】

対象はそれぞれ車いすバスケットボール，車いすラグビーを行っている男性の頸髄損傷者 8 名（上位群），胸髄損傷者 9 名（下
位群）を対象とした。上位群・下位群にそれぞれの競技の 1 時間程度の試合形式の練習を行わせ，運動前，運動後の体表温度

［℃］を日本アビオニクス社の InfReC R300 を用いて撮影した。その後同社製の InfReC Analyzer にて画像解析を行った。体表
温度は顔面の最大値を採用した。運動は空調設備のない体育館内にて行い，運動中の飲水や冷風機を使用してのクーリングは自
由に行わせた。運動を行わせた時の体育館内の温度，湿度［%］は乾湿計にて記録した。統計解析は，体表温度を従属変数，上
位群・下位群の 2 群を対応の無い要因，運動前後を対応のある要因とした，二元配置分散分析を行った。また単純主効果の検定
を行った。データ処理は IBM SPSSver22 を用いて行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

運動中の体育館内の温度・湿度の平均値（SD）は，上位群運動時，温度 27.7℃（0.4）・湿度 65.3%（1.7），下位群運動時，温度
30.7℃（0.3）・湿度 64.2%（1.6）であった。体表温の平均値（SD）は上位群で運動前 35.6℃（0.90），運動後 37.0℃（0.99）であっ
た。一方下位群は運動前 35.5（0.90），運動後 35.9℃（0.96）であった。二元配置分散分析の結果，運動前�後で交互作用は有意で
あった。単純主効果検定の結果，上位群の運動前�後と，運動後の上位�下位群間で有意な差が示された。運動前の 2 群間や下位
群の運動前後では有意な差は認められなかった。

【結論】

先行研究において，高温下で頸髄損傷者の体温が，胸髄・腰髄損傷者や，健常者に比してより大きく上昇するとの報告がある。
今回の研究でも同様に上位群で優位に上昇していた。この要因は，先行研究と同様に自律神経の障害によって皮膚血流の調節障
害，発汗調節障害により体温調節能力が低下していたためと考えた。一方下位群では，体育館内温度が 30.7℃ と，上位群測定時
よりも過酷な環境下での測定となったが，優位な上昇は認められなかった。この要因として，損傷部位がより下位であり，交感
神経の残存領域が大きい事があげられるのではないかと考えた。また，今回障害歴の長い者が対象となっていたため，損傷部よ
り上位の血管運動や発汗作用等の利用による，温度変化に対する適応能力が向上していたためではないかと考えた。今回の研究
の結果，スポーツ現場において頸髄損傷者では体温が上昇しやすく，hyperthermia の危険性が高い事が示された。
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経頭蓋直流電気刺激と有酸素運動の併用介入が脊髄損傷後の神経障害性疼痛および安静時脳波活動に及ぼす影響
脊髄損傷者 2名による予備的検討

佐藤 剛介1,2），三上 亮2），大住 倫弘3），信迫 悟志3），森岡 周3）

1）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
2）奈良県総合リハビリテーションセンターリハビリテーション科，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 経頭蓋直流電気刺激・有酸素運動・神経障害性疼痛

【目的】脊髄損傷（SCI）後の神経障害性疼痛（NP）は難治性であり，脳波を使用した研究では α 波の変化が疼痛と関係してい
ることが指摘されている。近年，経頭蓋直流電気刺激（tDCS）により SCI 後の NP が減少することが報告されている。tDCS
は他の治療法との併用介入が効果的とされており，線維筋痛症患者においては有酸素運動（AE）との併用がより効果的であっ
たことが報告されているが SCI 者を対象とした検討は行われていない。本研究では，SCI 後の NP を有する 2 症例に対する
tDCS と AE の併用介入の効果および安静時脳波活動への影響を予備的に検討することを目的とした。

【方法】実験には NP を有する対麻痺者 2 名が参加した。実験は tDCS 条件，AE 条件，tDCS＋AE 条件の 3 条件を無作為に 2
日以上の間隔を空けて行った。tDCS は左側運動野に相当する部位に陽極，右側眼窩上に陰極を配置して 2mA で 20 分間の陽極
刺激を行った。AE 条件は自転車用ローラー上で 20 分間の中強度の車椅子駆動を実施し，tDCS+AE 条件では電気刺激と車椅子
駆動を同時に行った。疼痛は自発的疼痛強度の NRS を課題前・課題中 5・10・15・20 分・課題終了後 15 分経過時点で測定し
た。気分の評価は，日本語版 POMS�B を使用し課題前後で調べた。安静時脳波の測定は，デジタル脳波計（32ch）を使用し，
課題前と課題後 10 分経過時点で 3 分間の安静閉眼状態を測定した。安静時脳波の分析は，θ 帯域（4�8Hz）・α 帯域（8�13Hz）・
β 帯域（13�30Hz）における Power 値の平均を求めた。NRS の変化率を各条件間で比較し，POMS�B は下位項目ごとに課題前
後で比較した。安静時脳波については，課題前後の θ・α・β 帯域の Power 値の変化をチャンネルごとに調べた。

【結果】NRS は 3 条件とも減少し，変化率はいずれの条件も課題開始後から 20 分経過時点で最大となった。NRS 変化率は tDCS
条件（58％）が最大であり，次いで tDCS+AE（53％）・AE 条件（50％）の順であった。tDCS+AE 条件では課題開始から 10
分経過時点において他の条件よりも早い時点で疼痛が減少し始めた。POMS�B の結果は，「緊張―不安」・「抑うつ―落ち込み」・

「怒り―敵意」の項目で 3 条件ともスコアの減少を認めた。安静時脳波の結果は，θ/α/β 帯域においてそれぞれ tDCS 条件：13/
18/21ch，AE 条件：31/29/31ch，tDCS+AE 条件：26/13/14ch のチャンネル数で増加性の変化を認めた。

【結論】全条件において，疼痛強度・負の気分状態の改善および安静時脳波活動の増大が認められたことから，それぞれの介入
に一定の効果があると考えられる。疼痛強度の時系列変化に着目すると，tDCS と AE の併用では，その他の条件よりも早い時
点で鎮痛効果が認められていた。このことから，tDCS と AE の併用は短時間での鎮痛効果をもたらすことが期待でき，運動療
法効果を阻害する要因の 1 つである NP を有する SCI 患者に対する運動療法の効果を促進できる可能性がある。
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乳癌多発骨転移にてC1�C2 頸髄不全麻痺を呈したが，化学療法・リハビリテー
ションにて著明な機能改善が得られ自宅退院に至った一症例

小南 由衣1），岡田 希美1），本間 有夏1），笠島 俊彦2），小川 基1）

1）JA北海道厚生連札幌厚生病院理学療法技術科，2）JA北海道厚生連札幌厚生病院整形外科

key words 頸髄損傷・がんのリハビリテーション・骨転移

【はじめに，目的】

乳がんは若年女性のがん罹患率第 1 位を占めており，発症後 10 年以上経過しても遠隔転移を起こす可能性が高い。特に骨転移
は約 30％ の患者で発症し，疼痛，骨折や脊髄圧迫などにて ADL・QOL が損なわれることが多い。今回乳癌多発骨転移にて C
1�C2 不全麻痺を呈し予後不良と診断され，リハビリテーション介入により ADL 再獲得と自宅退院に至った症例を経験したた
め報告する。

【方法】

症例は 52 歳女性。X 年 6 月頚部痛にて近医受診，頸椎カラー処方の他に貧血を指摘され当院紹介された。外来精査中に意識消
失・呼吸麻痺出現・体動困難となり即入した。右乳癌 stageIV（T4N3M1），多発骨転移（脊椎・両肩甲骨・両上腕骨・両大腿骨・
骨盤，Tokuhashi Score：6 点）に伴う C1�C2 脱臼骨折による頸髄不全麻痺，肺転移，右腋窩・鎖骨上リンパ節転移と診断され，
ホルモン療法レトロゾールと分子標的薬デノスマブが開始された。併せて当院整形外科にて硬性頸椎カラー装着となり，7 月か
ら理学療法（以下 PT）を開始した。PT 介入時，ASIA 分類 C，MMT は下肢 2～3/2，上肢 2�/1 だが日差変動があり，右下肢
が比較的一定に筋力発揮が可能であった。感覚は四肢・体幹共に鈍麻し遠位で優位に重度であった。呼吸麻痺症状消失し，嚥
下・排便感覚は保たれていた（FIM48 点：運動 13/認知 35）。本人へは病状のみの簡単な告知に留まり，障害受容が未熟で自宅
退院を強く希望された。関節拘縮予防と残存機能維持として介入を開始した。

【結果】

PT 開始後徐々に麻痺症状の改善がみられた。28 日目右上肢リンパ浮腫発症し，リンパマッサージと弾性スリーブ装着を開始し
た。PT 開始 51 日目整形外科医師より離床練習許可あり，リクライニング車椅子移乗を臥位状態から開始し，バイタル変動を見
ながらティルト角度を徐々に増加させた。68 日目平行棒立ち上がり練習，101 日目平行棒内歩行練習，125 日目起き上がり・端
坐位保持自立，147 日目ピックアップウォーカー歩行練習，154 日目階段昇降練習，168 日目ロフストランド杖歩行練習，176
日目初回外泊実施，183 日目独歩練習，227 日目退院前家屋訪問実施し家屋改修・福祉用具選定実施，232 日目に作業療法も介入
開始。最終的に，自宅内は独歩自立，FIM113 点：運動 78/認知 35 まで改善し，244 日目自宅退院となった。治療中薬量・種類
変更なく副作用もなかった。

【結論】

本症例は，当初は予後不良にて緩和ケアも検討されていたが，化学療法とリハビリテーションの併用に著明な機能改善を認め自
宅退院が可能となった。ホルモン療法単独で CA15�3：212.1→180.5U/ml まで減少し腫瘍縮小と進行停滞に著効が得られ，分子
標的薬にて頸椎亜脱臼位での骨硬化が得られ脊髄麻痺症状がショック期より順調に回復が認められた。この治療効果に合わせ
て，リスク管理に留意しながらも積極的にリハビリテーションを進めることで ADL の再獲得が得られ，QOL 向上に寄与するこ
とが可能であった。
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ドライカーボンを使用した短下肢装具の使用経験

才田 剛志1），黒木大二郎1），山田 悠斗1），落 竜昇1），田中 正則2），弓木野勇次3），内山田 桜4）

1）出水郡医師会広域医療センターリハビリテーション科，2）鹿児島医療技術専門学校，
3）出水義肢装具製作所，4）出水郡医師会広域医療センター整形外科

key words ドライカーボン・ラビットV・対麻痺

【はじめに，目的】今回，脊髄硬膜下血腫を発症し対麻痺を呈した症例に対し，エネルギー蓄積型装具として着目されるドライ
カーボンで作成した短下肢装具（以下 AFO）を使用し装具療法を行った。ドライカーボンの特性として，元来使用されている
プラスチックと比較して，軽量であり耐久性に優れる面が挙げられる。装具の重量による歩行時の下肢クリアランス低下の軽減
と，踵骨部と前足部分のトリミングとソールの厚み調節によって得られるカーボンの撓みを利用したエネルギー蓄積による
ロッカーファンクション機能を可能な限り再現することを目的に作成した。装具療法の内容及び，歩行能力改善の経過に考察を
加え報告する。

【方法】方法は症例研究とする。症例は，第 2，3 腰椎脊髄急性硬膜下血腫を呈した 50 歳代男性である。装具採型を行った発症
4 ヶ月評価にて，ASIA 下肢運動スコア 8/50 点，触覚スコア 80/112 点，痛覚スコア 84/110 点であり，下腿部以遠に持続的な軽～
中等度の痺れを呈しており Functional ambulation classification（以下 FAC）は class 0 であった。当院外来通院にて週 3 回，1
回 3 単位の理学療法を施行した。作成した AFO には両下肢筋力を考慮し足関節継手にラビット V を用いた（底屈制限：0̊ 背屈
制動：0～10̊）。固定型歩行器による歩行訓練から開始し，以降は下肢筋力と歩行状態に応じて，段階的に足関節継手の制動力調
整と歩行補助具の変更を行った。発症 8 ヶ月後に両側ロフストランド杖へと移行。発症 12 ヶ月後に背屈制動力を半減させ制動
範囲を 15̊ まで拡大した。発症 18 ヶ月後に背屈遊動とし，発症 24 ヶ月後にドライカーボン製大河原式装具を作成した。身体機
能及び歩行能力の評価として，ASIA スコア，FAC，最大歩行距離，快適速度での 10m 歩行速度を，発症後 8 ヶ月，12 ヶ月，
18 ヵ月，24 ヶ月でそれぞれ実施した。

【結果】各評価項目において改善を認めた。経過を（8 ヶ月・12 ヶ月・18 ヵ月・24 ヶ月）で表記する。ASIA 下肢運動スコア
（8・10・12・12），FAC（Class 1・Class 2・Class 3・Class 4），最大歩行距離（40m・80m・150m・300m），10m 歩行速度（不
可・0.15m/sec・0.27m/sec・0.54m/sec）であった。

【結論】今回使用したドライカーボン製短下肢装具は，プラスチック製と比較して軽量化が実現できたことから，歩行練習時に
おける，装具重量による下肢クリアランスの低下を軽減できたと考える。カーボン素材を生かしたエネルギー蓄積効果によっ
て，歩行周期における initial contact での衝撃吸収，pre�swing での前足部荷重といった歩容学習をより正常歩行に近い状態で
実施することができた。これらの歩容学習の効果により，下肢筋力に変化が見られなくなった 18 ヶ月以降も，FAC や最大歩行
距離，10m 歩行速度の改善が得られたのではないかと考える。ドライカーボン製の短下肢装具は，対患者及び片麻痺症例に対す
る歩容学習の一助となる可能性が示唆された。
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急性期脳卒中リハビリテーションにおける延髄外側梗塞 lateropulsion 陽性患者
の臨床的特徴

竹中 悠司1），山本 幸夫1），島田 幸洋1），尾谷 寛隆1），後藤 葉一3），横田 千晶1,2）

1）国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科，2）国立循環器病研究センター脳血管内科，
3）国立循環器病研究センター循環器病リハビリテーション部

key words 急性期脳卒中・延髄外側症候群・lateropulsion

【はじめに，目的】

延髄外側梗塞は，Horner 症候群，眩暈，嚥下障害，温痛覚障害，運動失調，lateropulsion（側方突進）などの延髄外側症候群と
呼ばれる特徴的な症候を呈する。なかでも lateropulsion は筋力が保たれているにもかかわらず病巣側に体が不随意に倒れる症
候で，立位や歩行などの動作能力の獲得に悪影響を与えるとされている。しかし，これまでに急性期脳卒中リハビリテーション
での lateropulsion に関する報告は極めて少ない。そこで今回，急性期脳卒中リハビリテーションにおける lateropulsion 陽性例
の臨床的特徴について調査した。

【方法】

対象は 2013 年 1 月から 2016 年 10 月に理学療法依頼のあった初発急性期脳梗塞患者のうち，発症前 mRS 0�1 であり，延髄外側
に限局した病巣を認めた 26 例（平均 63.8±11.5 歳，男性 20 例）。lateropulsion 有り群（陽性群）と無し群（陰性群）に分類し，
年齢，性別，病巣側，発症から初回 Functional independence measure（FIM）評価までの日数，リハビリテーション実施日数，
リハビリテーション開始後の初回・退院時 FIM，退院時の歩行自立度，退院先を両群で比較検討した。FIM は中央値で求め，
5％ 未満を有意差ありとした。

【結果】

Lateropulsion 陽性例は 15 例（57％）であった。発症から初回 FIM 評価までの日数（中央値）は，陽性群/陰性群 6/8.5 日，性
別（男性）は 73/90％，右病変例は 60/70％，リハビリテーション実施日数（中央値）は 19/16 日であり，いずれも両群間に差
はなかった。初回 FIM 総得点は 87/121.5，初回運動項目 FIM は 54/86.5，退院時 FIM 総得点は 115/126，退院時運動項目 FIM
は 81/91，退院時に独歩可能な例は 66/100％ といずれも陽性群で低かった。退院先は陽性群が自宅 7 例（47％），回復期病院 8
例（53％），陰性群が自宅 8 例（80％），回復期病院 2 例（20％）であったが両群間に差はなかった。陽性群のうち入院中に latero-
pulsion が消失した例は 7 例（47％）で，消失するまでの平均日数は発症後 10.3±5 日であった。

【結論】

本研究より，初発延髄外側脳梗塞における lateropulsion の出現例は 15 例（57％）であったが，発症後平均 10 日で 7 例（47％）
が消失した。Lateropulsion 陽性群は，陰性群に比べて初回・退院時 FIM ともに低値であり，退院時の歩行自立度は低く，過半
数例で回復期リハビリテーション病院への転院を要した。以上より，lateropulsion は，約半数例で発症後早期に消失するが，本
症の後遺は，急性期脳卒中リハビリテーションにおける日常生活活動や移動動作獲得に対する阻害因子となる可能性がある。
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椎骨動脈閉塞により生じた lateropulsion が長期的に残存し，リハビリテーショ
ンに難渋した症例の経過報告

池下 祥汰，岡本 正幸，菅野ひとみ，山根 悠加，塩崎 智之，中村 潤二

西大和リハビリテーション病院

key words 小脳疾患・姿勢制御・失調症状

【はじめに，目的】

Lateropulsion（LP）は身体が一側へと不随意に倒れてしまう症候であり，視覚的な垂直知覚の検査である自覚的視覚的垂直位
（subjective visual vertical：SVV）の偏倚が報告されている。LP は早期に消失し予後は良好とされるが，今回発症から長期間
LP が残存した症例を経験した。そこで本研究では，その経過と SVV や身体機能との関係を調査し，LP が残存した要因を検討
した。

【方法】

症例は発症後 38 日経過した 70 歳代女性であり，椎骨動脈閉塞により左延髄背外側部，左小脳半球，左海馬に梗塞巣を認めた。
入院時には，左上下肢に小脳性運動失調，左顔面・右上下肢の温痛覚鈍麻，めまい，眼瞼下垂を認めた。また立位，座位ともに
LP が出現し，左側への転倒傾向があり自己修正は困難であった。LP は，Burke Lateropulsion Scale（BLS）にて評価し，2 点以
上で LP があると判断される。垂直知覚は SVV を評価した。SVV は座位にて頸部を正中位に固定し，周辺視野の参照座標を除
いた条件で，提示した線を回転させ，垂直と感じた角度を測定した。左右ランダムの角度から開始し，計 10 回測定した。SVV
は，正の値が右偏位，負の値が左偏位を示し，平均値を算出した。その他に，姿勢制御は Postural Assessment Scale for Stroke
Patient（PASS），小脳性運動失調は Scale for the Assessment and Rating of Ataxia（SARA），認知機能は長谷川式簡易知能評
価スケール（HDS�R），前頭葉機能は Frontal Assessment Battery（FAB），日常生活動作は Barthel Index（BI）を測定した。
評価は発症より 87 日後から 133 日後までとし，SVV のみ毎日，HDS�R，FAB は初期，最終時に，その他の項目は 1 週間ごと
に評価した。

【結果】

BLS は 4 点で変化はなく，LP は残存した。練習場面において，立位姿勢は 129 日後より，垂直に修正可能なことが増えたが，
ADL 場面では修正困難で介助量が多く，退院時の 187 日後にも残存していた。SVV は－5.1±4.2̊ から－0.7±2.6̊ に徐々に改善
した。その他の評価は，PASS は 13 点から 24 点となり姿勢変換項目が改善し，SARA は 28 点から 18 点となり運動失調は軽減
したものの残存していた。HDS�R は 5 点から 16 点，FAB は 4 点から 9 点と改善したが，カットオフ値以下であった。BI は 15
点から 50 点に改善した。

【結論】

本症例では SVV は経時的に改善したが，発症後 133 日においても BLS に変化がなく，退院時にも LP が残存していた。先行研
究での改善例は延髄に限局した病巣であり，本症例では小脳にも損傷があり運動失調がみられていた。そのため SVV は改善し
たものの，運動失調によって知覚情報を基にした姿勢制御が困難であったことや，認知機能や前頭葉機能低下により，練習場面
での姿勢修正が汎化せず ADL 場面での姿勢の修正が困難であったことも長期的に残存した要因と考えられる。垂直知覚の改善
がみられた場合でも，姿勢制御をするための運動機能の低下や認知機能低下を伴う症例では，LP が残存する可能性がある。
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急性期の脳卒中患者に対する反復末梢性磁気刺激の筋萎縮予防効果に関する予
備的研究

鈴木 啓太1,2），伊藤 智崇1,2），岡田 有司2），平岡 崇1,3），花山 耕三3），椿原 彰夫1,3）
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2）川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター，3）川崎医科大学リハビリテーション医学教室

key words 磁気刺激・筋萎縮・急性期脳卒中

【はじめに，目的】反復末梢性磁気刺激（repetitive peripheral magnetic stimulation：rPMS）は，ほとんど痛みを伴わず強い筋
収縮を誘発することができる新たな刺激方法として，注目され始めている。特に，強い筋収縮が求められる筋萎縮予防に対して
は，rPMS の有用性は高いと考えられる。しかしながら，rPMS の筋萎縮予防効果については未だ明らかにされていない。そこ
で今回，急性期の脳卒中患者に対する rPMS の筋萎縮予防効果について，一症例を対象として予備的研究を行ったので報告す
る。

【方法】右視床出血を発症した 60 歳代の女性（153.0cm，40.2kg）を対象とした。発症時の National Institute of Health Stroke
Scale（以下，NIHSS）は 8/42 点（左下肢 2 点）であった。理学療法は発症後 3 日目から開始し，4 日目に立位練習，6 日目に歩
行練習を開始した。初回理学療法時の Brunnstrom stage は下肢 III であった。rPMS には磁気刺激装置（Pathleader，IFG 社製）
を使用し，麻痺側の大腿四頭筋に対して実施した。rPMS による介入は発症後 4 日目から開始され，週 5 日の頻度で，2 週間継
続した。rPMS の刺激強度は 0.9Tesla で，刺激周波数は 30Hz とした。rPMS は 1.3 秒 on と 3 秒 off を 1 日に 150 回繰り返した。
筋萎縮の程度を評価するために，安静状態の大腿直筋の横断面積を超音波診断装置（M�Turbo，SonoSite 社製）を使用して測
定した。測定は介入開始前（発症後 4 日目）と介入終了翌日（発症後 18 日目）に実施し，各測定時点において，同一部位の横
断像を 3 回記録した。得られた横断像から NIH ImageJ ソフトウェア（version1.44 for Windows）を使用して横断面積を測定し，
その平均値を算出した。なお，介入終了時点での NIHSS は 5/42 点（左下肢 2 点），Brunnstrom stage は下肢 V で，歩行能力は
四点杖とプラスチック短下肢装具を使用して，軽度介助にて 20m 歩行可能であった。

【結果】大腿直筋の横断面積［平均値±標準偏差（cm2）］を介入開始前，介入終了翌日の順で示す。麻痺側は 3.44±0.19，3.39
±0.18 であった。非麻痺側は 3.64±0.03，3.26±0.24 であった。変化率は麻痺側が－1.6%，非麻痺側が－10.4%となり，麻痺側

（介入側）の方が筋断面積の減少が小さかった。

【結論】先行研究では，脳卒中片麻痺患者は発症後早期から運動療法を実施していたとしても大腿四頭筋の筋厚が減少したと報
告されている（Nozoe, et al., 2015）。それに対して，急性期の脳卒中患者に神経筋電気刺激による介入を実施した場合には，大腿
部前面の筋断面積の減少を約 2% に抑えられたと報告されている（Hirose, et al., 2013）。本症例においても，発症後 3 日目から理
学療法を実施していたにも拘らず，非麻痺側の筋断面積は－10.4% の変化を示した。一方で，麻痺側の変化率は－1.6% であり，
筋断面積の減少を非麻痺側より小さく抑えられた。これらのことから，rPMS は神経筋電気刺激と同様に急性期の脳卒中患者の
筋萎縮予防に有効である可能性が示された。
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急性期重症脳卒中患者における麻痺側大腿四頭筋筋厚低下に関連する因子の検
討

林 雄李1），後藤 圭1），山内 康太1），熊谷 謙一1），小柳 靖裕1），荒川 修治2）
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key words 急性期重症脳卒中・筋厚・超音波

【目的】急性期脳卒中患者において骨格筋量の減少は機能予後に影響を及ぼすという報告があり，廃用性筋萎縮を予防するため
早期リハビリテーションが推奨されている。このことから理学療法士が筋萎縮を防ぐために早期より介入を行なう意義は重要
である。近年，超音波診断装置を用いて筋萎縮の経時的変化を観察した報告がみられるが，急性期脳卒中患者において大腿四頭
筋筋厚低下に関連する因子を検討した研究は少ない。今回，入院時 National Institute of Health Stroke Scale（NIHSS）score
が 8 点以上の重症脳卒中患者に対し，超音波を用いて麻痺側・非麻痺側筋厚を経時的に測定し，筋厚低下に関連する因子を検討
した。

【方法】対象は 2016 年 3 月から 7 月に当院へ入院した急性期脳卒中患者 112 名のうち，脳卒中発症前の modifified Rankin Scale
が 0，入院時の NIHSS score が 8 点以上の 14 名（男性：9 名）である。筋厚の測定には超音波診断装置 Logic S8（GE Healthcare
社製）を用いた。超音波は B モードを用い周波数は 8MHz とした。仰臥位で解剖学的肢位とし，測定部位は上前腸骨棘から膝
蓋骨の上縁を結んだ中点とした。筋厚は中間広筋遠位端から大腿直筋近位端とした。同一部位の計測を誤差が 5％ 未満になるま
で行い，3 回の平均値を採用した。測定は理学療法士が実施し，初回，1 週，2 週，3 週時に行なった。初回数値�3 週時の筋厚

（%）を算出し，中央値（�8.96）で非低下群（range：�8.95_+14，n=7），低下群（range：�8.96_�40.64，n=7）の 2 群に分け，
調査項目の比較した。項目は年齢，体重，身長，BMI，入院時 NIHSS，入院時麻痺側下肢 NIHSS，1�3 週時麻痺側・非麻痺側筋
厚，1・3 週時 PT・OT リハビリ単位数を比較した。統計解析は Mann�Whitney 検定を用いた。（p＜0.05）

【結果】非低下群，低下群の中央値は初回筋厚（mm）で 38.1，26.9，3 週時は 42.7，19.3 であった。3 週後の変化割合（%）は�
1.81，�23.63 であった。両群間に有意な差を認めた項目は，中央値（IQR：最小値�最大値）は年齢（歳）59.0（IQR：50.0�76.0），
83.0（IQR：68.0�87.0），体重（kg）71.7（IQR：65.5�81.0），51.6（IQR：35.3�65.1），入院時 NIHSS（点）15.0（IQR：10.0�16.0），
22.0（IQR：14.0�25.0），2 週時筋厚（%）98（IQR：82�100），67（IQR：62�95），3 週時筋厚（%）98（IQR：93�101），76（IQR：
76�82），3 週時単位数 85.0（IQR：67.0�90.0），49.0（IQR：42.0�61.0）であった（p＜0.05）。

【結論】本結果は年齢，体重，入院時 NIHSS，2・3 週時麻痺側筋厚，3 週時単位数に有意な差が認められ，先行研究と類似して
いた。また，リハビリテーションの介入は脳卒中治療ガイドラインに基づき行なったが，単位数に有意な差を認めたことから，
早期離床に加え，電気刺激など介入頻度の増加が必要と考える。重症脳卒中患者は高齢であるほど筋萎縮が進行し，回復遅延や
機能予後に影響を及ぼすかもしれない。
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重度感覚障害を呈した脳卒中片麻痺患者に対する一次体性感覚野への連合性対
刺激法（Paired associative stimulation，PAS）を用いた効果

柏田 夏子1），湯川 喜裕1），寺田 萌1），市村 幸盛1），富永 孝紀2），中村 一仁3）
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3）医療法人穂翔会村田病院脳神経外科

key words 連合性対刺激法（Paired associative stimulation，PAS）・感覚障害・体性感覚誘発電位（Somatosensory evoked potentials，SEP）

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者では位置覚障害の有無が麻痺側上肢の運動機能に影響を及ぼすと報告されており（柳瀬，2010），位置覚の向
上は運動機能回復に重要である。また，位置覚障害を反映する方法として体性感覚誘発電位（SEP）があり，近年，連合性対刺
激法（PAS）を用いて一次体性感覚野（SI）の可塑性を誘導することで，30 分間は SEP 振幅値の増大が認められている（Alex-
ander, 2005）。しかし，脳卒中片麻痺患者に対する SI�PAS の実施効果は明らかにされておらず，本研究は重度感覚障害を呈す
る脳卒中片麻痺患者に，感覚と運動機能の改善を図る目的で PAS を実施し，上肢機能評価と SEP を用いて効果を検討した。

【方法】

右被殻・視床混合型出血症例であった。発症 110 日目の Fugl�Meyer assessment の上肢項目は 60 点，簡易上肢機能検査
（STEF）は 26 点，母指・肘関節の位置覚は脱失であり協調性低下を認めた。正中神経を刺激し C3’と C4’から SEP を導出した結
果，非麻痺側 SEP は 100ms までに 3 つの陰性ピーク（N1，N2，N3）を認め，麻痺側は N1 と N3 にわずかなピークを認めた。
SI�PAS は，誘発反応刺激装置を用いて左手関節部の正中神経に電気刺激を加え，光学系ナビゲーションシステムを使用し同定
した右 SI に，磁気刺激装置を用いて経頭蓋磁気刺激（TMS）を与えた。電気刺激・TMS ともに刺激強度は短母指外転筋収縮閾
値の 1.2 倍とした。麻痺側 N1 は 21.5ms に認めたため，電気刺激と TMS の刺激間隔は 23.5ms に設定し，0.1Hz で 30 分間実施
した。課題は 1 日 40 分の上肢運動療法を 7 日間実施し，1，4，7 日目の運動療法前に PAS を行った。SEP の測定は①1 日目 PAS
実施前②1 日目 PAS 実施直後③課題終了の翌日に実施した。課題前後で感覚検査と STEF を実施した。

【結果】

SEP の結果は，N1 振幅値は①2.12μV，②3.05μV，③2.05μV，N3 振幅値は①5.88μV，②7.45μV，③6.11μV，N3 の潜時は①101.4
ms，②95.5ms，③97.2ms であった。課題後の母指の触覚・位置覚は脱失，肘関節の位置覚は全可動域動かすと運動方向の認識
が可能となった。STEF は 30 点で肘関節屈伸運動の協調性に改善を認めた。

【結論】

本症例は，PAS 直後に N1 振幅値の増大を認めたが，持続的な効果はなく，SI の可塑的変化は一時的であった。しかし，課題後
において肘関節の位置覚と，STEF の運動スピードに向上を認めた。健常成人では 80ms 付近に認められる N3 は 2 次体性感覚
野の活動と考えられており，随意運動前に増大することが報告されている（Kida, 2006）。本症例においても，遅延していた N
3 の潜時は課題後も PAS 直後の潜時を維持していた。以上のことから，SI�PAS を用いて一次的に体性感覚野を賦活させた状態
で運動療法を実施することで，頭頂連合野での感覚情報処理の効率化を図り，運動時の学習効果を高める可能性が示唆された。
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Pedaling 能力から考える脳卒中例の身体機能・歩行能力と治療への示唆

田村 哲也，越中 宏明，新開 知子，林 敦史，佐藤 悠吾，吉尾 雅春

千里リハビリテーション病院

key words 脳卒中・歩行・pedaling

【はじめに，目的】

本研究の目的は pedaling 能力と身体機能・歩行能力の関係を麻痺重症度別に検討し歩行治療に資する知見を得ることである。

【方法】

対象は当院回復期リハ病棟に入院し歩行が可能なテント上の梗塞または出血による一側性脳卒中 22 例で，属性は年齢：63.1
（40～83）歳，男性 11 例，梗塞 9 例，右損傷 7 例，158.5±44.0 病日である。指示理解が困難，有痛性骨関節障害を有する例は除
外した。

評価項目は SIAS の hip―flexion・knee�extension・foot�pat の総計（SIAS），Hand�Held Dynamometer 膝伸展筋力体重比（筋
力），10m 歩行の快適（CWS）と最大歩行（MWS）の速度・歩幅・歩行率である。歩行中は杖や装具の使用を許可した。Pedal-
ing 能力の評価には CATEYE 社製エルゴメーター EC�2300R を使用し，5Nm における駆動 20 回転の所要時間から pedaling
速度（ped 速度）を算出した。所要時間はペダル回転軸を垂直に交叉する矢状面上の基線を，最高位から始動した非麻痺側ペダ
ルが 20 回通過するまでの時間を測定した。各項目は 2 回測定し平均値を採用した。

統計解析では SIAS 全項目が 4 以上を軽度群，それ未満を重度群に分類し 2 群間の差を χ2 乗検定，Student t 検定，Mann�Whit-
ney 検定で比較した。各群の ped 速度と評価項目の関係は Peason 相関係数，Spearman 順位相関係数で分析した。有意水準は
5％ 未満である。

【結果】

軽度群（11 例）/重度群（11 例）の属性は年齢：62.5（44～82）/63.6（40～83）歳，男性：5/6 例，梗塞：5/4 例，右損傷：2/5
例，発症後日数：154.7±49.1/162.4±37.7 病日，杖・装具使用例：3/11 例であり，重度群は杖・装具使用例が有意に多かった。

評価項目の 2 群間比較（軽度群/重度群）では SIAS（13.2±1.3/8.3±2.4），麻痺側筋力（0.33±0.14/0.19±0.13），CWS 速度（1.02
±0.2/0.52±0.2m/秒）・歩幅（55.5±9.0/40.4±12.6cm）・歩行率（1.8±0.2/1.2±0.3 歩/秒），MWS 速度（1.43±0.3/0.68±0.3m/
秒）・歩幅（67.4±11.3/45.3±14.4cm）・歩行率（2.1±0.3/1.4±0.3 歩/秒），ped 速度（1.50±0.3/1.12±0.3 回/秒）に有意差を認め
た。

各群の ped 速度と評価項目の関係では軽度群の麻痺側筋力（r=0.68），CWS 速度（r=0.72）・歩幅（r=0.66）・歩行率（r=0.62），
MWS 速度（r=0.84）・歩幅（r=0.71），重度群の非麻痺側筋力（r=0.67），麻痺側筋力（r=0.60），CWS 速度（r=0.72）・歩幅（r
=0.75），MWS 速度（r=0.74）・歩幅（r=0.82）に有意な相関を認めた。

【結論】

軽度群は pedaling 能力と身体機能・歩行能力が有意に高かった。また pedaling 能力と関係する評価項目は 2 群で共通した。
Pedaling と歩行中の筋活動は同様の神経機構に依拠する。この知見に基づき ped 速度と評価項目の関係に着目すると，残存する
神経基盤は麻痺重症度に関わらず大きな歩幅や速い速度の歩行に貢献すると推察され，筋力はそれらを補完する主要な推進力
を担うと考えられる。
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素早い体幹運動がもたらす，片麻痺患者の歩幅と歩行率への影響について

村上明香理1），岩田 晃2）

1）大阪府立急性期・総合医療センター，2）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words 片麻痺・歩幅・ケイデンス

【はじめに，目的】

歩行速度は実用歩行獲得のための重要な要素の 1 つで，歩幅と歩行率の積によって決定される。我々は，昨年度の本学会にて，
座位で体幹を素早く動かす運動が片麻痺患者の歩行速度の向上に有効な手段であることを報告した。しかし，歩幅の延長，もし
くは歩行率の増加のいずれによって歩行速度が向上したかについては明らかにできていない。先行研究では，片麻痺患者の通常
歩行速度は，歩行率ではなく，歩幅の影響を受けることが報告されている。そこで，体幹を素早く動かす運動が，片麻痺患者の
歩幅あるいは歩行率に与える影響を検証することを，本研究の目的とした。

【方法】

当センター回復期病棟に入院中で，脳梗塞または脳出血により片麻痺を呈し，杖歩行または独歩が監視以上で可能である 10
名（男性 8 名，女性 2 名，年齢 64.8±10.9 歳，発症日数 55.4±36.2 日，下肢 BRS は III が 1 名，V が 5 名，VI が 4 名，Fugl�Meyer
は下肢機能 29.4±5.6 点，総合計 204.3±16.0 点）を対象とした。

すべての対象者に，体幹を側方に素早く動かす modified Seated Side Tapping（以下 mSST）運動を実施し，運動実施前後の歩
行速度を測定した。

mSST 運動は，背もたれのない台に両上肢を組んで座った状態を開始肢位とし，上腕中央外側から 10cm 離して左右に設置した
台までを目安に，左右交互に 10 回，出来るだけ速く体幹を動かすこととした。運動方法は口頭説明に加え，検者が動作を提示
した。15 秒間の休憩を挟み 3 施行行った。歩行速度は，通常速度で 8m 歩行路の中央 5m の歩行に要した時間から算出した。ま
た歩幅を，歩行の様子を側方よりデジタルビデオカメラにて撮影し，ビデオ画面の中央 4 歩に要した距離から，画像解析ソフト
ImageJ を用いて計測した。また歩行率を，ビデオ映像より算出した。

統計処理は歩行速度，歩幅，歩行率について，介入前後の比較を，対応のある t 検定を用いて行った。

【結果】

mSST 運動実施前の歩行速度は 0.88±0.21m/sec，実施後は 0.97±0.19m/sec であった（p=0.003）。また歩幅は，実施前は 49.1
±7.8cm，実施後は 51.6±6.9cm で，mSST 運動実施前後での歩幅の差は 2.5±2.3cm であり，有意な改善がみられた（p=0.007）。
歩行率は，実施前 103.1±17.4steps/min，実施後 109.6±21.9steps/min で有意な変化がみられた（p=0.012）。

【結論】

mSST 運動前後で，歩幅の延長だけではなく，歩行率の増加もみられた。先行研究の報告とは異なり，本研究では歩幅と歩行率
に変化がみられたことから，体幹を素早く動かす運動は，歩幅に加えて歩行率にも影響を与える可能性が示された。また歩行速
度での臨床的意義のある最小変化量（MCID）は 0.08m/sec 以上とされており，本研究では 0.09m/sec の向上が認められたこと
から，本研究での歩行速度の変化は有意であると考えられる。
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特発性正常圧水頭症に対する体幹加速度計を用いた歩行分析
―歩行変動に着目して―

二階堂泰隆1,2），佐藤 久友1），浦上 英之1），西口 只之1），樋下 哲也1），黒田 健司1），大野 博司1），
池治 拓也3），川見 優貴2），秋末 敏宏2），梶本 宜永4），仲野 春樹5），冨岡 正雄5），土井あかね5），佐浦 隆一5）

1）大阪医科大学附属病院リハビリテーション科，
2）神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域，3）神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻，
4）大阪医科大学外科学講座脳神経外科学教室，5）大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室

key words 歩行変動・加速度計・正常圧水頭症

【はじめに，目的】

特発性正常圧水頭症（iNPH）患者では小刻み，すり足，ワイドベースといった歩行障害に加えて，平衡障害に起因する姿勢バ
ランス障害により転倒リスクが非常に高い。近年，転倒リスクの指標として歩行変動（歩行周期の時間や歩幅などの変動）が用
いられるが，iNPH 患者では歩行変動の異常が予想される。そこで，加速度計を用いて髄液タップテスト（TT）前後やシャント
術後（術後）の iNPH 患者の歩行変動を調査し健常高齢者との差異を検討した。

【方法】

対象は TT 陽性でシャント術を受けた iNPH 患者 23 例（男性 19 名，女性 4 名，年齢 77.1±5.9 歳）と健常高齢者 18 名（健常群：
男性 12 名，女性 6 名，年齢 74.3±3.4 歳）である。体幹下部（L3 中央）に 3 軸加速度計（MG�M1100）を装着し快適速度による
10m 歩行評価を TT 前と TT3 日後，術後 1 週時に実施した。そして，得られた step time（1 歩毎に要する時間）と重心移動量
を反映する体幹下部の運動振幅（左右振幅，上下振幅），および両者の変動係数（coefficient of variation：CV）を解析した。統
計解析には iNPH 群の TT 前と健常群との比較には t 検定を，iNPH 群の TT 前後，シャント術後の比較には分散分析を用いた

（有意水準 5%）。

【結果】

TT 前の歩行速度は健常群と比較して iNPH 群で有意に減少していた（iNPH 群 0.72±0.33 m/s，健常群 1.23±0.13 m/s）。step
time は健常群と比較して iNPH 群で有意に延長し（iNPH 群 0.551±0.059 s，健常群 0.505±0027 s），step time CV も有意に増大
していた（iNPH 群 TT 前 10.70±7.79，健常群 2.79±0.76）。体幹下部の左右運動振幅は健常群と比較して iNPH 群で有意に増大
し（iNPH 群 5.99±1.75 cm，健常群 3.17±0.85 cm），上下運動振幅は有意に減少していた（iNPH 群 1.71±0.82 cm，健常群 3.44
±0.6 cm）。そして，運動振幅 CV は左右，上下ともに健常群と比べて iNPH 群で有意に増大していた（左右：iNPH 群 10.68±
2.68，健常群 8.82±1.97，上下：iNPH 群 25.6±14.95，健常群 8.15±1.75）。TT 後や術後の比較では，iNPH 群の歩行速度は有意
に改善した（TT 後 0.86±0.29 m/s，術後 0.89±0.26m/s）。step time CV は TT 後，術後ともに有意に改善し（TT 後 6.13±3.07，
術後 5.60±3.02），運動振幅 CV も左右，上下とも改善した（左右：TT 後 8.62±3.0，術後 8.87±3.03，上下：TT 後 17.86±8.82，
術後 15.84±7.27）。

【結論】

TT 前の iNPH 群の歩行では健常高齢者と比較して，歩行速度が低下し step time および重心移動も著しく変動していた。このこ
とから，iNPH 群では重心コントロールが稚拙なため，歩行が不安定となり歩行速度が低下し，転倒リスクが高まる可能性が示
唆される。一方，TT 後や術後は歩行速度が向上すると同時に歩行変動も軽減した。歩行速度の向上は歩行安定改善の結果と考
えられるので，治療後の iNPH 群の歩行安定性の改善を反映する歩行変動は，iNPH 患者の歩行障害を評価する有用な指標であ
ると考えられる。
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脳卒中片麻痺患者における歩行中の体幹姿勢の分類について

関口 雄介1,2），村木 孝行1,2），本田 啓太2），佐藤 房郎1），出江 紳一2,3）

1）東北大学病院リハビリテーション部，2）東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学分野，
3）東北大学大学院医工学研究科

key words 脳卒中片麻痺・歩行・体幹

【はじめに】一般的に歩行中の体幹姿勢は歩行能力と関連する重要な因子であるが，脳卒中片麻痺患者の歩行中における体幹姿
勢の特性については不明である。左片麻痺患者と右片麻痺患者の座位時の体幹姿勢においては視空間認知障害の程度の差によ
る影響により異なり，更に麻痺の重症度により歩行中の骨盤の代償動作も異なることから，片麻痺患者の歩行中の体幹姿勢は多
岐に渡ることが推測される。本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者における歩行中の体幹姿勢の分類を行い，分類された群の特徴
を明らかにすることである。

【方法】対象者は 51 名の脳卒中片麻痺患者とし，下肢のブルンストロームステージは III が 18 名，IV が 12 名，V が 18 名，VI
が 3 名であった。全身の 33 箇所にマーカーを貼付し 3 次元動作解析装置を用いて杖や装具を使用しない 7 m の歩行の測定を
行った。体幹角度は骨盤セグメントに対する胸郭セグメントの角度とし，骨盤セグメントと胸郭セグメントの角度は実験室系座
標に対する各セグメントの角度として算出された。更に歩行中の体幹姿勢の角度は各角度の一歩行周期中の平均値として算出
された。このような歩行中の体幹姿勢の角度を用いて階層的クラスター分析により対象者の群分けを行った。階層的クラスター
分析は Ward 法と平方ユーグリット距離に基づき行われた。その後，各群の歩行中の体幹の運動学的パラメーター及び各群にお
ける脳卒中の機能評価法（SIAS）の各項目は一元分散分析と Kruskal�Wallis の検定を用いて比較された。更に各群における左
麻痺と右麻痺の割合の検定を，χ 二乗検定を用いて行った。

【結果】片麻痺患者の歩行中の体幹姿勢は，4 つの群に分類された。クラスター 1 と 2 の歩行速度（0.54±0.24m/s，0.49±0.19
m/s）は，クラスター 3 と 4 の歩行速度（0.31±0.25m，0.24±0.16m）より有意に速かった（p＜0.05）。また，クラスター 1 は，
4 群の中で体幹伸展角度と非麻痺側への体幹回旋角度が最も大きかった。クラスター 2 は，骨盤前傾角度が最も小さかった。ク
ラスター 3 は，左片麻痺が有意に多く（p＜0.05），SIAS の視空間認知項目の得点が最も低かった。さらにクラスター 3 は，非麻
痺側方向への胸郭傾斜角度と体幹側屈角度及び骨盤回旋角度，麻痺側方向への胸郭回旋角度と体幹回旋角度が最も大きかった。
クラスター 4 は，右片麻痺が有意に多く（p＜0.05），麻痺側方向への胸郭傾斜角度と体幹側屈角度，非麻痺側方向への骨盤傾斜
角度が最も大きかった。

【結論】片麻痺患者の歩行中の体幹姿勢を分類すると各群の歩行速度が異なっていた。これは，歩行中の体幹姿勢が歩行速度に
関与する重要な要素であることを示唆している。更に歩行速度が遅かった 2 つの群の体幹姿勢は麻痺側が右か左により異なる
姿勢を示していた。これは，左片麻痺と右片麻痺における視覚認知障害の程度の差による，麻痺側下肢の動作に対する体幹の代
償動作の違いが影響している可能性がある。
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咬合が脳卒中片麻痺者歩行の対称性に及ぼす影響について

木原 幸太1），谷内 幸喜2），木原 英幸3），河﨑由美子1），高橋 保雅1），杉村 雅人1），赤瀬 亜美1），
中野 涼絵1），兵頭 晃介1），山岡 志奈1），寺原 聖志1）

1）伊予病院リハビリテーション部，2）城西国際大学，3）木原英幸歯科医院

key words 咬合・歩行・片麻痺

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺者（以下，片麻痺者）における歩行の特徴に非対称性歩行が挙げられる。非対称性歩行はエネルギーコスト増加等
を引き起こし歩行能力低下の原因となっている。我々は第 51 回本大会において，片麻痺者の咬合歩行が歩行パラメーター向上
に寄与することを報告した。そこで本研究では，咬合が片麻痺者の非対称性歩行にどのように寄与するのか検討したので報告す
る。

【方法】

対象は初発の片麻痺者 21 名（年齢 64.7±14.3 歳，身長 158.3±7.7cm，下肢 BrunnstromStageII～VI）。歩行能力は，FunctionalAm-
bulationClassification が 3 点以上に該当する者とした。また，正常歯，義歯問わず臼歯部咬合が行えており，咬合紙を使用した
咬合紙法にて咬合部位に色素が付着した者を対象とした。使用機器はインターリハ社製ゼブリス高機能型圧分布測定システム

（以下，WinFDM）を使用し，対象者に対して WinFDM 上を至適速度にて歩行を実施。歩行時における顎位の条件は，下顎安
静位と咬合部位に厚さ 3mm のマウスガードシート（山八歯材工業株式会社製）を意識して噛んでいる状態（以下，咬合位）の
2 条件とした。各条件を 3 回実施し，各値の平均値を採用した。

各条件における麻痺側，非麻痺側における歩幅，ステップ時間（一側の初期接地から対側の初期接地までの時間），歩隔，スト
ライド，そして，足圧中心（以下，COP）軌跡交差点の前後変動幅と左右変動幅を測定。さらに，対称性の指標値として麻痺側
と非麻痺側の歩幅，ステップ時間から Symmetry Index（以下，SI）を用いて算出し分析項目とした（完全な対称性は 0％）。各
条件における歩行動作の差を，データの正規性を確認して Wilcoxon の符号付順位和検定を用い有意水準を 5% 未満として統計
学的解析を行った。

【結果】

下顎安静位歩行に比べ咬合位歩行では，非麻痺側歩幅（p＜0.01），麻痺側歩幅（p＜0.05），ストライド（p＜0.01）の有意な増加
および，歩隔（p＜0.01），非麻痺側ステップ時間（p＜0.05），COP 軌跡交差点の前後変動幅（p＜0.01），左右変動幅（p＜0.01）の
有意な低下を認めた。SI 値［中央値（第 1 四分位数/第 3 四分位数）］は，下顎安静位→咬合位の順に示すと，歩幅が 4.9（2.1/
10.6）%→3.7（1.4/11.6）%，ステップ時間が 4.7（1.7/10）%→4.1（1.5/7.6）%となり，対称性歩行への傾向が認められたものの
統計学的有意差は認められなかった。

【結論】

本研究にて，先行研究に引き続き咬合が片麻痺者に対して歩行変動を軽減させ，歩行安定性の改善に寄与する可能性があること
が示された。しかし，非対称性歩行に関しては，対称性改善の傾向を認めたものの統計学的有意差は認められなかった。片麻痺
者の咬合力には麻痺側と非麻痺側に差があることを述べた報告（川坂ら）などから，習慣性咬合位歩行では咬合力の左右差が生
じていることが予想される。今後は咬合力における詳細分析とともに検証していく必要があると考える。
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リハビリテーション適応となった被殻出血症例の頭部CT画像の検討～第 1報～
初期画像と経過画像の比較における血腫吸収の部位の調査

藤井 杏美1），小笹 佳史1），迫 力太郎1），長谷川絵里1），石井 舞子2），下名久美子3），大野 範夫1）

1）昭和大学藤が丘リハビリテーション病院，2）藤沢湘南台病院，3）桜ケ丘中央病院

key words 被殻出血・頭部CT画像・予後予測

【はじめに，目的】

被殻出血の予後予測は，脳卒中外科学会で考案された CT 分類が有用であるとされている。我々は第 51 回学術大会において，
回復期リハビリテーション病棟（以下，回リハ病棟）に入棟した被殻出血症例の発症時の頭部 CT 画像（以下，初期画像）と完
全に低吸収域となった頭部 CT 画像（以下，経過画像）を脳卒中外科研究会の CT 分類を参考に，血腫吸収の部位を調査した。
その結果，約 75％ は高吸収域と同部位で低吸収域となることがわかり，初期画像を検討することである程度低吸収域の部位を
予測できることを報告した。一方，約 25％ は血腫吸収の傾向にばらつきがみられた。そこで今回，その約 25％ の詳細な検討を，
症例数を増やし行うことを目的とした。

【方法】

対象は，2010 年 10 月から 2016 年 6 月に回リハ病棟入棟後，理学療法を施行した被殻出血症例 93 例中，初期画像と経過画像が
得られた 57 例（脳室穿破 19 例，手術施行 17 例を含む）とした（前回報告から 12 例追加）。平均年齢は 64.6±12.8 歳，性別は
男性 33 例，女性 24 例であった。平均在院日数は 131.0±53.4 日，発症から入棟までの平均日数は 29.1±25.6 日であった。検討内
容は，初期画像を脳卒中外科研究会の被殻出血 CT 分類で I～Vb（以下，初期分類）の 9 パターンに分類した。経過画像を初期
分類に照らし合わせて I～V（以下，経過分類）の 5 パターンに分類した（脳室穿破像の有無を表す a，b はなしとした）。また
初期分類と経過分類で，分類に変化がなかったもの（以下，変化なし群）の特徴と，変化があったもの（以下，変化あり群）の
特徴を比較し，さらに，変化あり群について詳細な検討を行った。

【結果】

CT 分類により，変化なし群が 43 例（約 75％），変化あり群が 14 例（約 25％）であり，前回と同じ比率であった。変化なし群
は，分類の主たる病巣に血腫が限局または進展しており，脳室圧排・穿破例が多かった。一方変化あり群は，分類の主たる病巣
よりも血腫が外側偏倚しているものや分類の病巣に僅かに進展するものがみられた。また，血腫が発症時から小さいものや手術
施行例が多く，脳室圧排・穿破例は少なかった。

【結論】

変化あり群は初期画像において，内包外側へ血腫が進展しているもの，内包前脚，後脚，視床に血腫が進展していても極僅かな
ものであり，経過に伴い血腫は吸収され主たる病巣を外れると判断し得た。したがって，初期分類から経過分類で分類が変化す
る場合も，初期画像を検討することである程度，傾向を想像し得ることが示唆された。しかし，CT 分類は病巣部位での検討で
あり，血腫量や画像上の血腫の大きさについては検討していない。したがって，病巣を血腫がまたぐ場合は初期分類のみでの検
討においてその精度は必ずしも完全ではないと考える。
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リハビリテーション適応となった被殻出血症例の頭部CT画像の検討～第 2報～
初期画像と経過画像の血腫の大きさの調査

迫 力太郎1），小笹 佳史1），藤井 杏美1），長谷川絵里1），石井 舞子2），下名久美子3），大野 範夫1）

1）昭和大学藤が丘リハビリテーション病院，2）藤沢湘南台病院，3）桜ケ丘中央病院

key words 被殻出血・頭部CT画像・血腫の大きさ

【はじめに，目的】

我々は第 51 回学術大会において，回復期リハビリテーション病棟（以下，回リハ病棟）に入棟した被殻出血症例の発症時の頭
部 CT 画像（以下，初期画像）と完全に低吸収域となった頭部 CT 画像（以下，経過画像）を脳卒中外科研究会の CT 分類を参
考に，血腫吸収の部位を調査した。その結果，約 25％ は CT 分類上異なる結果となった。その約 25% の詳細な検討を報告する

（今学術大会において）。一方，一般的に脳出血は発症時の血腫が吸収していくものと考えるが，文献上，被殻出血の血腫の大き
さに関する報告は，初期画像による報告は多いものの，経過画像で検討された報告は少ない。今回，我々は初期画像から経過画
像において血腫の大きさの変化の傾向を調査したので報告する。

【方法】

対象は，2010 年 10 月から 2016 年 6 月に回リハ病棟入棟後，理学療法を施行した被殻出血症例 93 例中，初期画像と経過画像が
得られた 57 例（脳室穿破 19 例，手術施行 17 例を含む）とした。平均年齢は 64.6±12.8 歳，性別は男性 33 例，女性 24 例。平
均在院日数は 131.0±53.4 日，発症から入棟までの平均日数は 29.1±25.6 日。検討方法は，初期画像と経過画像の血腫の大きさを，
被殻からはみ出るものを「大」，被殻と同程度のものを「中」，被殻の一部のものを「小」と分類した。また初期画像と経過画像
で，血腫の大きさに変化がなかったもの（以下，変化なし群）と，変化があったもの（以下，変化あり群）で分類した。検者 4
人で検討照合した。また変化あり群を前学術大会で報告した結果と併せて検討に加えた。

【結果】

まず，初期画像で「大」が 30 例，「中」が 20 例，「小」が 7 例。また変化なし群：34 例（59.7％）で，大が 17 例・中が 10 例・
小が 0 例。変化あり群：23 例（40.3％）で，「大→中」12 例，「中→小」10 例，「大→小」1 例であった。また変化あり群で，CT
分類上同じ結果だったものが 16 例（69.6%），CT 分類上異なる結果だったものが 7 例（30.4%）であった。

【結論】

初期画像から経過画像にかけて血腫は吸収されるが，高吸収域と低吸収域で大きさが変化しないものと変化するものがあった。
前学術大会の我々の報告より病巣部位に関しては約 25％ で変化したことと併せて考えると，初期画像の分類検討で予後を安易
に予測することは危険であり，血腫の吸収の仕方が大きさに必ずしも相関しないことが分かった。今後，症例数を増やしながら
血腫の拡がり方・濃淡等より詳細に検討を加えていく。発症時における血腫の大きさ・分類がどのように変化するかを明らか
にすることで，より精度の高いかつ簡易的な予測ができるようにしていく。それにより運動機能・歩行能力の運動予後予測の有
用な一助になると考える。
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視床出血後外側型における独歩獲得に関わる因子の検討

小野田翔太，實 結樹，頴川 和彦，濵野 祐樹，山口賢一郎

上尾中央総合病院リハビリテーション技術科

key words 視床出血・CT画像・独歩獲得

【はじめに，目的】

Chung らは視床の栄養血管支配別で 5 つの型に分類し，その中でも後外側型の頻度が高いと報告している。視床外側には体性感
覚野，頭頂連合野，大脳基底核，小脳と線維結合があり，感覚障害や運動失調，筋緊張異常，高次脳機能障害等，多様な機能障
害を合併する。臨床上，視床外側の病変において，これらの症状がみられた症例では独歩獲得に難渋することを経験する。先行
研究において，視床出血後外側型の独歩可否に関する要因を検討した報告はみられない。そこで，今回は視床出血後外側型に分
類した症例において，独歩可否に関わる因子を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は 2012 年 1 月から 2016 年 3 月までに視床出血の診断で入院し退院した症例のうち，脳卒中既往を有する者，入院前
modified Rankin Scale：1 以上の者，転帰が死亡例の者を除外した 42 例（男性 27 例，女性 15 例，年齢 73±10.7 歳，左 22 例，
右 20 例）とした。調査項目は，いずれも退院時の Brunnstrom stage（以下，BRS），運動失調の有無，感覚障害の有無，筋緊張
異常の有無，半側空間無視の有無，注意障害の有無を後方視的に診療録より抽出した。BRS，運動失調，感覚障害，筋緊張異常
は麻痺側下肢のデータを使用した。分析は入院時頭部 Computed Tomography（以下，CT）画像にて Chung らが報告している
分類に従い，視床膝状体動脈領域を後外側型に分類し，退院時の Functional Ambulation Classification（以下，FAC）の 0�3
を独歩不可，4・5 を独歩可とし群分けを行った。統計学的解析は独歩可否に関わる因子をロジスティック回帰分析にて検討し
た。統計処理は R2.8.1 を用い，有意水準は P＜0.05 または P＜0.01 とした。

【結果】

独歩可群の BRS 中央値は 5，FAC は 4，独歩不可群の BRS 中央値は 4，FAC は 2 であった。独歩可否に関わる因子として採用
された変数は BRS，感覚障害の有無，注意障害の有無であった。モデル x2検定の結果は P＜0.01 で有意であり，ホスマー・レメ
ショウ検定結果は P=0.668 で良好であり，判別的中率は 71.4％ であった。

【結論】

視床外側は多くの脳領域と連絡しており多様な症状がみられるが，独歩可否に関わる因子として採用された変数は BRS，感覚障
害の有無，注意障害の有無であった。本研究の結果より，運動麻痺だけでなく，視床の各神経核の機能を理解し，病変により出
現した症状に対して介入する必要があると考える。今回，感覚障害や注意障害は障害の有無で検討しており，症状の程度まで詳
細に検討できていないが，視床外側特有の症状の出現が独歩可否に関わることが示唆された。その他，運動失調，筋緊張異常等
は採用されなかったが，臨床上は歩行自立度に影響を及ぼすことも少なくない。今後は各評価指標の程度を定量的に示して検討
することを課題とする。
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重度の若年小脳出血患者に対する理学療法の経験
36ヶ月に亘るアプローチと変化

中田 圭亮1），井村 理2），高橋 彩1），吉尾 雅春1），橋本 康子1）

1）千里リハビリテーション病院，2）奈良県立医科大学付属病院

key words 小脳出血・症例報告・CT画像

【はじめに，目的】小脳出血により重度の意識障害と四肢麻痺を呈した症例に対して，回復期リハビリテーション病棟で 10 ヶ月，
訪問リハビリテーションで 26 ヶ月に亘って理学療法を実施した結果， 自宅におけるほとんどの日常生活動作が可能となった。
本症例の経過について考察を交えて報告する。

【方法】症例は 16 歳男性。小脳出血を発症し，開頭血腫除去術を施行。66 病日に当院入院。入院時 Computed tomography（以
下 CT）画像で，小脳虫部，右小脳半球，両側深部小脳核，左下小脳脚，左中小脳脚，左前庭核を含む広範囲に低吸収域を認め
た。水頭症は残存していたが，大脳に病変を認めなかった。初期評価は，Japan Coma Scale 300，随意運動はみられなかった。
入院初期は覚醒向上を目標にアプローチした結果，アプローチ開始から 3 ヶ月目に僅かに手足の動きが出現，6 ヶ月目には目で
見たものや環境に対して反応するようになり，じゃんけんを行ったり，トイレで排尿できるようになった。Scale for the assess-
ment and rating of ataxia（以下 SARA）は歩行 8，立位 6，座位 4，言語障害 6，Functional Independence Measure（以下 FIM）
は 18 点（運動：12 点，認知：6 点）であった。6 ヶ月目以降は自宅退院を目標に家族指導を含めたアプローチを行い，10 ヶ月
目には発声は認めないものの，声かけに対して協力動作が得られたり，複雑な環境を理解するようになり，エレベーターや車椅
子を操作して自室へ戻ることが可能となった。SARA は歩行 6，立位 5，座位 4，言語障害 5，FIM は 35 点（運動：28 点，認知：
7 点）であった。11 ヶ月目から訪問リハビリテーションを開始。訪問開始後は嚥下を含めた食事，日常生活動作の自発性向上を
目標にアプローチを行い，17 ヶ月目には発話できるようになり，発症以前の記憶を取り戻した。SARA は歩行 6，立位 4，座位
2，言語障害 2，FIM は 70 点（運動：43 点，認知 27 点）。17 ヶ月目までは目的動作の獲得に向け，運動に取り組みやすい環境
を作りアプローチを行った。17 ヶ月目以降は言葉でのやりとりにより本人の思考や希望が明確となったため，一緒に目標を設定
し，目標に向けたプログラムを展開した。この頃から介助下での食事練習を開始。24 ヶ月目には準備のみで更衣ができるように
なり，移乗は安全性を自ら考慮し，家族に声をかけてから行うようになった。

【結果】36 ヶ月目の SARA は歩行 5，立位 3，座位 1，言語障害 1，FIM は 100 点（運動 65 点，認知 35 点）となり，トイレ動
作は自立し，食事はスプーンとフォークを使用して食べられるようになり，室内移動は壁伝い歩きが見守りで可能となった。

【結論】小脳出血において，発症時の血腫量や血腫径，水頭症の有無，急性期病院入院時の意識障害の程度が予後を左右する因
子とされているが，残存領域を把握することがその治療計画・予後を考える上で重要となる。そのため，重症例においても CT
や MRI 等の脳画像所見を併用し，予後や可能性を検討すべきであると考えられた。
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P-NV-14-5

急性期病院における FIMを用いた予測式の有用性
～予測値と実測値の一致度について～

豊島 晶1），植村 健吾1），村上嘉奈子1），廣瀬 俊彦1），叶 世灯1），青木 敦志1），姜 治求1），
桑田 彩加1），永善 俊充1），平井 沙織1），山﨑 知秀1），山辺 美帆1），上田 千晶1），森下 勝行2）

1）シミズ病院，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words Functional Independence Measure・発症後90日・一致度

【はじめに，目的】

脳卒中の予後予測は， 小山らによる対数モデルを用いた予後予測法がある。Functional Independence Measure（FIM）を用い，
回復期リハビリテーション病院（リハ病院）に入院した症例を対象としている。先行研究では予測値と実測値の相関関係が報告
されているが，急性期における一致度の検証はない。そこで，当院が実施している発症後 90 日時の FIM を用い，予測値との一
致度を検証した。急性期から予測可能となれば，個別的な理学療法（PT）プログラムの立案が可能となる。本研究では，小山
らの予後予測法を急性期へ応用するため予測値と実測値の一致度を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は 2014 年 1 月～2017 年 7 月に当院に入院した脳卒中患者 1266 名のうち以下の条件に適合し，発症後 90 日評価が可能で
あった 94 名を対象とした。対象の属性は，脳梗塞 43 名，脳出血 42 名，クモ膜下出血 9 名，男性 49 名，女性 45 名，年齢 72.2
±12.9 歳であった。転帰先は，リハ病院 60 名（65％），自宅 2 名（2％），療養型病院・老健施設 31 名（33％），平均在院日数は
34.8±15.5 日であった。評価項目は，1．PT 開始時の運動 FIM（A），2．発症後 2 週間の運動 FIM（B），3．退院時運動 FIM

（C），4．発症後 90 日の運動 FIM（D）とした。予測式を用い A，B，C の実測値を代入し，A�B から発症後 90 日の予測運動
FIM（A’），B�C から発症後 90 日の予測運動 FIM（B’）と D の実測値を比較した。発症後 90 日は退院後となるため，来院時ま
たは電話調査による回答にて評価を実施した。統計解析は，発症後 90 日の A’および B’の予測値と実測値の差を確認するため
ウィルコクソンの符号付順位和検定を用いた。その後，κ 係数（Landis，1977）を用いて A’と D，B’と D の一致度を求めた。

【結果】

A�B を用いた予測は，A’は FIM37.0（13.0�91.0），D は FIM71.0（13.0�91.0）で有意に異なったものの（p＜0.01），κ 係数は一致
した（κ=0.24）。B�C を用いた予測は，B’は FIM57.0（13.0�91.0），D は FIM65.5（13.0�91.0）で有意差は認められず，κ 係数はか
なり一致した（κ=0.65）。

【結論】

PT 開始時の運動 FIM と発症後 2 週間の運動 FIM を用いた予測式では，予測値と実測値の一致度は低く，この時期の予測式の
使用は適していない。発症後 2 週間の運動 FIM と退院時運動 FIM を用いた予測式では予測値と実測値の一致度は良好であっ
た。発症後 2 週間の運動 FIM と退院時運動 FIM を用いた予測が発症後 90 日の運動 FIM を予測するうえで有用であり，今後関
連病院との連携に役立て円滑なリハビリテーションが提供できるように協力していきたい。
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P-NV-15-1

慢性期脳卒中片麻痺患者への促通反復療法と電気刺激，振動刺激の併用が歩行に与える急性効果の検討
慢性期片麻痺患者の歩行スピードと歩容の改善

杉本 誠1），遠藤 敏2），北澤由紀恵1），川平 和美1），進藤 順哉1）

1）促通反復療法研究所，2）専門学校社会医学技術学院

key words 歩行・片麻痺・促通療法

【はじめに，目的】促通反復療法は脳卒中片麻痺患者の上肢や下肢の麻痺や歩行，ADL への治療効果が従来の治療より優れるこ
とがランダマイズ化比較試験など科学的な検証で確認されている。今回，慢性期脳卒中片麻痺患者へ促通反復療法と電気刺激，
振動刺激の併用（以下，併用促通反復療法）が歩行に与える急性効果について後方視的に検討し，興味ある結果を得たので報告
する。

【方法】対象者は当研究所で治療を行った歩行自立（下肢装具，杖の使用）の慢性期脳卒中患者 11 名（性別：男性 3 名，女性 8
名），年齢：65.5±14.5（平均±標準偏差），羅病期間：76.5±70.5 ヵ月，下肢麻痺（Brunnstrom Stage）：III2 名，IV5 名，V4
名）である。治療は体幹と片麻痺下肢への併用促通療法と非麻痺側立脚を強調した歩行促通下での歩行訓練を含めて計 60 分
行った。電気刺激は低周波電気刺激機器（ESPERGE；伊藤超短波社）を運動閾値で持続的電気刺激として用いた。振動刺激は
ハンドマッサージャー（大東電気社）を痙縮抑制と運動路の興奮水準調整の目的に用い，体幹と下肢に数分間用いた。歩行評価
は 10 メートル歩行速度（楽に，出来るだけ早く）と歩容解析（動画）を治療の前と後に，各 2 回，歩行促通なしで行った。歩
容解析は 40 年以上の経験がある理学療法士が治療前後が分からない条件下で，いずれの歩容が良いかを判定した。

【結果】10 メートル歩行速度（秒）は治療によって，「楽に」が 25.4±9.6（秒）から 19.1±10.1（秒）へ（P＜0.03），「出来るだけ
早く」が 19.7±13.5（秒）から 16.5±8.8（秒）へ（P＜0.04）と有意に改善した。動画による歩容の解析は 5 例で実施できたが，

「楽に」と「出来るだけ早く」とも 4 例に歩容の改善があった。

【結論】慢性期脳卒中片麻痺患者の体幹と下肢に対する 60 分の併用促通反復療法は歩行スピードの向上と，歩容改善をもたらし
た。併用促通反復療法による歩行速度の改善は促通反復療法に電気刺激と振動刺激を併用したことによって，歩行に関連した運
動パターン実現と反復が促進され，治療後の歩行評価でも学習効果が発揮されたこと，非麻痺側立脚を強調する治療者の指示と
歩行促通操作が非麻痺側立脚時の姿勢制御と麻痺肢のクリアランスを改善したためと考えられる。
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P-NV-15-2

慢性期脳卒中片麻痺患者の歩行時筋酸素動態に筋緊張が影響する

赤澤 奈緒1,3），山根 一人2），森沢 知之3），玉木 彰3）

1）柴田病院リハビリテーション部，2）株式会社アール・ケア，3）兵庫医療大学大学院医療科学研究科

key words 近赤外分光法・脳卒中・歩行

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者は歩行耐久性が低下しているが，この要因として末梢循環動態の影響が考えられる。脳卒中発症後は麻痺側下
肢の安静時血流量が非麻痺側と比べ低下していると報告されているが，歩行時の活動筋への血流量と酸素動態について検討し
た報告は見当たらない。また，痙縮を伴う片麻痺患者では歩行時の活動筋血流量が阻害されることが予想される。そこで本研究
では，痙縮の程度が歩行中の筋酸素動態に与える影響について検証した。

【方法】

対象は発症後 6 ヶ月以上経過した独歩可能な脳卒中片麻痺患者 9 名で，麻痺側下肢の痙縮の程度を Modified Ashworth Scale
（以下，MAS）にて検査し，その合計値を求め，亢進群 5 名（男 3 名，女 2 名，平均年齢±SD：65.8±8.3 歳，MAS：1.8±1.1），
正常群 4 名（男 2 名，女 2 名，平均年齢 75.0±6.6 歳，MAS：0）の 2 群に分類した。全対象者に 2 分間の安静後，6 分間歩行テ
スト（以下，6MWT）を実施し，安静時と 6MWT 実施中の筋酸素動態，脈拍測定を行った。筋酸素動態は，近赤外分光法（以
下，NIRS：酸素飽和度 hb11，astem 社製）を用い，下腿三頭筋にて測定し，酸素化ヘモグロビン変化量（以下，Δoxy�Hb），脱
酸素化ヘモグロビン変化量（以下，Δdeoxy�Hb），総ヘモグロビン変化量（以下，Δtotal�Hb）を麻痺肢および非麻痺肢にて測定
した。得られた NIRS データは歩行中の 1 分毎に平均化し，安静時を基準とした変化率を求め，脈拍データは安静時と歩行中の
1 分毎に平均化を行った。統計処理は亢進群と正常群の NIRS データと脈拍について，群間と経時的変化を要因とした分割プ
ロット分散分析で検定を行い，有意水準は 5% とした。

【結果】

脈拍は，2 群とも安静時より増加を示した。麻痺肢と非麻痺肢の Δ%oxy�Hb，Δ%total�Hb は歩行開始後 2 群とも減少を示し，
中でも麻痺肢の亢進群で減少率が大きかった。その後一定値で推移した。麻痺肢の Δ%deoxy�Hb は歩行開始後 2 群とも減少し
たが，正常群では歩行開始後 2 分で増加しその後一定値で安定したのに対して，亢進群では減少後，一定値で推移した。2 群間
において 1 分から 6 分まで有意な差を認めた（p＜0.001）。非麻痺肢の Δ%deoxy�Hb は正常群の 2 分以降で 1 分と比べ有意に増
加し（p＜0.05），亢進群は歩行開始後ほぼ一定値で安定した。

【結論】

NIRS によって測定される酸素化レベルは，組織への酸素供給と消費のバランスにより決まる。健常者を対象とした一定強度の
運動において，運動開始後 Δoxy�Hb と Δtotal�Hb は減少後，漸増するのに対して，Δdeoxy�Hb は増加するとされているが，本
研究はこれらと異なる結果であった。Δ%oxy�Hb，Δ%total�Hb で減少率の大きかった麻痺肢の亢進群では，脈拍数が増加して
いたにもかかわらず毛細血管レベルでの酸素供給のバランスがより低下していたことが考えられ，麻痺肢の亢進群における Δ%
deoxy�Hb の変化は，酸素消費のバランスが低下していたことが示唆された。
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P-NV-15-3

脂肪由来幹細胞を用いた再生医療とリハビリテーションを併用した慢性期脳梗塞の 1症例
～FA値と歩行機能変化に関する考察～

加藤 諒大，伊藤 耕栄，下田 晴昭，山田 勝雄，齋藤 孝次

社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院

key words 脳卒中・再生医療・FA値

はじめに

神経再生医療において神経可塑性を考慮すると Hebb の理論からリハビリテーションとの併用は重要だと言われているが，ヒ
トを対象とした再生医療とリハビリテーションの併用に関してはあまり多くの報告はされていない。また拡散テンソル画像

（Diffusion Tensor Imaging：DTI）が大脳白質のワーラー変性を評価する上で有用だと言われており，拡散異方係数（fractional
anisotopy：FA）値は神経線維の密度を客観的に評価することが可能である。当院では脂肪由来間葉系幹細胞を用いた再生医療
を平成 26 年より再生医療新法の元で実施しており，平成 28 年 1 月に特定認定再生医療等委員会で脳梗塞，脊髄損傷などへの使
用が認可された。今回，再生医療を実施し機能改善を得られた慢性期脳梗塞の 1 症例について検討したので以下に報告する。

方法

対象は発症より 1 年半経過した慢性期左脳梗塞で右片麻痺を呈した 1 症例であり，再生医療前後の左右大脳脚の FA 値及び FA
比，歩行機能の変化に関して検討を行った。

運動機能及び FA 値の評価は投与前，投与後 4 週に実施した。幹細胞は事前に本人の脂肪由来幹細胞を培養しており，投与前評
価実施後，医師より PT3 単位，OT3 単位の指示でリハビリテーションを 2 週間実施した。その後 2 度目の幹細胞投与を実施し
PT3 単位，OT6 単位に単位を増加した。

投与前のデータにで FA 値は損傷側 0.427，非損傷側 0.595，FA 比 0.71 であった。最大歩行速度は 0.55m/s，6 分間歩行距離は
190m であった。Br.Stage は上肢 III，手指 III，下肢 IV，FBS は 50 点だった。FIM は 122 点と ADL は全般的に自立していた。

FA 値の計測には INTERA Achieva 3.0T Quasar Dual（PHILIPS 社製）を用いて，処理装置には Advanced Viewing を用いた。
使用コイルは SENSE�NV�16 で関心領域（regions of interest：ROI）を左右の大脳脚へ設定した。DTI 撮像条件はスライス厚
2.6（mm），Pixel size 1.56×1.56（mm），B factor 800（s/mm2）で当院放射線科にて実施された。

結果

投与後 4 週後の評価では損傷側 0.507，非損傷側 0.607，FA 比 0.84 となった。歩行速度は 0.67m/s，6 分間歩行距離は 258m となっ
た。Br.Stage は上肢 IV，手指 III，下肢 IV となった。FBS，FIM に変化はなかった。

結論

DTI のパラメータである FA 値に関しては神経線維が密な部位では 1 に近く，神経線維が疎な部位では 0 に近い値をとる。大脳
脚で損傷側の FA 値の向上および FA 比の向上が見られた。これに伴い上肢の Br.Stage の改善，歩行速度の改善が得られた。こ
れにより慢性期の患者において再生医療とリハビリの併用が神経可塑性に寄与することが示唆された。しかし今回は機能向上
目的のプログラムとなっていたことで上記の変化は得られたが，ADL 上の変化は得られなかった。これに関しては元々の FIM
が高値であったことやプログラム内容の影響もあり FIM の変化は得られにくかったと考え，今後急性期～亜急性期での介入に
おいては ADL を意識したプログラム内容も考慮していく必要がある。
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P-NV-15-4

慢性期脳卒中患者における歩行の非対称性と活動との関連について

高尾 耕平1,2），樋口 由美1），北川 智美1），藤堂恵美子1），今岡 真和3），上田 哲也1），
安藤 卓1），村上 達典1），西羅 陽子4），武田 広道5），藤原 菜津5），有磯 明泰5）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）株式会社リビングケア大阪，
3）国立長寿医療研究センター予防老年学研究部，4）介護老人保健施設ウエルハウス協和，
5）株式会社リハステージ

key words 脳卒中・慢性期・非対称性

【はじめに，目的】

脳卒中患者は，半身に運動麻痺や感覚障害などの機能障害を呈することから，その姿勢や動作は左右非対称となりやすい。特に
慢性期では，非対称性を有した状態で長期にわたり生活を送ることになる。しかし，非対称性は歩行効率の低下や，関節障害な
どの二次障害につながる可能性が指摘されている。さらに非対称性が強い歩容は，外観上の問題から活動を制限する可能性もあ
る。そこで本研究は，発症から半年以上を経た慢性期脳卒中患者を対象に，非対称性と活動との関連性を明らかにすることを目
的とした。

【方法】

対象は，地域在住の 75 歳未満の初発の脳卒中患者 21 名（平均 67.3 歳，女性 9 名）で，発症から 6 ヶ月以上経過し，自宅内の歩
行が自立している者（装具や杖の使用は可）とした。除外基準は，意思疎通が困難な者，歩行に重大な影響を及ぼす循環器疾患
や糖尿病による末梢神経障害，パーキンソン病等の他の神経疾患を有する者，発症前に整形外科疾患を有する者，発症後に骨折
の受傷が有る者とした。非対称性は姿勢と動作から評価を行った。姿勢の非対称性として静止立位における麻痺側下肢への荷重
の割合（以下，立位非対称性）を，動作の非対称性として歩行の非対称性（以下，歩行非対称性）を測定した。歩行非対称性は，
5m 歩行中の定常状態となった 3 歩行周期における非麻痺側に対する麻痺側単脚支持時間の比の平均値とした。また，活動の評
価項目として，日常生活の自立度（FIM：Functional Independence measure）（126 点満点），生活範囲（LSA：Life Space Assess-
ment）（120 点満点）を測定した。加えて，慢性期脳卒中患者の活動との関連が報告されている身体機能障害（SIAS：Stroke Im-
pairment Assessment Set）（76 点満点），バランス（BBS：Berg Balance Scale）（56 点満点），転倒に対する自己効力感（FES：Fall
Efficacy Scale）（40 点満点）を用いた。統計学的分析は，それぞれの指標について Spearman の順位相関係数を用いた。有意水
準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者は，発症後平均 86.6±72.5 ヶ月経過し，立位非対称性は平均 41.0±7.2%，歩行非対称性は 0.7±0.2，FIM は 114.5±6.4
点，LSA は 43.8±19.9 点，SIAS は 54.5±13.4 点，BBS は 41.8±9.7 点，FES は 31.7±7.6 点，であった。相関分析の結果，FIM
は BBS および FES と強い相関（それぞれ r＝0.80，0.84）を，SIAS と中等度の相関（r＝0.62）を有意に認め，歩行非対称性と
は有意な中等度の相関関係を認めた（r=0.52）。LSA は FES と強い相関（r＝0.89）を，BBS と中等度の相関（r＝0.68）を有意
に認め，歩行非対称性との間には有意な中等度の相関関係を認めた（r=0.43）。立位非対称性は，FIM と LSA との間に有意な相
関関係を認めなかった。

【結論】

歩行非称性は，FIM および LSA と中等度の相関を認めた。よって慢性期脳卒中患者の活動を維持・改善するためには，歩行の
非対称性にも注目すべきである。
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1986 年から 2015 年に雑誌「理学療法学」で発表された神経系理学療法に関する
研究論文の計量書誌学的分析

小林 英司1），樋室 伸顕2），村上 雅仁3），泉水 朝貴3），日高 惠喜4）

1）札幌山の上病院，2）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座，3）つじもと整形外科，4）あらき整形外科

key words 神経系理学療法・計量書誌学的分析・雑誌「理学療法学」

【はじめに，目的】

本邦における神経系理学療法の変遷は急速である。特に脳卒中では神経生理学的アプローチ（NDT）から課題志向的アプローチ，
生活・予防リハ，さらにニューロリハ等へと変化を続けている。時代の変遷は雑誌「理学療法学」に反映され，その発表論文の
傾向を示す計量書誌学的データは発展の方向性を示す可能性がある。本研究の目的は，過去 30 年間に雑誌「理学療法学」に発
表された神経系理学療法の研究論文を計量書誌学的に分析することである。

【方法】

CiNii のウェブサイトで，1986 年から 2015 年に発表された神経系理学療法に関する論文を検索した。取込基準は（1）原著論文，
システマティックレビュー，症例報告，調査報告，（2）論文の為の一次的なデータ収集をしていること。除外基準は，（1）学会・
研修会の発表のまとめ，（2）学会抄録とした。なお，日本理学療法士学会による研究助成の成果報告は，2006 年以前は研究論文
の体裁で，それ以降は報告書であるため，2006 年以前の論文は解析対象，それ以降は除外した。先行研究を参考にコード表を作
成し，論文の特徴をコード化した。解析対象は，筆頭筆者の所属，研究デザイン，論文の目的，対象等であった。コード化は 2
人の研究者がそれぞれ独立して行った。

【結果】

過去 30 年間に発表された全 1,111 論文中，神経系理学療法は 183 論文（16.4%）であった。筆者所属は 65.5% が病院であった。
対象は脳卒中が 77.2% で最多，次いでパーキンソン病 8.6% であった。研究デザインは，分析的研究 86%，記述的研究 14% であっ
た。分析的研究では，被験者内・被験者間研究（33.3%），横断的研究（28%）が多く，ランダム化比較試験（3.2%），シングルケー
ススタディー（2.2%）は少なかった。論文の目的は，治療（25%），病因（23.4%），解剖・生理学（22.8%）が多かった。治療介
入の内容は，スキル・課題トレーニング（24%），歩行移動（18%），NDT（15.3%）が多く，装具（4.2%）は少なかった。治療
の年次推移では 1986 年～1997 年は NDT とスキル・課題トレーニングが多く，1998 年～2006 年は歩行移動が多く，2007 年～
2015 年はスキル・課題トレーニングと歩行移動に加えフィットネスが増加，NDT は減少していた。

【結論】

雑誌「理学療法学」における 30 年間の神経系理学療法の特徴が明らかとなった。論文の傾向は，脳卒中理学療法の変遷と一致
し，各時代の臨床が反映されていた。一方，脳卒中以外を扱う論文，独創的・多角的視点での論文は少なかった。また，エビデ
ンスの高さについては疑問が残った。海外英文誌の中での位置付けが今後の検討課題であった。本研究の限界は研究方法論や論
文報告の質を検証していないこと，論文の分類を筆者でなく研究者の判断で行ったことである。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）【ポスター（神経）P16】

P-NV-16-1

歩行補助具 T�Support 使用による歩行速度向上が脳卒中片麻痺患者の立脚期に
おける足関節底屈運動および筋活動に及ぼす影響

小松 歩，田口 潤智，堤 万佐子，中谷 知生

医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院

key words 脳卒中片麻痺・歩行速度・足関節底屈筋

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングでは，速度を向上させることで連続歩行の距離やエネルギーコストの改善など様々な治
療効果があることが明らかとなっている。歩行速度を向上させるには様々な方法があるが，当院では川村義肢株式会社製 T�
Support を使用する機会が多い。T�Support は装着により，歩行速度および前遊脚期に下肢装具に発生する足関節底屈制動モー
メント（Second Peak 値：SP 値）を増大させることが明らかになっている。SP 値は前遊脚期における足関節底屈運動の強度を
反映するとされているが，その際の底屈筋活動の変化については不明である。今回我々は，自力歩行が可能な脳卒中片麻痺患者
を対象として，T�Support を装用した際の SP 値と立脚中期～終期における足関節底屈筋活動の変化を検証したのでここに報告
する。

【方法】

対象は当院回復期病棟に入院している初発脳卒中片麻痺患者で，自力での歩行が可能な 8 名（平均年齢 71.1±9.6 歳，男性 5 名，
女性 3 名）とした。対象者の下肢 Brunnstrom Recovery Stage は，III が 3 名，IV が 3 名，V が 1 名，VI が 1 名であった。歩行
形態は T 字杖使用者が 4 名，杖を使用しない者が 3 名，四点杖使用者が 1 名であった。

下肢装具は Gait Solution Design または足継手に Gait Solution を備えた金属支柱付短下肢装具を使用し，T�Support 装着・未装
着下での 10m 歩行時の所要時間とステップ数，SP 値および腓腹筋の筋活動量を計測した。計測には Pacific Supply 社製 Gait
Judge System を使用した。なお転倒のリスクがある症例では安全面を配慮し軽く触れる程度の介助を行った。筋電図データは
20～250Hz のバンドパスフィルターで処理した後，50ms の RMS 波形に変換した。腓腹筋の立脚中期～終期における筋活動を
1 歩行周期の平均値で正規化し，5 歩行周期の平均値を算出した。統計処理は Wilcoxon 符号付順位和検定を用い，有意水準は
5% とした。

【結果】

T�Support 未装着/装着時における各評価項目の平均値は，10m 歩行所要時間が 18.5/16.8 秒，ステップ数は 25.4/23.6 歩，SP
値は 1.7/2.4Nm，腓腹筋の筋活動量は 148.5/165.1% であり，全てにおいて統計学的有意差を認めた。

【結論】

先行研究において，健常成人の歩行速度の向上は SP 値および立脚中期以降の底屈筋の筋活動量に依存すると考えられている。
今回の検証を通し，回復期脳卒中片麻痺患者においても T�Support の装着により歩行速度が向上し，その際の足関節底屈運動お
よび立脚中期～終期における腓腹筋の活動量が有意に増大することが明らかとなった。
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麻痺側足関節の同時活動に関わる因子への介入により同時活動と歩行機能が改
善した左片麻痺の一症例

西本 和平1），愛知 諒1），植田 耕造1,2）

1）星ヶ丘医療センターリハビリテーション部，2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 同時活動・足関節底屈筋力・歩行速度

【はじめに，目的】

脳卒中後の麻痺側足関節周囲筋の同時活動は代償的な姿勢制御とされ，足関節底屈筋力やバランス能力と関係し，歩行速度を低
下させる原因と報告されている。

今回，回復期入院中の患者において歩行中の麻痺側足関節周囲筋に同時活動を呈し，遊脚期での引っかかりや歩行速度の低下を
認めた患者を担当した。同時活動に着目して評価，介入を行った結果，同時活動が軽減し歩行時の引っかかりや歩行速度の改善
を認めたため報告する。

【方法】

症例は 60 歳代後半の男性であり，右内包後脚梗塞で左下肢 SIAS4 であった。全歩行周期を通して麻痺側足関節を固定する傾向
にあり，遊脚期で足趾の床への引っかかりを認めた。筋電図を用いて歩行時の筋活動を評価した所，麻痺側足関節の同時活動の
振幅を表す Coactivation Index（CoI）は立脚 0.174，遊脚 0.203 であった。この同時活動により足関節を固定し足関節底背屈運動
が円滑に行えないことが遊脚期の引っかかりや歩行速度の低下（3.31km/h）を誘発していると考えられた。この時の麻痺側足関
節 MMT は底屈 3，背屈 4 で，筋電図で測定した MVC（mV）は内側腓腹筋（MG）88.1，前脛骨筋（TA）125.9 であった。ま
たバランス機能は重心動揺計で測定した開眼開脚静止立位の矩形面積（cm2）は 6.0 であった。この時期は歩行時に麻痺側 TA
の持続的な活動を認めたことから，それが同時活動の主な原因と考え，歩行時に TA が活動するタイミングの学習を促す目的で
遊脚時の麻痺側 TA に電気刺激を実施した。それに加え，足関節底屈筋力強化練習とバランス練習を 1 週間実施した。

その結果，TA の MVC は 166.9，矩形面積は 3.60，歩行速度は 4.18 と改善した。しかし MG の MVC は 87.7 と著変はなく，CoI
の立脚期は 0.168，遊脚期も 0.174 と低下したが大きな変化は認めなかった。また遊脚期の引っかかりも残存した。つまりこの期
間はバランス機能や TA の MVC に改善を認めたが足関節底屈筋力と CoI に著変を認めなかった。この結果と足関節底屈筋力
とバランス機能が同時活動に関連するという先行研究（Kitatani,2016）の知見を踏まえると，本症例の CoI には麻痺側底屈筋力
が主に関係すると考えられたため，次の 1 週間は片脚での足関節底屈運動を増やし，さらにマット上でのバランス練習も実施し
た。

【結果】

MVC は TA で 138.6，MG で 194.3，矩形面積は 3.01 となった。CoI は立脚期 0.137，遊脚期 0.134 と大きく減少した。歩行時の
引っかかりはあまり認めなくなり，歩行速度は 4.32 と改善を認めた。

【結論】

今回の結果から本症例の同時活動には底屈筋力が関連したため TA への電気刺激よりも底屈筋力強化が有効であったと考えら
れる。今回は歩行中の足関節角度などは測定できていないが，同時活動の減少により足関節の固定が軽減し遊脚期の引っかかり
が減少したと考えられる。しかしながら，歩行速度の改善と同時活動の改善の時期は異なり，歩行速度の改善には他の因子の改
善が関与した可能性が考えらえる。
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分回し歩行の改善に向けた治療用リハビリシューズの試作

西川 和宏1），成田 孝富1），神田 昭光2）

1）西宮協立リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）有限会社永野義肢

key words 分回し歩行・治療用リハビリシューズ・歩行

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者の代表的な歩容として分回し歩行がある。この異常歩行の要因は，痙性麻痺による足関節の内反尖足変形や共
同運動パターン，感覚障害など多岐にわたる。その中でも，痙性麻痺により母趾 MP 関節の深部感覚や前足部での適切な圧の認
識が乏しい場合に足尖離地時に前足部が床面にひっかかる場面を多く認める。この場合に，それらを回避するように麻痺側の骨
盤挙上や外転位で振り出す代償を呈しやすい。つまり，分回し歩行とは足尖離地時に前足部が床面で引っかからないようにする
ための代償動作であるとも考えられる。そこで，今回歩行練習時に前足部と床面との摩擦を軽減できるシューズ（Swing Support
Outsole：SSO）の試作を行い，今後の歩行練習および運動学習へ活用することを目的とした。

【方法】

当院に入院中の脳卒中片麻痺患者 5 名（年齢 61±17 歳）を対象に実施した。採用基準は，10m 歩行中に 1 度以上は前足部が引っ
かかりを認める初発脳卒中患者とした。評価項目は，下肢 Stroke Impairment Assessment（下肢 SIAS），Modified Ashworth
Scale（MAS），10m（歩行速度/歩数）とした。その他の項目として，10m 歩行中の足尖のひっかかり回数と歩行時に摩擦が生
じやすい足底部位の特定を評価した。部位の特定方法は，リハビリ時に使用されている靴底に感圧紙と白紙を貼り付け足底圧が
感圧紙を通じて白紙の紙に伝わり，感圧紙が裏写りする仕組みを利用した。その後，摩擦が生じやすい部位に対してアウトソー
ルの素材を革に変更して，実験前後での分回し歩行の歩容と歩行速度の比較を行った。また 2 条件の歩行速度の平均値比較には
対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

5 症例ともに，実験期間中に SIAS，MAS の変化は認めないものの，靴底が変更されることで代償的な歩容の改善に繋がった。
歩行速度においては，実験前の平均速度 33±10 秒（36.6 歩）だったが，実験後の平均速度は 30±8 秒（35 歩）と改善を認めた

（P＜0.05）。また 10m 歩行時の足尖の引っかかり回数も全症例において 0 回と改善を認めた。靴底の摩擦好発部位としては，前
足部内側に多い傾向を認めた。

【結論】

脳卒中片麻痺患者 5 名において，分回し歩行の改善に向けた研究を行い実験前後での歩行速度や歩容の変化を確認できた。今ま
では前足部での引っかかりに対して解剖学・運動学・力学を絡めた上で分析を行い，セラピストが振り出しを援助するなどの
介入が多かった。しかし，SSO の使用により足尖離地時に母趾 MP 関節の伸展を保ちながら前足部での適切な圧を調整した振り
出しが可能となり分回し歩行の改善を認めた。さらに SSO は長下肢装具でも使用でき，歩行再建に向けての一助になると考え
る。SSO の素材についてはテフロン，革，フェルトと 3 種類で比較を行ったが，革が一番適度な摩擦力を生じさせて安全に歩行
練習が行えることが確認できたことも有意義なものと考える。
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P-NV-16-4

回復期脳卒中片麻痺患者における歩行周期変動の経時的変化について
―ノルディックポールを使用した歩行練習の単一症例での検討―

山崎雄一郎1），新井 智之2）

1）丸木記念福祉メディカルセンターリハビリテーション科，2）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科

key words 脳卒中・歩行周期変動・ノルディックポール

【はじめに，目的】

回復期脳卒中片麻痺患者の歩行獲得を目指す際に速度と安定性は共に重要な要素である。歩行の安定性は歩行変動性等で評価
され，歩行周期の変動係数が高いほど一定のリズムでの歩行が困難である事を示している。先行研究では転倒との関連等の報告
はあるが，経時的変化に関する報告は少ない。今回，ノルディックポール（NP）を使用し交互歩行を獲得した症例を担当した
為，歩行周期変動の経時的変化と合わせて検討する事を本研究の目的とした。

【方法】

対象は，右前大脳動脈領域（中心前回，中心後回，補足運動野）の出血性梗塞後左片麻痺を呈した 60 歳代男性。発症より 97
病日にて移動は車椅子を使用，麻痺側上肢は重さの訴えはあるが実用手レベルであった。歩行は NP と Gait Solution 足継手付き
プラスチック短下肢装具（GS 装具）にて短距離歩行が見守りにて可能であった。歩行変動性は快適 10m 歩行時の 1 歩行周期の
変動係数を用いた。測定には加速度計を使用し，サンプリング周波数 200Hz にて記録した。また，加速度計は対象者の両踵上部
に固定し，測定は 4 回実施した。変動係数の算出は歩行中の加速度データから踵接地時の衝撃を元に目視にて，1 歩行周期時間
を同定した。加速期と減速期の影響を考慮して，歩き始めと終わりの 2 歩を除き 1 歩行周期時間を算出した。その後，連続する
1 歩行周期時間から平均，標準偏差を求め変動係数（CV 値：標準偏差/平均値×100）を求めた。変動性の評価と合わせて，10
m 最大歩行速度，運動麻痺の評価を Fugl�Meyer Assessment（FMA），体幹機能評価を Trunk Impairment Scale（TIS）を用
いた。測定は見守り歩行が可能となった時点から行い，初期（両側 NP），中間 1，2（片側 NP），最終（両側 NP）の計 4 回を
1 ヶ月度に実施した。なお，中間 1，2 の間は 2 日間とした。

【結果】

各評価項目の結果を初期，中間 1，2，最終の順にて記載する。（）内の数値は前回値との変化量である。歩行周期の平均値（秒）
は 1.57→1.11（0.47）→1.17（+0.06）→0.86（0.31）。CV 値（％）は 30.4→23（7.4）→7.24（15.75）→3.7（3.55）。10m 最大歩行
速度（m/sec）は 0.2→0.25（0.05）→0.26（0.01）→0.44（0.18）。FMA（点）は 9→12（3）→12（0）→12（0）。TIS（点）は 12
→14（2）→14（2）→16（2）。最終測定時は NP と GS 装具にて病棟内歩行は自立，屋外歩行も見守りにて安全に可能となった。

【結論】

今回の検討では，歩行周期変動は経時的に減少し，速度は向上した。歩容は初期，中間 1 では 3 動作であったが，中間 2，最終
では 2 動作での交互歩行が可能となった。小泉は NP の使用で支持基底面の拡大，上肢の筋活動が向上すると報告している。本
症例では，特に両側立脚中期から後期にかけての前方への推進力の援助が図れた事でよりリズミカルな交互歩行が可能となり，
変動性が減少したのではないかと推察した。脳卒中片麻痺患者の歩行周期変動は経時的に減少を認める事で実用的な歩行の獲
得に近づく可能性が示唆された。
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脳卒中片麻痺患者の歩行自立度に影響を及ぼす歩行時の関節角度変化量の分析
～3次元動作解析装置を用いた検証～

佐瀬 隼人1），石井 健史1），鈴木 晴子1），伊藤 貴史1,2）

1）苑田会リハビリテーション病院，2）苑田第三病院

key words 片麻痺・歩行・3次元動作解析

【はじめに，目的】

歩行自立を判断する一評価として歩行分析が用いられ，姿勢アライメントが指標とされるも各療法士の経験的判断に委ねられ
ている現状である。脳卒中片麻痺患者（以下：CVA 患者）の歩行能力には体幹機能が重要といわれている。体幹回旋運動と歩
行能力に関連した報告もあり，歩行中の体幹回旋を含めた 3 次元の関節運動を捉えることは歩行分析を用いる上で必須と考え
られる。そこで本研究では，CVA 患者の歩行自立前後での関節角度変化量を分析することで，歩行自立の判断及び介入戦略の
一助にすることを目的とした。

【方法】

対象は，当院に入院している CVA 患者 10 名とした。除外基準は，脳卒中再発者，両側に運動麻痺を呈している者，体幹及び下
肢に著明な整形外科的疾患の既往がある者，研究方法の指示理解が困難な者，下肢 Brunnstrome stageV 以上の者，SIAS 感覚
機能 0 の者とした。対象者の属性は，男性 8 名，女性 2 名，平均年齢（標準偏差）55.8（7.7）歳，左片麻痺 4 名，右片麻痺 6
名であった。測定方法は，10m 快適歩行を実施し，3 次元動作解析装置（酒井医療株式会社製，マイオモーション）を用いて関
節角度を測定した。測定項目は，胸椎（屈伸・側屈・回旋），腰椎（屈伸・側屈・回旋），麻痺側股関節（屈伸・内外転・回旋）
の合計 9 方向の関節角度とし，歩行開始 5m 以降で定常歩行している 3 歩行周期の平均値から関節角度変化量を算出した。測定
時期は，T 字杖と短下肢装具を使用して歩行が見守りで可能となった時期（以下：見守り期）と病棟歩行自立して約 3 週後の時
期（以下：自立期）に同条件で設定した。統計解析は，測定項目ごとに，2 期間の差をみる目的で対応のある t 検定及び Wilcoxon
の符号付き順位検定を実施した。

【結果】

発症から病棟歩行自立日までの平均日数（標準偏差）は 114（44.7）日であった。統計解析の結果，胸椎回旋・股関節回旋・股
関節屈伸の関節角度変化量に 2 期間の有意な差を認めた（p＜0.05）。平均値は胸椎回旋（見守り期 3.8̊/自立期 7.4̊），股関節回旋

（見守り期 5.3̊/自立期 7.7̊），股関節屈伸（見守り期 27.8̊/自立期 35.9̊）であった。その他の項目においては有意な差を認めなかっ
た。

【結論】

本研究の結果より，胸椎及び股関節回旋の角度変化量は大きくなったが腰椎回旋には変化がみられなかった。体幹機能は抗重力
位での姿勢保持や四肢の運動をより効率的に行うために重要である。特に多裂筋は腰椎や仙腸関節を安定させる働きがある。
CVA 患者は体幹深層筋の障害により動的安定性が低下する。歩行中の腰部は安定性に働くため，腰椎回旋に変化がみられな
かったと考えられる。一方，胸椎・股関節は体幹機能が改善したことでダイナミックな歩行が可能となり，回旋角度変化量が大
きくなったと考えられる。CVA 患者の歩行分析及び治療介入する際，胸椎及び股関節回旋の関節運動に着眼することは歩行自
立へ向け重要となりえる。
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脳出血患者における歩行獲得期間に影響する因子
～血腫量の違いによる比較検討～

池田 法子1），大川雄一郎1），山田恵美加1），神戸 晃男1），鳥越恵一郎2），影近 謙治2）

1）金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門リハチーム，
2）金沢医科大学病院リハビリテーション医学科

key words 脳出血・歩行・血腫量

【はじめに，目的】脳卒中患者において歩行獲得の有無，更に歩行獲得にどの程度時間を要するか予測する事は本人や家族，ま
た，理学療法を行う上でも重要である。今回，脳出血患者において血腫量の違いから歩行獲得期間に影響する因子との関連性を
見出すことを目的とし，若干の結果を得たので報告する。

【方法】対象は 2009 年 12 月から入院し，2016 年 7 月までに当院脳神経外科，神経内科を退院した初発脳出血自立歩行患者 26
名（被殻出血 19 名，視床出血 7 名，男性 16 名，女性 10 名，平均年齢 58.2 歳）である。調査項目は診療録より年齢，性別，麻
痺側，血腫量，発症 2 週時，退院時の片麻痺 12 段階回復 grade，発症 2 週時，退院時の Berg Balance Scale（BBS）合計点数，
2 週時，退院時の Functional Independence Measure（FIM）の運動項目，歩行獲得週数，在院日数，意識障害，深部覚障害，
高次脳機能障害の有無を抽出した。対象を血腫量 20ml 未満群と 20ml 以上群に分け，上記項目について比較検討した。統計学的
分析は年齢，歩行獲得週数，在院日数には t 検定，Grade，BBS 点数，FIM 点数には Mann�WhitneyU 検定，性別，麻痺側別，
意識障害，深部感覚障害，高次脳機能障害の有無には Fisher 直接確率法を用いた。更に血腫量と歩行獲得週，在院日数との関
連については Spearman の順位相関を用いた。いずれも有意水準 5％ 未満とした。

【結果】年齢では 20ml 未満群 60.8 歳，20ml 以上群 52.3 歳と 20ml 以上群で低かった。Grade では 2 週時 20ml 未満群 9.8，20ml
以上群 4.1，最終時 20ml 未満群 11.3，20ml 以上群 8.5 と有意差がみられた。BBS 点数では 2 週時 20ml 未満群 35.9 点，20ml
以上群 11.8 点，退院時 20ml 未満群 52.9 点，20ml 以上群 48.5 点と有意差が見られた。2 週時 FIM 点数では 20ml 未満群 60.9
点，20ml 以上群 35.6 点と 20ml 以上群で低く，退院時は 20ml 未満群 85.6 点，20ml 以上群 80.1 点と有意差はなかった。歩行獲
得週数は 20ml 未満群 7.3 週，20ml 以上群 14.9 週と 20ml 以上群で長く要した。在院日数は 20ml 未満群 76.7 日，20ml 以上群
136.5 日と 20ml 以上群で長く要した。意識障害，高次脳機能障害の有無では，20ml 以上群で多くみられた。男女差，左右差，
深部覚障害の有無では有意差がなかった。血腫量と歩行獲得週，在院日数との関連性では r=0.47，r=0.44 と有意な相関がみられ
た。

【結論】被殻，視床出血の運動予後については病巣の大きさと比例し，血腫量が少量ほど ADL，歩行は良好であるとされている。
今回，血腫量 20ml を境界に歩行獲得期間と早期の運動機能，影響因子との関連性を調査し，血腫量が少量の者では運動麻痺も
軽度であり，阻害因子の影響も少なく，約 2 ヶ月で歩行獲得可能であった。一方，血腫量が多い者では隣接する組織への圧迫に
より，発症早期では運動麻痺は重度であり，意識障害や高次脳機能障害の合併も多く，座位さえ不良な状態にあるが血腫消退，
浮腫改善に伴い，年齢が若ければ約 4 か月の期間を経て歩行獲得可能であった。
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P-NV-17-2

運動麻痺軽症の脳梗塞患者における歩行獲得日数と予測因子の検討

大川雄一郎1），後藤宗一郎1），山田恵美加1），池田 法子1），神戸 晃男1），鳥越恵一郎2），影近 謙治2）

1）金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門リハチーム，
2）金沢医科大学病院運動機能病態学リハビリテーション科

key words 脳梗塞・歩行・予測因子

【はじめに，目的】全日本病院協会より，脳梗塞患者の在院日数は平均 21.8 日と言われており，年々在院日数の短縮が図られて
いる。脳梗塞患者において，運動麻痺軽症であれば，早期に歩行獲得することが予測されるが，実際の歩行獲得日数や在院日数，
予測因子に関する研究は少ない。今回，運動麻痺軽症の脳梗塞患者における，歩行獲得日数や在院日数を抽出し，歩行獲得に 2
週以上かかった症例の予測因子を分析し，知見がみられたので報告する。

【方法】対象は 2009 年 10 月から 2016 年 2 月までに当院神経内科に入院し，リハビリテーション（以下，リハ）が施行された初
発脳梗塞歩行獲得患者 28 名（平均年齢 67.3±8.5 歳，男性 23 名，女性 5 名）である。リハ介入時の下肢 Br.stage（以下，BRS）
が V 及び VI を軽症とし，除外基準をテント下病変，リハを阻害する整形疾患や精神疾患をもつ，認知機能が低下している，自
宅退院以外の者とした。調査項目を年齢，性別，在院日数，麻痺側，介入までの日数，歩行獲得（発症から，杖歩行及び独歩で
病棟自立となった）日数，高次脳機能障害及び感覚障害の有無，リハ介入開始時の運動 FIM（以下，初期 m�FIM）とした。さ
らに対象の歩行獲得日数を 2 群（以下，2 週未満群と 2 週以上群）で分け，上記項目で比較検討を行った。統計学的分析は，年
齢，在院日数，介入までの日数，歩行獲得日数については対応のない t 検定，性別，麻痺側，高次脳機能障害及び感覚障害の有
無については Fisher 直接確率法，初期 m�FIM については Mann�WhitneyU 検定を用い分析し，有意水準 5% 未満とした。

【結果】2 群間において，年齢，性別，麻痺側，介入までの日数，感覚障害の有無に有意差を認めなかった。歩行獲得日数につい
ては，2 週未満群 6.6 日，2 週以上群 27.6 日であり，2 週以上群で有意に長かった。在院日数は 2 週未満群 25.6 日，2 週以上群 50.2
日で有意差を認め，2 週以上群で入院が長期化していた。高次脳機能障害があるものは 2 週未満群 1 名，2 週以上群 6 名であり，
2 週以上群において有意に多くみられた。初期 m�FIM は 2 週未満群 72.5±7.8 点，2 週以上群 45.3±16.3 点であり，2 週未満群
で有意に高かった。

【結論】本研究より，2 週未満に歩行獲得する運動麻痺軽症例は，初回 m�FIM が高値であり，発症から 1 ヶ月以内の退院が可能
であった。運動麻痺が軽症であるにも関わらず，歩行獲得に 2 週以上かかる症例に関しては，高次脳機能障害の有無が関与し，
入院期間も 1 ヶ月以上となる可能性が示唆された。本研究は症例数も少なく細分化した分析が困難であった。今後は症例数を増
やし，さらなる予測因子の検討を行っていきたい。
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脳卒中発症から装具歩行練習開始までの日数と，回復期病棟退院時の歩行能力
との関係

都志 翔太1），木内 隆裕2），土山 裕之1）

1）金沢脳神経外科病院リハビリテーション部，2）森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科

key words 脳卒中・装具療法・歩行能力

【はじめに，目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 や理学療法診療ガイドライン第 1 版において，装具を使用した歩行練習（以下，装具歩行練習）が
推奨されている。しかし，装具装着による即時変化に着目した報告が多く，発症早期からの継続的な装具歩行練習の効果は検証
されていない。そこで本研究では，脳卒中発症後から装具歩行練習の開始までに要した日数が，回復期病棟退院時の歩行能力に
どのように影響を与えているのかを検証することを目的とした。

【方法】

対象は 2011 年 4 月～2016 年 3 月までの期間で当院入院後，下肢装具を作製した 149 例とした。対象者のうち，装具歩行練習が
発症から 1 週間以内に開始された 43 例（A 群），2 週間以内に開始された 49 例（B 群），2 週間以降に開始された 56 例（C 群）
の 3 群に分類した。調査項目として，対象者属性（年齢・性別・疾患名），リハビリテーション（以下，リハ）開始日，発症か
ら装具歩行練習開始までの日数，発症時の下肢 Brunnstrom recovery stage（以下，BRS），退院時 Functional Independence
Measure（以下，FIM）歩行項目をカルテより後方視的にデータを抽出した。統計学的検討として，Kruskal�Wallis 検定を用い
た後 Scheffe 法による多重比較により 3 群間の退院時 FIM 歩行項目を比較した。また，運動麻痺の影響を考慮し，退院時 FIM
歩行項目に影響する因子を抽出するため重回帰分析を行い，退院時 FIM 歩行項目の回帰モデルを求めた。従属変数を年齢，リ
ハ開始日，装具歩行開始日，発症時の下肢 BRS として回帰式に投入した。統計ソフトは JSTAT for Windows を使用し，有意水
準は 5% 未満とした。

【結果】

退院時 FIM 歩行項目は，A 群 5.7±0.1，B 群 5.0±0.2，C 群 4.1±0.2 で A 群と B 群（p＜0.05），A 群と C 群（p＜0.01）で有意差
を認めた。退院時 FIM 歩行項目と各変数との相関は，年齢（r=�0.39），リハ開始日（r=�0.15），装具歩行開始日（r=�0.25），発
症時の下肢 BRS（r=0.21）のいずれにおいても有意であった。重回帰分析の結果，退院時 FIM 歩行項目に影響する因子として
全ての従属変数が選択され，推定された重回帰式の決定係数は R2＝0.36 であった。

【結論】

今回の調査から，装具歩行練習を早く開始する群ほど歩行能力が高く，本研究で抽出した因子では，退院時 FIM 歩行項目の 36%
を説明できた。
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65 歳未満の重症脳卒中患者における自宅退院時の歩行能力に関与する要因
急性期病院での検討

橋本 有司，齊藤 佑太，伊藤 希，川渕 正敬，國澤 雅裕

近森病院理学療法科

key words 脳卒中・歩行能力・予後予測

【はじめに，目的】脳卒中患者において，発症早期より歩行の予後予測をすることは，今後の方針決定やリハビリテーションの
計画はもちろん，在院日数の短縮にも有用である。脳卒中患者の歩行の予後には，年齢が関与するという報告は多くあるものの，
臨床では若年層，その中でも重症例においては退院時の歩行能力の予測に難渋する場面も多い。そこで，急性期病院での情報か
ら 65 歳未満の脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行能力に関与する因子を調査し，予後予測の一助とすることを目的と
した。

【方法】対象は，2012 年 6 月から 2016 年 6 月までに当院の急性期病院に脳卒中で入院し，併設する回復期リハビリテーション病
棟に転院となった患者の内，65 歳未満の脳卒中患者（くも膜下出血は除外）で，上野らの先行研究を基に，発症時の National
Institute of Health Stroke Scale score（以下，NIHSS）15 点以上の重症患者 15 名とした。方法は，カルテより後方視的に，急性
期病院における初回評価時・リハビリ開始 7 日目（以下，7 日目）・急性期病院退院時（以下，退院時）それぞれの Japan Coma
Scale（以下，JCS），下肢 Brunnstrom stage（以下，BRS），起居・座位・歩行能力，高次脳機能障害の有無，発症から歩行開始
までの期間の項目について調査した。回復期リハビリテーション病棟を退院時の歩行 FIM 得点が 6～7 点の者を自立群，1～5
点の者を介助群として比較した。統計解析は自立群と介助群の 2 群間で Mann Whitney の U 検定，χ2検定を用い比較検討を
行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】自立群は 10 例，介助群は 5 例であった。NIHSS や年齢，性別，初回評価時のすべての項目で有意差を認めなかった。7
日目の項目では（自立群/介助群），JCS（1 桁：10 例/1 桁：2 例，2 桁：3 例），下肢 BRS（II：1 例，III：1 例，IV：1 例，V：
7 例/II：4 例，III：1 例），座位能力（自立：2 例，監視：6 例，中等度介助：1 例，未実施：1 例/中等度介助：2 例，重介助：1
例，全介助：1 例，未実施：1 例），歩行能力（監視：5 例，軽介助：2 例，重介助：3 例/未実施：5 例）で有意差を認めた。ま
た歩行開始までの期間（9.4±7.7 日/29.8±25.2 日）でも有意差を認めた。退院時の項目では下肢 BRS，起居・座位・歩行能力で
有意差を認めた。

【結論】本研究の結果，65 歳未満の症例では重症例でも過半数が回復期病院退院時に歩行は自立していた。歩行を自立した者と
していない者で比較すると，初回評価の機能面や動作能力面では相違を認めなかったが，7 日目の評価では多くの項目で相違が
あり，発症後早期に機能が回復した症例は，その後の歩行能力は高くなる可能性が示された。
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片麻痺患者が歩きはじめる際の先行肢の選択と立位・歩行姿勢の関係

長田 悠路1），山本 澄子2）

1）農協共済中伊豆リハビリテーションセンター，2）国際医療福祉大学大学院

key words 片麻痺患者・歩きはじめ動作・動作解析

【目的】片麻痺患者は患者によってどちらの下肢を一歩目に振り出す足（先行肢）とするかが異なる。先行研究では，非麻痺側
を先行肢とした際に姿勢の非対称性が増悪し，歩幅も狭くなるという報告や，非麻痺側を先行肢とした際には動作が効率的にな
るという報告があり，どちらの足を先行肢とすべきかのコンセンサスは得られていない。先行肢が異なる患者同士の身体機能や
立位姿勢，歩行様式の違いを分析することが本研究の目的である。

【方法】対象は歩行可能な脳卒中片麻痺患者 83 名（平均年齢 68.8±6.63 歳，平均発症期間 233.4±320 日）である。身体機能デー
タとして，Fugl�Meyer Assessment（FMA）・FIM の各項目の得点，10m 歩行時間を抽出した。運動学的データとして，安静
立位時の体重に対する麻痺側下肢への荷重率（麻痺側下肢荷重率），歩行時の左右歩幅比（非麻痺側歩幅に対する麻痺側の歩幅
の割合），歩行遊脚期の股関節屈曲モーメント最大値，立脚期・遊脚期の時間を抽出した。運動学的データは三次元動作解析装
置（VICON 社製）と床反力計（AMTI 社製）にて計測した。3 回歩行した際に毎回同じ足から歩いた場合にその足を先行肢と
し，麻痺側下肢を先行肢とする群（A 群 45 名）と，非麻痺側を先行肢とする群（B 群 38 名）に分けた。毎回同じ足から歩き始
めない者は対象から除外した。A・B 群の上記指標の差を Mann�Whitney の U 検定にて比較した（有意水準 5％）。

【結果】身体機能の比較では，10m 歩行時間（A 群 22.4±13.1 秒，B 群 16.3±7.78 秒），FIM 移乗（A 群 6.1±0.8 点，B 群 6.5
±0.7 点），FIM 階段（A 群 2.7±2.1 点，B 群 4.4±2.2 点）に有意な差があった。運動学的データでは，麻痺側下肢荷重率（A
群 40.5±9.7％，B 群 46.8±5.2％），歩幅比（A 群 530.0±3497.8％，B 群 100.5±35.6％）に有意な差があった。

【結論】身体機能の比較では，B 群は A 群より高い能力を有しており，身体機能の高い患者は非麻痺側から歩行を開始する傾向
があることがわかった。立位時の比較では，A 群では麻痺側下肢への荷重率が 4 割ほどであったが，B 群では左右同程度の荷重
がされており，立位姿勢がより対称であることがわかった。歩行時の比較では，A 群では非麻痺側の歩幅が狭く，左右の歩幅に
大きな差があることが分かった。B 群の歩幅比は約 100％ で，麻痺側・非麻痺側の歩幅が同程度であることが分かった。以上の
ことから，B 群は身体機能や歩行能力が高く，また，姿勢の非対称性も少ないことが示唆された。本研究では，先行肢の選択と
身体機能・立位歩行様式の因果関係を明らかにすることはできない。しかし，本研究結果から，身体機能の向上に合わせて非麻
痺側を先行肢とするように推奨することができると考える。
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歩行能力改善を目指した脳卒中片麻痺患者に対するボツリヌス療法と理学療法の併用
麻痺側下肢筋の同時活動に着目して

津嶋 勇一1），藤田 和樹2），田中奈津子2），小林 康孝3）

1）福井総合病院リハビリテーション課理学療法室，
2）福井医療短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻，3）福井総合病院リハビリテーション科

key words ボツリヌス療法・筋電図・歩行

（はじめに，目的）

ボツリヌス療法は下肢痙縮を改善するが，活動面の能力改善を得ることは難しいとされている。今回，脳卒中片麻痺患者に対し，
ボツリヌス療法と 4 週間の理学療法（PT）を実施することで歩行能力改善に至ったため，以下に報告する。

（方法）

1，症例紹介

60 代男性。左脳梗塞により右片麻痺を呈し，発症 4 ヶ月後に T 字杖と短下肢装具を使用し歩行自立となる。発症 7 ヶ月後に下
肢痙縮筋へ A 型ボツリヌス毒素製剤（BoNT�A）投与，及び歩行能力改善を目的とした PT を実施するため当院入院となった。
BoNT�A 投与前では下肢 Fugel�Meyer�Assesment（下肢 FMA）18 点，足関節背屈可動域（足関節 ROM）2̊，足クローヌスス
コア 4，足関節底屈筋の Modified Ashworth Scale は 1＋であった。歩行速度は 0.41m/sec であり，麻痺側に反張膝，分回しを認
めた。

2，BoNT�A 投与筋

腓腹筋内外側頭，ヒラメ筋，長母趾屈筋，長趾屈筋，後脛骨筋に各 50 単位，計 300 単位投与した。

3，PT プログラム（PT6 単位/日，4 週間）

BoNT�A 投与翌日より下肢痙縮の改善を目的とした足関節底屈筋のストレッチ，足関節背屈筋に対する治療的電気刺激，膝関節
伸展筋の筋力増強を目的とした階段昇降運動，歩行速度及び歩容改善を目的とした体重免荷トレッドミル歩行を主に行った。

4，歩行時筋活動評価

筋活動評価は Telemyo DTS（Noraxon 社製）を用い，被検筋は麻痺側の前脛骨筋（TA），ヒラメ筋（SL），腓腹筋（MG），大
腿直筋（RF），大腿二頭筋（BF）とした。また，フットスイッチ及びビデオカメラを筋電図と同期させ，時間距離因子（歩行周
期，歩幅）を測定した。筋電図は生波形を全波整流し，9 歩行周期（3 歩行周期×3 試行分）を加算平均した。次に歩行周期割合

（荷重応答期，単脚支持期，前遊脚期，遊脚期）を求め，各歩行相の平均振幅を 1 歩行周期全体の平均振幅で除することで各歩
行相の相対的な筋活動（％Avg）を算出した。また，TA�MG 及び RF�BF の Coactivation Index（CoI）を算出した。

（結果）

BoNT�A 投与後では下肢 FMA は 20 点に改善し，足関節 ROM は 8̊ に拡大，足クローヌススコアは 1 に軽減した。歩行速度は
0.47m/sec に改善し，麻痺側の反張膝，分回しが軽減した。%Avg について SL は荷重応答期に減少（115.6→96.9%），MG は遊
脚期に減少（91.0→78.6%），RF は前遊脚期（128.6→52.2%），遊脚期（72.4→43.5%）に減少した。また RF�BF の CoI は荷重応
答期（92.4→127.9%），単脚支持期（84.4→95.2%）に増加した。時間距離因子は麻痺側単脚支持期割合の増加（25.3→29.7%），麻
痺側歩幅の増大（41.1→42.6cm）を認めた。

（結論）

BoNT�A 投与により荷重応答期における SL の活動が減少し，荷重応答期，単脚支持期の RF�BF の CoI が増加することで，反
張膝が軽減し単脚支持期割合が増加したと考えられる。また前遊脚期，遊脚期に RF，MG の過活動が減少したため，分回しが
軽減し，麻痺側歩幅の増大と歩行速度の改善が得られたと考えられる。
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脳梗塞により不全片麻痺を呈した症例に対して，短下肢装具の撓み度の違いが
歩行時の下肢筋活動に与える影響

両門 美都，今田 健

社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院

key words 歩行・調整機能付き短下肢装具・表面筋電図

【はじめに，目的】

脳卒中によって片麻痺を呈した患者に対して，筋緊張をコントロールする目的で短下肢装具を使用することがある。脳卒中患者
に処方する短下肢装具を評価するための装具として，当院には調整機能付き短下肢装具（以下，APS�AFO）がある。臨床を行
う上で足継手の種類，底背屈方向の角度制限については検討を行うものの，装具の可撓性については主観的に判断することが多
い。下腿三頭筋の筋緊張亢進が著明な症例に対して，APS�AFO の後方平板支柱の強度が歩行時下肢筋活動に与える影響につい
て検討した。

【方法】

対象は中大脳動脈領域の梗塞によって左不全片麻痺を呈した 50 歳代の女性であった。Brunnstrom Recovery Stage は上肢 III，
手指 I，下肢 IV，Ashworth Scale は足関節背屈がグレード 3 であった。APS�AFO の平板支柱はアルミ（以下，硬支柱），フレ
キシブル（以下，柔支柱）をそれぞれ使用し，麻痺側下肢に装着して直線歩行を行った。APS�AFO の足関節の可動範囲は底屈�
2̊，背屈はフリーとした。2 条件における歩行中の麻痺側下腿三頭筋，前脛骨筋，内側広筋，内側ハムストリングスの筋活動を
表面筋電計 km�818MT（メディエリアサポート社）で計測した。10 歩行周期を抽出し，階級幅 10％ で正規化を行い加算平均し
た。統計学的検討として，支柱間の筋活動量の比較を Mann�Whitney の U 検定を実施した。有意差は 5% 未満とした。

【結果】

下腿三頭筋では歩行周期全体を通して柔支柱が硬支柱より高い筋活動を認め，歩行周期の 80％，100％ に柔支柱が有意に高い筋
活動を認めた。前脛骨筋は，歩行周期全体を通して柔支柱が高い筋活動を認め，硬支柱，柔支柱ともに立脚中期，遊脚後期に高
い二峰性の波形となった。内側ハムストリングスは，硬支柱，柔支柱ともに初期接地期，遊脚後期に高い一峰性の波形となった。
歩行周期の 90％ に柔支柱が有意に高い筋活動を認めた。内側広筋では，硬支柱，柔支柱ともに初期接地期，遊脚後期に高い筋
活動を認めた一峰性の波形を認めた。歩行周期を通して柔支柱が硬支柱より高い筋活動量であった。

【結論】

すべての歩行周期において概ね柔支柱の筋活動量が硬支柱より高かった。下腿三頭筋の筋緊張亢進が著明な症例に対して，可撓
性の低い装具が底屈筋の筋緊張抑制に働くとの報告がある。本調査において，足継手の可動範囲は同様であっても硬支柱を使用
することで，筋活動を抑制する可能性があると考えた。また，遊脚相では柔支柱を使用すると下腿三頭筋の筋活動量が有意に高
値を示した。本症例の下腿三頭筋の筋緊張は Ashworth scale グレード 3 であり，柔支柱を使用すると筋緊張を抑制することが
困難であったと考えた。足クリアランスを確保する目的で，遊脚相のハムストリングスの筋活動量も有意に高値を示したと考え
た。そのため，下腿三頭筋の筋緊張が亢進している症例に対しては，硬支柱を使用することで高い筋活動を抑制することができ
ると考えた。
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足部機能による代償を促す介入により立位・歩行動作に改善を認めた聴神経鞘
腫術後の一症例

田畑有加里1），光吉 俊之1），植田 耕造1,2），大道 雅之1）

1）独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター，
2）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

key words 聴神経鞘腫・足部機能・前庭損傷

【はじめに，目的】

立位姿勢調節に必要な運動，感覚機能の 1 つが重度に障害された場合，他の機能で代償することが重要となる。今回，聴神経鞘
腫摘出術により両側の前庭神経を損傷した希少な症例を担当した。介入当初，立位や歩行動作にかなりの不安定性を認めたが，
足部機能を代償として使えていないことに着目し介入を行い，動作に改善を認めたため報告する。

【方法】

症例は 60 歳代の女性。現病歴は左聴神経鞘腫発症後に歩行困難となり，他院にて腫瘍摘出手術，シャント術施行。2 ヶ月後リハ
ビリ目的で当院入院。既往歴は右聴神経鞘腫摘出術（29 年前），右小脳梗塞（5 年前）。聴力は左重度難聴，右高度難聴にて補聴
器使用。介入期間は術後約 80 日目からとした。初期評価では，Scale for the assessment and rating of ataxia（SARA）にて歩行
6，立位 4，踵�脛試験右 1 左 2，Functional Assessment for Control of Trunk（FACT）3/20 点，Berg Balance Scale（BBS）16/
56 点，SIASmotor は左右 4，感覚は異常なしであった。歩行は中等度介助であり前方への転倒恐怖心が強く，左右ともに足指が
浮き後方への転倒傾向を認めた。前方への重心移動，バランス機能に着目し，座位での重心移動練習や立ち上がり練習，立位バ
ランス練習を実施した。2 ヶ月後の中間評価で SARA 歩行 5，FACT11 点，BBS30 点，歩行は介助なしで 7 歩程度可能，ケイデ
ンスは 0.36 歩/秒となった。しかし，歩行時は依然として足指が浮き，後方への転倒傾向を認めた。前庭機能の損傷のため足部
での代償が必須のはずが，足指が浮くことで足部機能がうまく使えず不安定性を助長していると考えられた。また，重心動揺計
による静止立位の評価では，足圧中心動揺の動揺速度（cm/s）が裸足で 8.79，靴で 6.08 と計測する足部の条件で測定結果が変
化していたことも足部機能に着目した理由であった。そこで前述の治療と併用して足指屈伸運動やタオルギャザー，足部の筋収
縮を確認しながら立位バランス練習などの介入を約 2 ヶ月間実施した。

【結果】

最終評価では SARA 歩行 4，立位 2，踵�脛試験右 1 左 2，FACT15 点，BBS36 点，歩行は介助なしで 26 歩程度可能，ケイデン
スは 1.03 歩/秒となった。足部機能は足指屈曲 MMT が左右 3 から右 5 左 4，ビー玉掴み（10 個）は右 2 分 25 秒から 1 分 27
秒へ，左 2 分 35 秒から 47 秒へと改善を認めた。重心動揺計では靴と裸足ともに閉眼立位が可能となり，動揺速度も中間評価時
と比べ改善がみられた。

【結論】

本症例は姿勢制御における両側の前庭機能が損傷し，立位や歩行動作にかなりの不安定性を認めた。転倒恐怖心から前方荷重を
避けるため足指が浮く状態での動作となり，それがさらに不安定性を助長したと考えられる。今回は代償可能な足部機能に着目
し介入を行ったことである程度改善を認めた。本症例のように両側の前庭機能が損傷した状態であっても代償機構に着目し介
入することで立位や歩行動作の不安定性の改善を見込めることが示唆された。
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高齢脳血管障害患者の歩行獲得に関連する因子の調査

長野 文彦，松岡 達司，河﨑 靖範，槌田 義美，山鹿眞紀夫

熊本リハビリテーション病院

key words 高齢・脳血管障害・歩行

【はじめに，目的】

脳血管障害（CVA）患者において，歩行の獲得は各患者の生活範囲を拡大させることに繋がり，日常生活動作（ADL）の中で
も特に重要な意味を持つ。今回，年齢による影響を考慮し，高齢（65 歳以上）の CVA 患者を対象として歩行獲得に関連する因
子の調査を行い ADL 向上の一助とする。

【方法】

H26～27 年度に当院回復期リハ病棟に入院していた初発の高齢 CVA 患者で入院時に歩行に介助もしくは見守りを要していた
175 名の内，入院時より重度の意識障害・高次脳機能障害・認知症のいずれかを有しており指示理解が困難であった 63 名を除
外した，112 名（平均年齢 78.51±7.11 歳，男性 54 名 女性 58 名）を対象とした。対象者を，退院時に歩行が自立した者を歩行
獲得群（N=58），介助もしくは見守りを要していた者を歩行非獲得群（N=54）として，歩行獲得に関連すると考えられる入院
時所見 11 項目（年齢，診断名，運動・認知 FIM，Alb 値，認知症高齢者生活自立度，下肢 Br.Stage，半側空間無視の有無，整
形・循環器・呼吸器疾患の合併症の有無）と，入院中 1 日あたりに行った起立 Ex の平均実施回数（起立 Ex 回数）の計 12 項目
について 2 群間比較（対応のない t 検定，χ2検定）を行った。従属変数を歩行獲得とし，2 群間比較にて有意差を認めた項目を
独立変数として多重ロジスティック回帰分析を行い，変数選択（変数増加法；尤度比）により歩行獲得に関連する因子を抽出し
た。統計解析には SPSS ver21 を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

2 群間比較の結果，年齢（＊＊），運動 FIM（＊），認知 FIM（＊），Alb 値（＊），認知症高齢者生活自立度（＊），下肢 Br.Stage
（＊），起立 Ex 回数（＊）の 7 項目において有意差を認めた（＊；P＜0.01,＊＊；P＜0.05）。多重ロジスティック回帰分析の結果，
変数選択により運動 FIM（P＜0.01，オッズ比 1.075），下肢 Br.Stage（P＜0.05，オッズ比 2.353），起立 Ex 回数（P＜0.01，オッ
ズ比 1.055）が抽出された。

【結論】

高齢 CVA 患者の歩行獲得には多くの因子が影響を与えていると考えられるが，有意に関連のある因子として運動 FIM，下肢
Br.Stage，起立 Ex 回数が抽出された。歩行獲得に関して，身体機能や下肢の麻痺の程度に加えて，積極的な起立 Ex の実施が高
齢 CVA 患者の歩行獲得に寄与することが示唆された。脳卒中ガイドライン 2009 において，起立�着席訓練や歩行訓練などの下
肢訓練の量を多くすることは，歩行能力の改善のために強く勧められる（グレード A）とされており，今回の結果は先行研究に
基づくものとなった。
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回復期病棟にて歩行再獲得した脳卒中患者における Trail Walking Test の検者
内信頼性

廣澤 全紀1,2），新藤恵一郎3），網本 和2），佐藤 義尚1,2）

1）東京都リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法科，
2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科，3）東京都リハビリテーション病院診療部

key words Trail Walking Test・脳卒中患者・検者内信頼性

【はじめに】

脳卒中患者の転倒はバランス能力低下や高次脳機能障害と関連し，健常高齢者と比較して約 2 倍の発生率であることが知られ
ている。域在住高齢者を対象として開発された Trail Walking Test（TWT）は Trail Making Test Part�A を歩行版に改変し，
25m2（5m×5m）の床に設置した 1～15 までの旗を順番に連続して通過する時間を計測する測定法である。TWT は旗を探すと
いう探索能力や注意機能，旗の位置を短期的に記憶していく短期記憶能力，それに頻回な方向転換など多くの機能が同時に求め
られ，高次脳機能や運動機能を複合的に評価できることが示唆されている。さらに，TWT は身体機能や高次脳機能のみの検査
と比較し，1 年間の転倒発生の感度と特異度が有意に高いことが報告されている。しかし，TWT は地域在住の健常高齢者を対
象として開発されており，脳卒中患者を対象とした測定の信頼性が明らかとなっていない。そこで，本研究では回復期病棟にて
歩行再獲得した脳卒中患者を対象として TWT の検者内信頼性を検討することを目的とした。

【方法】

1．対象者

当院回復期病棟へ入院中の初発テント上病変の脳卒中患者 10 名（51.7±12.3 歳，右片麻痺：6・左片麻痺：4 名，Brunnstrom
StageIII：1・IV：2・V：5・VI：1 名）を対象とした。取り込み基準は歩行の Functional Independence Measure（FIM）の点
数が入院時 5 点以下かつ測定時 6 点以上，Mini Mental State Examination の総得点が 20 点以上，課題の理解が可能な者とした。
除外基準は重度の心・肺・筋骨格系の障害を合併している，向精神薬を服用している者とした。

2．TWT

25m2（5m×5m）の床に先行研究と同位置に 1～15 までの高さ 30cm の旗を設置し，1 から順に 15 まで連続して通過する時間を
計測した。旗の周りに設置した直径 30cm の円に踏み込むことで到達したとみなした。検者は「可能な限り早くかつ正確に 15
番まで移動するように」と指示した。検査はストップウォッチを使用し，小数点 2 桁まで記録した。日常生活で杖や短下肢装具
などの補助具を使用している者は装着して測定した。

3．手順

TWT を前述の方法に従い 1 回測定し，7 日間後に TWT の 2 回目の測定を 1 回目と同じ旗の配置で行った。

4．データ解析

TWT の 1 回目と 2 回目の値について級内相関係数（Intraclass correlation coefficients；ICC）を用いて ICC（1，1）を算出した。
統計学的分析においては SPSS Statistics 22.0（IBM 社製）を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

TWT の 1 回目は 69.18±26.44 秒，2 回目は 70.08±17.48 秒であった。ICC（1，1）は 0.811（p=0.001，95% 信頼区間 0.435�0.949）
であった。

【結論】

健常高齢者を対象とした先行研究では，TWT の ICC（1，1）は 0.945 と高い検者内信頼性を示したことが報告されている。本
研究では TWT の ICC（1，1）は 0.81 以上となり，脳卒中患者であっても回復期病棟にて歩行再獲得した者であれば，十分な検
者内信頼性を示すことが示唆された。
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脊椎腫瘍患者に適したADL評価尺度の検討
～FIMと SCIMの比較から～

黒川 由貴1,2），村上 英樹2），加藤 仁志1,2），櫻井 吾郎1），吉田 信也1），堀江 翔1），
八幡徹太郎1,2）

1）金沢大学附属病院リハビリテーション部，2）金沢大学大学院整形外科学

key words 脊椎腫瘍・ADL・評価

【はじめに，目的】がんの骨転移は，脊椎が最も多い。脊椎腫瘍による脊髄圧迫症状が進行すると麻痺が出現し，著しい身体機
能の低下が見られるため，ADL の推移を適切に評価し，機能障害の予防・改善に取り組むことは重要である。Functional Inde-
pendent Measure（FIM）は， がんのリハビリテーションガイドラインにおいてがん患者の ADL 評価として推奨される一方で，
脊髄損傷者の ADL 評価としては不十分であるという報告がある。脊髄損傷患者に特異的な ADL 評価尺度には Spinal Cord In-
dependent Measure（SCIM）があり，その信頼性・妥当性が報告されているが，外傷性脊髄損傷例を対象にした研究が多く，
がんの脊椎転移や原発性脊椎腫瘍の症例に使用した報告は少ない。本研究の目的は，FIM と SCIM を用いて ADL を評価し，脊
椎腫瘍患者に最も適した ADL 尺度を検討することである。

【方法】2010 年 4 月～2016 年 9 月までに当院に手術目的で入院した脊椎腫瘍患者 130 例を対象とし，術前の状態をカルテより後
方視的に調査した。調査項目は FIM，SCIM と神経学的評価として Frankel 分類，がん患者の身体機能評価として Karnofsky
Performance Scale（KPS）を用いた。FIM は総得点と運動項目，SCIM は総得点とセルフケア・排泄と呼吸管理・移動領域の得
点を算出し，分析を行った。Frankel 分類はその重症度により ADL 障害の程度が変化することが報告されている。そこで，Fran-
kel 分類の重症度で対象者を：AB 群，C 群，D 群，E 群に群分けし，群間比較を行うことで各尺度の ADL 評価法としての妥当
性を検討した。さらに，KPS と FIM，SCIM の相関分析を行い，がん患者の身体機能特性を反映しているかを検証した。統計学
的解析として，群間比較には Kruskal�Wallis 検定の後，Steel�Dwass 検定を行い，相関分析では Spearman の順位相関係数を求
めた（p＜0.05）。

【結果】FIM と SCIM の総得点はともに Frankel AB 群 vs C 群を除く全ての群間で有意差を認めた（p＜0.01）。一方，FIM 運動
項目と SCIM のセルフケアおよび移動領域において全ての群間に有意差が認められた（p＜0.01）。さらに，KPS との相関分析を
行ったところ，FIM は ρ=0.82，p＜0.01，SCIM は ρ=0.82，p＜0.01 と，ともに KPS と強い相関が見られた。

【結論】FIM，SCIM の総得点はともに検出力が同等であったが，FIM 運動項目と SCIM セルフケア，移動領域では全ての群間
に有意差が見られ，総得点よりも麻痺による違いが反映された。また，FIM，SCIM はともに KPS と強い相関があり，がんの身
体機能を反映できていることが示唆された。以上より，脊椎腫瘍患者に適した ADL 評価としては，FIM 運動項目または SCIM
の領域別得点を用いた検討が適していると考えられる。しかし，先行研究において SCIM は FIM よりも評価時間が短く，高い
検者間信頼性があり，脊髄損傷者の機能変化に対する反応性が高いことが報告されていることから，評価時間の短縮や脊髄損傷
特有の障害を具体的に評価する上では SCIM の領域別分析は FIM 運動項目を用いた評価よりも有用と考えられた。
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不全頸髄損傷における受傷後早期の歩行能力の変化

岩﨑 寛之1），國澤 洋介2），武井 圭一1），髙野 敬士1），大久保裕也1），萩原 郁美1），荒木 心太1），
冨樫 健太1），山岸 宏江3），山本 満3）

1）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部，2）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，
3）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科

key words 不全頸髄損傷・歩行能力・急性期

【はじめに，目的】改良フランケル分類 C および D の不全頸髄損傷例における受傷後 1 ヵ月間の歩行能力の変化を調査し，各分
類の理学療法（PT）における歩行の開始時期と歩行様式を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は，平成 21～27 年度に入院し PT を実施した改良フランケル分類 C および D の不全頸髄損傷例のうち，受傷後 1
週間以内に PT を開始した例，歩行に影響する併存疾患を有さない例とした。内訳は，年齢の中央値（25�75% 値）は 66（58�74）
歳，性別は男性 64 例，女性 11 例，受傷から PT 開始までの日数は 3（2�4）日，PT 開始時の改良フランケル分類は，C1 が 18
例，C2 が 8 例，D0 が 15 例，D1 が 18 例，D2 および D3 が 16 例であった。各群における運動機能の指標として PT 開始時の
American Spinal Injury Association 機能障害評価の中央値（上肢スコア/下肢スコア）は，C1 が 15/6，C2 が 37/20，D0 が 28/
46，D1 が 39/48，D2・3 が 45/49 であった。各群の歩行様式について診療録から受傷後 1 週から 4 週の各週を調査した。歩行様
式は Walking index for spinal cord injury version II（WISCIII）を用いた。改良フランケル分類各群（5 群）における歩行様式の
変化と傾向について，受傷後 1 週から 4 週の各週について各歩行様式（WISCIII）の占める割合を算出し検討した。なお，1 ヵ
月以内に退院した例は退院時の歩行様式としてその後も症例数に含めた。

【結果】各群における歩行練習が可能であった歩行様式の変化（1 週目から 4 週目の順）は，C1 は独歩一人介助が 6%→13％→19％
→25% であった。C2 は歩行器一人介助が 13%→38％→50%→50％，独歩一人介助が 13%→25%→25％→25％ であった。D0 は歩
行器一人介助が 27%→20％→13%→13％，独歩一人介助は 47%→20％→20％→7%，独歩自立は 0%→33％→40％→53% であっ
た。D1 は独歩一人介助が 67%→33％→22％→28%，独歩自立が 22%→61％→72％→72% であった。D2・3 は独歩自立が 1 週目
から 100％ であった。

【結論】C 群全体では受傷後早期の独歩自立は困難とされ，4 週時の歩行様式として独歩自立例はいなかった。C2 群では 2 週時
で歩行器歩行を中心とした練習を開始できる例が 63％ であり，歩行補助具を考慮した歩行練習を早期より開始することは重要
と考え，長期的な歩行獲得に向けての対応が示唆された。D 群全体では多くの例が受傷後早期に歩行練習を開始しており，4
週時の歩行様式として独歩自立は 73％ であった。D0，1 群の歩行様式の変化では，1 から 2 週にかけて独歩自立へと移行した割
合が高い傾向にあった。D0，1 群は歩行に必要な下肢筋力が比較的保たれていたことも踏まえると，受傷後早期には歩行様式が
急速に変化することを念頭に置き，歩行補助具や介助の有無といった歩行様式にとらわれない積極的な歩行を経験することの
重要性が示唆された。
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P-NV-19-3

頸髄損傷者に対する長期的なリハビリテーション効果～ADL自立度に着目し
て～

橋本 奈実1），岡野 生也1），篠山 潤一2），山本 直樹1），安田 孝司1），代田 琴子3），安尾 仁志2），
相見 真吾2），延本 尚也1），太田 徹1），深津 陽子1），田村 晃司1），鳥井 千瑛1），山口 達也1）

1）兵庫県立リハビリテーション中央病院，2）兵庫県地域ケア・リハビリテーション支援センター，
3）兵庫県福祉のまちづくり研究所

key words 頸髄損傷・ADL・自立支援

【はじめに，目的】

四肢麻痺を呈する頸髄損傷者（以下，頸損者）は日常生活活動（以下，ADL）に多くの支障をきたし，ADL 自立度は残存機能
レベルにより異なる。しかし，臨床上，長期的なリハビリテーションにより，頸損者における ADL 自立度が向上することを経
験してきた。本研究の目的は，当センターにおける頸損者の ADL 自立度を後方視的に調査し，長期的なリハビリテーション効
果を検証することである。

【方法】

対象は平成 20 年 4 月～平成 25 年 5 月までに当院に入院し，その後障害者支援施設（以下，施設）を利用した頸損者 20 名のう
ち以下の基準を満たす 15 名（男性 11 名，女性 4 名）とした。対象の選択基準は Frankel の分類 A～C，移動は車いすを使用，
立位，歩行が不可能な者とした。各対象者の医学的情報，Functional Independence Measure（以下，FIM）運動項目の得点，
自動車運転獲得状況をカルテやケース記録から抽出し，各動作の自立度について検討した。

統計解析は EZRversion1.24 を使用し，Friedman 検定，Bonferroni 法を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

対象者の平均年齢は 24.9±11.2 歳，当院入院期間は 328.9±151.8 日，施設入所期間は 788.5±324.8 日であった。残存機能レベル
は C6A3 名，C6BI2 名，C6BII5 名，C6BIII3 名，C7A，C8A 各 1 名であった。FIM6，7 を自立と見なし，対象者のうち自立し
た者の割合を ADL 自立度とした。車いす移動の ADL 自立度は当院退院時（以下，退院時）100% であった。食事，整容，洗体，
更衣上下，排尿コントロール，ベッドへの移乗は退院時 20～87%，施設退所時（以下，退所時）100% であった。トイレ動作，
排便コントロールは退院時 7%，退所時 40%，80% であった。自動車運転の自立度は退所時 73% であった。また，FIM 得点は全
項目において，当院入院時，退院時，退所時でいずれも有意差を認めた（P＜0.01）。加えて，当院入院中（以下，入院中），施設
入所中（以下，入所中）の期間別にみると，洗体，更衣上下，排尿コントロール，排便コントロール，ベッドへの移乗は入院中，
入所中ともに有意に改善を認め（P＜0.05），食事，整容，車いす移動は入院中にのみ有意に改善を認め（P＜0.05），トイレ動作
は入所中にのみ有意に改善を認めた（P＜0.01）。

【結論】

本研究の対象者における ADL 自立度は，諸家らの報告に比べ高い結果を示した。また，施設入所後においても食事，整容，車
いす移動を除く ADL 動作に有意な改善を示した。長期間にわたり ADL の向上を認めた要因として，施設での各種運動プログ
ラムを通して身体機能の改善を図るとともに，実生活場面において反復して動作練習を実施したことが挙げられる。

以上より，頸損者において施設を利用し，長期間リハビリテーションを継続することは，ADL 自立度の向上に寄与することが
示唆された。今後は症例数を増やし，各 ADL 自立までの経時的変化を検証し，動作自立までの期間を調査したいと考える。
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P-NV-19-4

脊椎脊髄疾患者の選択的ステップ動作時間と運動機能の関係

臼居 直哉1,2），長谷川隆史1），杉山 統哉1），内山 靖2）

1）中部労災病院中央リハビリテーション部，2）名古屋大学大学院医学系研究科

key words ステップ動作・視覚刺激・脊髄損傷

【はじめに，目的】

ステップ動作は，注意を要する環境下において転倒を回避する重要な動作の 1 つである。ステップ動作は認知・判断，予測的姿
勢調整（APA），振り出しに分類され，動作の遅延は転倒の危険因子となる。選択的注意課題を負荷した場合，ステップ動作に
遅延がみられると報告されており，認知・判断や APA の制御がステップ動作の重要な因子となる。運動麻痺を呈する不全脊髄
損傷者を対象にステップ動作時間を検討した研究では同年代，健常高齢者に比べ遅延があり筋力・歩行能力と関連がみられた
と報告されているが，注意課題との関係は明らかではない。そこで本研究の目的は，脊椎脊髄疾患者を対象に選択的ステップ動
作時間と歩行・バランス能力，筋力・筋緊張などの機能低下との関係を明らかとすることである。

【方法】

対象は，A 病院に入院・通院中の不全脊髄損傷・頚椎症性脊髄症・腰部脊柱管狭窄症の 17 名（男性 8 名・女性 9 名，平均年齢
64.59±13.72 歳）とした。測定課題は，静止立位から前方モニターに表示される視覚刺激（Flanker Task；→→←→→）の中央
矢印の示す足を出来るだけ早く前方 30cm 踏み出すこととした。ステップ動作時間は重心動揺計（Anima 社製）の結果から求め，
反応相：開始合図から，一側への 5% 以上の体重移動開始まで，APA 相：体重移動開始から遊脚側離地まで，遊脚相：遊脚側離
地から接地まで，の 3 つに細分化した。動作は左右 8 施行ランダムに実施した。ステップ動作の他に 10m 歩行（快適速度），Func-
tional Balance Scale（FBS），Functional Reach Test（FRT），ASIA 評価基準の下肢筋力スコア（LEMS），疼痛（VAS），筋緊
張（大腿四頭筋，大腿三頭筋，下腿三頭筋に対して，modified Ashworth Scale を使用）を評価した。統計解析は不一致条件の
ステップ動作各相の時間と各評価の関連を Pearson の相関分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

反応相では，FBS（r=�0.654，p=0.004），FRT（r=�0.508，p=0.038），APA 相では，10m 歩行（r=�0.656，p=0.004），FBS（r
=�0.608，p=0.010），FRT（r=�0.581，p=0.014），LEMS（r=�0.577，p=0.015），筋緊張（r=0.536，p=0.026），遊脚相では，FRT

（r=�0.603，p=0.010）と筋力（r=�0.534，p=0.027）で有意な相関がみられた。

【結論】

反応相は，FBS・FRT と相関がみられ，バランス能力低下により体重移動に遅延が生じたと考えられる。APA 相では，最も多
くの指標と相関を認める姿勢制御の過程であり，体重移動が実際に生じるためバランス能力低下に加え支持脚としての役割を
担う筋力・筋緊張の有無がより関係したと考えられる。遊脚相では，FRT・筋力で相関がみられ，筋力低下による振り出し動作
の遅延が生じたと推察できる。今回，選択的ステップ動作時間は歩行能力・バランス能力・筋力・筋緊張との関連が示唆され
た。ステップ動作の改善には筋力・バランス能力・筋緊張を改善させることが重要であると考える。
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P-NV-19-5

脊髄炎による歩行障害を呈したブルドッグに対する理学療法を実施した一例

山本 典弘

みなせ動物病院

key words 動物理学療法・脊髄炎・歩行

【はじめに，目的】

近年，動物を家族の一員として迎える家庭が増えている。それに伴い伴侶動物の生活様式，食生活にも大きな変化が出てきてお
り，動物に対する QOL の向上も求められている。様々な疾患の発症により動物の QOL も低下してくると原疾患の治療だけでな
く QOL の向上に向けリハビリテーションが重要となってくる。今回，脊髄炎の発症により後肢の感覚障害及び歩行障害を生じ
た症例に対し，早期理学療法を開始した症例を経験したので報告する。

【方法】

対象は本研究の趣旨を説明し同意を得た 1 歳 2 ヶ月の去勢済みのブルドッグである。後肢の感覚障害，及び歩行障害に対し週 1
回外来理学療法にて関節可動域訓練，バランス機能訓練，EMS を開始した。

【結果】

片側椎弓切除術により責任病巣付近の疼痛は改善したが，後肢の不全麻痺，排尿障害に関しては早期の改善は見られなかった。
しかし，術前，術後ともに関節可動域，筋力は比較的保たれていた。

【結論】

動物理学療法の分野は日本ではまだまだ未知の領域であり EBM も確立されていない。そのため，今回の一症例だけでは信頼性
には乏しい。しかし，今回早期の理学療法介入により発症以前と比較し関節可動域，筋力，歩行障害に改善が見られていた為，
理学療法の介入が有効であるのではないかと考える。今後は様々な事例の比較，検討が必要であると考える。また動物に対する
QOL の概念は飼い主の意向によるところが大きい為，ゴール設定の難しさが今後の課題であると考える。

本研究はみなせ動物病院獣医師の承認を受け実施した。なお，対象症例に対して直接の同意を得られないため，飼い主に本研究
の趣旨や目的，研究結果の取り扱いなどについて十分に説明し，同意を得た。
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P-NV-20-1

ロボットスーツHALを用いた歩行練習の効果と追跡調査
―HTLV�1 関連脊髄症の 1例―

西 倫史

鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター

key words HTLV�1関連脊髄症・ロボットスーツHAL・歩行練習

【はじめに，目的】

ロボットスーツ HAL（以下，HAL）は，脳卒中患者や脊髄損傷患者，希少性難治性の神経・筋難病疾患に対して歩行能力など
の改善効果が報告されている。HTLV�1 関連脊髄症（以下，HAM）は HTLV�1 が原因で生じる慢性進行性疾患であり，HAM
患者に対するリハビリテーションでは HAL の使用による歩行能力の改善が期待されている。本研究では HAM 患者 1 例に対し
て，HAL を用いた歩行練習の効果を検討し，その追跡調査を行った。

【方法】

症例は 50 代女性。診断名は HAM（罹病期間 19 年），障害名は痙性対麻痺と歩行障害であった。介入前の身体機能評価は，納の
運動障害重症度で Grade 5，下肢筋力は Manual Muscle Testing で 2～3 であり，T 字杖を使用し軽介助歩行レベルだった。介入
方法は転倒予防用の歩行器を使用し，HAL を用いた歩行練習を実施した。HAL は両側ともに CVC モード（随意制御）とし状
態に合わせてアシストを設定・調整した。介入期間は 1 日 20 分を，週 2 回の頻度で 5 週間，合計 10 回実施した。評価は 2 分間
歩行テストと 10m 歩行テスト（快適歩行，最大歩行の速度），フォース＆圧分布計測システム WIN FDM2（以下，フォースプ
レート）による歩行周期の解析とし，介入前後で実施した。また，追跡調査は 2 分間歩行テストと 10m 歩行テストを介入終了
4 週後，8 週後，12 週後，16 週後で行った。

【結果】

2 分間歩行テストと 10m 歩行テストの快適歩行と最大歩行の速度では介入前と比較すると介入後で改善が得られた。また，
フォースプレートによる歩行解析では介入後で歩幅と単脚支持期割合，1 歩時間で改善が得られた。追跡調査では介入終了 4
週後の快適歩行と最大歩行の速度，2 分間歩行テストでともに低下した。しかし，2 分間歩行テストと快適歩行速度は介入前と
比較すると介入終了 16 週後まで高い水準で維持されていた。最大歩行速度では介入終了 8 週後までは維持されていたが，12
週後で介入前と同等となり 16 週後では低下した。

【結論】

HAM 患者 1 例に対して HAL を用いた歩行練習を実施し，介入前後で歩行能力の改善が得られた。また，追跡調査では 2 分間
歩行テストと快適歩行速度で介入終了 16 週後まで維持されており，最大歩行速度では 8 週後まで維持されていた。本研究結果
から，HAL での歩行パターンの反復により歩行に関する運動学習と神経回路の強化が促されたと考えた。最大歩行速度では追
跡調査結果から歩行能力の低下がみられており，介入後も継続的な歩行練習が必要であることが示唆された。本研究では介入回
数が 10 回と少ないものの，HAL を用いた歩行練習は慢性進行性疾患である HAM 患者の歩行能力の改善に効果的であると考
えられる。今後は，症例数の蓄積とともに，HAL の介入方法や筋力強化および歩行指導，自主練習指導などの身体能力改善・
維持を目的にした長期的かつ効果的なリハビリテーションの検討が必要である。
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P-NV-20-2

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の歩行可能期における脊柱変形の凹凸側
と下肢関節可動域制限左右差との関係性について

立石 貴之1），松井 彩乃2），小牧 宏文3），岩田 恭幸1），佐藤 福志1），早乙女貴子1），齊藤 亘4）

1）国立精神・神経医療研究センターリハビリテーション科，
2）国立精神・神経医療研究センター整形外科，3）国立精神・神経医療研究センター小児神経科，
4）北里大学病院整形外科

key words デュシェンヌ型筋ジストロフィー・側彎・関節可動域

【背景】デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下 DMD）患者に対するリハビリテーションの重要な目標の 1 つに側彎予防が挙げ
られるが，効果がある運動療法の報告は少ない。側彎予防の運動療法を確立するために，側彎と身体機能との関係性の把握が必
要だが，歩行困難期の報告ですら少なく，側彎は一般的に Cobb 角 10̊ 以上と定義されるため，脊柱変形が軽度な歩行可能期の
報告においては皆無である。

【目的】DMD 患者の歩行可能期における脊柱変形の凹凸側と下肢関節可動域（以下 ROM），筋力，利き手の関係を調査すること。

【方法】平成 28 年 6 月から 10 月の診療録を用いた後方視的観察研究とした。対象は当院受診中の 7 歳以上で 10m 歩行が可能で
ある DMD 患者で，座位で撮影した全脊柱 X 線画像から整形外科医が Cobb 角を計測し，5̊ 以上呈する患者とした。X 線画像は
身体機能評価日から前後 1 年間以内に撮影した画像を使用した。Cobb 角の計測結果から脊柱変形の凹凸側を決定し，凹凸側の
2 群間で身体機能（足背屈，股伸展，股内旋の関節可動域（以下 ROM），膝伸展筋力（MicroFET2 を使用），利き手，評価をし
た ROM でより制限のある側の凹凸側の各症例数）を比較し，有意差を検証した。統計解析は各項目で正規性の検定を行い，対
応のある t 検定および χ2 乗適合度検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】対象となった患者は 26 名で，欠損データのあった 7 名を除いた 19 名（9.6±1.6 歳）の測定結果を検討に用いた。Cobb
角は 10.3±3.7（̊5.2～18.7̊）であった。脊柱変形の凸側は右 7 名，左 12 名であった。凹凸側の身体機能（凹側/凸側）の比較で，
ROM は足背屈（�0.8±11.5̊/3.1±9.4̊），股伸展（4.5±11.8̊/6.8±11.5̊），股内旋（49.0±28.2̊/52.9±22.3̊）であった。筋力は膝伸
展（30.9±21.5N/30.0±21.5N）であった。利き手（8 例/11 例），足背屈制限側（14 名/4 名），股伸展制限側（8 名/5 名），股内旋
制限側（11 名/6 名）であった。身体機能を凹凸側の 2 群間で比較したところ，凹側の足背屈 ROM は凸側に比して，有意に ROM
の低下を認めた。また，足背屈 ROM 制限を認めた症例は凹側で有意に多かった。

【考察】足関節 ROM 制限と脊柱変形側との因果関係は不明であるが，歩行や立ち上がり動作の中で凹側の足関節底屈モーメン
トをより発揮せざるを得ない運動連鎖があるのかもしれない。今後，今回の対象者を経年的に観察し，歩行期と歩行困難期の脊
柱変形，身体機能に一貫性があるか，また，歩行可能期に脊柱変形のある症例とない症例の身体機能の相違を調査したい。そし
て，歩行期からの運動療法が将来生じうる側彎の程度を軽減することができるのかも検討していきたい。
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ALS 患者に対する蘇生バックを用いた呼吸理学療法：MICトレーニングの効果
の検証

秋田 賢1），吉野 千鶴1），武田 貴光1），篠崎 美穂1），磯瀬沙希里2）

1）国立病院機構千葉東病院リハビリテーション科，2）国立病院機構千葉東病院神経内科

key words ALS・呼吸理学療法・MICトレーニング

【はじめに，目的】ALS 患者の多くは，病気の進行により拘束性喚起障害を呈する。その呼吸障害に対して，一般的な呼吸理学
療法である呼吸法訓練，徒手的呼吸介助，呼吸筋ストレッチ等を行っても有効な効果をあげることは難しい。これに対して，神
経筋疾患・脊髄損傷の呼吸リハビリテーションガイドラインにおいて，蘇生バックを用いた強制吸気：MIC トレーニングが紹
介されている。しかし，これまでの本邦での研究では，神経筋疾患患者を対象にした MIC 測定による MIC の即時効果について
の解析は行われているが，ALS 患者に特定して一定期間介入を行った効果の検証はされていない。本研究は，ALS 患者に対し
て一定期間 MIC トレーニングを行うことで，呼吸機能にどのような効果をもたらすのかを検証することが目的である。

【方法】対象は，当院にて MIC トレーニングを実施した ALS 患者 18 名で，患者選択基準は寄本らの既報告に基づいて，球麻痺
が無いかもしくは軽い症例で ALSFRS�R：発話・嚥下・唾液がそれぞれ 3 点以上とした。MIC トレーニングは，蘇生バックを
用いて患者の主観的最大吸気位まで加圧し，5 秒息止め後呼出することとした。これを 1 セッション 5 回，5 日間実施した。評
価項目は，初回評価時と 5 日間 MIC トレーニングを実施した後の PCF，VC，MIC の値とし，これらの 2 群間比較には対応の
ある t 検定にて統計処理を行った。

【結果】初回評価時と 5 日間 MIC トレーニングを実施した後の PCF，VC，MIC の値において，MIC は優位に増加した（p＜0.05）。
VC，PCF は優位な変化は見られなかった。また，MIC が増加した群と増加しなかった群では，年齢，発症歴，ALSFRS�R，%
VC において差は見られなかった。

【結論】本研究から，ALS 患者に対して継続的に MIC トレーニングを行うことで，MIC が増加し，肺のコンプライアンス維持
向上のための有効な手段であることが示唆された。今後は，より長い期間の効果の検証をしていくことが必要である。
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悪性腫瘍の浸潤や傍腫瘍性神経症候群により一時ADL全介助となるも，屋内歩
行可能となり自宅退院した悪性リンパ腫の 1症例

佐藤 慶彦1），本田 憲胤1），饗庭 明子2），有馬 靖佳2）

1）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター，
2）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院血液内科

key words 傍腫瘍神経症候群・悪性リンパ腫・がんリハビリテーション

【はじめに，目的】

がん患者における問題点として，腫瘍の浸潤や，傍腫瘍性神経症候群（以下 PNS）による末梢神経障害は，患者の ADL 低下を
引き起こす。本邦において PNS 患者に対するリハビリテーション（以下リハビリ）の症例報告が散見されるが，その数は少な
く，特に悪性リンパ腫に関する症例はない。今回，予後不良の悪性リンパ腫による末梢神経障害により，一時 ADL 全介助とな
るも，化学療法や理学療法を経て，最終的に補助具歩行近位監視まで ADL 改善し自宅退院を果たした症例を経験したため報告
する。

【方法】

70 歳，男性。病前 ADL は全自立。20XX 年 8 月から腰痛と大腿部屈側の痺れや疼痛，脱力が起こり，複視も出現。9 月 1 日近
医で外転神経麻痺と診断されるも，その後も次第に増悪し，下肢脱力により歩行困難，排尿・排便困難，両眼瞼下垂が出現。9
月 9 日当院紹介。頭蓋骨や腰椎など全身の骨転移，骨盤内の腫瘤性病変，腹部大動脈や下大静脈周囲の腫瘤の指摘あり，検査目
的に同日緊急入院。DLBCL unclassifiable with features intermediate between DLBCL and BL の診断にて 9 月 17 日，化学療法
開始。9 月 25 日より理学療法開始。全身状態が安定するまではベッド上の関節可動域運動を中心に実施した。入院期間中，週
5，6 日，1 日 1 回理学療法を行った。

【結果】

初期評価時の Berthal Index（BI）は 5 点であった。握力は右側 5.8kg，左手は把握動作困難で，両上肢とも挙上は困難であった。
両下肢ともに SLR 困難であり，右下肢は膝立てが可能であった。四肢体幹にしびれ，特に下肢には疼痛もあり，感覚障害を認
めた。四肢腱反射は消失していた。複視は斜台の腫瘤浸潤，四肢体幹の神経症状は PNS としてのポリニューロパチーによるも
のとみられた。10 月 1 日から離床開始。10 月 5 日から車椅子移乗実施。化学療法施行の度に感染が起こるものの徐々に神経症
状は改善した。12 月 17 日平行棒歩行練習開始。12 月 21 立位保持は近位監視にて可能。12 月 26 日ご家族の介助で移乗可能。20
XX+1 年 1 月ピックアップウォーカー使用にて歩行練習開始。3 月 9 日段差昇降練習開始。3 月 16 日自宅退院となる。最終評価
時の BI は 65 点であった。握力（右/左）14.8/11.2kg，MMT 両上肢 4 レベル，右下肢 2－4 レベル，左下肢 2 レベルまで改善し
た。補助具使用にて立ち上がり可能となり，ピックアップウォーカー使用し近位監視にて連続 20m 歩行可能となった。退院後
の現在もリンパ腫は再発せず，デイケアにて理学療法を継続している。

【結論】

本症例では悪性リンパ腫に対する化学療法が奏功し，神経障害の進行停止や改善があったものとみられる。また長期に渡る理学
療法により廃用性の機能障害からの改善も ADL の改善に寄与したと考えられる。悪性リンパ腫の PNS 患者に対しては，原疾患
の治療に加え，継続的なリハビリ介入が運動機能・ADL の改善や患者とその家族の精神的なサポートに必要である。
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重度の起立性低血圧を呈する急性自律性感覚性ニューロパチーに対し，Bio
stepⓇを用いた理学療法が有効であった 1例

舞田 貴之，原田 幹彦，清木 宏徳

光市立大和総合病院リハビリテーション部

key words 急性自律性感覚性ニューロパチー・起立性低血圧・有酸素運動

【はじめに，目的】急性自律性感覚性ニューロパチー（AASN）は自律・後根神経節を標的とする自己免疫性急性ニューロパチー
である。神経症状の回復は不良とされ（桑原。2012），リハビリテーションに関する報告は稀である。今回われわれは重度の起
立性低血圧（OH）を呈し，Bio stepⓇを用いた有酸素運動を中心とする理学療法が有効であった 1 例を経験したので報告する。

【方法】症例は 20 歳代女性。平成 24 年 4 月，発熱後に眼前暗黒感出現し，歩行困難となり前医へ搬送された。入院時，明らか
な筋力低下はなく head up tilt test で収縮期血圧 150→50 mmHg と低下し，意識消失を伴う著名な OH がみられた。AASN と診
断され，ステロイドパルス療法と免疫グロブリン大量靜注療法が施工され，同 6 月にリハビリテーション目的で当院へ転院され
た。身長 163cm，体重 35kg（発症前 52kg），BMI：13.2kg/m2と著明なるいそうを呈し，FIM（Functional. Independence. Meas-
ure）は 49 点，全介助状態で，OH の他に胃腸障害，発汗異常などの自律神経障害がみられた。Tilt table を用いたヘッドアップ
および歩行練習を開始したが，著明な OH で反応性頻脈が出現せず，プログラムの継続が困難だった。そのため，セラバンドを
用いた下腿三頭筋の筋力強化と BIODEX 社製 Bio stepⓇを用いた有酸素運動を中心とするプログラムへ変更した。

【結果】発症 1 年後，反応性頻脈が出現し自力歩行も 20m 可能となり，FIM は 85 点と ADL の改善がみられた。発症 3 年後には
体重 42kg と増加し，一人での外出も可能となった。発症 4 年後，立位時収縮期血圧は 80mmHg で OH 残存していたが，仕事復
帰が可能になった。

【結論】諸家らの報告によると，ギランバレー症候群による OH に対して，足関節の ROMex，下肢・体幹筋力の維持が効果ある。
筋収縮に伴う筋肉のポンプ作用により，立位時には下肢に貯留した血液が強制的に心臓方向へ駆出される。自律神経の再構築に
有酸素運動が有用とされている。本症例では著明な体重減少のため筋量が減少し，下肢・体幹筋などの筋収縮を利用した筋ポン
プ作用だけでは重度な OH に対応できず，自転車エルゴメーターや歩行などによる有酸素運動は実施困難であったが，Bio step
Ⓡは筋ポンプ作用を促進する有酸素運動で，座位姿勢で対応できるため，安全に 5 分以上の運動が可能であった。筋力増強とと
もに体重が増加し，継続した有酸素運動が，自律神経障害の回復に有用であった可能性があると考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）【ポスター（神経）P21】

P-NV-21-1

脳卒中片麻痺者に対する体幹ベルト付下肢装具装着歩行の力学的解析

丹保 信人1,2），相馬 俊雄2）

1）一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院，2）新潟医療福祉大学大学院

key words 体幹ベルト付下肢装具・関節角度・関節モーメント

【はじめに，目的】

「理学療法診療ガイドライン 2011 脳卒中」において，体幹ベルト付下肢装具（CVAid）が紹介された。CVAid は，弾性バンド
とインソールにより体幹と下肢を連結する点が，他の下肢装具にない特徴である。脳卒中片麻痺者に対する CVAid 装着歩行

（CVAid 歩行）では，装着による即時的なエネルギー効率の改善が報告されているが，その結果における CVAid の力学的特性
については不明である。これまでに，我々は健常成人に対して，CVAid 歩行時の前遊脚期の膝関節伸展モーメント減少や下肢関
節角度の変化を明らかにしてきた。今回の目的は，脳卒中片麻痺者に対し，プラスチック製 AFO 歩行（AFO 歩行）と CVAid
歩行の 2 条件の違いを力学的に明らかにすることである。

【方法】

対象は，維持期脳卒中片麻痺者 1 名（左片麻痺，34 歳，男性，身長 172cm，体重 77kg）とした。罹患期間は，4 年 1 ヵ月であっ
た。左下肢 Brunnstrom Recovery stage は IV，左下腿三頭筋 Modifiied Ashworth Scale は 1+，Functional Ambulation classifi-
cation は 4 であった。屋外歩行は T�cane とプラスチック製 AFO を使用している。

課題条件は，AFO 歩行と CVAid 歩行の 2 条件における 10m の平地歩行とした。2 条件とも同日中に測定し，各条件間には 1
時間以上の休憩とった。CVAid の体幹ベルトの張力は 3kg とした。

使用機器は，CCD カメラ 11 台を含む 3 次元動作解析装置（VICON Nexus），床反力計 6 台，弾性バンドの張力を計測するテン
ションメータ（Leptrino）を用いた。サンプリング周波数は，3 次元動作解析装置が 100Hz，床反力計とテンションメータが 1
kHz であった。被験者に，赤外線反射マーカー（直径 15mm）を身体の 15 箇所に貼付した。

解析区間は，CVAid 装着側の左下肢の初期接地から，同側の初期接地までの一歩行周期とした。解析は，2 条件の 10 歩行周期
分のデータを加算平均処理した。解析項目は，踵離地前後の下肢関節角度と関節モーメントを算出した。データの比較は，AFO
歩行と CVAid 歩行の各解析項目から平均値と標準偏差を算出し比較した。

【結果】

（AFO 歩行/CVAid 歩行）とする。

関節角度の立脚期では，股関節伸展（3.1±1.3/5.1±1.2）（̊），膝関節屈曲（31.0±3.7/33.9±1.4），足関節底屈（6.7±0.7/3.1±0.8）
であった。遊脚期では股関節屈曲（20.9±1.3/18.7±1.0），足関節背屈（�5.1±0.7/�1.8±0.7）であった。

立脚後期の関節モーメントでは，股関節屈曲（17.1±3.6/17.7±2.3）（Nm），膝関節伸展（2.4±1.5/3.1±0.9），足関節底屈（32.9
±4.4/41.9±4.1）であった。

【結論】

CVAid 歩行の関節角度では，身体重心の前方移動に関与する立脚後期の股関節伸展角度，遊脚中の床とのクリアランスに関与す
る遊脚初期の足関節背屈角度に増大が見られた。CVAid 歩行の関節モーメントでは，下肢の前方推進に関与する立脚後期の足関
節底屈モーメントの増大が見られた。

CVAid は，身体重心の前方移動や CVAid 装着側下肢の前方推進を補助する可能性がある。
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回復期病院入院中の脳障害患者における各種パフォーマンス評価と歩行自立度
の関係について

佐藤 武士

偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 脳障害・歩行能力・パフォーマンス評価

【はじめに，目的】

定量的な動作能力の評価として，一般に 10m 最速歩行時間（10mMWT）や Timed Up and Go Test（TUG），6 分間歩行距離
（6MD），Functional Reach Test（FRT）などのパフォーマンス評価が行われている。パフォーマンス評価と転倒リスクや歩行
実用性の関連の様々な報告があり，当院回復期病棟においても定期的にそれらの評価を行い，病棟 ADL での歩行や退院後の歩
行の設定の参考にしている。しかし，いずれの評価を歩行自立判定の参考にするべきか明らかでない。そこで回復期脳障害患者
における各種パフォーマンス評価と歩行自立度との関係を調査した。

【方法】

対象は 2008 年 3 月から 2016 年 4 月の間に当院回復期病棟に入院し，監視歩行以上の能力を有した脳障害患者 737 名とした。

測定項目は 10mMWT，TUG，6MD，FRT とし，退院日に最も近い測定日のデータを採用した。また歩行自立度を，担当理学
療法士が測定日における「できる ADL」で判断した。

統計学的分析は各パフォーマンス評価と歩行自立度（完全自立 7 点，修正自立 6 点，監視 5 点）の関係をステップワイズ重回帰
分析用いて検討した。また監視と自立の要因については多重ロジスティック回帰分析を用いて検討した。加えて receiver oper-
ating characteristic curve（ROC 曲線）を用いて，各パフォーマンス評価における監視歩行と自立歩行の cut off 値，感度，特異
度，的中精度，area under the curve（AUC）を求めた。なお FRT は測定値（cm）を身長（m）で除した値を用いた。

【結果】

ステップワイズ重回帰分析の結果は，6MD（0.54），FRT（0.10），TUG（�0.09）が採択された（括弧内は標準化偏回帰係数）。
自由度調整済み決定係数は 0.44 であった。多重ロジスティック回帰分析の結果は，FRT（オッズ比 1.14）と 6MD（オッズ比 1.009）
が採択された（モデルカイ二乗検定 p＜0.01，hosmer.lemeshow 検定 p=0.71）が採択された。ROC 曲線の結果は，10mMWT
は cut off 値 11.1 秒，感度 0.73，特異度 0.77，的中精度 0.76，AUC0.81，TUG は cut off 値 13.8 秒，感度 0.78，特異度 0.74，的中
精度 0.75，AUC0.82，6MD は cut off 値 240m，感度 0.77，特異度 0.73，的中精度 0.76，AUC0.82，FRT は cut off 値 17.7（cm/
m），感度 0.73，特異度 0.73，的中精度 0.73，AUC0.76 であった。

【結論】

ステップワイズ重回帰分析や多重ロジスティック回帰分析の結果から，6MD が最も歩行自立度を反映すると思われる。6MD
には速度や持久性などの実用的な要素が含まれるためと考えられる。その他の評価についても，ROC 曲線の結果は良好である
ことから，歩行自立の判断の補助や 6MD が行えない場合の代替評価として用いることができると思われる。ただし今回の歩行
自立度の判定はあくまで「できる ADL」であり，今回の cut off 値などの評価の特性が，環境などの様々な要因が加味される実
生活場面に必ずしも適用できるとは限らない。
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脳卒中後片麻痺者における 3分間の連続歩行が歩行時における関節角度の変動
性に与える影響

浅井 結1），大畑 光司1），川崎詩歩未1），脇田 正徳1,2），木村 和夏1,3），前田 絢香1），
大門 瑞希1），渡邉 怜美4）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻，2）関西医科大学付属病院，
3）十条武田リハビリテーション病院，4）京都大学医学部人間健康科学科

key words 脳卒中・歩行・変動性

【はじめに，目的】

脳卒中後片麻痺者における典型的な歩行パターンの特徴は主に膝関節で観察されることが古くから指摘されている。一方，歩行
の仕方は疲労などに伴い変化する可能性がある。しかし，このような長時間歩行における運動の変化についてこれまでほとんど
検討されていない。例えば小脳失調患者においては，歩幅や関節角度の変動性が歩行時の特徴であると考えられている。長時間
歩行の際，脳卒中後片麻痺者でもこのような変動性に変化が生じることが予想される。本研究の目的は，脳卒中後片麻痺者の歩
行変動性の評価を行い，3 分間連続歩行時における関節角度の変動性の経過の特徴を明確にすることである。

【方法】

対象者は地域在住の脳卒中後片麻痺者 18 名（脳出血 12 名，脳梗塞 5 名，頭部外傷 1 名）とした。対象者には裸足にて 3 分間の
連続快適歩行を指示した。歩行中の麻痺側膝・足関節関節角度を Noraxon 社製 2 軸ゴニオメーターにて測定した。機能的評価指
標として下肢最大筋力を測定し，裸足での 10m 快適歩行速度，下肢装具使用での TUG をそれぞれ測定した。歩行時の下肢関節
角度は加速度計により初期接地を同定し，1 歩行周期を 100％ として時間の正規化を行った。3 分間の連続歩行を 0�30 秒（phase
1），30�60 秒（phase2），60�90 秒（phase3），90�120 秒（phase4），120�150 秒（phase5），150�180 秒（phase6）に分類した。
解析項目は各 phase における膝・足関節角度の標準偏差（SD）を算出し，1 歩行周期の SD 平均値（SD 平均）と，0�20％ の荷
重応答期（LR 期）と 50�100％ の前遊脚期から遊脚期（SW 期）の SD の最大値（SD 最大）をそれぞれ算出した。

各 phase の膝・足関節 SD 平均値は，Friedman の順位和検定と Wilcoxon の符号付き順位検定（Bonferroni補正）で比較した。
機能・パフォーマンス指標と SD 最大値の増加率の相関を Spearman の相関係数にて算出した。

また，LR 期と SW 期それぞれにおける各 phase の SD 最大値の比較を Friedman 順位和検定と Wilcoxon の符号付き順位検定
（Bonferroni補正）にて比較した。

【結果】

各 phase の膝・足関節 SD の平均は phase2 で最も低値を示し，その後 phase4～6 で有意に増加した。機能・パフォーマンスの
指標との相関を検討したところ，膝 SD 最大値の増加率と股関節伸展，膝関節屈曲の最大筋力の間に負の相関を認めた。

LR 期の膝・足関節 SD 最大値は 3 分間で変化しなかったが，SW 期の SD 最大値は，膝・足関節ともに phase2 と phase4～6
の間で有意に増加を認めた。

【結論】

各 phase 間の SD 平均値が連続歩行時間の増加と共に有意に増加したことで，3 分間程度の連続歩行でも関節の動揺性が増加し
疲労が生じた可能性が示唆された。連続歩行測定中，1 歩行周期中において SD は LR 期と SW 期で増加する特徴があったが，
特に SW 期の SD 最大値が膝・足関節ともに増加しており，疲労によって変化が生じやすいのは前遊脚期から遊脚初期であり，
遊脚時の足尖の引っ掛かりや転倒との関連が考えられた。
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意識障害を呈した脳卒中患者における集中治療管理中の座位・立位・歩行練習
の検討

守屋 正道1），金指 佳希2）

1）日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科，2）帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科

key words 脳卒中治療ガイドライン・AVERT Trial・意識障害

【はじめに，目的】

脳卒中リハビリテーションは，脳卒中治療ガイドライン 2015 において可及的早期に開始することが勧められており，座位・立
位練習は Japan Coma Scale（JCS）が 1 桁であることが条件として記されている。しかし最近では，細胞レベルでの理学療法

（PT）の効果が示されており，病態管理が安定していれば意識障害があっても早期より離床を開始することが望ましいと考えら
れる。今回，意識障害を呈した症例に対し，座位・立位・歩行練習を JCS1 桁で開始した群と 2 桁以上で開始した群とで，基本
情報や経過・結果について比較した。意識障害を呈した症例への PT の有効性を検討したので報告する。

【方法】

対象は 2016 年 2 月から 2016 年 9 月までに当院救命救急センターへ脳卒中と診断され入室し，集中治療管理を行った症例とし
た。その中で，PT を実施し意識障害を呈していた 38 例を調査した。除外基準は，脳卒中以外の重篤な重複疾患を有する症例，
離床を進めることができない合併症を認めた症例，入院前から歩行不可能であった症例，死亡症例とした。離床開始時の JCS
が 1 桁の症例を従来群（18 例），2 桁以上の症例を重症群（20 例）に分類し，診療録より抽出した項目について 2 標本 t 検定あ
るいは χ2検定を用いて比較した。

【結果】

平均年齢は（従来/重症）74.8/66.9 歳，性別は男性 12/14 例・女性 6/6 例，病型は脳出血 8/11 例・脳梗塞 9/5 例・くも膜下出血
1/4 例，手術を施行した症例は 1/11 例，離床を展開した症例は 18/18 例，歩行に至った症例は 15/7 例であった。発症から手術
までの日数は 2/1.5 日，PT 開始までの日数は 3.2/5.0 日，離床までの日数は 3.2/8.4 日，歩行までの日数は 8.2/13.1 日，ICU 在室
期間は 7.0/15.7 日，在院日数は 21.5/27.9 日であった。初期 NIHSS は 11.8/24.5，最終 NIHSS は 5.7/14.9，NIHSS の改善効率

（NIHSS 初期�最終/在院日数）は 0.28/0.34，有害事象（脳卒中の進行や再発）の発生は 0/0 例，微細な有害事象（血圧および ICP
高値）は 0/6 例であった。最終の JCS は 1 桁が 34 例・2 桁以上が 4 例であった。2 群間において年齢（p＝0.04），理学療法開始
までの日数（p＝0.04），離床までの日数（p＝0.01），ICU 在室期間（p＝0.01），NIHSS 初期（p＝0.01），NIHSS 最終（p＝0.01）
に統計学的有意差を認めた。

【結論】

The AVERT Trial Collaboration group による研究では，no response to voice が離床除外基準として記されており，本邦のガイ
ドラインでは離床を制限する症例に対しても積極的に進めていると考えられる。本研究では JCS2 桁以上の症例に対し，有害事
象を認めず 90％ の症例が離床を展開し，35％ の症例が歩行に至った。JCS1 桁の症例に比して，PT 開始までの日数や離床まで
の日数が遅延することが確認されたが，NIHSS 改善効率は高値であり有効性が示唆された。しかし離床に対するコンセンサスが
不十分であるため，微細な有害事象を含めた本研究結果を参考に離床基準および中止基準の見直しが必要である。
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注意機能障害を呈した重度片麻痺患者への歩行練習アシストの介入

山根 奈々，森嶋 忠司，中塚 智子，大島 埴生，浅野 智也

岡山リハビリテーション病院

key words 重度片麻痺・注意機能障害・歩行練習アシスト

【はじめに】

近年リハビリテーションロボットの開発が進み，臨床場面でも盛んに導入されるようになってきた。しかし一方で，歩行に対す
るロボットの効果は現時点では明確であるとはいえず，患者の症状に合わせたロボットの選定や難易度調整などが課題となっ
ている。トヨタ自動車が藤田保健衛生大学と共同で開発した Gait Exercise Assist Robot（以下 GEAR）は精緻なアシスト調整と
多数のフィードバックにより，常に適切な難易度で歩行練習が提供でき，当院でも 2015 年 9 月より導入実施している。今回，
GEAR の精緻なアシスト調整が有効に活用出来た重度片麻痺患者を経験したため，今後の有効な治療手段の一つになるのでは
ないかと考え，ここに報告する。

【方法】

対象は右視床出血を受傷した 70 歳代男性。発症 53 日目より GEAR による練習を開始した。GEAR 開始時，Brunstrom Recov-
ery Stage II，表在・深部感覚重度鈍麻，構成障害，注意機能障害を呈していた。歩行はサイドケイン，シューホンブレイス（以
下 SHB）を使用し，重度介助であった。歩容に関しては，麻痺側遊脚時股関節屈曲の動きが乏しく，セラピストが振り出しを実
施していた。また非麻痺側下肢への重心移動が円滑に行えず，非麻痺側立脚時体幹が左前方へ崩れ介助量が多い状態であった。
麻痺側立脚に関しても膝折れがみられていた。GEAR 練習は 1 回 40 分を週 5 回，計 12 週間実施した。10m 歩行速度（km/h），
重複歩距離（cm），Functional Independence Measure の歩行（以下 FIM 歩行）を毎週末評価した。

【結果】

練習開始当初は麻痺側立脚・遊脚ともアシスト量は最大であったが，左右への重心移動を学習した後は，アシスト量の漸減が可
能となった。その結果，四点杖と SHB 使用し，自力で麻痺側下肢の振り出しが可能となった。FIM 歩行は 2 点から 5 点へ，歩
行速度は 0.52km/h から 0.7km/h へ，重複歩距離は 40cm から 55.6cm へと向上した。

【結論】

本症例は注意機能障害を呈しており，同時に 2 つ以上の指示を理解し処理することが困難であった。そのため麻痺側下肢の振り
出しに注意が向いてしまうと，体幹が前方へ崩れても気づかず歩行不能となっていた。介助歩行では常に口頭指示と徒手的介入
が必要で，他者に依存した歩行となっていた。そのような症例に対し GEAR が麻痺側下肢の動きを担保することで，当初は体
幹の重心移動のみを課題提供できた。十分な重心移動が学習できたことで，麻痺側下肢へ注意を向けても歩行可能となり，漸減
的にアシスト量の調整が行えるようになった。GEAR の使用により，初期より最終歩容類似の歩行練習を実施しながら，患者の
注意機能に合わせ一つずつ課題を提供したことで，症例自身の制御方法の学習に繋がったと考える。GEAR の精緻なアシストに
より，患者自身で行う動作を尊重しつつ，ロボットが適切に介入し，常に限界難易度で歩行練習できることは，注意機能障害を
呈した重度片麻痺患者に有効であると思われる。
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脳卒中片麻痺者の加速度波形解析による歩行評価と下腿筋活動の関係

武田 尊徳1），吉野 晃平1），松岡 正悟1），小野田翔太1），成塚 直倫1），福島 正子1），星 文彦2）

1）上尾中央総合病院リハビリテーション技術科，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 脳卒中・加速度・筋活動

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺者の歩行中の筋活動については多く報告されており，歩行獲得を目指す介入を行ううえで，対象者がどのような筋
活動を呈しているのかを知ることは臨床上有用な情報である。また，歩行中の加速度波形によりパワースペクトラム解析（PS）
や root mean square（RMS），自己相関分析（AC）を算出することで，歩行指標として定量化できると報告されているが，脳卒
中者における筋活動の相反性や協調性の低下といった疾患特異性との関係は明らかになっていない。

本研究の目的は健常成人と脳卒中片麻痺者の筋活動と歩行指標を比較し，脳卒中片麻痺者における歩行時の筋活動と歩容の関
係について検討する事である。

【方法】

対象は脳卒中以外の神経疾患，整形外科疾患を有しない男性初発脳卒中患者 6 名（平均年齢 65.0±8.2 歳，発症 82.3±33.6 病日，
右麻痺 2 名，FBS47.0±5.5 点）とした。control 群は成人男性 6 名（平均年齢 25.5±1.8 歳）とした。

歩行計測は 10m の歩行路にて快適歩行速度，歩行補助具を用いない条件で実施した。体幹加速度の計測は慣性センサ（ATR�
Promotions；TSND121）を第 3 腰椎付近に貼付して行い，得られた値より PS を滑らかさの指標，RMS を動揺性の指標，AC
を定常性の指標として，それぞれ前後，左右，上下の 3 方向で算出した。指標に対する歩行速度の影響を考慮し，RMS は歩行
速度（m/s）の 2 乗で除した値とした。筋活動は表面筋電図計（ATR�Promotions；TS�EMG01）を用い，麻痺側（control 群は
全て右側）の外側腓腹筋，前脛骨筋を計測した。20Hz から 250Hz のバンドパスフィルターで処理し，測定したデータの 3 歩行
周期を抽出した。平均波形を算出したのちに，50msec の RMS 波形に変換した。波形は 3 歩行周期中の平均値で除して正規化し，
歩行周期中の同時収縮の指標として co�contraction index（CI）を算出した。

それぞれ算出した値を対象群と control 群で比較した。また歩行指標と CI の相関係数を算出した。各指標の算出，統計解析には
表計算ソフト（Microsoft；Excel）を使用した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

PS の左右方向と，RMS・AC の全方向，CI において対象群と control 群で有意な差が認められた（p＜0.05，d=1.35�2.34）。con-
trol 群の CI と PS の上下方向，RMS の前後方向で有意な相関が認められた（¦r ¦=0.82�0.91，p＜0.05）。対象群では全ての項目に
おいて有意な相関は認められなかった（¦r ¦=�0.41�0.64，p≧0.05）。

【結論】

先行研究同様，健常成人に比べ片麻痺者の歩行中の下腿筋活動の同時収縮は強く見られていたものの，片麻痺者においては同時
収縮の程度と歩容を定量化した歩行指標との相関は認められなかった。さらに RMS と AC の全ての方向で有意な差が認められ
た事から，動揺性の増加や定常性の低下などといった片麻痺者の疾患特異的な歩行機能の低下は麻痺側下腿の筋活動の影響を
強く受けていない事が示唆された。
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P-NV-22-2

脳卒中片麻痺患者の下肢感覚障害が歩行とバランスに及ぼす影響
―表在感覚障害と深部感覚障害での比較―

酒井 克也1,2），池田 由美2）

1）初台リハビリテーション病院，2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words 表在感覚障害・深部感覚障害・下肢

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者における下肢感覚障害は多くの症例に認められる。先行研究より下肢感覚障害は最大歩行速度やバランス，歩
行自立までの期間などへの影響が明らかになっている。しかし，先行研究では表在感覚障害と深部感覚障害が混在しており，表
在感覚と深部感覚のそれぞれが歩行やバランスに及ぼす影響は明らかではない。脳卒中片麻痺患者における表在感覚と深部感
覚障害は回復が異なるとの報告があり，それぞれの感覚障害の影響をできるだけ除外した状態にて分析することが重要である。
そこで，本研究の目的はそれぞれの感覚障害が混在しないように群分けを行い，脳卒中片麻痺患者における下肢の表在感覚障害
と深部感覚障害が歩行とバランスへ及ぼす影響を明らかにすることとした。

【方法】

研究デザインは後方視的研究とし診療録よりデータを抽出した。対象は 2014 年 12 月 1 日以降当院回復期病棟に入院し，2016
年 9 月 20 日までに自宅退院した初発のテント上病変の脳卒中片麻痺患者 127 名とした。そのうち，認知障害，高次脳機能障害
患者を除外し，運動麻痺の程度を揃えるため Brunnstrom recovery stage（以下，BRS）III 以上の 118 名を抽出した。感覚障害
は Stroke Impairment Assessment Set にて評価した。SIAS の感覚検査の結果から表在感覚と深部感覚障害が混在しないよう
に，触覚は正常で位置覚が鈍麻した症例と位置覚は正常で触覚が鈍麻した症例を抽出し，深部感覚障害群と表在感覚障害群とし
て 2 群に分類した。最終的に深部感覚障害群 11 名，表在感覚障害群 18 名を対象とした。2 群の基本属性（年齢，性別，病型，
麻痺側，BRS，在院日数，FIM 利得）と入退院時における 10m 歩行速度，6 分間歩行距離，屋外歩行距離，Functional Balance
Scale（以下，FBS），Functional Independence Measure（以下，FIM）を 2 群間で比較した。統計学的処理として，基本属性は
マンホイットニーの U 検定と χ2検定を用いた。表在感覚障害群と深部感覚障害群における入退院時の各因子の比較には二元配
置反復測定分散分析を用いた。ソフトは SPSS を使用し，有意水準 5% とした。

【結果】

2 群間において，基本属性である年齢（P=0.671），性別（P=0.732），病型（P=0.732），麻痺側（P=0.958），FIM 利得（P=0.216），
BRS（P=0.053）に有意差は見られなかった。しかし，在院日数に有意差を認め（P=0.049），深部感覚障害群の方が有意に在院
日数は長かった。また，10m 歩行速度，6 分間歩行距離，屋外歩行距離，FBS，FIM に主効果を認め（P＜0.05），深部感覚障害
が有意に低い値を示した。交互作用は認められなかった（P＞0.05）。

【結論】

運動麻痺の程度を揃え，表在感覚と深部感覚障害のそれぞれの影響を除外し分析した結果，深部感覚障害群は表在感覚障害群に
比べ歩行速度や屋内外の歩行距離，バランス，FIM が低い結果となった。下肢は表在感覚よりも深部感覚の方が歩行やバランス
機能に与える影響が大きいことが明らかとなった。
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P-NV-22-3

脳卒中片麻痺者における骨盤前傾運動が歩行動作に及ぼす影響

谷内 幸喜1），河﨑由美子2），目見田洋輔2），河﨑 政治2），杉村 雅人2），木原 幸太2）

1）城西国際大学，2）総合リハビリテーション伊予病院

key words 脳卒中片麻痺者・骨盤前傾運動・歩行動作

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺者の歩行能力と麻痺側下肢における前方運動量との関連性を述べた報告（北谷ら）などからも伺われるように，脳
卒中片麻痺者の歩行動作において麻痺側下肢の swing 動作は重要であると考える。我々は第 51 回本大会において，麻痺側
swing 動作の向上と骨盤前傾角度との関連性を述べるとともに，脳卒中片麻痺者に対して簡便に出来る歩行能力評価としての 2
次元分析による「骨盤前傾」評価の重要性および有用性を報告した。そこで今回，脳卒中片麻痺者に対して，骨盤前傾運動を積
極的に実施することによって，その後の歩行動作にどのような影響がみられるかを観察した結果，客観的指標が得られたので報
告する。

【方法】

被験者は杖を使用せず 5m 以上の独歩が可能な脳卒中片麻痺者 14 名とした。被験者に対してまず，インターリハ社製ゼブリス
高機能型圧分布計測システム（以下，Win FDM）上で出来るだけ早く歩く（早歩）よう指示。その後，下腿長の高さに設定し
た椅坐位姿勢にて閉鎖性運動連鎖による骨盤前傾運動（骨盤を後傾位から出来るだけ前傾位に傾斜するように指示）を全可動域
にわたり抵抗運動にて 10 回実施。数秒後に被験者自身のタイミングにて Win FDM 上での早歩を行った。骨盤前傾運動前後に
おける歩行動作は Win FDM にて連続測定し，インターリハ社製解析用 FDM Gait ソフトウェアにより麻痺側ステップ長・ス
トライド長・歩行速度の平均値を求め分析項目とした。また，マーカーを麻痺側の肩峰，上前腸骨棘，大転子，膝関節外側関節
裂隙の 4 箇所に貼付し，CASIO 社製ビデオカメラ（HS EX�FH100）にてマーカーの位置を連続撮影し，骨盤傾斜角度・股関節
角度を測定し分析項目とした。骨盤前傾運動前後における歩行動作に差があるかを調べるために，データの正規性を確認してか
ら t 検定による分析を用い有意水準を 5% 未満として統計学的解析（Microsoft 社製分析ツール）を行った。

【結果】

骨盤前傾運動実施後の歩行動作では，麻痺側ステップ長（P＜0.05）及びストライド長（P＜0.01），歩行速度（P＜0.01）の有意
な増加が認められた。骨盤傾斜角度を含めた股関節角度は，swing 動作が終了する麻痺側 heel contact 時では有意な差は認めら
れなかったが，麻痺側 toe off 時の伸展角度において有意な増加が認められた（P＜0.01）。

【結論】

座位姿勢での骨盤前傾運動は，腸腰筋や大腿直筋，脊柱起立筋などの共同作業によって行われており，腸腰筋は腰椎の垂直方向
の安定性に（Keagy ら），大腿直筋は歩行能力に関与（Rantanen ら）すると報告されている。本研究では，脳卒中片麻痺者に対
し座位姿勢での骨盤前傾運動を促すことで歩行パラメータの向上と，麻痺側立脚終期における股関節伸展作用を高める結果を
得た。骨盤の運動は腰椎の柔軟性に強く影響を受ける（Jackson ら）ことなどから，今後は体幹等の柔軟性を含めた検証が必要
であると考える。
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P-NV-22-4

聴覚刺激が立位・歩行制御に与える影響

曽利 洋平1），島谷 康司2），村上 隆一3），曽 智4），辻 敏夫4）

1）国立病院機構東広島医療センター，2）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，
3）国立病院機構福山医療センター，4）広島大学大学院工学研究院

key words リズム聴覚刺激・歩行制御・立位姿勢制御

【はじめに，目的】

聴覚刺激が静止立位時の身体動揺や歩行に影響を及ぼす報告が散見されるが，未だ明らかとなっていない。今回，歩行中の各個
人のリズム聴覚刺激（Rhythmic Auditory Stimulation 以下 RAS）を用い，RAS が静止立位時の重心動揺や歩行に与える影響
について検証した。

【方法】

若年健常者 24 名（男性 13 名，女性 11 名，平均年齢 20.5 歳±0.9 歳）を対象に歩行検査と重心動揺検査を実施した。歩行検査で
は被験者の定常歩行と速歩から計測時間，歩行率，速度を算出し，歩行率から定常歩行と速歩の RAS を作成した。その後，作
成した速歩の RAS を与えながら定常歩行を実施し，同様に計測時間，歩行率，速度を算出した。重心動揺検査では，聴覚刺激
なし条件，聴覚刺激左右 5sec 条件，RAS 条件の 3 条件とした。聴覚刺激左右 5sec 条件では，左耳と右耳交互に 5 秒間ずつ聴覚
刺激を与えた。RAS 条件では，被験者の定常歩行の歩行率から RAS を作成した。70 秒間の測定を各 3 施行とし，計 9 施行実施
した。重心動揺測定機器は Wii ボード（任天堂社製）を使用した。聴覚刺激音源は音源作成ソフト（Audacity）で作成した。デー
タ解析は被験者 24 名のうち，解析可能であった 20 名を対象とし，有意水準は 5％ 未満とした。歩行検査では，歩数，速度，歩
行率について対応のある t 検定を行った。重心動揺検査では，総軌跡長，外周面積，実効値面積（Root Mean Square Area：以
下，RMS），を使用し，統計処理は一元配置分散分析，多重比較検定には Bonferroni/Dunn 法を用いた。

【結果】

歩行検査において RAS あり群と RAS なし群では，RAS あり群で速度が有意に高値を示し（p＜0.05），歩数においては低値の傾
向を示した（p=0.06）。歩行率には有意差を認めなかった。重心動揺検査では，聴覚刺激なし条件と比較して，聴覚刺激左右 5
sec 条件，RAS 条件では RMS が有意に低値を示した（p＜0.01）。総軌跡長，外周面積には有意差を認めなかった。

【結論】

歩行検査において，RAS あり群では歩行速度が有意に高値を示し，歩数が減少傾向にあった。武藤らは健常者に対してリズム聴
覚刺激を用い，引き込み現象が起こることを報告している。したがって被験者は定常歩行の教示を受けながら，RAS に引き込ま
れたと考えられる。また，歩行率は有意差を認めなかった。これは，歩行速度をあげて歩幅を増大させることで代償していたと
考えられる。今回の実験結果は，歩行中に RAS を用いることで歩行速度が変わることを示唆したものであり，臨床において歩
行速度を向上させたい場合の聴覚刺激の有用性を支持するものである。また，重心動揺検査では閉眼時と比較して，聴覚刺激左
右 5 sec 条件，RAS 条件で RMS が有意に減少した。Ross らは聴覚刺激が大脳の感覚統合領域におけるフィードバック機構に関
与し，姿勢を安定させることを報告している。このことから，本研究においても同様の姿勢制御機構が働き，姿勢の安定に関与
したことが推測される。
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P-NV-22-5

脳卒中片麻痺患者に対する歩行練習距離の変化が歩行能力改善に及ぼす影響について
―歩行リハビリ支援ツール Tree を用いた検討―

山出 宏一，松浦 和文，長谷 浩行，加藤 祥一

山口リハビリテーション病院

key words 脳卒中・歩行練習・歩行距離

【はじめに，目的】

理学療法分野における脳卒中患者に対する歩行練習は様々な方法が検討されている。脳卒中ガイドラインでは「歩行や歩行に関
連する下肢訓練の量を多くすることは歩行能力の改善のために強く勧められる（グレード A）」と記されている。また脳卒中理
学療法診療ガイドラインでも伝統的な運動療法よりもトレッドミルや平地歩行練習を行うことを推奨している。しかし，歩行練
習量の指標として時間や距離，練習中の速度等を示したものは少ない。

歩行練習機器のひとつに歩行リハビリ支援ツール Tree：リーフ（株）（以下 Tree）がある。これは非装着型ロボットであり，歩
行速度や踏み出しタイミングのピッチ音を，患者の歩行状態に合わせて任意に調節し歩行練習を実施でき，歩行能力改善の効果
が期待されている。

そこで本研究の目的は，Tree を使用した際の一定時間における歩行練習距離の変化と，歩行能力の改善について検証すること
とした。

【方法】

研究デザインは AB デザインによるマルチベースラインデザインとし，通常の歩行練習を行う期間を A 期，Tree を使用して歩
行練習を行う期間を B 期とし，研究期間を 15 日間とした。対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入院する脳卒中片麻痺
患者 6 名とし，A 期を 3 日，6 日，9 日で各 2 名を無作為に分け，その後の研究期間を B 期の期間とした。除外対象は歩行練習
に影響する認知機能の低下を認める者，脳血管疾患以外を原因とする歩行障害を有する者とした。対象者の毎日の理学療法介入
の際に，20 分間の総歩行距離を計測した。さらに歩行練習後に 10m 歩行時の速度，歩幅，cadence を計測した。歩行練習時は
担当理学療法士が対象者の疲労状態を考慮し休憩をとった。

以上の結果より，独立変数を Tree による介入，従属変数を歩行練習中の歩行練習距離，歩行速度，歩幅，cadence とした。結
果の分析にはランダマイゼーション検定を行いた。これは各対象者について各期の平均値差の総和を検定統計量とし，A 期と B
期をランダムに組み合わせて（6C2*4C2＝90 通り）検定統計量を算出した。さらに介入結果から得られた値の検定統計量以上の組
み合わせ数を，全体の組み合わせ数で除した値を有意確率とした。統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

統計処理の結果，歩行練習距離の延長（1/90＜0.05），歩行速度の向上（1/90＜0.05），歩幅の拡大（1/90＜0.05）に有意な差を認
めた。cadence には有意差を認めなかった（6/90＞0.05）。

【結論】

脳卒中片麻痺患者に対して Tree を使用することで，Tree の重量によって安定性が高くなることや任意に設定した一定の歩行
速度で歩行練習を実施できることが歩行距離延長に繋がったと考えた。さらに歩行速度の向上と歩幅の拡大が見られたことか
ら，より長い距離の歩行練習が歩行能力改善に有効であることが示唆された。今後は Tree 以外の方法での歩行練習距離を長く
する方法と併せて更なる検証を行いたい。
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P-NV-23-1

脳梗塞患者における大脳白質病変が歩行自立度に及ぼす影響
～回復期リハビリテーション病棟患者での検討～

近藤 貴大，添田 健仁，渡辺 光司

医療法人社団新生会南東北第二病院

key words 脳梗塞・大脳白質病変・歩行自立

【はじめに，目的】

無症候性脳血管障害は脳卒中に発展しうる病態として注目されており，そのうち大脳白質病変は頭部 MRI で観察可能な慢性の
虚血性変化である。脳卒中ガイドラインにて，大脳白質病変は脳卒中発症の独立した危険因子として報告されている。しかしな
がら，脳卒中発症後の回復と大脳白質病変の関連は明らかではない。健常高齢者において，大脳白質病変は認知症，歩行速度低
下やバランス障害などの要因となることが報告されている。これらの機能低下は脳卒中後の回復にも影響を及ぼす可能性があ
る。よって本研究では，回復期リハビリテーション病棟において大脳白質病変が歩行自立度に及ぼす影響を検討することとす
る。

【方法】

当院回復期リハビリテーション病棟に入院した初発脳梗塞患者を対象とした。退院時の歩行様式にて自立群，非自立群に群分け
し後ろ向きに検討した。調査期間は 2014 年 4 月から 2016 年 8 月とした。入院時歩行自立の者，入院中増悪した者，発症前歩行
非自立の者は除外した。なお，歩行自立度は Functional Independence Measure にて評価し 6 点以上を自立群，5 点以下を非自
立群とした。大脳白質病変は発症時の MRI にて評価を行った。Fazekas らの分類に従い，脳室周囲病変（以下 PVH）及び深部
皮質下白質病変（以下 DSWMH）でグレード分類した。各グレード 2 以上を病変有りとした。退院時病棟歩行自立度を従属変数，
年齢，性別，入院時 Fugl�Meyer Assessment 下肢項目（以下 FMA），テント上の損傷か否か，高次脳機能障害の有無，PVH
の有無，DSWMH の有無を独立変数として多重ロジスティック回帰分析を実施した。統計ソフトは R ver 2.8.1 を使用し，有意水
準は 5% 未満とした。

【結果】

本研究の対象は 74 名で，歩行自立群 43 名，非自立群 31 名となった。多重ロジスティック回帰分析の結果，関連を認めた項目
は年齢（オッズ比 1.11，95% 信頼区間 1.03�1.20），FMA（オッズ比 1.12，95% 信頼区間 1.05�1.21），高次脳機能障害の有無（オッ
ズ比 4.64，95% 信頼区間 1.31�16.4），PVH の有無（オッズ比 4.45。95% 信頼区間 1.22�16.2）であった。

【結論】

脳梗塞患者について大脳白質病変のうち PVH が歩行自立の阻害因子になることが示唆された。回復期リハビリテーション病棟
にて脳梗塞患者の評価をする際，脳梗塞の損傷部位のみならず大脳白質病変とりわけ PVH への考慮を行う必要がある。大脳白
質病変の局在について，健常高齢者において PVH の存在はより歩行速度やバランス低下の身体機能に影響を及ぼすと報告され
ている。病棟歩行自立の評価基準には曖昧な面もあるが，PVH を有する者は，潜在的な歩行・バランス障害が要因となり歩行
自立が阻害されたと考えられる。
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脳卒中片麻痺患者におけるステップ肢位での動的バランス評価（SPT）と歩行自
立度の関係～第 2報～

鳥居 和雄1），八塩ゆり子1），森田 和希1），柴田恵一郎1），池田 有沙1），小澤 秀崇1），鶴 政彦1），
岡 知紀1），井上 健介1），加辺 憲人1），吉松 竜貴2）

1）医療法人社団輝生会船橋市立リハビリテーション病院，2）東京工科大学医療保健学部理学療法学科

key words 脳卒中片麻痺患者・ステップ肢位・歩行自立度

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺患者において，草野ら（2002）はステップ肢位での最大重心移動や姿勢保持能力が歩行自立度と関連があると報告
している。我々は第 50 回の本学会にて，臨床的観点から PT の観察によるステップ肢位での動的バランス評価（Step Position
Test；以下，SPT）を考案し，歩行自立度との関連を報告した。今回，対象者数を増やし統計的な検討を加え SPT の意義につ
いて再度検証を行った。

【方法】

対象は当院回復期病棟に入院した脳卒中片麻痺患者から，触れる程度の介助以上で歩行が可能であった者 14 名（男性 9 名：女
性 5 名，平均 69±9 歳）とした。診断名は脳梗塞 9 名：脳出血 5 名。麻痺側は右 4 名：左 10 名，発症から測定までの日数は 101
±46 日。下肢 Brunnstrom stage は II が 2 名，III が 1 名，IV が 7 名，V が 1 名，VI が 3 名。SPT として 4 種類の Test を実施。
Test①・②：静止立位から対象者自身のタイミングで前方にステップし 5 秒間保持した後に，元の姿勢に戻る（①麻痺側・②非
麻痺側からのステップ）。Test③：静止立位から非麻痺側下肢を前方にステップし，そのまま非麻痺側の足関節背屈運動 5 回，
背屈位を 5 秒間保持し，元の姿勢に戻る。Test④：静止立位から非麻痺側下肢を後方にステップし，そのまま非麻痺側の足関節
底屈運動 5 回と底屈位を 5 秒間保持し，元の姿勢に戻る。Test①～④実施中の動画を撮影し，臨床経験 10 年目以上の PT4 名が
個別で動画を観ながら以下の基準で採点。4：安全に実施可能，3：ふらつきあるが自制内，2：ふらつき強く触れる程度の介助
必要，1：実施困難とした。4 名の PT が採点した点数の平均値を各 Test の結果とし，Test①～④の合計点を各対象者の SPT
値とした。また，検者間信頼性を確認するため級内相関係数（ICC）を算出。SPT 値と Berg Balance Scale（以下，BBS），最速
10m 歩行にて，歩行自立度（評価時点の FIM 歩行点数）との関連性を検証するため Spearman の順位相関係数（ρ）を算出。さ
らに，対象を FIM 歩行点数より自立群：FIM=7 点，修正自立群：FIM=6 点，要介助群：FIM=5 or 4 点の 3 群に分類。歩行自
立度に応じて各測定値が異なるか検証するため，Kruskal�Wallis 検定とその後の多重比較検定（Bonfferoni 法）にて，3 群間の
測定値を比較した。

【結果】歩行自立度との関連性として SPT 値は ρ＝0.88（p＜0.01），BBS は ρ＝0.76（p＜0.01）と高い関連性を示した。SPT 値の
ICC（2，1）は 0.89 と検者間の差は少なかった。3 群間の比較では，SPT の Test①・②の点数は自立群が要介助群よりも有意に
高く（p＜0.05），SPT 値は自立群が他の 2 群よりも有意に高かった（p＜0.01）。また，BBS は要介助群が他の 2 群よりも有意に
低かった（p＜0.01）。

【結論】脳卒中片麻痺患者におけるステップ肢位での動的バランス評価は歩行自立度と関連することが示唆された。ステップ肢
位は歩行の両脚支持期と類似した姿勢であり，歩行時のバランス能力を反映しやすいと考えられる。
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車椅子移乗時におけるブレーキ・フットレストの操作管理と歩行予後予測との関連
認知機能評価と比較して

長井 亮祐1），月成 亮輔1），菊池 俊明1），宮前 篤1），伊藤 修一1），宮崎 晶子2）

1）市川市リハビリテーション病院理学療法科，2）市川市リハビリテーション病院言語・心理科

key words 脳卒中・予後予測・移乗動作

【はじめに，目的】

脳卒中患者の予後予測に関して，運動機能や日常生活活動を予測因子とした報告が多いが，認知機能を予測因子とした研究は数
少ない。脳卒中患者の自立歩行能力を評価する際には，運動機能面だけでなく，認知機能面を加味して評価することが重要であ
るという報告があり，同じく自立歩行を予測する際にも重要であることが考えられる。しかし，認知機能評価は机上で実施する
ものが多く，臨床の中で理学療法士が行うことは難しい。そこで我々は，理学療法士が日常臨床場面で簡便に行うことができる
評価として，車椅子からの移乗動作時の準備動作（以下，B/F 操作管理）に着目した。第一報において，入院から 1 か月時点の
B/F 操作管理の可否から退院時病棟歩行自立・非自立を予測できる可能性が示唆されたが，認知機能評価との比較はなされて
いなかった。本研究の目的は，回復期脳卒中患者を対象として，B/F 操作管理と認知機能評価の予後予測の有用性を比較するこ
とである。

【方法】

対象は，当院に 2014 年 11 月から 2016 年 2 月の間に入院した初発脳卒中患者 17 名（平均年齢 66.7±14.1 歳，発症から入院まで
の平均日数 27.8±13.9 日，平均在院日数 148.8±28.6 日）とした。除外項目は 1）入院時の病棟歩行が自立している，2）状態悪
化による転院，3）測定に同意が得られない，4）入院時の移動に車椅子以外の手段を使用している，5）失語症により MMSE
を実施できない，6）TMT�A を実施できないとした。病棟歩行自立は，病棟 ADL での歩行を基準とし，その判断は多職種から
なるチームで話し合い，最終的に主治医が行った。B/F 操作管理は，訓練室内で治療台に移乗する際に声かけおよび介助なしで
患者自らが車椅子のブレーキとフットレスト操作を行うことが定着しているかを担当 PT が判断した。MMSE および TMT�A
は，臨床心理士が静かな部屋で評価を行った。いずれも，入院から 1 か月時点の B/F 操作管理の可否，MMSE と TMT�A の得
点を採用した。B/F 操作管理の可否および MMSE，TMT�A が，退院時の病棟歩行自立を予測可能であるかを陽性的中率・陰
性的中率を求めて比較した。なお，MMSE，TMT�A は，陽性的中率と陰性的中率の積が最も高いカットオフポイントの値を採
用した。

【結果】

対象者のうち，退院時に病棟歩行が自立したのは 7 名，自立しなかったのは 9 名であった。B/F 操作管理の可否から，病棟歩行
自立を予測する陽性的中率は 77.8%，陰性的中率は 100％ であった。MMSE は，カットオフポイントは 28 点となり，病棟歩行
自立を予測する陽性的中率は 70%，陰性的中率は 100％ であった。TMT�A は，カットオフポイントは 151 秒となり，陽性的中
率は 33%，陰性的中率は 40％ であった。

【結論】

B/F 操作管理の可否は，認知機能評価よりも退院時病棟歩行自立を予測する的中率が高い値を示した。B/F 操作管理の可否は日
常的な臨床場面で評価可能であるため，簡便性という点で優れていると考えられる。
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多面的な評価，治療介入により重度の姿勢・歩行制御障害が改善した橋出血後
の一症例

中山菜々華，植田 耕造，宮下 創，光吉 俊之

星ヶ丘医療センター

key words 橋出血・多面的な評価，治療・姿勢，歩行制御障害

【はじめに，目的】今回，橋出血後に運動失調，前庭機能障害，近位筋の制御障害などにより重度の姿勢・歩行制御障害を呈し
た症例を担当し，各時期に多面的な評価，治療介入を行い改善を認めたため報告する。

【方法】症例は 40 歳代後半の男性，診断名は橋出血，出血範囲は橋の正中から背部にかけて左側に広範囲で右側にも及んだ。発
症約 2 ヶ月後に当院の回復期病棟へ転院。

発症約 3 ヶ月の初期評価では SIAS 運動は 4，感覚は各 2，踵�すね試験は SARA で右 2，左 1，FACT は 14，SARA の坐位は
1，自覚的視性垂直位（SVV）は�7.7̊（�が左側）で自覚的姿勢垂直位は�1.3̊。SARA の立位は 1，静止立位の閉脚閉眼やマット
上閉眼で動揺が大きく左側へバランスを崩した。SARA の歩行は 6，FAC は 1 で歩行中に左側へバランスを崩した。

静止立位の閉眼条件時や歩行時に左へバランスを崩し，SVV も左へ傾斜していること，運動，感覚機能がある程度保たれている
こと，損傷部位を考慮し，初期評価時の左への転倒傾向は前庭機能障害に起因すると推察した。そこで閉眼立位にて右側を陽極
とした直流前庭電気刺激（GVS）を主とした介入を 2 週間実施した。

その結果，静止立位の閉眼条件は保持可能となり，短距離であれば独歩可能，SARA 歩行は 4，FAC は 2，TUGT（秒）は 16.5，
SVV は�6.5̊ となった。しかし，歩行速度（km/h）は 2.80，歩幅（cm）42，歩調（歩/秒）1.9 と歩幅は小さく，右下肢の歩幅は
一定しなかった。これは右下肢の運動失調の影響が大きいと推察し，体重免荷トレッドミル歩行練習（BWSTT）による介入を
2 週間実施した。

その結果，TUGT は 11.4，歩行速度は 3.88，歩幅は 57，歩調は 1.9 と特に歩幅が増加したことで歩行速度の改善を認めた。しか
し歩行時の動揺が残存し，膝立ち位などで特に動揺を認めた為，近位筋による制御の改善を目的に膝立ち位などの協調運動練習
による介入を 2 週間実施した。

その結果，TUGT は 10.3，歩行速度は 4.52，歩幅は 67，歩調は 1.9 と歩幅が増大し，歩行速度は正常値まで改善した。しかし方
向転換等で不安定性が残存し，Dynamic Gait Index（DGI）は 12 点であった為，DGI 内の不安定を認める動作課題の練習を集中
的に 3 週間実施した。

【結果】発症 5 ヶ月の最終評価では DGI は 14 点，SARA の歩行は 2 であり，病棟内移動は独歩自立となった。しかしマット上
閉眼条件での立位保持は約 10 秒でバランスを崩し，屋外歩行には見守りを要した。

【結論】今回，変化していく症例の身体状態に合わせて，指標とする評価項目を変更，選択し，その結果から治療介入の選択を
行った。前庭機能障害による姿勢制御障害に対する GVS，運動失調による歩行障害に対する BWSTT，姿勢制御障害に対する協
調運動練習，応用歩行練習を適切な時期に行うことで，最終的に屋内独歩自立が可能になったと考える。しかし，マット上閉眼
条件での立位保持や屋外歩行などに課題を残した。これらは今回評価，介入しきれていない機能障害が影響したと考えられる。
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脳卒中片麻痺患者における立脚後期の足関節底屈トルクの大きさと運動麻痺の
関連

石原 匠1），高村 優作1），市村 幸盛1），藤本 康浩2），藤内 和恵2），富永 孝紀3）

1）医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部，2）川村義肢株式会社，3）株式会社たか翔

key words 脳卒中片麻痺患者・歩行・運動麻痺

【はじめに，目的】

先行研究では，脳卒中片麻痺患者において踵接地直後の底屈トルク値（First Peak：FP）や足趾離地時の底屈トルク値（Second
Peak：SP）が低いといった報告（山木 2014）や，健常成人において歩行速度が速いほど SP が高値となるといった報告（丹保
2013）がある。一方で，臨床場面では運動麻痺が重度でも蹴り出しが十分な症例や運動麻痺が軽度でも蹴り出しが不十分な症例，
歩行速度を意識的に上げることが不可能な症例がいる。本研究では，運動麻痺の程度と歩行時に得られる各パラメータから SP
の大きさに関連する因子の調査を試みた。

【方法】

対象は脳卒中片麻痺患者で歩行が可能な 16 名（男性 8 名，女性 8 名）とした。平均年齢は 65.0±11.7 歳，発症からの経過年数
は 2.0±2.8 年，自立歩行 9 名，監視歩行 7 名であった。歩行時間が平均値±2SD 外の患者 1 名を除外とした。運動麻痺の評価と
して Fugl�Meyer motor assessment（FMA）下肢運動項目を実施し 27.9±3.0 点であった。測定は快適歩行速度で実施し，開始
後 3 周期，終了前 3 周期を除いた 5～10 歩行周期の底屈モーメントと足関節角度を計測した（川村義肢社製 Gait Judge System，
Gait Solution 付短下肢装具を使用）。解析は，得られたデータより，足趾離地時の底屈トルク値として SP の最大値（SP�max），
麻痺側の体重心の移動時間の変数と仮定して FP から SP までの潜時（潜時），蹴り出し速度の変数と仮定して同時期の足関節運
動の加速度（足関節加速度）の各平均値を算出した。統計学的処理は，SP�max，潜時，足関節加速度，FMA の間の Spearman
順位相関係数を算出し，危険率は 5％ 未満とした。

【結果】

SP�max と潜時，SP�max と足関節加速度の間で有意な相関関係が認められた（P＜0.05）。FMA と SP�max，潜時，足関節加速
度の間ではいずれも有意な相関関係を認めなかった。

【結論】

本研究では，FMA と SP�max，潜時，足関節加速度はいずれも相関関係を認めず，SP�max や潜時，足関節加速度は運動麻痺
の程度に規定されないことが明らかとなった。SP の発現には Stretch Shortening Cycle（SSC）が関与するとされており，SP�
max と潜時，足関節加速度に相関関係を認めたことから，潜時と足関節加速度が SSC の神経筋機構に働きかけることにより，
SP�max を得ていることが考えられる。潜時は麻痺側の体重心の移動時間を，足関節加速度は蹴り出し速度と仮定しており，脳
卒中片麻痺患者において，SP�max の大きさには，運動麻痺の程度ではなく，麻痺側の体重心の移動時間や蹴り出し速度が寄与
しているものと考える。
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P-NV-24-1

回復期脳卒中患者における生活意欲が自宅退院に与える影響

桑原 裕也1），渕上 健1,2），小澤 拓也3），越道 康介3），中村 兼張1）

1）岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター，
2）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室，
3）加納総合病院リハビリテーション科

key words 脳卒中患者・生活意欲・自宅退院

【はじめに・目的】

リハビリテーション（以下リハ）において生活意欲が ADL 改善に影響することが報告されている。回復期リハ病棟では自宅退
院が成果指標の一つとされており，自宅退院に影響する因子として退院時 FIM や家族人数，介護力などが挙げられている。し
かしながら，生活意欲が自宅退院に影響を与えるかどうかについて未だ明らかとなっていない。そこで本研究では回復期脳卒中
患者を対象として生活意欲と自宅退院の関係を明らかにすることである。

【方法】

対象は脳卒中患者 67 名とし，採用基準は発症後 30 日以上経過した者，除外基準は重度の意識低下，指示理解が困難な者，不安
定な全身状態により積極的なリハが行えない者とした。評価は主要項目として生活意欲の評価指標である Vitality index（以下
VI），副次項目として FIM 運動項目，認知項目，Stroke Impairment Assessment Set（以下 SIAS）とし，それぞれの評価を発
症から 30 日時点で実施した。

対象者を直接自宅に退院した群（以下自宅群）と自宅以外に退院した（以下施設群）の 2 群に分けた。先行研究を参考に①年齢，
②入院日数，③VI，④FIM 運動項目，⑤FIM 認知項目，⑥SIAS，⑦同居人数の項目をそれぞれ転帰に影響を及ぼす変数として
抽出した。統計分析は，まず単変量解析として変数を群間で比較した。その際，年齢，入院日数，同居人数に対しては対応のな
い t 検定を，VI，FIM 運動項目，認知項目，SIAS に対しては Mann�Whitney の U 検定をそれぞれ行った。さらに自宅退院因
子を明らかにするために単変量解析にて有意差を認めた項目を説明変数に投入し，自宅退院か否かを目的変数としてロジス
ティック回帰分析を行った。その際，妥当性を高めるために変数増加法を用いた。すべての検定は Free JSTAT ver13.0 for Win-
dows を用い有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者は自宅群が 49 名，施設群が 18 名であった。単変量解析の結果，VI，FIM 運動項目，認知項目，SIAS，同居人数に有意
差が認められた。また，単変量解析にて有意差が認められた 5 項目を説明変数としたロジスティック回帰分析の結果，VI（オッ
ズ比 1.81，p=0.048）と同居人数（オッズ比 2.38，p=0.036）に有意差が認められた。このモデルの判別的中率は 85.1％ であった。

【結論】

ロジスティック回帰分析の結果，VI と同居人数が自宅退院に影響する因子として抽出された。発症 30 日時点では VI が他の項
目より有意に自宅退院の予測が可能であった。意欲は ADL や身体機能の改善，介護負担感などに関連すると言われている。日
常生活場面で対象者が能動的に参加することが，自宅環境で生活していくために重要となると考えられる。また，同居人数につ
いては，脳卒中患者を対象とした先行研究と同様の結果であった。脳卒中患者を対象とした場合，退院後に何らかの介助を要す
る者も多く，同居人数が重要な因子であると考えられる。
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回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳卒中者における施設内生活空間で
の身体活動評価と移動能力との関連

橋立 博幸1），清水 夏生2），太田 智裕2），及川 真人2）

1）杏林大学保健学部理学療法学科，2）初台リハビリテーション病院

key words 脳卒中・生活空間・移動能力

【はじめに，目的】医療機関に入院した脳卒中者における生活機能障害を加速的に改善するためには，医療機関における施設内
生活空間での身体活動の確保・増加を図ることが重要視されている。本研究では，医療機関における施設内生活空間での身体活
動の評価指標として開発した facility�based life�space assessment（Fb�LSA）と移動能力との関連を検証し，施設内における各
生活空間に求められる移動能力の特性を明らかにすることを目的とした。

【方法】脳卒中を有して回復期リハビリテーション病棟に入院し，6 分間歩行距離（6MD）の測定が可能であった 46 人（平均年
齢 65.4 歳）を対象に，Fb�LSA，Berg balance scale（BBS），timed up and go test（TUG），最大歩行速度（MGS），6MD を調
査した。Fb�LSA における施設内生活空間は，基点を居室のベッドとして規定し，施設内生活空間をレベル 1：ベッド上，レベ
ル 2：居室内，レベル 3：居室近隣，レベル 4：病棟内全域，レベル 5：病棟外～施設全域の 5 段階に設定した。実際の調査では，
過去 1 週間における各生活空間レベルにおける移動の有無，頻度（1：1 回未満/日，2：1～3 回/日，3：4～6 回/日，4：日中ほ
とんど）），自立度（1：動作介助が必要，1.5：補助具の使用または介助者の見守りが必要，2：補助具の使用および人的介助が不
要）を調べ，各生活空間レベルにおける移動の有無，頻度，自立度の得点を積算し，各生活空間レベルの積算値の合計を Fb�LSA
の代表値とした（得点範囲 0�120 点）。

【結果】Fb�LSA の合計点は平均 72.2 点であり，各生活空間レベルの積算値の平均はレベル 1：6.3 点，レベル 2：11.9 点，レベ
ル 3：16.2 点，レベル 4：20.5 点，レベル 5：17.3 点であった。Fb�LSA と他の指標との Pearson 相関係数を算出した結果，Fb�
LSA は BBS（r=0.68），TUG（r=�0.59），MGS（r=0.69），6MD（r=0.72）との間に中等度以上の有意な相関を認めた。Fb�LSA
を従属変数，他の指標を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を，年齢と脳卒中発症からの期間で調整して実施した
結果，6MD が有意な関連項目として抽出された。また，Fb�LSA の各生活空間レベルの積算値を従属変数として同様のモデル
にて重回帰分析を実施した結果，レベル 1 積算値，レベル 2 積算値，およびレベル 3 積算値では BBS，レベル 4 積算値では 6
MD，レベル 5 積算値では MGS が，各生活空間レベルの積算値の有意な関連項目として抽出された。

【結論】Fb�LSA と移動能力に関連する姿勢バランスおよび歩行の各指標が有意に相関したことから，施設内生活空間での身体
活動に移動能力の高さが反映されると考えられた。また，Fb�LSA における施設内生活空間レベルの中でも，居室内～居室近隣
における身体活動の確保と増加には安全で安定的な移動と活動に必要となる座位および立位における姿勢バランスが優先的に
求められ，病棟内外のより広範囲に亘る身体活動の拡大のためには長距離歩行やより高速度の歩行が可能となる移動能力がよ
り重要になると推察された。
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回復期脳卒中患者を対象とした加速度活動量計の歩数検出精度の検討

植村 和広1），中黒 渉1），大槻 愛1），小森 陵司1），廣瀬 拓也1），渡邊 彩1），吉藤 卓也1），
岡本五十雄2）

1）医療法人ひまわり会札樽病院，2）医療法人ひまわり会札樽病院リハビリテーション科

key words 加速度活動量計・脳卒中・歩数検出精度

【はじめに，目的】

加速度活動量計を用いて一日の活動量を測定する方法は，多分野で報告され医学管理上の有用性が報告されている。1 軸式加速
度活動量計（スズケン ライフコーダ GS：LC）と 3 軸式加速度活動量計（スズケン e�style2：ES2）は，歩行運動か否かで微
小運動を判別し，エネルギー消費量を算出する性能から，正確に歩行運動を検出する必要がある。健常者での歩数検出精度は，
1 軸式に比べ 3 軸式加速度活動量計では低速度の歩行でも誤差が少ないと報告されるが，脳卒中患者での検討は少ない。今回，
当院回復期病棟入棟した歩行可能な脳卒中患者に対して 1 軸式と 3 軸式加速度活動量計の歩数検出精度について検討したので
報告する。

【方法】

2016 年 9 月から 10 月に当院回復期病棟に入棟した脳卒中患者で，60m を軽度介助（FAC2）以上で歩行可能な 21 例（平均年齢
71.5±9.9 歳，男性 15 例，女性 6 例）に対し，LC と ES2 を腰ベルト（臍部下）に装着し，60m を至適速度にて歩行した。歩数
の実測数と両活動量計の歩数カウンター数を計測し誤差率を算出した。また，歩行路の所定 10m 区間の歩行速度を算出した。

（1）活動量計間の誤差率を対応のある t 検定を用いて比較した。（2）両活動量計の誤差率と歩行速度・12 段階片麻痺機能検査と
の関連性を Spearman の相関係数にて検討した。歩行速度が，50～59.9（50m/min）・60～69.9（60 m/min）・70～79（70 m/min）
の対象者を 3 群に分類し，（3）各群の両活動量計誤差率を，既存平均誤差率と 1 標本 t 検定を用いて比較した。（4）活動量計毎
に 3 群の誤差率を，Games�Howell 検定を用い比較した。有意水準 5％ 未満とし，統計処理は SPSSver.19 を使用した。

【結果】

（1）LC と ES2 の誤差率に，有意差は認められなかった。（2）歩行速度と LC・ES2 誤差率それぞれの間に高い負の相関が認め
られた（LC・ES2 共に p＜0.01）。下肢運動麻痺と LC・ES2 誤差率それぞれの間に負の相関が認められた（LC・ES2 共に p＜
0.05）。（3）LC・ES2 誤差率共に，60m/min 群で有意差が認められた（LC：p＜0.05，ES2：p＜0.05）。（4）ES2 誤差率共に 50
m/min と 60・70m/min 間，60m/min と 70m/min 間に有意差が認められた（LC：p＜0.05，ES2：50min と 60min 間は p＜0.01，
その他は p＜0.05）。

【結論】本研究からは，3 軸式加速度活動量計である ES2 の歩数検出精度の優位性はみられなかった。複数の報告から，健常者
は歩行速度 60m/min 以下で誤差が増大するとされるが，本対象の脳卒中患者では 70m/min 以下で誤差が増大した。また，70
m/min 以上では，JIS 性能規定±3% 以内と良好な結果であった。誤差が増大した要因として，下肢運動麻痺と誤差率に相関が
みられた事から，脳卒中患者特有の歩容が影響した可能性がある。脳卒中患者の加速度活動量計の測定値と身体機能評価と相関
がみられるとの報告もあるが，活動量の計測を目的とした場合，70m/min 以下の脳卒中患者に対しては，同一患者への相対的な
比較に留める事が望ましいと考える。
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P-NV-24-4

回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳血管障害患者を対象とした車椅子
移乗自立判断のための身体機能テストのカットオフ値の検討

春田みどり1），横尾 恵理1），古田 晴子1），小林 千夏1），安藤 莉那2），鈴木 惇也1），古田 国大1），
宮地 庸祐1），牛島 秀明2），河村 美穂1），猪田 邦雄1）

1）あさひ病院，2）春日井整形外科

key words 移乗動作・脳血管障害・カットオフ値

【はじめに，目的】回復期リハビリテーション病棟に入院している脳血管障害患者は車椅子からの移乗動作時に転倒が多いとい
われている。移乗自立後の転倒を最小限にするために移乗自立の判断は根拠をもって行う必要があるが，身体機能における判断
基準を示す報告は少ない。本研究の目的は，脳血管障害患者に対して車椅子移乗における自立判断のためのカットオフ値を得る
ことである。

【方法】対象は回復期リハビリテーション病棟に入院していた脳血管障害患者のうち移乗自立し入院中未転倒であった自立群 29
名（年齢 70.1±10.9 歳），非自立群 24 名（年齢 82.5±7.0 歳）であった。認知機能として改訂長谷川式簡易知能評価スケール（以
下 HDS�R）を，身体機能は Brunnstrom stage，感覚障害，非麻痺側の大腿四頭筋筋力，非麻痺側および麻痺側の立ち直り反応，
支持物を使用した 30 秒椅子立ち上がりテスト（以下 CS�30 テスト）を測定した。感覚障害，大腿四頭筋筋力は Stroke Impair-
ment Assessment Set に基づいて評価した。統計処理は各項目の群間比較を Mann�Whitney の U 検定，Welch の t 検定，影響
を与える因子の抽出にロジスティック回帰分析，カットオフ値を検討するため ROC 曲線を用いて検討し，有意水準は 5% 未満
とした。

【結果】自立群は非自立群に比べ，有意に年齢が若く，HDS�R，位置覚，大腿四頭筋筋力，立ち直り反応，CS�30 テストにおい
て有意に高値であった。移乗自立度を従属変数とし，独立変数を年齢，HDS�R，前記の身体機能の 4 項目を選択した結果，HDS�
R と CS�30 テストが有意な変数として抽出された。独立変数の選出には影響し合う因子を考慮して行った。移乗自立のための
CS�30 テストのカットオフ値は 6 回で感度 0.79，特異度 0.79 であった。

【結論】移乗自立群は非自立群と比べ位置覚や筋力，立ち直り反応，立ち上がり能力といった身体機能が高いことがわかった。
Brunnstrom stage においては差が認められなかったことから運動麻痺の程度が移乗自立へ与える影響は少ないと考えられる。
移乗自立を判断する上で最も影響を与える身体機能は立ち上がり能力であり，そのカットオフ値は 6 回であった。回復期リハビ
リテーション病棟に入院中の脳血管障害患者を対象として車椅子移乗の自立判断をする際には今回のカットオフ値を活用する
ことで良好な判断ができる可能性が示唆された。このことにより早期の日常生活活動量の拡大が図れ，移乗自立後の転倒を未然
に防ぐことが可能と考えられる。今後，今回のカットオフ値を利用した後に転倒の有無を検討することでより精度を高める必要
がある。
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外傷性くも膜下出血後に立位姿勢の不安定性を呈した症例に対する調節的介入
重心動揺リアルタイムフィードバックによる姿勢動揺の操作的減弱

宮下 創1），植田 耕造1），西山 芽生1），河島 則天2）

1）独立行政法人地域医療機能推進機能星ヶ丘医療センターリハビリテーション部，
2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所

key words 外傷性くも膜下出血・重心動揺リアルタイムフィードバックシステム・立位姿勢制御

【はじめに，目的】

当院では，姿勢障害に対するアプローチとして重心動揺リアルタイムフィードバックを用いた調整的介入を試み，前々回，前回
大会にてその効果についての報告を行ってきた。この方法は立位姿勢時の重心動揺量をフィードバック信号として床面を変位
させるもので，本人の知覚にのぼらないレベルで重心動揺量を増幅あるいは減衰させることが可能となる。今回，外傷性くも膜
下出血後に，運動や感覚麻痺が軽度にも関わらず立位姿勢時に著明な重心動揺量の増加を呈した症例に対し，姿勢動揺の調整的
介入を行ったところ，姿勢調節の改善を示す結果が得られたため報告する。

【方法】

対象は外傷性くも膜下出血，多発性脳挫傷を受傷後 44 日の 80 歳代の男性である。対象の身体機能は，SIAS（5，4，5，5，5），
10m 歩行時間は 12.69 秒と著明な麻痺は認めず，見守り歩行可能なレベルであった。外部観察上も明らかな立位姿勢時の動揺増
加を認めたことから，30 秒間の開眼静止立位の足圧中心（COP）を測定したところ，95% 楕円信頼面積が 8.36cm2，平均移動速
度が 2.99cm/sec と健常者の 3SD 値を上回る結果を示した。症例自身は，揺れの大きさを自覚しながらも，動揺への不安定感は
訴えず，「不可避に揺れてしまう」という特徴があった。本症例の特性を考慮して，重心動揺リアルタイムフィードバック装置
BASYS（テック技販社製）の動作設定のうち，揺れを操作的に減弱させる In�phase モードを選択した。症例は BASYS 上で開
眼静止立位を保持し，COP 動揺量の 10% の In�phase フィードバックを 1 日 30 秒間を 5 回，7 日間にわたって実施した。7 日間
の介入前後の評価は 30 秒間の開眼静止立位の COP を重心動揺計（ANIMA 社製 G7100）で測定し前後方向の動揺速度，最大振
幅，実効値を算出した。また前後方向 COP の周波数解析により 0�0.3，0.3�1，1�3（Hz）の 3 帯域の平均 power spectral density

（PSD）も算出した。また In�phase モードでの介入終了 3 週間後にも同様の評価を実施した。なお，介入期間には ROMex や筋
力強化練習，立位バランス練習，応用歩行練習といった一般の理学療法介入も実施している。

【結果】

介入前後，介入終了 3 週間後における前後動揺速度（cm/sec）は 2.66→1.4→1.25，前後最大振幅（cm）は 4.85→2.66→2.19，実
効値（cm）は 1.14→0.58→0.56 であった。周波数解析による平均 PSD は，0�0.3Hz は 203.8→143.4→142.3，0.3�1Hz は 258.3→142.7
→95.5，1�3Hz は 39.3→22.4→20.0 であった。

【結論】

重心動揺計の各変数は，介入直後で大幅に減少し，3 週間後まで緩やかに減少を続けた。平均 PSD では介入直後から 3 週間後ま
で各周波数帯域で減少を認め，特に 0.3�1Hz で大幅な減少を認めた。本症例は，介入前には著明な姿勢動揺の増加を認めており，
In�phase 介入の効果として，重心動揺を減少させ，特に 0.3�1Hz 帯域の動揺を減少させる効果があり，その効果は 3 週間後にも
継続する可能性を示唆している。
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P-NV-25-1

半側空間無視症例の選択注視特性
右半球損傷例における無視症状の有無および健常データとの対比の観点から

田中 幸平1），高村 優作2,5），大松 聡子2,5），藤井慎太郎2,5），生野 公貴5），万治 淳史5），
阿部 浩明5），森岡 周3），河島 則天4）

1）医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院，2）畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室，
3）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，4）国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室，
5）本研究は以下の連携5病院による多施設共同研究である：医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院，医療法人穂翔会村田病院，医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院，IMSグループ医療法人三愛会埼玉みさと総合リハビリテーション病院，一般財団法人広南会広南病院

key words 右半球損傷・半側空間無視・選択注視特性

【はじめに，目的】

半側空間無視（USN：Unilateral Spacing Neglect）は，右半球損傷後に後発する高次脳機能障害の一つであり，病巣半球と反対
側の刺激に対して，反応/回答したり，その方向に注意を向けることに停滞が生じる病態である。高村らは最近，半側空間無視
症状の回復過程において，病識の向上に伴う左空間への意図的な視線偏向が生じること，その行動的特徴は前頭機能の過剰動員
によって裏付けられることを明らかにしている。本研究では，こうした半側空間無視症例の選択注視特性について，無視症状の
ない右半球損傷群，さらに脳損傷のない健常群との比較を行い，高次脳機能障害の評価を行う際の参照値を得ることを目的とし
た。

【方法】

脳損傷のない健常群（53 名，55.5±19.3 歳）と右半球損傷患者（40 名，発症後 69.0±133.4 日）を対象とした。右半球損傷患者
は，BIT 行動性無視検査の得点と Catharine bergego scale の客観得点と主観得点の差を基に，BIT がカットオフ値以下を USN
++群（n=16，70.4±19.0 歳），BIT が 131 点以上だが日常生活上で無視症状を認めるもしくは CBS の差が 1 点以上である USN
+群（n=12，62.7±11.2 歳）と無視症状を認めない Right Hemisphere Disease：RHD 群（n=12，64.9±6.7 歳）に分類した。対
象者は視線計測装置内蔵の PC モニタ（Tobii TX60）の前に座位姿勢を取り，モニター上に水平方向に配置された 5 つの正円オ
ブジェクトを視線（眼球運動）で追跡・注視する選択反応課題を実施した。注視対象はオブジェクトの色彩変化（黒から赤）を
点滅で呈示し，呈示前 500ms 前にビープ音を鳴らすことで注意レベルの安定化を図った。注視対象の呈示時間は 2000ms とし，
呈示後 1500ms の安静状態とビープ音後 500ms を設けた。左右方向への視線推移データから各群におけるビープ音～注視対象
呈示前 500ms 間の視線配分（視線偏向）を算出した。視線配分の算出値は水平面上 0～1 で表し，PC ディスプレイ上の最も左
を 0 とした。

【結果】

健常群の視線配分はほぼ中心にあり，加齢的影響はみられなかった（r=�0.191）。USN++群では全体的に視線が右偏向を呈して
いたが，中には左偏向を示す症例が散見された。USN+群では USN++群よりも右偏向の程度が減少し，高村の報告と同様に，
左偏向を示すものが散見された。RHD 群は明らかな左右の視線偏向を認めず，健常群と同様の視線配分になっていた。

【結論】

半側空間無視症例の中には，課題実施時に明らかな右視線偏向を示す症例と，反対に左視線偏向を示す症例が存在した。無視空
間である左空間に視線偏向を示す症例は，高村らの先行研究と同様に空間無視に対する選択的注意（代償）を向けていることを
示していると考えられる。また，健常群の結果から視線配分には加齢的影響はなく，RHD 群も同様の傾向を示していることか
ら，健常群の結果を参考値とし右半球損傷患者の空間無視に対する介入を進めていくことが可能と考えられる。
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左重度麻痺と左半側空間無視に対して視覚遮断環境下で理学療法を施した一症例
介助量の軽減に伴う離床機会の増加

大倉 一紀

京都岡本記念病院

key words 半側空間無視・視覚・離床

【はじめに，目的】

医療現場において早期離床の重要性が多数報告されている。しかし，重介助を要する重度麻痺や高次脳機能障害を呈する脳卒中
症例は離床機会が減少してしまう傾向にある。先行研究において，半側空間無視症例に対し視覚遮断環境下での介入が有効とい
う報告がある。これは，視覚刺激による注意偏位の助長や半球間抑制の不均衡を是正し，前庭迷路系，体性感覚系を中心とした
姿勢定位が行われるためと考えられている。また，麻痺側への感覚入力が病変大脳半球の神経活動を賦活させるという報告もあ
る。今回，重度麻痺と半側空間無視に対して視覚遮断環境下で理学療法介入し，介助量が軽減したことで離床機会の増加に繋
がった症例を経験したため報告する。

【方法】

症例は 70 歳代，右利き手の男性。X 年 Y 月 Z 日に右頭頂葉皮質下出血を発症。同日，開頭血腫除去術を施行。7 ヶ月前に右前
頭葉皮質下出血を患われるが後遺症は左手指の巧緻性低下のみ。理学療法経過は，Z+3 日目に介入，Z+4 日目に離床，Z+8 日目
に歩行練習。介入当初の理学療法評価は次述の通り。意識：GCS；3�4�4，SIAS：麻痺側運動機能；0�0�0�0�0・感覚機能；1�1�
1�0，視空間認知：左半側空間無視。常時，眼球右偏位と頸部・体幹右回旋位を呈し，右空間への探索あり。左空間への探索は
促すが困難。座位・立ち上がり時の不安定性に加え，右側への注意偏位のため移乗は FIM にて 2 点と重介助。ベッド上にて栄
養摂取され，離床は理学療法介入時のみだった。急性期における 4 週間，視覚遮断環境下で病変大脳半球における神経活動の賦
活を意識し理学療法を進めた。視覚遮断環境は鉢巻で目を覆うことで作り出し，麻痺側への感覚入力は症例の両手部を介助者が
前方正中位で重ねて保持した状態で長下肢装具を使用した歩行練習を行った。

【結果】

上記環境下における 4 週間後の理学療法評価は次述の通り。意識：GCS；4�4�6，SIAS：麻痺側運動機能；1�1�2�2�0・感覚機
能；2�2�1�0，視空間認知：左半側空間無視。眼球と頸部・体幹は正中位保持可能となり右空間への探索は残存するが頻度は減
少，左空間への探索も可能となった。座位・立ち上がり時の安定性向上に加え，右側への注意偏位が軽減したことで，移乗は FIM
にて 3 点と介助量が軽減し，離床機会の増加にも繋がった。3 食全て車椅子での栄養摂取が可能となり，日中の離床時間も延長
された。また，半側空間無視症例では頸部回旋位拘縮を認める報告が多数されているが，本症例は頸部回旋可動域を維持するこ
とができた。

【結論】

本症例の急性期理学療法介入においては，介助量の軽減に伴い離床機会が増加した。これは，病態の安定に伴う意識障害や麻痺
の改善に加え，視覚遮断環境下で病変大脳半球における神経活動の賦活を意識した理学療法介入が有効だったと考えられる。ま
た，病棟における離床機会の増加は，長期臥床に伴う廃用症候群や意識障害の改善にも寄与したと考えられる。
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視覚情報処理と視覚運動変換プロセスの分析による失行症例の無反応の病態把
握

西川 咲1），河野 正志1），高村 優作1），今西 麻帆1），市村 幸盛1），富永 孝紀2）

1）医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部，2）株式会社たか翔

key words 失行・無反応・視覚運動変換

【はじめに，目的】

失行症の症状の一つである無反応は，視覚性注意などの視覚情報処理段階と，視覚情報から運動へ変換する段階のどちらが障害
されても起こりうる可能性があり，どの段階の機能停滞が原因であるか分析することは，介入する上で重要であると言える。今
回，失行症状の中でも主に無反応を認めた症例に対し，視覚処理と視覚運動変換の 2 段階を評価した上で下肢の運動発現への介
入を行ったため，以下に報告する。

【方法】

症例は，左線条体梗塞 BAD により右片麻痺を呈した 80 歳代男性であった。既往に左運動領域，後頭葉～側頭葉の広範な梗塞を
認め，入院前は食事・トイレへの歩行以外は椅子に座り過ごしていた。発症 1 か月半後の下肢 Br.stage は III（股関節屈曲困難）
で，感覚は精査困難であり，全般的な注意障害，失行症，全失語を呈していた。失行の評価として標準高次動作性検査（以下
SPTA）を行った結果，全誤反応得点（失語・麻痺を除く）は 84 点，うち無反応の割合は 44.9％ であった。視覚処理と視覚運
動変換の評価としてアイトラッカー内蔵型タッチパネル PC を用いた選択反応課題を実施した。PC 画面上にランダムな順序で
10 秒間点滅する 35 個（縦 7 列，横 5 行）のオブジェクトを 0.1 秒注視し選択する課題（視覚課題）と左示指にて選択する課題

（視覚運動課題）を実施した。全オブジェクトの平均反応時間は，視覚課題が 8.5 秒，視覚運動課題が 6.5 秒であった。ADL にお
いては，移乗時には柵やフットレストなどへの視覚誘導が必要で，視覚情報に注意が向けられたとしても運動は発現されにく
く，行為・動作の中断や無反応を多く認めていた。選択反応課題・ADL の評価から視覚処理・視覚運動変換ともに障害されて
いることが考えられた。そこで今回，歩行獲得やフットレストへ足を乗せる動作の無反応軽減を図る目的で，まずは股関節屈曲
運動を引き出すために視覚運動変換に対する課題を実施した。内容は視覚情報が少ない設定で段階的に提示した高さ 3・6・9
cm の台の視覚情報から，台に足を乗せるという動作を通じて股関節屈曲運動へと変換する課題とし，1 日 20 分，2 週間実施し
た。

【結果】

Br.stage は III から IV へと改善し股関節屈曲が可能となった。選択反応課題では，視覚課題が 8.5 秒から 7.1 秒，視覚運動課題
が 6.5 秒から 3.1 秒へと改善を認めた。SPTA は全誤反応得点が 84 点から 75 点，うち無反応の割合が 44.9％ から 32.7％ へと改
善を認めた。ADL ではフットレストへ足を乗せる動作や移乗時の足の踏みかえなど協力動作が得られるようになった。

【結論】

本症例は，脳画像から前頭�頭頂葉の連絡線維損傷により全般的な注意機能が低下し，視覚処理の低下を認めており，既往の運
動領域の損傷から視覚運動変換も障害され，無反応という症状が出現していることが考えられた。今回，SPTA・ADL で無反応
が軽減したことは，選択反応課題の結果から視覚運動変換段階の改善によるものと考えられた。
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注意障害を有する重度脳卒中片麻痺者に視覚誘導性自己運動錯覚を治療として
適用できるか？

松田 直樹1），金子 文成2,3），柴田恵理子3），高橋 良輔1,3），米田 将基1），稲田 亨1），小山 聡4）
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3）札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門，
4）旭川リハビリテーション病院内科

key words 視覚誘導性自己運動錯覚・脳卒中・注意障害

【はじめに】

視覚誘導性自己運動錯覚（錯覚）とは，四肢が動いている映像の観察によって，あたかも身体が動いているような知覚が生じる
ことである。我々はこれまで，錯覚によって，脳卒中片麻痺者の上肢運動機能において即時的にポジティブな変化が生じること
や，継続的な実施によって運動機能回復に変化が生じることを経験し，症例報告を行ってきた。しかし，錯覚を誘導するために
は，提示された映像に注意を保持しなければならないという治療の特性を考慮し，これまでは注意障害のない症例における報告
にとどまっていた。そこで今回，注意障害を有する症例に対しても錯覚を治療として適用できるか検討した。

【方法】

対象症例は，回復期病棟に入院している 60 代の男性脳卒中片麻痺者 1 名とした。発症からの期間は 67 日，Brunnstrom Recov-
ery Stage は上肢 II・手指 III であった。高次脳機能障害は注意障害（TMT�A：83 秒，TMT�B：473 秒）を有していた。病棟
生活及びリハビリテーション場面においては，注意の持続が困難であり，外部刺激に対して注意の転動が強く生じていた。認知
機能は概ね保たれていた（MMSE 24 点）。錯覚の誘導は，共同研究者の金子らが開発中のリハビリテーション機器 KiNvis を用
いて行った。KiNvis による治療は，ソフトウェア上で左右反転された非麻痺側手指屈伸の映像を 10 分間観察することとした。
そして，治療中に注意が保持できていたか，運動錯覚感の程度，手指運動機能を評価した。注意の評価として，治療中の対象者
を KiNvis に内蔵されている暗視カメラで撮影し，提示された映像から注意が逸れた時間を測定した。自己運動錯覚の程度は，

『自分の手が実際に動いているような感覚ある』に対してどの程度同意できるかを，映像観察直後に 7 リッカートスケールで評
価した。手指運動機能評価として，手指屈伸運動中の第一背側骨間筋（FDI）と総指伸筋（EDM）の筋活動を表面筋電図にて記
録した。筋活動の記録は，治療前後に 5 分間隔で 2 回ずつ行った。筋電図の解析は，手指屈伸運動中 10 秒間の各筋の Root Mean
Square（RMS）値を算出した。

【結果】

錯覚中，提示された映像から注意が逸れていた時間は 10 分中 8.1 秒間のみであり，その他の時間は映像を注視していた。また，
錯覚の程度は 7 段階中で+2（そう思う）であり，錯覚を誘導することが可能であった。手指屈伸運動中の RMS 値は，EDM
よりも FDI において治療前後の変化が大きく，治療後に増大していた（FDI_pre1：25.3μV，pre2：24.8μV，post1：30.0μV，pre
2：29.5μV，EDM_pre1：16.6μV，pre2：16.2μV，post1：17.9μV，post2：18.3μV）。

【結論】

本症例の結果から，注意障害を有した重度片麻痺症例であっても，大半の時間で映像に注意を保持することができていた。結果
的に錯覚が誘導され，RMS 値は一部の筋で高くなっていた。以上のことから，注意障害を有する重度片麻痺症例に対しても視
覚誘導性自己運動錯覚を治療として適用できる可能性が示唆された。
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P-NV-25-5

体性感覚フィードバックを伴った筋感覚的運動イメージにより随意性に改善を
認めた一症例

伊藤 大剛1），柏田 夏子1），今西 麻帆1），石原 匠1），西川 咲1），市村 幸盛1），富永 孝紀2）

1）医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部，2）株式会社たか翔

key words 運動イメージ・体性感覚・随意性

【はじめに，目的】

運動イメージは皮質脊髄路の興奮性増大に関与するとされており（Fourkas 2006），運動機能回復に対する介入として多く用い
られている。今回，既往の整形外科疾患により自律的な歩行獲得が困難となり，下肢の随意性向上が必要であった左片麻痺症例
に対し，体性感覚フィードバック（FB）を伴った筋感覚的運動イメージ（kinesthetic motor imagery：KI）を用いて介入した結
果，随意性・歩行機能に改善を認めたため報告する。

【方法】

症例は右放線冠～基底核梗塞により左片麻痺を呈した 80 歳代男性であった。発症 2 ヶ月後の下肢 BRS は III�1，感覚は軽度鈍
麻，歩行は四点杖にて軽介助レベルであった。既往の右膝関節骨折により右膝関節は屈曲 40 度で拘縮を認め，自律的な歩行獲
得が困難であり，左下肢の随意性向上が歩行獲得に重要と考えられた。高次脳機能障害として注意障害，失語症，失行症を認め
ていた。股関節屈曲時には，適切な関節や筋に対し選択的注意を誘導した場合でも「どこに力を入れていいか分からない」といっ
た内省が得られた。その要因として，近位部優位の運動麻痺やそれに伴う運動経験が減少したことで股関節に対する運動イメー
ジが困難となっていることが考えられた。そのため，難易度を考慮しながら段階的に運動イメージを補完していくことで随意性
向上につながると仮説立てた。そこで，身体内外部に対する選択的注意や様々な感覚モダリティを用いて評価した結果，圧覚 FB
を伴わせた KI で最も即時的効果が得られた。そのため，筋出力の変化に応じて圧覚 FB を与えることが可能なスポンジを用い
て KI を補完しながら股関節屈曲課題を 2 週間実施した。介入前後の評価として Fugl�Meyer Assessment（FMA）の下肢運動
項目，背臥位での股関節屈曲角度（自動運動），10m 歩行における歩行速度，ストライド長，ケイデンスを用いた。

【結果】

FMA は 14 点から 21 点，股関節屈曲角度は 70̊ から 110̊ となった。10m 歩行は 3 分 48 秒，105 歩から 2 分 49 秒，93 歩となり，
歩行速度は 2.62m/分から 3.54m/分に，ストライド長は 19cm から 21cm に，ケイデンスは 27.63 歩/分から 33.02 歩/分へとなっ
た。

【結論】

介入前後において FMA，股関節屈曲角度の改善を認めた。体性感覚 FB を用いて，難易度を考慮しながら KI を補完したことで，
自発的に KI の想起が可能となり運動機能回復につながったと考えた。また，10m 歩行においてストライド長，ケイデンス双方
で改善を認めた。歩行における股関節屈曲筋群は主に歩行率の向上に貢献する（Neptune, et al., 2008）とされているため，股関
節屈曲角度の増大がストライド長だけでなく，ケイデンスの改善においても寄与していることが考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）【ポスター（神経）P26】

P-NV-26-1

系列運動課題・反転描写課題における下肢の半球優位性

矢藤 幸奈，牧野 均

北海道文教大学

key words 両側性転移・半球優位性・運動学習

【はじめに，目的】

上肢の両側性転移の研究に，系列運動課題を用いた実験と反転描写課題を用いた実験がある。系列運動課題は記憶誘導性運動と
呼ばれ，左半球が優位に活動する。また反転描写課題は視空間認知が介在し，右半球が優位に活動する。系列運動課題では左手
練習による右手への学習転移が優位に生じ，反転描写課題では右手練習による左手への学習転移が優位に生じたとの報告があ
る。このことから上肢の片手運動において課題の半球優位性が両側性転移に影響すると考える。本研究では，下肢の両側性転移
における半球優位性について明らかにすることを目的とした。そこで，上肢で実施された系列運動課題，反転描写課題を下肢で
施行し，課題の学習効果の左右差から優位半球を特定し検討した。

【方法】

健常大学生 72 名（男性 18 名，女性 18 名）とし，全員右利きとした。被験者を A 群（右足練習），B 群（左足練習），C 群（練
習なし）に分け，各群 12 名で行った。系列運動課題では，一側下肢で 4 個のカスタネットを指示した順にタップさせた。反転
描写課題では，10 個のアルファベット（A から J）を上下左右反転して描写させた。各課題共に A 群は右足のみ，B 群は左足の
み 3 日間練習を行い，C 群はこの間一切の練習を行わなかった。この練習前後で，各課題とも両側足について遂行時間を測定し，
3 群間で比較した。

【結果】

系列運動課題では，練習前の遂行時間において，被験者群間に差はなかったが，右足が左足に比べ有意に短かった。練習後，非
練習側に対して左足の練習効果のみ認めた。反転描写課題では，練習前の遂行時間において，被験者群間・左右両足間で差はな
かった。練習後，両側とも非練習側に対して練習効果を認めたが，その差において右足の非練習側に対する練習効果が大きかっ
た。

【結論】

系列運動課題では，左足練習による右足への学習転移のみ生じ，左半球が支配する右足がどちらの足で練習しても上手くなるこ
とから，下肢においても左半球優位性を認めた。反転描写課題では，学習転移においてどちらの足で練習しても転移が生じ両側
性だった。しかし，効果において右足練習による効果が大きかったため右半球優位性が示唆された。系列運動課題は左足の練習
効果のみ対側に現れたが，反転描写課題は両足とも練習効果が対側に現れていた。この理由として，反転描写課題は「書く」動
作を含んでいたことで空間認知の他に言語中枢が働き，系列運動課題よりも半球優位性が明確に現れなかったと考える。加えて
下肢は上肢より巧緻的な動作を行う場面が少なく，両側性に働きやすいとの報告があるため，上肢の実験より明確に半球優位性
が現れなかったと考える。理学療法学研究としての意義として，本研究より，2 つの課題の半球優位性の違いは半球損傷者の部
位に応じた治療に役立つと考える。
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P-NV-26-2

霊長類内包出血後の機能回復を促進する新規薬剤の開発

中島 和希1），阿部 弘基1），村田 弓2），奥田 智博3），肥後 範行2），高橋 琢哉1）

1）横浜市立大学医学部生理学，
2）国立研究開発法人産業技術総合研究所人間情報研究部門システム脳科学研究グループ，
3）富山化学工業株式会社綜合研究所

key words AMPA型受容体・カニクイザル・内包出血

【はじめに，目的】

脳血管障害により生じた麻痺はリハビリテーション（リハビリ）によりある程度回復するが，元の水準までの機能回復は困難で
ある。そのため，脳血管障害後のリハビリによる機能回復を促進する新規薬剤の開発が求められている。

我々はシナプス伝達に重要な役割を担うグルタミン酸受容体（AMPA 型受容体）に着目して研究を行っており，富山化学工業
株式会社との共同研究で AMPA 型受容体のシナプス移行を促進する新規低分子化合物（T�817MA）を同定した。げっ歯類凍結
脳損傷モデルにおいて，T�817MA を投与すると，リハビリ様トレーニング依存的に上肢機能回復を促進することを既に明らか
にしている（unpublished data）。本研究では，高度な上肢運動機能を持つ霊長類の内包出血モデルを用いて，T�817MA による
上肢運動機能の回復促進効果を検証し，AMPA 型受容体シナプス移行促進作用を利用したリハビリ促進薬を開発することを目
的とした。

【方法】

実験には雄の成体カニクイザル 6 頭を供した。実験者，実験装置への馴化と利き手の決定を 5 日間行った後，2 つの行動実験課
題（Simple reach�to�grasp task，Vertical�slit task）を 20 日間学習させた。学習成立後に，ナビゲーションシステムガイド下で
内包後脚へのコラゲナーゼ局所注入を行い，限局的な出血を作製した。内包出血作製 1 日後から片側上肢に限局する麻痺を確認
し，麻痺肢の提示餌へのリーチング運動が認められた後，約 60 日間の薬剤投与及びリハビリ様トレーニングと行動実験課題の
達成度評価を行った。評価は，提示餌を把持し飼育ケージ内まで引き入れる時間（Time to retrievals）と提示餌を落とさずに飼
育ケージ内まで引き入れる割合（Success rate）を用いた。

【結果】

T�817MA 投与群では，Simple reach�to�grasp task，Vertical�slit task のどちらのタスクにおいても Time to retrievals が短縮し
た。また，T�817MA 投与群では，Vertical�slit task において Success rate が増加した。

【結論】

新規低分子化合物 T�817MA は，霊長類内包損傷後の上肢運動機能回復を促進した。
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P-NV-26-3

脳卒中患者における酸素摂取量の時定数と最高酸素摂取量の関係

馬場 保人1），小宅 一彰2,3），小田ちひろ4），工藤 大輔1），佐久間達生1），木下 琴音1），
近藤 国嗣1），大高 洋平1,5）

1）東京湾岸湾岸リハビリテーション病院，2）信州大学大学院，3）日本学術振興会，4）早稲田大学大学院，
5）慶應義塾大学

key words 全身持久力・呼気ガス分析・エルゴメータ

【はじめに，目的】

脳卒中発症後の全身持久力低下は，日常生活活動を制限する因子の一つである。全身持久力は，漸増負荷試験を行い最高酸素摂
取量（Peak VO2）で評価される。脳卒中患者における Peak VO2の低下には，筋の萎縮や変性による酸素利用能の低下が影響す
る可能性がある（Billinger, et al., 2012）。筋における酸素利用能の評価として，定常負荷試験における酸素摂取量の時定数を測定
する方法がある。しかしながら，脳卒中患者において酸素摂取量の時定数と Peak VO2の関係は十分に検討されていない。そこ
で本研究の目的は，脳卒中患者において，運動開始時に計測される酸素摂取量の時定数が Peak VO2と関連するかを検証するこ
とである。

【方法】

対象は，2014 年 11 月から 2015 年 7 月までに当院回復期病棟に入院した初発脳卒中患者 16 名（男性 12 名，年齢 61±12 歳，体
格指数 21.2±2.5kg/m2，発症後 86±39；平均±標準偏差）であった。麻痺側下肢の運動機能は Brunnstrom stage で，III が 1
名，IV が 2 名，V が 8 名，VI が 5 名であった。採用基準は，認知症や高次脳機能障害がなく，漸増負荷運動で予測最大心拍数
の 85% に到達可能な者とした。除外基準は，内科的疾患により運動制限されている，運動課題の遂行に影響する関節拘縮や疼痛
がある，および神経疾患の既往がある者とした。

運動課題は，エルゴメータを用いた下肢運動を実施した。3 分間以上の安静座位後，10W で 3 分間の定常負荷運動を行い，続い
て運動負荷強度を 1 分ごとに 10W ずつ漸増させた。運動中は，開始時の至適回転速度を維持するよう指示した。漸増負荷試験
の終了基準は，アメリカスポーツ医学会のガイドラインに従った（2013）。酸素摂取量の時定数は，定常負荷運動中の呼気ガス
データから算出した。定常負荷運動開始時の酸素摂取応答曲線から指数回帰式を作成し，酸素摂取量が定常状態の約 63% に至る
までの時間として時定数を求めた。この時定数の延長は，酸素利用能の低下を示す。また，全身持久力の指標として Peak VO2

を測定した。

統計解析では，酸素摂取量の時定数と Peak VO2の相関を検定するために，Pearson 積率相関係数で検定した。有意水準は 5%
とした。

【結果】

すべての対象者において，漸増負荷試験による有害事象は認めなかった。酸素摂取量の時定数は 43.6±14.0 秒であった。Peak
VO2は 16.7±3.3mL/kg/min であった。酸素摂取量の時定数と Peak VO2は有意な負の相関を示した（r=�0.66，p＜0.01）。

【結論】

運動開始時に計測される酸素摂取量の時定数は，Peak VO2と関連し，脳卒中患者における全身持久力の低下に対して筋におけ
る酸素利用能の低下が関連していることが示された。本研究の結果は，脳卒中患者における全身持久力低下のメカニズムの解明
や治療方法の選択にも応用できる可能性があり，根拠に基づく理学療法を実践するうえで有意義な知見であると考えられる。
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P-NV-26-4

脳卒中者におけるBalance Evaluation Systems Test（BESTest）の因子構造の
検討

宮田 一弘1,2），長谷川 智2,3），岩本 紘樹4），臼田 滋2）

1）日高病院，2）群馬大学大学院保健学研究科，3）公立七日市病院，4）日高リハビリテーション病院

key words 脳卒中・バランス・BESTest

【はじめに】

Balance Evaluation Systems Test（BESTest）は，システム理論に基づきバランスを 6 つの制御システム（生体力学的制約，安
定限界，姿勢変化�予測的姿勢制御，反応的姿勢制御，感覚機能，歩行安定性）として捉えている。Sibley らによるバランス概
念モデルの検討で，BESTest は全ての姿勢制御要素を網羅する唯一の評価指標であることが報告されている。Mini�BESTest
などの短縮版が開発されているが，バランスを 6 セクションに分類することが妥当であるかの検証は十分には行われていない。
そこで，本研究では脳卒中者において BESTest の測定特性を確証的および探索的因子分析により検討した。

【方法】

3 施設の回復期リハビリ病棟にて理学療法を実施した脳卒中者述べ 154 名（68.8±12.5 歳）を対象とした。評価項目は，BESTest，
麻痺側下肢 Brunnstrom stage（BRS），歩行速度（MWS）とした。統計解析は，まず確証的因子分析にて BESTest がバランス
を 6 セクションの二次元と仮定するモデルの適合を検討した。その後，36 項目の動作課題に対して探索的因子分析（主因子法，
バリマックス回転）を実施した。因子数は，MAP および SMC 平行分析に従って決定した。なお，因子負荷量が 0.4 未満の項目
は解析から除外してモデルを構築した。得られた各因子の内的整合性，合計点の因子間と BRS，MWS との関連性を検討した。
統計処理には，IBM SPSS Statistics 22 および Amos 19，HAD 15.0 を用いた。

【結果】

BESTest の項目は 1.0～3.0（中央値）であり，BRS は 5/24/65/41（III/IV/V/VI）名，MWS は 1.0±0.6 m/s であった。

確証的因子分析の結果はカイ二乗=1177.5，自由度=588，有意確率=0.001，GFI=0.706，AGFI=0.667，RMSEA=0.081 であり，モ
デルの適合は不良であった。

5 因子が最適解であると判断し，最終的に 30 項目から構成された。5 因子は「応用バランス（14 項目）」，「ステップ反応（6
項目）」，「静止姿勢保持（5 項目）」，「姿勢制御（3 項目）」，「座位安定性限界（2 項目）」とした。累積寄与率は 59.5％，内的整合
性は α=0.71～0.94，因子間相関は rs=0.24～0.69（p＜0.01），各因子合計点と BRS は rs=0.16～0.54（第 4 因子以外 p＜0.01），MWS
は r=0.34～0.82（p＜0.01）であった。

【結論】

脳卒中者において BESTest が示す 6 セクションの分類は適合が不良であり，探索的因子分析では 5 因子に分類された。各因子
と BESTest セクションの関係としては，複数のセクションの項目から構成された因子やセクションの項目が分かれた因子で構
成される特徴が認められた。今回，「応用バランス」以外の因子は BESTest セクションに比べ少ない項目で構成されており，バ
ランスを個別かつ簡潔に評価できる可能性が示唆された。また，本結果では運動麻痺や歩行速度と関連性の低い因子が存在し，
それらを独立した要素として評価することには意義があると考えられた。今回の結果は，脳卒中者に対する臨床でのバランス介
入における問題点把握の一助になると考える。
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Body mass index と血清アルブミン値の組み合わせが機能回復に及ぼす影響
回復期脳卒中患者における検討

木村 鷹介1,2），山田 実2），石山 大介2），西尾 尚倫2），阿部 祐樹2），田中 友也2），
佐藤 惇史2），小山 真吾2），音部 雄平2），國枝 洋太3），濱中 康治1），田中 尚喜1），室生 祥1）

1）JCHO東京新宿メディカルセンター，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科，3）東京都済生会中央病院

key words 脳卒中・栄養状態・機能回復

【はじめに，目的】脳卒中患者の機能回復を予測することは重要であり，先行研究では，年齢や認知機能など様々な因子が機能
回復に関連すると報告されている。また，栄養状態も機能回復に関連する因子であり，その指標として Body mass index（以下
BMI）や血清アルブミン値（以下 Alb）などが用いられている。しかし，BMI や Alb を単独で用いた先行研究では，機能回復に
及ぼす影響について一定の見解は得られていない。近年，栄養状態の評価では複数の指標を組み合わせることが推奨されてお
り，BMI と Alb についても組み合わせることでより鋭敏に栄養状態を捉えられる可能性がある。そこで，本研究の目的は，BMI
と Alb の組み合わせが回復期脳卒中患者の機能回復に及ぼす影響を明らかにすることとした。

【方法】デザインは後ろ向き観察研究とした。対象は 2011 年 4 月から 2016 年 3 月の間に当院回復期病棟に入棟していた脳卒中
患者 253 例とした（平均年齢 68.9±12.3 歳，男性 67.2%）。包含基準は，一側性の大脳半球損傷であった者，発症前 ADL が自立
していた者，入棟時に経口摂取が可能であった者とした。除外基準は，入棟時の BMI が 27.5kg/m2以上であった者，入棟中に
医学的状態が増悪した者とした。調査項目は，入棟時の BMI と Alb に加えて年齢，性別，脳卒中の病型，脳の損傷側，発症か
ら入棟までの日数，入棟期間，併存疾患，Brunnstrom stage，半側空間無視の有無，失語の有無，FIM とした。本研究では，BMI
については 18.5kg/m2未満を低 BMI，Alb については 3.5g/dL 未満を低 Alb と定義して 2 値化し，それぞれの組み合わせによっ
て対象者を 4 群に分類した（Group1；低 BMI×低 Alb，Group2；低 BMI×Alb 正常，Group3；BMI 正常×低 Alb，Group4；
BMI 正常×Alb 正常）。アウトカム指標には Motor�FIM effectiveness を用いた。本研究では，Motor�FIM effectiveness の第 1
四分位以下を機能回復不良と定義した。統計解析では，従属変数に Motor�FIM effectiveness を，説明変数に BMI と Alb の組
み合わせを，さらに調整変数に単変量解析にて p＜.10 であった項目を投入したロジスティック回帰分析（強制投入法）を行っ
た。

【結 果】Group1 は 23 名（76.1±10.5 歳，男 性 52.2%），Group2 は 23 名（72.0±11.4 歳，60.9%），Group3 は 80 名（71.7±11.5
歳，70.0%），Group4 は 127 名（65.1±11.2 歳，69.2%）であった。全対象者における Motor�FIM effectiveness（平均値±標準偏
差）は 0.51±0.30 であった。そのうち，Group1 は 0.30±0.21，Group2 は 0.38±0.22，Group3 は 0.46±0.27，Group4 は 0.60±0.30
であった。ロジスティック回帰分析の結果，Group4 を reference とした際に，Group1 の調整済みオッズ比（95%CI，p 値）は
4.13（1.53�11.15，p＜.01），Group2 は 2.69（1.03�7.08，p＜.05），Group3 は 2.15（1.10�4.21，p＜.05）であった。

【結論】脳卒中患者の機能回復は，低 BMI と低 Alb を併せ持った場合に最も不良となる可能性が示された。
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反張膝を呈する脳卒中片麻痺患者に対するウォークエイドを用いた麻痺側荷重
応答期における足関節背屈筋活動促通に着目した理学療法の検討

池田 裕

医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院リハビリテーション部

key words 反張膝・片麻痺・前脛骨筋

【はじめに，目的】

反張膝での歩行は脳卒中片麻痺患者においてよくみられる異常歩行の一つである。この反張膝の原因には前脛骨筋の不十分な
筋活動や足関節底屈筋の痙縮が影響し，それに伴うロッカー機能の破綻が関与する。反張膝への対応は短下肢装具により立脚期
の下腿前傾を促していくことが多いが，対応しきれていないことも多い。そこで今回反張膝の改善に対して，前脛骨筋の筋活動
を促す運動とウォークエイドを併用し，歩行時麻痺側立脚期（荷重応答期）の足関節背屈筋活動促通に着目した理学療法を行い
その効果について検証する。

【方法】

2016 年 8 月～2016 年 9 月までに当院回復期リハビリ病棟に入院中の脳卒中片麻痺患者で歩行時麻痺側立脚期に反張膝がみら
れ，下肢に強い変形がない，下肢 Brunnstrom Recovery Stage（以下 BRS）III 以上，Mini Mental State Examination22 点以上
の 7 例を対象とした。介入は前脛骨筋の筋活動を促す運動（1．座位・立位での神経筋促通，2．立ち上がり，3．歩行の部分運
動）とウォークエイドによる歩行練習（初期接地から立脚中期での電気刺激）を 1 日 60 分，週 7 回，2 週間実施した。初期・最
終時に Gait Judge System による前脛骨筋活動確認と 10m 歩行（歩行時間，歩数，反張膝回数），下肢 BRS，下腿三頭筋 Modi-
fied Ashworth Scale（以下 MAS），足関節背屈角度（自動・他動）の測定を行い，1 回介入毎の前後で 10m 歩行測定（歩行時間，
歩数，反張膝回数）を実施した。初期・最終時における 10m 歩行測定結果については Wilcoxon の符号付順位検定を，1 回介入
毎の 10m 歩行測定結果については t 検定を行った。

【結果】

下肢 BRS は III：2 人 IV：1 人 V：4 人が III：2 人 IV：1 人 V：2 人 VI：2 人へ，下腿三頭筋 MAS は 1+：3 人 1：1
人 0：3 人への変化があった。足関節自動背屈は 0.4±5.1̊ から 4.3±4.5̊ へ改善。10m 歩行測定では，歩行時間は 22.4±10.5
秒が 16.9±11 秒へ，歩数は 26.1±5.3 歩から 23.3±6.7 歩へ改善が見られている（P＜0.05）。反張膝回数は 9.6±6 回から 5±6.5
回へと改善が見られた（P＜0.05）。また 7 人中 3 人の反張膝が消失した。さらに 1 回介入毎の前後の歩行時間などや反張膝回数
にも改善がみられた（P＜0.05）。

【結論】

本研究では麻痺側立脚期の前脛骨筋の機能に着目し集中的な介入を行っていった。介入により反張膝の改善・消失が見られる
とともに，歩行時間や歩数など歩行能力の向上や足関節自動背屈範囲の拡大など，歩行能力や足関節機能の向上が認められた。
これらの結果から，立脚期における前脛骨筋への集中的介入が下肢 BRSIII 以上の脳卒中片麻痺患者の反張膝の改善や歩行能
力，足関節機能を向上させる可能性が示唆された。今後，さらに症例数を増やして反張膝を改善させていく治療法の選択肢の一
つとしていけるかどうか効果を検証していく必要がある。
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脳卒中片麻痺下肢への全身振動刺激（Whole Body Vibration）による痙縮抑制効
果：サブグループ解析による検討

宮良 広大1），松元 秀次2），板敷 裕喜1），木山 良二3），上間 智博1），池田 恵子1），野間 知一1），
下堂薗 恵2）

1）鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター，
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科運動機能修復学講座リハビリテーション医学，
3）鹿児島大学医学部保健学科

key words 全身振動刺激・脳卒中・痙縮

【はじめに，目的】

痙縮の治療法として，我々は全身振動刺激（Whole Body Vibration：WBV）を用いた脳卒中片麻痺下肢への新たな痙縮抑制法を
考案し（Miyara，2014），WBV による痙縮抑制効果だけでなく，関節可動域や歩行速度の改善を報告した（宮良，2013 ＆ 2014）。
さらに誘発電位 F 波の測定結果から，痙縮抑制メカニズムとして脊髄前角細胞の興奮性低下の関与を示唆した（宮良，2015）。
本研究では，WBV による痙縮抑制の適応症例を明らかにするため，我々がこれまでに得たデータをサブグループ（以下，SG）
解析し，痙縮の重症度別で介入効果を比較した。

【方法】

対象は，脳卒中片麻痺患者 48 名で，下肢 Brunnstrom Recovery Stage が III 以上かつ，痙縮の程度がヒラメ筋の Modified Ash-
worth Scale（以下，MAS）が 1 以上で，屋内歩行監視レベル以上のものとした。なお，医学的管理上問題があるもの，重度な
高次脳機能障害や認知症，心肺疾患，骨関節疾患，感覚障害を有するものは除外した。研究デザインは介入前後比較試験を用い
て，WBV 前後での即時効果の評価を行った。WBV は長座位にて，ハムストリングスと下腿三頭筋を刺激し，介入条件は，周
波数 30Hz，振幅 4～8mm，5 分間とした。評価項目は，痙縮の評価として MAS（ハムストリングスとヒラメ筋），足関節自動・
他動背屈角度，他動での Straight Leg Raising test（以下，SLR 検査）を測定した。MAS の値は統計学的解析のために，グレー
ド 0，1，1+，2 を各々，0，1，2，3 として処理した。SG は介入前の MAS の違いで軽度群（MAS 1），中等度群（MAS 1+，2）
の 2 群に分類し，重症度別での介入効果を比較した。統計処理は，MAS は重症度と筋の部位，介入の影響を 3 要因として反復
測定の三元配置分散分析を行った。3 要因に交互作用が認められた場合には，二元配置分散分析を実施し，どの要因間に交互作
用があるかを確認した。足関節自動・他動背屈角度と SLR 検査は Wilcoxon の符号順位和検定を用いて検討した。有意水準は
5% とした。

【結果】

SG 解析において，ハムストリングス MAS 軽度群 32 名，中等度群 16 名，ヒラメ筋 MAS 軽度群 9 名，中等度群 39 名であった。
重症度と筋の部位，筋の部位と介入，重症度と介入でそれぞれ交互作用を認めた。筋の部位による介入効果の違いはなかった。
重症度の違いでの介入効果として，ハムストリングスとヒラメ筋ともに MAS 中等度群においてより抑制効果が認められた。足
関節自動・他動背屈角度と SLR 検査も有意に改善した。

【結論】

本研究での SG 解析により，ハムストリングスとヒラメ筋ともに MAS 中等度の症例に対する WBV の痙縮抑制効果が示唆され
た。
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脳卒中片麻痺患者における低頻度反復性経頭蓋磁気刺激と集中的リハビリテーションの併用効果
上肢リハビリテーション後の下肢運動機能・歩行機能への影響について

古小路真人1），水口 雅俊1），湯川 喜裕1），市村 幸盛1），富永 孝紀2），中村 一仁3）
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3）医療法人穂翔会村田病院脳神経外科

key words 低頻度反復性経頭蓋磁気刺激・上肢運動麻痺・歩行機能

【はじめに，目的】

近年，脳血管障害（CVA）患者の上肢運動麻痺の治療として，低頻度反復性経頭蓋磁気刺激（LF�rTMS）の有用性は多数報告
されており，リハビリテーション（RH）との併用療法による上肢運動機能の改善が歩行機能にも影響を及ぼすことも報告され
ている（吉田ら 2011）。しかし，上肢運動麻痺の重症度と，下肢運動機能や歩行機能の関係については不明瞭である。本研究で
は，CVA 患者の上肢運動機能に対して，LF�rTMS と RH の併用療法を実施し，上肢運動麻痺の重症度が下肢運動機能や歩行機
能にも影響するかを検討した。

【方法】

対象は，当院にて LF�rTMS と RH の併用療法を実施した CVA 患者 16 名（BRSIII 以下 8 名，IV 以上 8 名）とした。LF�rTMS
は経頭蓋磁気刺激装置，8 の字コイル（Magstim 社製）を使用し，刺激部位は，光学系ナビゲーションシステム（Rouge Resarch
社製）を用いて解剖学的に決定し，刺激強度は安静時運動閾値の 90％ とした。非損傷側運動野に 1Hz で 1300 発の刺激後，60
分間の上肢運動機能の RH を実施し，これを 1 セッションとして，14 日間で 22 セッション実施した。介入前後の上肢運動機能
は，Fugl�Meyer Assesment（FMA）の上肢運動項目，Wolf Moter Function Test（WMFT），下肢運動機能は，FMA の下肢
運動項目，歩行機能は 10m 歩行の最大速度を用いて評価した。10m 歩行は，屋内平地直線 16m とし，その両端の 3m を予備路
として実施した。統計学的処理は Wilcoxon 符号付順位和検定を実施し，危険率は 5% 未満とした。

【結果】

上肢 BRSIII 以下の症例は，上肢・下肢 FMA，WMFT，10m 歩行の最大速度に有意な改善を認めなかった。上肢 BRSIV 以上の
症例は，下肢 FMA に有意な改善を認めなかったが，上肢 FMA，WMFT，10m 歩行の最大速度に有意な改善を認めた（p＜0.05）。

【結論】

上肢 BRSIV 以上の症例は，先行研究（吉田ら 2011）と同様に上肢運動機能だけでなく，歩行機能にも有意な改善を認めた。歩
行時の腕振りの有無は下肢の筋活動に影響を及ぼす（吉村ら 2011）ことや，歩行には上肢・体幹・骨盤の協調性が重要（樋口ら
2015）であることから，歩行時の腕振りの改善に伴う下肢筋活動の向上や上下肢間の協調性の改善が得られた結果，10m 歩行の
最大速度の改善につながったと考えられる。しかし，上肢 BRSIII 以下の症例では，麻痺が重度であるため，LF�rTMS を実施し
ても上肢運動機能に改善が得られず，歩行機能の改善につながらなかったと考えられる。本研究では，LF�rTMS と RH の併用
療法を実施し，上肢運動麻痺の重症度の違いが歩行機能の改善に影響する可能性が示唆された。
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P-NV-27-4

メンタルローテーション課題の画像提示時間と脳活動との関係

岡本 尚樹，太田 拓也，薦田 昭宏

だいいちリハビリテーション病院

key words メンタルローテーション・画像提示時間・脳活動

【はじめに，目的】

メンタルローテーション（以下 MR）は反応時間の速さと運動イメージ想起能力が実際の運動能力にも関与していると報告され
ている。楠元ら（2014）の MR 反応時間と脳活動についての研究では運動イメージ想起には，時間的余裕を与える必要性も示唆
されている。MR で運動イメージ想起を目的とする場合，画像提示時間の設定で一定の見解が得られていない為，今回脳機能イ
メージング手法を用いて課題提示時間の検討を行った。

【方法】

対象者は健常成人 11 名（男性 5 名，女性 6 名，年齢 24.4±3.6 歳）とした。脳血流酸素動態の測定には，ETG�4000（HITACHI
社製光トポグラフィ装置）を使用した。プローブ 1 を前頭部に送光プローブ 8 本（T11～T18），受光プローブ 7 本（R11～R17）
の計 15 本（3×5）22 チャンネル（以下 ch），プローブ 2 を頭頂部に送光プローブ 8 本（T21～T28）および受光プローブ 8 本

（R21～R28）の計 16 本（4×4）24ch を被験者の頭部に覆った。脳波測定法の国際 10�20 法における Cz（正中中心部）の位置を
プローブ 2 の T25 と R26 の間に設定した。MR は安静座位にて PC 上に足部画像（足背・足底・内側・外側）40 枚をランダム
提示した。画像は時計回りに 15̊ 刻みで回転させ，各画像提示間に口頭で左右判断させた。MR 画像提示間が 1 秒間のもの（条
件 A），5 秒間のもの（条件 B）の課題正答率を算出し，課題遂行時の脳活動測定を行った。安静 5 秒―遂行時―安静 5 秒とし遂
行時の脳血流量を測定した。先行研究で MR の正答率がデータ解析に必要なのは 80% とされており，条件 A で正答率 80% 以上
が 6 名であり，この 6 名での条件 A と B との比較を行った。解析は，各 ch の酸素化ヘモグロビン（以下 oxy�Hb）測定開始時
の値を 0 とした時の相対的変化量（mM/mm）の平均値を算出し，paired t test 用い有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

正答率は条件 A で 80% 以上が 6 名（平均 91.7±8.5％），80% 以下が 5 名（平均 61.0±10.1％）であった。条件 B では全例 80%
以上（平均 96.1±4.1％）であった。oxy�Hb ではプローブ 2（頭頂葉領域）では両条件に有意差を認めず，条件 A,B で同程度の
活動を認めた。プローブ 1 は ch6（左前頭葉領域）で条件 A に有意な脳血流量の増加を認めた（p＜0.05）。

【考察】

諸家の報告より MR 課題には頭頂連合野や運動前野，前頭前野が関与し，身体イメージを基本にして運動イメージを想起してい
ると言われている。両群間の頭頂葉に脳活動の有意差を認めなかったのは，MR は潜在的な感覚識別課題であり，頭頂連合野の
活動は画像提示時間の要素は影響されない可能性が示唆される。しかし条件 A で前頭葉の活動が上昇していた。先行研究では
MR の脳活動の経時的変化で，370msc で前頭前野の活動が認められていたと報告されており，運動野を賦活する場合は短時間
での処理が必要と考える。
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P-NV-27-5

脳卒中片麻痺患者の肩手症候群に伴う上肢機能障害に直線偏光近赤外線の星状
神経節近傍照射は有効か？

照井 駿明1），吉田 英樹2），前田 貴哉3），皆方 伸1）

1）秋田県立脳血管研究センター，
2）弘前大学大学院保健学研究科保健学専攻総合リハビリテーション科学領域，3）弘前記念病院

key words 肩手症候群・直線偏光近赤外線・星状神経節

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺（以下，片麻痺）患者では，しばしば肩手症候群（以下，SHS）を認め，この要因の一つに交感神経活動の亢進が
考えられている。これに対し，交感神経活動を非侵襲的に抑制することが可能な直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射（以下，
LPNR�ISG）が用いられる場合があるものの，十分な検討が行われていないのが現状である。そこで本研究では，SHS に伴う麻
痺側上肢機能障害に対する LPNR�ISG の有効性を検討することを目的とした。

【方法】

SHS を有する片麻痺患者 13 名（平均年齢 68.6±9.6 歳，罹患期間 97.6±23.2 日）を対象とし，以下の 2 実験を行い，実施順序は
ランダムとし 24 時間以上の間隔をおいて実施した。〈実験 1〉対象者は，自律神経活動安定化のために安静背臥位を 15 分間保持

（以下，馴化時間）後，麻痺側の星状神経節に対する LPNR�ISG を 10 分間実施した。〈実験 2〉対象者は馴化時間終了後，安静
背臥位（以下，コントロール）を 10 分間保持した。実験 1 の馴化終了時と LPNR�ISG 終了後時，さらに実験 2 の馴化終了時と
コントロール終了時に自律神経活動動態の指標となる麻痺側中指皮膚温（以下，皮膚温），麻痺側肩屈曲 ROM（以下，肩 ROM），
NRS を用いた麻痺側肩屈曲運動時の疼痛（以下，肩運動時痛）を評価し，各実験で馴化終了時と LPNR�ISG およびコントロー
ル終了時の結果を Wilcoxon の符号付順位検定を用いて比較した。統計学的分析の有意水準は 5％ とした。

【結果】

皮膚温については，実験 1，実験 2 共に馴化時間終了後と比較して LPNR�ISG 終了後およびコントロール終了後に有意な上昇を
認めたが，その程度は実験 1 でより大きかった（+2.6℃ vs +1.1℃）。肩 ROM と肩運動時痛については，実験 1 では馴化終了時
と比較して LPNR�ISG 終了後に有意な肩 ROM（+10.0̊）の拡大と肩運動時痛（�3.0）の減少を認めた。これに対して実験 2 では，
コントロール前後で肩 ROM（0.0），肩運動時痛（0.0）ともに明らかな変化を認めなかった。

【結論】

皮膚温については，各実験で有意な上昇を認めたが実験 1 でその程度がより大きかった理由として，LPNR�ISG により交感神経
活動が抑制された結果，末梢血管の拡張に伴い末梢循環が改善されたことが考えられる。また，実験 2 でのみ肩 ROM や肩運動
時痛に有意な変化を認めたことについては，前述の LPNR�ISG による交感神経活動の抑制に伴い知覚神経の感受性が低下し，疼
痛閾値が上昇することにより肩運動時痛が緩和されたことが要因と考えられる。SHS を有する患者では，しばしば麻痺側上肢の
疼痛が運動療法の阻害要因となるが，本研究結果から LPNR�ISG により麻痺側の肩運動時痛が軽減され，ROM 運動などの運動
療法が容易となり，麻痺側上肢機能改善に寄与し得る可能性が示唆された。
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P-NV-28-1

精神疾患を合併した急性期脳卒中患者の身体的，社会的特徴について

嶋 悠也1），玉田 良樹1,2），戸田 渚1），吾妻 導人1），庄子 拓良1），大久保裕史1），
水田 康彦3），大野 博康4）

1）国立国際医療研究センター国府台病院統括診療部門理学療法室，
2）大阪人間科学大学人間科学部理学療法学科，3）国立国際医療研究センター国府台病院精神科，
4）国立国際医療研究センター国府台病院脳神経外科

key words 脳卒中・リハビリテーション・精神疾患

【はじめに，目的】

近年，社会的情勢の変化により，うつ病を中心に精神疾患患者が増加している。当院でも精神疾患患者に対してリハビリテー
ションが介入することが多々ある。精神疾患を合併している患者は，患者要因，家族要因，医療スタッフの要因，外的環境の要
因，病棟環境の要因のため退院が阻害されると言われているが，精神疾患を合併した脳卒中患者のリハビリテーション（以下：
リハ）についての検討はなされていない。そこで，精神疾患を合併した脳卒中患者と，精神疾患のない脳卒中患者を比較し，身
体的，社会的特徴を明らかにすることとした。

【方法】

調査期間は，2007 年 7 月から 2013 年 9 月とした。当院脳神経外科に脳卒中で入院した患者のうち，理学療法を施行した 785
例を対象とした。なお，一過性脳虚血発作とくも膜下出血は除外とした。統合失調症またはうつ病にて当院精神科に通院歴のあ
る 18 例を精神疾患群とした。精神疾患の既往歴のない脳卒中患者 721 例より，ランダムに抽出した 49 例をコントロール群とし
た。検討項目は診療録およびリハ診療録より年齢，性別，病型，在院日数，リハ実施日数，発症から入院までの日数，リハ開始
時意識レベル，リハ終了時意識レベル，リハ開始時運動麻痺，リハ終了時運動麻痺，発症前 ADL，退院時 ADL，家族状況，経
済状況，転帰についてデータを抽出した。意識レベルは Japan coma scale 用いた。運動麻痺は Brunnstrom recovery stage を用
い，上肢・手指・下肢を評価した。ADL の評価は modified Rankin Scale（以下：mRS）を使用した。家族状況は独居，家族同
居の 2 群，経済状況は，生活保護，問題なしの 2 群，転帰は自宅退院，リハ病院転院，施設転院の 3 群に群分けした。在院日数，
リハ実施日数，意識レベル，運動麻痺，ADL，家族状況，経済状況，転帰について比較検討を行った。統計学的手法は，独立し
た対応のある t 検定と χ2検定にて行い，有意水準は 5％ とした。統計ソフトは，SPSS Statistics（ver.22）を使用した。

【結果】

年齢は精神疾患群 68.3±10.6 歳，コントロール群は 71.0±9.7 歳であった。精神疾患群の性別は男性 7 例，女性 11 例，コントロー
ル群は男性 34 例，女性 15 例であった。精神疾患群の病型は脳出血 6 例，脳梗塞 12 例，コントロール群は脳出血 16 例，脳梗塞
33 例であった。在院日数，リハ実施日数，意識レベル，運動麻痺，家族状況，経済状況，転帰については有意差を認めなった。
統計学的有意差を認めたのは，発症から入院までの日数（精神疾患群 4.2±7.0 日，コントロール群 1.5±1.4 日）と入院前 mRS

（精神疾患群 1.2±1.6，コントロール群 0.4±1.0）であった。

【結論】

精神疾患群とコントロール群の比較では，在院日数やリハ実施期間，意識レベル，運動麻痺，転帰などに明らかな差は認めなかっ
た。しかし，発症から入院までの期間，入院前 mRS に差が認められるという特徴が明らかとなった。
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脳腫瘍外科的治療後患者の自宅退院に関連する因子の検討

栢本あずさ1），眞鍋 朋誉1），佐藤 克成1），鄭 伃廷1），高木 大地1），柴田 篤志1），森 友洋1），
岡田 貴士2），夏目 敦至3），門野 泉2）

1）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科，3）名古屋大学医学部附属病院脳神経外科

key words 脳腫瘍・転帰先・Barthel index

【はじめに，目的】

脳腫瘍患者は，病態が進行性であることから介護者が早期自宅退院を望むといった特徴に加え，放射線化学療法などの治療によ
り転院先となる受け入れ病院が少ないことも影響し，脳卒中患者に比べ自宅退院率が高いとされている。しかし，患者数が少な
いため，脳腫瘍外科的治療後の患者の転帰先に関する報告は少ない。そこで，本研究の目的は，脳腫瘍外科的治療後の患者の自
宅退院に関する退院時の特徴を明らかにすることである。

【方法】

2016 年 1 月から 9 月に当院にて外科的治療および理学療法を行った脳腫瘍患者のうち，評価が可能であった 27 例を対象とし，
診療記録から後方視的に調査した。調査項目は，年齢，転帰先，在院日数，リハビリテーション介入期間，脳腫瘍の部位と病理
学的診断，放射線化学療法の有無，職業の有無，同居者の有無，退院時に評価した Barthel index（以下，BI），Karnofsky Per-
formance Scale（以下，KPS），6 分間歩行距離（以下，6MWD），麻痺側下肢の Brunnstrom recovery stage（以下，BS），膝関
節伸展筋力，高次脳機能障害の有無とした。転帰先を自宅退院群と転院群の 2 群に分け，各項目について Mann�Whitney の U
検定およびカイ二乗検定を用いて比較した。統計学的解析では有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

対象者の年齢は 55.2±15.5 歳，腫瘍の内訳は神経膠腫例 9 例，星状細胞腫例 5 例，乏突起膠腫 2 例，上衣腫 1 例，髄膜腫 4 例，
神経鞘腫 3 例，その他 3 例であった。自宅退院群は 15 例，転院群は 12 例であった。転院先は回復期が 3 例，一般病院が 8 例，
地域包括ケア病棟が 1 例であった。

自宅退院群は転院群に比べ，在院日数，リハビリテーション介入期間が有意に短く，BI，KPS，6MWD，麻痺側，非麻痺側の膝
関節伸展筋力が有意に高値を示した。高次脳機能障害や同居者の有無などのその他の項目では有意差を認めなかった。転帰先と
関連を示した BI，KPS，6MWD，麻痺側，非麻痺側の膝伸展筋力を独立変数として抽出し，転帰先を従属変数として，ロジス
ティック回帰分析を行った。その結果，BI（オッズ比 0.93，95％ 信頼区間 0.87�0.99）のみが独立した危険因子として抽出され
た。

また，BI＞80 点であった 17 例を対象に転帰先と各項目を比較検討したところ，自宅退院群で同居者がいる割合が有意に高かっ
た。

【結論】

外科的治療後の脳腫瘍患者における自宅退院に関連する因子には，日常生活動作能力と，歩行能力や膝関節伸展筋力などの身体
機能が影響する可能性が示された。

また，脳腫瘍患者は，高次脳機能障害が高率でみられるとされるが，今回の結果より，高次脳機能障害を有していても日常生活
動作能力が保たれていれば自宅退院することは可能と考えられる。

一方，日常生活動作能力がある程度保たれていても，独居であることは自宅退院の阻害因子となる可能性があり，社会サービス
などの環境を考慮することも必要であると思われる。
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P-NV-28-3

エスカレーターの利用が自立に至った一症例
～片麻痺者のエスカレーターの利用を想定した動作練習の効果～

下池まゆみ1），水田 宗達2），山﨑 房子1）

1）埼玉県総合リハビリテーションセンター支援部自立訓練担当，
2）埼玉県総合リハビリテーションセンターリハビリテーション部理学療法科

key words 片麻痺・エスカレーター・トレッドミル

【はじめに，目的】

当センター障害者支援施設（以下施設）では，電車やバスを利用した市街地への外出練習を行っており，エスカレーターの利用
は実地練習で行うことが多い。その際，自立に至る症例や自立困難な症例を経験する。先行研究ではエスカレーターに必要な身
体機能や具体的な介入方法に言及したものは少ない。今回の症例は，初回の外出練習の際にエスカレーターの利用が自立に至ら
ず，理学療法場面でエスカレーターを想定した練習を行うことで，2 回目の外出練習では自立に至った。エスカレーター利用の
前段階として想定した練習を行うことの重要性を学んだため，その取り組みについて報告する。

【方法】

症例は頭部外傷による右片麻痺，失語症を呈した 20 歳代男性。発症から 2 年 2 か月後に当施設へ入所。初回の外出練習時評価
は，右下肢 Br.stageIV，表在感覚は重度鈍麻，深部は中等度鈍麻，非麻痺側片脚立位（左）が 0 秒。高次脳機能は注意・判断，
構成力の低下。ADL は整容のみ介助。歩行は T 字杖，金属支柱付短下肢装具（以下 SLB）にて屋内外自立。10m：6.5 秒/12
歩。階段昇降は T 字杖，SLB 利用し二足一段で自立。初回の外出練習ではエスカレーターに乗ることが可能であったが降りる
際に要介助であった。理学療法として，左片脚立位，側方重心移動，不安定板上でのバランス，トレッドミル等の練習を週 2
回，3 週間実施した。具体的には，エスカレーターから降りる事を想定しトレッドミル上から前方に置いてある台に移る練習を
行った。その際，左下肢への重心移動が十分でなく，右下肢を出すタイミングが遅れていたため，トレッドミルの前段階として
左片脚立位練習を行い，可能となったら合図をしたタイミングで片脚立位保持を行った。同様に不安定板でも実施して可能とな
り，再度トレッドミル上で実施し，床面のスピードを速くしたり，床面が動いたらすぐに降りる動作を反復した。

【結果】

2 回目の外出練習時評価は，左片脚立位は 10 秒，階段昇降は手すり，SLB を利用し一足一段で自立。外出練習では，様々な速
さや幅のエスカレーターで実際に行った。誘導や口頭指示が 1～2 回必要であったが，その後昇降を反復し自立に至った。

【結論】

今回の症例の経験から，バランス練習等を実施後，段階的にプログラムを進め，トレッドミルを利用したように実際に近い環境
を作って練習を行うことで初回の外出練習で自立に至る症例が増えると考える。もしくは，エスカレーターの評価としても行う
意義はあると考える。

本症例は，外出練習後も単独での外出時にエスカレーターを利用して買い物を楽しんでいる。商業施設や駅によってはエスカ
レーターが利用できない場合，エレベーターや階段を探さなければならない。エスカレーターの利用は活動性の拡大や QOL
の向上にもつながると考える。今後の課題として，エスカレーターの利用の適応や必要な身体機能・能力の検討も必要である。
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県内理学療法士を対象とした脳卒中理学療法介入内容の分析
～模擬症例に基づくアンケート調査より～

今村 純平1,5），山内 康太2），明日 徹3），遠藤 正英4），小野塚大介5），萩原 明人5），柴田 元1）

1）久留米リハビリテーション病院，2）製鉄記念八幡病院，3）産業医科大学若松病院，4）桜十字福岡病院，
5）九州大学大学院

key words 脳卒中・理学療法・介入方法

【はじめに，目的】

本邦で脳卒中治療ガイドライン（以下 GL）が発刊され 10 年以上が経過し，2015 年に 2 度目の改訂がなされた。「下肢練習の量」
を多くすることが推奨されているが，明確な量的基準は示されていない。本研究の目的は，複数の理学療法士（以下 RPT）が同
一患者を担当したと想定した場合の介入内容を調査することである。

【方法】

県内の脳血管疾患等リハビリテーション料 I を算定する施設に勤務し，急性期または回復期の脳卒中患者に対する理学療法（以
下 PT）を日常的に実施している RPT を対象に，模擬症例に基づく PT 介入に関するアンケート調査を実施した。調査項目は急
性期・回復期それぞれ 40 分，60 分の PT 実施における介入内容と実施時間とした。介入内容は，準備的活動（臥位，座位，立
位），関節可動域運動，筋力増強運動，起居動作練習，座位練習，移乗練習，立位練習，起立練習，車椅子駆動練習，歩行練習，
応用歩行練習，ADL 練習，有酸素運動，その他の 16 項目とした。準備的活動は「その後に行う介入のための準備的介入」と定
義した。実施時間は 1 分単位での記載とした。解析にあたり，急性期，回復期それぞれで支部別（X，Y，Z 支部），経験年数別

（5 年未満，5～9 年，10 年以上）での介入内容の実施時間を比較した。支部は県内を 3 つのエリアに分けて組織化した当該県理
学療法士会内の組織である。実施時間は中央値（四分位範囲）を算出し，群間の比較は Kruskal�Wallis 検定を用いた。有意水準
は 5％ とした。

【結果】

149 施設中 87 施設（58.4％）より急性期 228 名，回復期 283 名の回答があり，回答内容に不備があったものを除く急性期 205
名，回復期 277 名を最終分析対象とした。平均年齢ならびに経験年数は急性期対象者 31.4±7.6 歳，8.4±7.4 年，回復期対象者 29.9
±5.9 歳，6.1±4.9 年であった。急性期の支部別比較は立位，起立，歩行の各練習の実施時間に有意差を認めた。中央値は X，Y，
Z 支部の順に，立位練習が 5（2�6.75），5（5�10），5（5�7.75），起立練習が 12.5（5�20），7.5（5�10），5（4.25�5），歩行練習が
15（10�20），10（5�15），5（5�10）であった。経験年数別比較は起立練習時間に有意差を認めた。中央値は 5 年未満，5～9 年，
10 年以上の順に 5（5�10），10（5�16.25），5（5�15）であった。回復期の支部別比較は起立練習時間に有意差を認めた。中央値
は 10（10�15），10（5�10），6（5�10）であった。経験年数別比較はすべての介入内容の実施時間に有意差を認めなかった。

【結論】

同一患者を複数の RPT が担当した場合，抗重力肢位での介入内容と実施時間に有意差が認められたことは非常に興味深い。理
由として臨床教育の歴史的経緯が影響しているのではないかと思われる。GL2015 年版において「量を多くする」ことが推奨さ
れている立位，起立，歩行などの下肢関連の練習量に差が出たことから，GL が PT の標準化に充分寄与していない可能性が示
唆された。
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要望から見た脳卒中患者のトイレ動作自立に影響する因子の検討

水谷明日香

八千代リハビリテーション病院

key words 脳卒中・トイレ動作・要望

【はじめに，目的】

回復期リハビリテーションでは，患者・家族の要望（以下 Hope）は重要であり，Hope を考慮したリハビリテーションが必要で
ある。Hope の多くは自宅復帰，特にトイレ動作に対する要望が多く聞かれる。さらにトイレ動作は自宅復帰に関連するとの報
告が多くみられる。先行研究ではトイレ動作に立位バランスが関与すると言われ，Berg Balance scale（以下 BBS）での検討は
されている。しかし，BBS 以外での運動機能の検討は少ない。そこで今回は，多面的な機能障害を評価できる Stroke impairment
Assessment set（以下 SIAS）を含めた側面からトイレ動作自立に影響する要因を検討した。そして，脳卒中患者の自宅復帰時
トイレ動作自立を目指す際の理学療法プログラムに活用することを目的とした。

【方法】

平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 7 月 31 日までの期間に当院を退院した脳卒中患者 186 名のうち，本人・家族の Hope がトイ
レ動作獲得である患者 49 名（男性 23 名，女性 26 名，年齢 69.3±13.0 歳，脳梗塞 24 名，脳出血 21 名，くも膜下出血 4 名，発
症からの日数 118.5±48.3 日，右片麻痺 25 名，左片麻痺 20 名，両側片麻痺 4 名）を対象とした。患者データはカルテより以下
の情報を後方視的に調査した。退院時の Functional independence measure（以下 FIM）でトイレ動作得点を従属変数とし，SIAS
18 項目，BBS14 項目を独立変数として，それぞれ重回帰分析（変数増加法）を行った。有意水準は 1% とし，決定係数（R2）が
0.5 以上のものを有用とした。なお，全ての統計処理には，JSTAT を使用した。

【結果】

退院時のトイレ動作得点は 5.45±1.68 点であった。変数増加法の変数選択によって得られた変数は，SIAS では膝関節伸展テス
ト，下肢の表在感覚，非麻痺側大腿四頭筋筋力，非麻痺側握力であり，BBS では立位保持，座位保持，移乗，360 度回転であっ
た。退院時それぞれ，膝伸展テスト 3.37±1.60（r＝0.60），下肢の表在感覚 2.04±0.95（r＝0.57），非麻痺側大腿四頭筋筋力 2.65
±0.72（r＝0.50），非麻痺側握力 22.6±9.48kg（r＝0.55），立位保持 3.20±1.33 点（r＝0.74），座位保持 3.93±0.24 点（r＝0.52），
移乗 2.89±1.06 点（r＝0.75），360 度回転 1.67±1.55 点（r＝0.76）であり，これらの関連性が確認された。（R2＝0.78，P＜0.01）

【結論】

特に相関が高かった要因は立位保持，移乗，360 度回転であった。先行研究でも述べている通り，バランス機能がトイレ動作の
要因となることが分かった。また，バランス機能のほかに，膝伸展筋である非麻痺側の大腿四頭筋筋力，手すり等を把持するた
めの非麻痺側握力，立位保持に関与する麻痺側下肢の表在感覚機能が影響することが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（神経）P29】

P-NV-29-1

下肢運動麻痺が軽度にも関わらず麻痺側遊脚中期から後期にかけての膝伸展不
全がみられた listing phenomenon を伴った脳卒中例に対する理学療法経験

上松野 真，阿部 浩明，辻本 直秀，大鹿糠 徹

一般財団法人広南会広南病院

key words 脳卒中・歩容異常・listing phenomenon

【はじめに，目的】

下肢運動麻痺が軽度でオルトップ AFO 装着下で T 字杖歩行が可能であったが，麻痺側遊脚中～後期に麻痺側膝関節の伸展不
全がみられた脳卒中片麻痺者を担当した。本症例は listing phenomenon（LP）を呈し，歩行中には非麻痺側立脚相（USSD）の
短縮がみられた。非麻痺側片脚立位保持トレーニングを実施した直後より，重複歩距離（SL）と歩行中の USSD が増加し歩容異
常が軽減した。本症例に対するアプローチと経過について報告する。

【方法】

症例は脳梗塞（左放線冠領域）を発症した 50 歳代の男性で，入院前 ADL は全て自立していた。4 病日より理学療法介入を開始
し，24 病日にはオルトップ AFO 装着下で T 字杖歩行が可能となった。この時の理学療法評価は，JCS：1，BRS：IV�II�VI，
腱反射：軽度亢進，感覚：表在覚のみ軽度鈍麻，BLS：1 点であった。明らかな高次脳機能障害を認めなかった。TCT は 100
点，非麻痺側下肢 MMT は 4～5 であり体幹機能，非麻痺側下肢筋力に明らかな異常を認めなかったが，非麻痺側片脚立位時間

（USOLST）は最大でも 2.5sec であり，同程度の麻痺を呈する片麻痺者の平均値と比較し明らかに低下していた。歩行観察では
麻痺側遊脚中期～後期にかけて麻痺側膝関節が十分に伸展できず，初期接地時に膝関節が屈曲位となる歩容異常がみられた。快
適歩行速度（CWS）は 49.8±2.6m/min，SL は 93.8±2.5cm，USSD は 0.84±0.2sec であった。BLS が 1 点であることから本症例
は LP を呈しており，非麻痺側下肢に十分に荷重できず，麻痺側へ傾斜するよう姿勢調節するため USSD が短縮し，相対的に麻
痺側の遊脚時間も短縮していると推察した。このため麻痺側遊脚相で十分に膝関節が伸展できず屈曲位のままの初期接地とな
ると推察した。LP の出現を抑制しつつ非麻痺側へ十分に重心移動し，USSD を延長させることができれば本症例の異常歩容は
改善すると推察し，姿勢鏡を使用した USOLST 保持練習を実施した。

【結果】

姿勢鏡を用いた練習を 10 分程度実施した直後より，CWS（50.3±3.6 m/min）に大きな変化はみられなかったが，SL が 98.4±2.8
cm，USST が 1.0±0.1sec に増加し，麻痺側遊脚期の膝関節伸展不全が軽減した。トレーニングを継続したところ 2 週間後には，
BLS は 0 点，USOLST が 22.2sec，CWS が 64.8±2.3m/min，SL が 114.4±3.8cm へ増加し，膝伸展不全はより改善した（記載外
の評価項目は著変なし）。

【結論】

脳卒中後の姿勢定位障害の一つである LP は，pusher 症候群のように積極的に押す現象は観察されないものの麻痺側へ身体軸
が傾斜する姿勢定位障害である（Karnath 2007）。本症例にみられた LP は軽度であったが，非麻痺側への身体軸傾斜を困難とさ
せ，非麻痺側立脚相と麻痺側遊脚相が短縮し，麻痺側遊脚中～後期における膝関節伸展不全及び歩行能力低下に関連したものと
思われた。視覚的フィードバックを提供しつつ行った片脚立位トレーニングが奏功し，歩容異常の改善が得られたものと思われ
た。
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Opalski 症候群を呈した症例の理学療法経過―酷似する梗塞巣を有したWallen-
berg 症候群例との比較―

加藤 將暉1），高杉 潤2），足立 真理1），後藤 恭子1），大賀 辰秀3），井田 雅祥1,3）

1）虎の門病院分院リハビリテーション部，2）千葉県立保健医療大学，
3）虎の門病院分院リハビリテーション科

key words Opalski症候群・Wallenberg症候群・経過

【はじめに，目的】Opalski 症候群とは，延髄錐体交叉後の皮質脊髄路の損傷によって生じるとされ，Wallenberg 症候群に加え，
病巣側の筋力低下もしくは運動麻痺を伴った症候をいう（Louis ら 2015）。責任病巣は Wallenberg 症候群と同様に延髄外側とさ
れ，小脳症状を伴うことも影響し腱反射亢進や病的反射を認めることは少ない（Uemura ら 2016）。Opalski 症候群例の経過や予
後については，歩行自立に至るまでの期間が発症から 1 か月以内の例（Liu ら 2006）や，5 か月の例（Porto ら 2009）などの報
告はあるが，下肢機能の経過について詳細に記載した報告はない。また病態に関する報告も少なく，未だ不明な点が多い。今回
我々は，左延髄外側梗塞後に Opalski 症候群を呈した症例の臨床所見や経過について，病巣が酷似する Wallenberg 症候群例と
比較しながら，明らかにすることを目的とする。

【方法】症例 1（Opalski 症候群例）：30 歳代，女性。診断は左椎骨動脈解離による左延髄外側梗塞。第 46 病日の所見は，錐体路
徴候は陰性で，筋力は MMT で左下肢 2～4，右下肢 4～5 レベルであった。運動失調は体幹と左下肢に軽度認めた（Scale for the
Assessment and Rating of Ataxia で座位・踵－脛試験ともに 1 点）。体性感覚は表在感覚が右上下肢で軽度鈍麻であった。歩行
は歩行器使用で軽介助レベルであり，左荷重応答期から立脚中期にかけて，左膝伸展位でのロッキングと左骨盤の強い後方回旋

（左股関節屈曲位）を認めた。理学療法は左下肢の筋力強化練習を中心に実施した。症例 2（Wallenberg 症候群例）：40 歳代，
女性。診断は左椎骨動脈解離による左延髄外側梗塞。第 21 病日の所見は，筋力は MMT で両下肢 4～5 レベルで，運動失調や感
覚障害は症例 1 と同側に同程度認めた。歩行は歩行器使用で監視レベル，腰背部の過緊張やワイドベースを伴っていた。理学療
法は腹部や左股関節周囲筋の stability 向上を目的とした介入を中心に実施した。MRI（DWI）所見は 2 例とも左延髄中部の外側
面に高信号を認め，病巣の範囲も酷似していた。

【結果】症例 1 の病棟内歩行は，第 72 病日に歩行器で自立，独歩では軽介助であった。MMT は，左下肢は 4～5 レベルに増強
し，右下肢は変化を認めなかった。症例 2 の病棟内歩行は，第 23 病日に歩行器で自立となり，第 31 病日には独歩で自立となっ
た。

【結論】今回，左下肢の筋力以外は病巣と臨床所見が酷似する 2 例のみの比較だが，症例 1 の Opalski 症候群例は，症例 2 の Wal-
lenberg 症候群例に比べ，病巣と同側の左下肢筋力低下の遷延により，歩行獲得に期間を要することが示唆された。病巣が酷似
していながら，なぜこのような症候を示すかの理由は，Opalski 症候群例は通常よりも錐体交叉が高位で起こるとされ（打田ら
2015），症例 1 もそれに該当していた可能性が推察される。病態や経過が未解明な Opalski 症候群について，今度も症例を積み重
ねて，その病態や予後を明確にしていく必要がある。
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脳卒中患者に対するAction Observation Therapy の介入効果について
―回復期リハビリテーション病棟における介入―

田津原佑介，峰久 京子

貴志川リハビリテーション病院

key words 運動観察治療・脳卒中・麻痺側運動機能

【はじめに，目的】

近年，運動イメージを活用した理学療法（PT）として運動観察治療（Action Observation Therapy：AOT）が提案されている。
AOT のシステマティックレビュー（Elisabett, 2015）では上肢や歩行への介入は多いが，下肢への介入はない。本研究では，歩
行遊脚期に必要な股関節屈曲，膝関節伸展，足関節背屈の AOT による，各筋力や歩行能力，運動イメージ能力の効果について
検証した。

【方法】

対象は回復期病棟に入院中の脳卒中患者 7 名（男：4 名，女：3 名，平均年齢 58.1±16.7 歳）であった。本研究は AB デザイン
を用い，A：ベースライン（通常 PT を 10 日間），B：AOT 介入期（通常 PT＋AOT を 30 日間）の計 40 日間とした。B 期では，
股関節屈曲 AOT，膝関節伸展 AOT，足関節背屈 AOT の順に実施し，各 10 日間同一の AOT を実施した。AOT は健常者の運
動を編集した動画を用いて，15 分/日の自主練習とした。メインアウトカムは 5m 歩行速度と Wisconsin Gait Scale（WGS）とし
た。サブアウトカムは Hand Held Dynamometer（HHD：Nm/kg）にて麻痺側股関節屈曲，膝関節伸展，足関節背屈運動の筋力
と関節角度を Active�ROM（AROM：̊）にて計測した。また運動イメージ能力として足部 Mental Rotation（足部 MR：sec）の
反応時間を計測した。各項目の計測は 10 日毎に行い，計 5 回実施した（評価 1～5）。統計は解析ソフト R2.8.1 に基づく改変 R
コマンダーを使用して，各変数を反復測定分散分析で解析し，有意水準は 5% とした。

【結果】

評価 1 と評価 5 の結果を平均値にて記載する。5m 歩行速度は 53.5±38.1→24.3±13.8sec，WGS は 30±5.3→23.1±4.9 点，筋力は
股関節屈曲が 0.46±0.33→0.84±0.36Nm/kg，膝関節伸展が 0.49±0.36→0.69±0.37Nm/kg，足関節背屈が 0.14±0.11→0.24±0.15
Nm/kg，AROM は股関節屈曲が 84.9±15.3→106±26.3̊，膝関節伸展が�29.4±10̊→�18.2±8.3̊，足関節背屈が�11.7±4.58→�5.3
±4.23̊，足部 MR は 70.19±38.9→44.3±21.7sec であった。評価 1 と 5 の間では全ての変数で p＜0.05 の有意な改善を認めた。更
に各評価間の分析より，評価 2 と 3（股関節屈曲 AOT 期）では WGS・HHD（股関節屈曲），評価 3 と 4（膝伸展 AOT 期）で
は AROM（膝関節伸展）の各変数に p＜0.05 の有意な改善を認めた。なお通常 PT の前後である評価 1 と 2（A 期）では全て有
意差を認めなかった。

【結論】

本研究の結果より A 期と比較し，B 期での各評価項目の有意な改善を認めたため，脳卒中患者に対する AOT の介入効果がある
と考えられた。特に，股関節屈曲・膝関節伸展 AOT は 10 日間の実施だけでも麻痺側下肢筋力を向上させる結果となった。更に，
歩行の質的評価となる WGS においても評価 2 と 3 の間で有意な改善を認めたことから，股関節屈曲 AOT は下肢挙上機能だけ
でなく歩行能力の改善にも寄与していることが示唆された。AOT は簡単な動画編集で作成でき，車椅子座位にて実施できる。
麻痺側運動機能の改善を目的とした自主練習として効果的な介入であると言える。
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脳卒中片麻痺患者の尺骨神経に対してのエコー評価

篠田 光俊1），安倍 基幸2）

1）国際医学技術専門学校理学療法学科，2）星城大学リハビリテーション学部

key words 尺骨神経・超音波・形態

【はじめに，目的】

上肢の過使用は，末梢神経障害の危険因子である。脊髄損傷者は，上肢の過使用による正中神経と尺骨神経の障害が高頻度に生
じる。一方で麻痺側上肢が廃用手となった慢性期脳卒中片麻痺患者（以下，慢性期 CVD）は，非麻痺側上肢が脊髄損傷者同様
に過使用となるにも関わらず，圧倒的に正中神経障害の報告が多い。しかし，慢性期 CVD は，非麻痺側の尺骨神経にも電気生
理学的な異常を呈するとの報告もあり，尺骨神経にも形態学的な変化を生じている可能性がある。末梢神経の形態学的な評価で
は，超音波診断（以下，エコー）が有用である。本研究の目的は，慢性期 CVD での尺骨神経の形態学的な特徴を，エコーを用
いて明らかにする事とした。

【方法】

対象は，発症から 1 年以上経過した慢性期 CVD40 名とした。対象の条件は，麻痺側廃用手，ADL 自立，脳卒中初発，失語症・
認知症はなし，糖尿病がある場合はコントロール良好者とした。対照は，上肢末梢神経障害を有しない，性・年齢・体格で慢性
期 CVD と差の無い健常者 25 名（両側 50 手）とした。

まず慢性期 CVD に対して，尺骨神経障害に対する理学的検査を実施した。エコー評価は，短軸像で肘伸展位での肘部管部の尺
骨神経断面積と，肘 120 度屈曲動作による脱臼の有無，そして，長軸像で肘伸展位から 120 度屈曲運動した際の尺骨神経の長軸
移動距離とした。短軸は ImageJ にて計測し，長軸は Dilley らが開発した解析ソフト motion2014v1 を用いた。

検討は，健常，麻痺側，非麻痺側の 3 群に分け上記評価項目を比較した。統計処理は，t 検定，χ2 検定，Bonferroni 法を用い，
危険率は 5％ 未満とした。

【結果】

理学所見で尺骨神経症状を有する者はいなかった。尺骨神経断面積の平均は，非麻痺側は 7.29±2.54mm2であり，健常（6.51
±2.25mm2），麻痺側（6.50±2.24mm2）と比較して増大傾向にあったが有意差を認めなかった。各群における脱臼の頻度は，多
い順に麻痺側 40.5％，健常 30.0％，非麻痺側 23.1％ であり，その比率で有意差を認めなかった。長軸移動距離の平均は同程度で
あり，健常（6.28±2.39mm），麻痺側（平均 5.73±2.33mm），非麻痺側（6.50±2.35mm）で有意差を認めなかった。

【結論】

先行研究では，健常者の肘部管部の尺骨神経断面積は，6.5mm2程度である。一方，肘部管症候群では神経が腫脹し，その断面
積は明らかに大きくなる。今回の結果から非麻痺側の断面積が軽度増大傾向にあったが。臨床的に尺骨神経障害を有する例はい
なかった。さらに非麻痺側上肢は，脱臼頻度が少ないうえに長軸移動距離も保たれている事が判明した。乃ち，動作時の尺骨神
経に対するストレスは比較的少ないものと推測された。

以上より慢性期 CVD での尺骨神経は上肢過使用にも関わらず，エコーによる形態学評価で大きな差は無く，尺骨神経障害は生
じにくいことが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（神経）P29】

P-NV-29-5

脳卒中片麻痺者の非麻痺側を含めた立位予測的姿勢制御に関する検討

増田 知子，岩崎 朋史，伊藤 直城，吉尾 雅春

千里リハビリテーション病院

key words 脳卒中片麻痺・姿勢制御・非麻痺側

【はじめに】我々は，脳卒中片麻痺者の立位姿勢制御において非麻痺側方向にも制限を生じる場合があることを確認し，両側あ
るいは同側性支配の下行路の障害の影響が示唆されることを第 51 回の本大会で報告した。そこで今回，よりそれらの影響が観
察されやすいと推測される立位での予測的姿勢制御に関して，片麻痺者の麻痺側・非麻痺側と健常者の特性を比較検討した。

【方法】健常成人 8 名｛男 4・女 4 名，平均年齢 44.4（27～56）歳：以下健常群｝，当院入院中の初発脳卒中片麻痺者 9 名｛男 7・
女 2 名，右麻痺 8・左麻痺 1 名，平均年齢 56.6（43～83）歳：以下片麻痺群｝を対象とした。片麻痺群は，裸足または下肢装具
装着下で上肢の支持なく立位保持が可能であった。対象者は靴あるいは下肢装具を装着して重心動揺計（Panasonic 社製デジタ
ルミラー）上で立位を保持し，前方に設置した高さ 10cm の台上へ片足を乗せる動作を行い，その間の矩形動揺面積を計測した。
左右各 2 回ずつとなるよう検者がランダムに指示し，各対象者は計 4 試行実施した。試行中は両側の肩峰，上前腸骨棘，足関節
左右径の中央にマーカーを付け，前額面からデジタルビデオ撮影を行った。得られた動画像から，各試行において台上に乗せる
足が離地する直前を静止画化し取り出した。それらの画像を基に，画像処理ソフト ImageJ を用いて 1）支持側の肩峰�上前腸骨
棘�足関節中央の成す角度，2）上前腸骨棘�足関節中央を結ぶ線と垂線の成す角度を計測した。矩形動揺面積の前後・左右成分，
計測角度について，t 検定を用いて有意水準 5％ で分析した。

【結果】矩形動揺面積の前後成分平均値（cm）は健常群 10.0±1.6，片麻痺群 15.9±6.2，左右成分平均値（cm）は健常群 26.9
±1.4，片麻痺群 25.6±3.9 であり，有意差を認めなかった。計測角度 1）の平均値（̊）は健常群右 180.8±7.2，左 180.8±3.9，片
麻痺群麻痺側 183.5±5.0，非麻痺側 182.0±7.1 であり，片麻痺群の麻痺側支持が健常群より有意に大きかった。2）の平均値（̊）
は健常群右 4.5±1.9，左 7.1±1.6，片麻痺群麻痺側 7.7±2.4，非麻痺側 9.1±1.7 であり，片麻痺群の非麻痺側支持が健常群より，
片麻痺群の麻痺側より非麻痺側が有意に大きかった。片麻痺者は麻痺側支持時に骨盤を移動させず体幹を側屈させる傾向が
あった。対して非麻痺側支持時には，麻痺側挙上のため健常者よりも骨盤帯を大きく移動させていることが示唆された。

【結論】立位での予測的姿勢制御において，健常者と片麻痺者で重心移動の範囲に明らかな差を生じなくても運動の方略には違
いがある。また，非麻痺側の骨盤帯固定性が不十分な脳卒中者は，骨盤帯の移動を必要としない別の方略を選択することも推測
され，それは同側性支配経路の障害を疑う兆候となる可能性がある。
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脳腫瘍術後患者における腫瘍悪性度と関連する身体機能因子

眞鍋 朋誉1），栢本あずさ1），佐藤 克成1），鄭 伃廷1），高木 大地1），柴田 篤志1），森 友洋1），
岡田 貴士2），夏目 敦至3），門野 泉2）

1）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科，3）名古屋大学医学部附属病院脳神経外科

key words 脳腫瘍・手術・予後

【はじめに，目的】

世界保健機関は，脳腫瘍患者を悪性度によりグレード 1 から 4 に分類しており，グレード 4 が最も悪性度が高く，余命も短い。
脳腫瘍患者に対して，当院では腫瘍摘出術を受ける患者は，手術に加え，放射線療法，化学療法，リハビリテーションを必要に
応じて実施している。脳腫瘍は進行性であり，放射線療法や化学療法の影響を受けた状態でリハビリテーションを進めるため，
身体機能の予後予測は非常に難しい。そこで，本研究の目的は，脳腫瘍術後患者の腫瘍悪性度と術後身体機能の関連性を調査し，
その特徴を検討することとした。

【方法】

2016 年 1 月から 9 月に当院にて外科的治療および理学療法を行った脳腫瘍患者のうち，評価が可能であった 27 例を対象とし，
診療記録から後方視的に調査した。調査項目は，年齢，在院日数，リハビリテーション介入日数，脳腫瘍の病理学的診断と腫瘍
悪性度，脳腫瘍の部位，手術時間，放射線および化学療法の有無，入院前の Karnofsky Performance Scale（以下，KPS），術後
1 週と退院時に評価した麻痺側下肢の Brunnstrom recovery stage（以下，BS），非麻痺側握力，非麻痺側膝関節伸展筋力，感覚
障害の有無，Barthel Index，6 分間歩行距離，不安抑うつ尺度（Hospital Anxiety and Depression scale），KPS とした。統計学
的解析は，Spearman の順位相関係数を用いて腫瘍悪性度と相関する因子を抽出し，それらをステップワイズ法にて重回帰分析
を行った。なお，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

対象者の年齢は 54.9±15.7 歳，平均在院日数は 45.0 日であり，放射線療法を受けた患者が 5 例，化学療法を受けた患者が 7 例で
あった。腫瘍の内訳は神経膠腫が 9 例，星状細胞腫が 5 例，乏突起膠腫 2 例，上衣腫 1 例，髄膜腫 4 例，神経鞘腫 3 例，その他
3 例であった。腫瘍の悪性度はグレード 1 が 5 例，グレード 2 が 6 例，グレード 3 が 2 例，グレード 4 が 9 例，その他が 4 例で
あった。腫瘍悪性度と相関関係を示したものは，腫瘍の部位（r=�.528，p=0.01），術後 1 週 BS（r=�.618，p=0.00），KPS（r=�.611，
p=0.00），非麻痺側握力（r=.458，p=0.04），感覚障害（r=.597，p=0.01），退院時 BS（r=�.707，p=0.00），非麻痺側握力（r=.461，
p=0.05）であった。手術時間は相関をみとめなかった。相関をみとめた因子をステップワイズ法にて重回帰分析の独立因子に投
入し，腫瘍悪性度を従属因子とすると，退院時 BS（p=0.00，β=�.685，R2=.469）のみで寄与率が優位であった。

【結論】

腫瘍悪性度の高い脳腫瘍術後患者は，術後早期より低身体機能であり，特に退院時まで麻痺側下肢の機能回復が乏しいことが示
唆された。これにより，腫瘍悪性度の高い患者に対しては，身体機能の回復のみでなく，環境設定や装具の利用などを積極的に
考慮した包括的なゴール設定と理学療法介入が必要であると考えられる。
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スマートフォンの無料アプリで作成したオリジナル 3D Virtual Reality 動画で運
動機能が向上した脳卒中患者の一症例

中村 将宏，中口 拓真

花と森の東京病院

key words Virtual Reality・運動観察治療・脳卒中

【はじめに，目的】

Mirror Neuron System の特徴を応用した運動観察治療（Action Observation Therapy：AOT）により脳卒中患者の運動機能向
上が報告されている（田津原ら，2016）。

通常の AOT はディスプレイ上に映された動画の観察を行うが，脳卒中患者を対象にした場合，注意障害等によりディスプレイ
に集中出来ない可能性がある他，三人称的な認識になりやすく，イメージする事が困難である場合も想定される。一方，動画を
反転させた 3D Virtual Reality（VR）では，一人称的な動画であり運動イメージがしやすく，専用ゴーグルを装着する為，視覚
的側面では注意障害の影響を受けにくい可能性がある。本研究では，通常の AOT 介入より VR 介入で運動機能が向上した症例
を報告する。

【方法】

症例は右中大脳動脈・前大脳動脈領域の心原性脳梗塞と右被殻出血により左片麻痺を呈す回復期病棟に入院中の 70 代の女性
である。発症 12 週後の Trail Making Test（TMT）は TMT�A456 秒，二等分線試験は異常なし，Fugl�Meyer Assessment（FMA）
は合計 55/226，感覚障害は軽度，著明な ROM 制限はなし，麻痺側膝伸展筋力は Manual Muscle Testing（MMT）1，移乗動作
は FIM 移乗が 3 点であった。

本研究は AB デザインを用い，A：ベースライン（通常 PT+AOT を 10 日間），B：VR 介入期（通常 PT+VR を 10 日間）とし，
AOT と VR は椅座位から膝関節伸展運動の動画に合わせて自動運動を 1 日 15 分行わせた。A 期と B 期の間に 7 日間の期間を
設け計 27 日間実施した。評価は A 期 B 期の初日と最終日に実施した。評価項目は MMT，足部心的回転（Mental Rotation：MR）
の平均反応時間を計測した。

VR 動画作成は非麻痺側での膝関節伸展運動を患者自身からの視点で撮影し，その動画を無料 iPhone アプリ Rotate＆FlipVideo
を使用して反転させる。反転動画を Keynote の左右 2 カ所に張り付け同時再生するようプログラムしたものを iPhone6 で連続
再生させたまま専用ゴーグル（定価 2 千円程度）に設置した。専用ゴーグルは 2 眼レンズの物を使用し，装着したまま運動が出
来るよう頭部に固定した。

【結果】

結果を A 期：初期→10 日後，B 期：①初期→10 日後として示す。FMA では，A 期：55→55，B 期：55→56，MMT では膝関節
伸展運動が A 期：1→1，B 期：1→2 以上で抗重力位でも関節運動を確認した。MR の平均反応時間は，A 期：6.1 秒→6.0 秒，B
期：5.9→5.0 秒。移乗動作は FIM 移乗が 5 点となった。

【結論】

結果より，B 期では VR 期に MMT の向上を認め，FIM で移乗動作に改善を認めた。渕上ら（2015）は運動観察により下肢運動
機能が向上すると報告している。運動機能向上には，運動観察のみより運動観察+運動イメージを行った方が良いとされている

（Taube, et al., 2015）。本症例は感覚障害が比較的軽度であるが TMT�A456 秒と注意障害が強く，MMT1 と筋力低下が著明で
あった。その為，通常 AOT では運動観察のみに留まったことで運動イメージが起こりにくかったのではないかと考えられる。
通常 VR での一人称動画は通常 AOT よりも運動イメージをしやすい環境にあったのではないかと考える。
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ヘッドマウントディスプレイを用いた視覚的外乱と身体動揺の関連

駒形 純也1,2），高村 浩司2），荒川 聡美2），清水 大介3），杉浦 篤志1），北間 敏弘1）
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3）健康科学大学リハビリテーションクリニック

key words 重心動揺・視覚的外乱刺激・ヘッドマウントディスプレイ

【はじめに，目的】

近年，virtual reality（VR）技術が著しく発展し，医療現場においても応用が行われている。リハビリテーション分野において
も，VR 環境による新たなアプローチ方法の開発が行われている。VR 環境における視野全体の動きは，自己運動感覚を引き起
こし，身体重心の移動が生じることが知られている。

脳卒中患者は，身体重心の非麻痺側偏位を示し，身体重心の偏位が大きいほど歩行能力等が低くなることが報告されている。重
心移動を引き起こすことができる VR 技術は新しい治療方法となる可能性がある。しかし，VR 環境と身体重心の関係を詳細に
調べた研究は少ない。そこで我々は，VR 技術を用いた視覚的外乱と重心移動の関連を調べたので報告する。

【方法】

本研究は，視覚的外乱時の静的バランスを評価した。

健常成人女性 5 名，男性 11 名（年齢 218±3.1 歳）を対象とした。整形疾患および神経系疾患を有する者は除外した。

視覚的外乱はヘッドマウントディスプレイ（head mounted display：HMD）を用いて提示した。提示刺激は，ランダムドットパ
タンを左右の一方向に等速度で連続的に動かして行った。刺激強度は，20～100 度/秒の範囲内で，20 度/秒ずつ変えた。コント
ロールとして，注視点のみの提示刺激を用いた。被験者には，HMD 装着状態で重心動揺計（Gravicoder GP�5000，anima）上
に閉脚立位姿勢を取らせた。測定時間は 1 回 30 秒間とし，合計 6 回の測定を行った。重心動揺解析には刺激条件毎に総軌跡長

（cm），X 軸・Y 軸軌跡長（cm）を求めた。統計学的検討には，各刺激条件下において，反復測定による一元配置分散分析，お
よびポストホックテストとして多重比較法（Bonferroni）を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

総軌跡長，X 軸・Y 軸軌跡長の平均値は，コントロール時が最も小さかった。60 度/秒までの刺激速度では，速度の上昇に伴っ
て軌跡長が増大した。80 および 100 度/秒においては，60 度/秒における変化と同程度であった。

総軌跡長は，コントロールと比較して 60，80 および 100 度/秒の刺激では軌跡長が約 45％ 増大し，有意な重心動揺変化を示し
た（p＜0.05）。X 軸・Y 軸の軌跡長は，60 および 100 度/秒の刺激では，有意に増加（p＜0.05）した。80 度/秒においても増加
したものの，有意差は認められなかった（X 軸；p=0.07，Y 軸；p=0.051）。

【結論】

本研究の結果から，健常成人においては，60 度/秒以上の刺激速度が重心動揺の誘発に有効であることが示唆された。成人より
も視覚依存性の高い姿勢制御を行っているとされる高齢者や脳卒中患者等と比較して，刺激条件と加齢や疾病の影響について
調査していく必要があると考えられる。
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化学療法を受けたがん患者のADL低下を来たす因子の検討

早川 淳1），松垣竜太郎1），村上 武史1），賀好 宏明1），舌間 秀雄1），松嶋 康之2），佐伯 覚2）

1）産業医科大学病院，2）産業医科大学リハビリテーション講座

key words がんのリハビリテーション・ADL低下・入院からリハ介入までの日数

【はじめに】

がん患者は原疾患の症状，化学療法や放射線治療に伴う副作用，加えて入院に伴う廃用により ADL 低下が引き起こされる。化
学療法や放射線治療後に身体機能が低下するため，がんのリハビリテーション（以下，がんリハ）では，筋力運動や有酸素運動
が強く勧められ，当院でもがんリハを行っている。しかし，ADL を低下させる因子については多数あるが，各因子の寄与度は
不明である。本研究では，当院で化学療法を受けたがん患者のリハ介入時の ADL 低下に，どのような因子が影響しているのか
を検討した。

【方法】

平成 26 年 11 月から平成 28 年 3 月の間に，化学療法を目的に入院し，がんリハ算定でリハを実施した者を対象として，カルテ
より後方視的に調査した。除外基準は，認知機能低下か，他疾患の影響により評価困難な者とした。調査項目は，性別，年齢，
疾患名，がんの罹病期間，入院からリハ開始までの化学療法施行回数，リハ介入時 Barthel index（以下，BI），入院日からリハ
開始までの日数（以下，リハ開始日数），BMI，握力，Hand held Dynamometer による膝伸展筋力，周径（上腕，下腿），M.D.
Anderson Symptom Inventory（痛み，ストレスなどの 13 項目についての症状評価）とした。介入時 BI と調査項目の関連性を，
相関分析（Spearman の順位相関）を用いて検討し，有意な相関を認めた項目を独立変数，介入時 BI を従属変数として重回帰分
析（ステップワイズ法）を行った。なお，統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者は 48 名（男性 20 名，女性 28 名），年齢 68.1±10.6 歳，BMI 21.2±4.1，リハ介入時 BI 78.6±24.0 点，疾患は，白血病 30%，
悪性リンパ腫 16%，肺がん 13%，食道がん 10%，その他 31% であった。相関分析の結果，介入時 BI と有意な相関を認めたのは，
リハ開始日数（rs=�0.40），握力（rs=0.33），膝伸展筋力（rs=0.30），倦怠感（rs=�0.31），ストレス（rs=�0.39）の 5 項目であっ
た。重回帰分析の結果，リハ開始日数（β=�0.36）とストレス（β=�0.32）が有意な変数として抽出され，寄与率は R2＝0.26 であっ
た。

【結論】

今回の結果より，BI が低い患者のストレスは高い傾向にあることが示唆された。運動によるストレス低減効果は先行研究で多く
報告されており，化学療法を受けたがん患者に対するリハは，ADL のみならずストレスにも寄与できる可能性がある。入院か
らリハ開始までの日数を要した患者は，BI が低いことから，その遅延の原因をすみやかに解決し，入院後早期から廃用予防のリ
ハを行っていくことの重要性が示唆された。今後は，院内での啓発活動や連携の強化を図り，早期リハの強化を行っていく必要
がある。限界として，リハ対象者に限ったため，化学療法を受けた全がん患者が対象となっておらず，選択バイアスが生じてい
ることや，重回帰分析の結果より抽出された寄与率が低いことがあり，今後はより影響する因子を再調査していく必要性があ
る。
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重症脳卒中患者の退院時ADLに影響を与える因子の検討
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key words 脳卒中・ADL・予測因子

【はじめに，目的】回復期病棟において Functional Independence Measure（以下 FIM）を用い入院時と退院時の日常生活活動
（以下 ADL）変化を比較しリハビリテーション効果指標として検討したものは多く報告されているが，急性期病棟で発症早期か
らの退院時の長期的な FIM の検討を行ったものは少ない。今回，重症脳卒中患者の退院時の ADL に影響を与える因子について
FIM を使用し検討したので報告する。

【方法】対象は，2009 年 10 月～2016 年 2 月の間に当院脳神経外科・神経内科に入院し，リハビリテーション処方がなされた初
発の脳梗塞・脳出血患者で発症 2 週目での FIM 運動項目が 50 点未満であった 43 名（男性 27 名，女性 16 名，平均年齢 66.7
±12.3 歳，病型は脳梗塞 17 名，脳出血 26 名）である。除外基準は①発症から 2 週時の FIM の運動項目（以下運動 FIM）が 50
点以上，②重篤な合併症や併存症，③整形外科的疾患による著しい疼痛，④治療期間中に再発や麻痺の増悪，⑤治療期間中に外
科的・内科的疾患により他科への転科・外科的治療・安静制限があったものとした。診療録より基礎情報，ADL の指標として
発症日から 2 週と退院時の運動 FIM スコアを抽出した。次に ADL 改善度として退院時の運動 FIM スコアから 2 週の運動
FIM スコアを引いて運動 FIM 利得（以下 FIM 利得）をそれぞれ算出し，FIM の高改善群・低改善群に分けた。次に，性別・
年齢（70 歳以上群・70 歳未満群）・麻痺側・上下肢の運動麻痺の程度（分離群・非分離群）・病型別・高次脳機能障害の有無・
深部感覚障害の有無・発症 2 週での認知 FIM（20 点以上・20 点未満）により，FIM 改善に差があるのかを比較検討した。統計
処理は各因子と運動 FIM 改善度をカイ 2 乗検定を使用し，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】運動 FIM スコアの平均点は，発症から 2 週時で 22.4±11.3 点，退院時 59.2±26.9 点であった。FIM 利得の平均点は 36.8
±22.5 点であった。FIM 利得と各因子では年齢に有意差（p＜0.05）を認め，性別，高次脳機能障害の有無，2 週時の認知 FIM
スコア，麻痺側，上肢運動麻痺，下肢運動麻痺，病型，深部感覚障害の有無では有意差を認めなかった。

【結論】発症から 2 週時の運動 FIM 得点は平均で 36.8 点程度の改善が認められた。今回の調査は 2 週時の運動 FIM スコアが 50
点未満のセルフケア全介助群を対象としている。しかし，半数以上が退院時の運動 FIM スコアが 70 点以上の運動 FIM 自立ま
で到達している。また，今回の結果では ADL の改善には年齢が最も影響していると考えられ，若年者において有意に改善がみ
られた。また，発症 2 週時の運動麻痺の程度や認知機能が低くとも ADL の改善が見込まれる事が示唆された。今後は症例数を
増やし，年齢層別，高次脳機能障害の種類，病巣などさらなる検討を行っていく必要があると考える。
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Increase in leg strength after outpatient cardiac rehabilitation contributes to improve-
ment of gait speed in patients aged 75 years or older with cardiovascular disease
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【Background】Gait speed is known as a useful and significant prognosticator in elderly or frail patients with cardiovascular dis-
ease（CVD）. However, the contributor for improvement of gait speed is still unclear in these patients. The aim of this study was
to investigate the influence of increase in leg strength on gait speed in patients aged 75 years or older with CVD.

【Methods】Two�hundred and ninety�six patients aged 75 years or older with CVD（80.5±4.5 years, 176 males and 120 females）
were followed up for 5 months and received cardiac rehabilitation during hospitalization and after hospital discharge. We ob-
tained clinical information including laboratory data and prevalence of comorbidities from medical records. We also measured
quadriceps strength（QS）and 10�m comfortable gait speed at hospital discharge and 5 months after the discharge. The QS and
gait speed were examined with the changes from baseline to those after the observation period（ΔQS and Δgait speed）. We
compared clinical parameters between baseline and after the observation period and analyzed the determinants for Δgait
speed using multiple regression analysis.

【Results】QS increased significantly from 36.9±11.8%BW at baseline to 43.8±13.7%BW after the observation period（P＜0.001）.
Gait speed also increased from 0.96±0.27m/s to 1.07±0.25m/s（P＜0.001）. Multiple regression analysis with adjustment for
clinical characteristics revealed that age（β=�0.335, P＜0.001）, ΔQS（β=0.215, P=0.006）and frequency of outpatient cardiac re-
habilitation session（β=0.165, P=0.035）were significant independent determinants for Δgait speed.

【Discussion】This study demonstrated that the change in QS and frequency of outpatient cardiac rehabilitation session were in-
dependent determinants for change in gait speed in CVD patients aged 75 years or older. This result suggests that increase in
leg strength after outpatient cardiac rehabilitation contributes to improvement of gait speed in this population.
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Home�based Daily Calf Muscle Stretching Improves Endothelial Function of Lower Limb Artery and Walking Capacity in Elderly Patients With Peripheral Artery Disease
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【Purpose】Patients with peripheral artery disease（PAD）frequently have reduced walking capacity due to insufficient oxygen
supply to skeletal muscle. Our preliminary results in a rat model of aging indicate that a program of daily calf muscle stretching
improves endothelium�dependent dilation of soleus muscle arterioles and increases soleus muscle blood flow during exercise；
however, little is available for the effects of muscle stretching on the function of arteries supplying the legs of PAD patients. We
hypothesized that home�based daily calf muscle stretching improves endothelial function of popliteal artery and walking capac-
ity in PAD patients.

【Methods】A randomized, non�blinded, crossover study was performed to test our hypothesis. Four weeks of muscle stretch-
ing（30 min/d, 5 days/wk）and 4 weeks of usual lifestyle（no stretching）were performed in random order. Thirteen patients
with PAD participated in this study（71±2 years old；7 males and 6 females）. During the stretching intervention both ankle
joints were maintained at 15o of dorsiflexion using ankle dorsiflexion splints to stretch their calf muscles at home. Flow�medi-
ated dilation（FMD；vascular endothelial function）and nitroglycerin�induced dilation（vascular smooth muscle function）of
popliteal artery were measured after muscle stretching and no stretching period using ultrasound. A six�minute walk test was
also performed to obtain walking distance covered during the 6 minutes（6MD）.

【Results】FMD and 6MD significantly improved after 4 weeks of muscle stretching than those measured after 4 weeks of no
stretching（P＜0.01, respectively）. No difference in nitroglycerin�induced dilation was found between groups（P=0.54）. Percent-
age change of 6MD（%change =［（stretching�no stretching）/no stretching］x100）positively correlated with the %change of
FMD（P＜0.05）.

【Discussion】These results indicate that daily calf muscle stretching enhances endothelial function of popliteal artery, resulting
in improvement of walking capacity in elderly PAD patients.
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O-HT-01-3

心臓リハビリテーション患者における運動耐容能と骨格筋評価の関係について

寺島 雅人1），田村 由馬1），落合 香1），田宮 創1），江原 恭介1），松井 瞭友1），永坂 優美1），
餅 脩介1），工藤 玲佳1），安 隆則2）

1）獨協医科大学日光医療センターリハビリテーション部，
2）獨協医科大学日光医療センター心臓・血管内科

key words 心疾患・運動耐容能・筋輝度

【はじめに，目的】

心疾患患者において骨格筋機能は運動耐容能と関連する。非侵襲的な骨格筋評価は筋力や筋量の評価が一般的であるが，近年骨
格筋の質的評価手法として，超音波診断装置による骨格筋輝度測定が用いられてきた。筋輝度は筋内脂肪の浸潤や非収縮組織の
増加により高値を示すと言われている。筋の質的評価と運動耐容能の関係を検討した報告は散見するが，心臓リハビリテーショ
ン（心リハ）患者における筋輝度測定を用いた質的評価は臨床的に一般化されていない。そこで本研究の目的は心リハ患者にお
ける運動耐容能を規定する要因として従来の骨格筋評価に質的評価を含めて検討することである。

【方法】

試験デザインは 1 施設後ろ向き観察研究で，対象は 2015 年 6 月～2016 年 9 月までに新規に回復期外来心リハを導入した 25 名
（男性 12 名，女性 13 名，平均年齢 70.0±11.9 歳）で全例 3 ヶ月間の通院型心リハを完遂した。通院型心リハは週 1 回，嫌気性
代謝閾値（AT）レベルの強度による有酸素運動 20 分，レジスタンストレーニング 20 分，ストレッチ 20 分の合計 60 分で構成
された。介入前に超音波筋輝度および筋厚測定，膝伸展筋力，生体電気インピーダンス（BIA）法による全身筋量，心肺運動負
荷試験（CPX）による Peak VO2と AT VO2を測定し，3 ヶ月後に再評価を施行した。統計学的解析は，同時期における各種評
価の関連をピアソン相関係数を用いて検討し，さらに運動耐容能と相関が見られた項目に対し，ステップワイズ法による重回帰
分析を行った。いずれの検定において有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

リハビリ介入時の Peak VO2（14.5±4.7）は筋輝度（58.6±12.1，r=�.566，p＜.01），筋厚（2.49±0.71，r=.670，p＜.01），筋力
（29.9±12.6，r=.694，p＜.01），筋量（40.2±9.4，r=.448，p＜.01），いずれも相関を認め，3 ヶ月後も同様であった。しかし 3 ヶ
月間の変化値⊿Peak VO2は，いずれの変化値とも相関は認めなかった。Peak VO2を従属変数とした重回帰分析では，リハビリ
介入時に筋力（β=.694，p＜.01），3 ヶ月後は筋輝度（β=�.595，p＜.01）が抽出された。

【結論】

骨格筋機能は VO2を規定する重要な因子であるが，心リハ患者の Deconditioning により骨格筋回復段階は異なり，各種骨格筋
評価は患者の回復段階を推察しプログラム調整に寄与すると思われる。特に筋輝度を用いた筋の質的評価は維持期心リハ患者
の運動耐容能に影響を与える可能性がある。
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O-HT-01-4

術前フレイルは後期高齢心臓手術患者における退院時日常生活活動能力低下の
予測因子である

堀 健太郎1），安達 裕一1），平川功太郎1），足立 和恵1），神永 育実1），作山 晃裕1），鈴木 雄大1），
岩井 景吾1），有光 健1），小薗 愛夏1），上脇 玲奈1），齊藤 正和1），長山 雅俊2）

1）日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院理学療法科，
2）日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院循環器内科

key words 心臓外科術後・高齢者・ADL能力

【はじめに，目的】

近年，心臓手術においては手術技術や周術期管理の進歩により，従来では手術対象とはならなかったハイリスクな高齢患者にお
いても積極的な対象となっている。心臓手術後の入院期リハビリテーションは術後合併症発生や身体機能低下を予防し，術前の
日常生活活動（activities of daily living：ADL）能力を早期に再獲得することが主要な目的であり，近年では術後早期離床や fast
track recovery が定着している。しかし，後期高齢者や術前フレイルを呈する症例においては，退院時に ADL 能力低下をきた
す症例をしばしば経験する。

術前フレイルは心臓手術患者の術後合併症発生率や死亡率を増加させ術後在院日数を延長させると報告されているが，退院時
ADL 能力低下に着目した報告は極めて少ないのが現状である。したがって，後期高齢心臓手術患者における退院時 ADL 能力低
下に術前フレイルが影響するか否かを明らかにすることを本研究の目的とした。

【方法】

2013 年 4 月から 2016 年 6 月にかけて当院にて待機的心臓手術を施行した後期高齢心疾患患者連続 633 例のうち除外基準に該
当する 87 例（術前からの ADL 能力低下（Barthel Index（BI）100 点未満）69 例，術後脳梗塞発症 11 例，術後急変による低酸
素脳症 1 例，術後腸閉塞発症により他院搬送 1 例，術後死亡 5 例）を除く 546 例（平均年齢 79±3 歳，女性 46%）を対象とした。

退院時 ADL 能力低下は BI の最小変化値である 5 点以上の低下と定義し，対象を術前から退院時にかけて ADL 能力が低下し
た低下群 50 例および非低下群 496 例に分類し，両群における患者背景因子をカイ二乗検定および対応のない t 検定を用いて比
較検討した。また，退院時 ADL 能力低下を従属変数ならびに両群間で有意差を認めた項目を独立変数としたロジスティック回
帰分析を実施し，術前フレイルが退院時 ADL 能力低下の予測因子となりうるか否かを検討した。なお，術前フレイルは介護予
防チェックリストを用いて評価し，4 点以上をフレイルと定義した。統計解析は SPSS Statistics Version 21.0（IBM）を使用し，
すべての統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

本研究における退院時 ADL 能力低下症例は 50 例（9%）であり，術前から退院時における BI の平均変化値は－12±8 点であっ
た。低下群は非低下群と比較して年齢，糖尿病・術前フレイルの既往，手術時間，人工心肺時間，人工呼吸器時間および術後せ
ん妄の発生率が有意に高値であり（p＜0.05），術後歩行開始日数，集中治療室滞在日数および術後在院日数が有意に延長し，自
宅退院率が有意に低値であった（p＜0.05）。

ロジスティック回帰分析において抽出された退院時 ADL 能力低下の予測因子は，年齢（OR：1.19，p＜0.01），手術時間（OR：
1.01，p＜0.05），集中治療室滞在日数（OR：1.44，p＜0.01），術前フレイル（OR：2.54，p＜0.05）であった。

【結論】

術前フレイルは後期高齢心臓手術患者における退院時 ADL 能力低下の予測因子である。
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長期集中治療管理を要する高齢心臓外科術後患者の集中治療室退室時の身体機能は自宅退院の規定因子である
多施設共同研究による検討

安達 裕一1,2），田原 将之2），河村 知範2），岡村 大介2），湯口 聡2），岩田健太郎2），
越智 裕介2），上坂 建太2），森 雄司2），櫻田 弘治2），榊 聡子2），森沢 知之2），高橋 哲也2）

1）日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院理学療法科，
2）Cardiovascular surgery Physiotherapy Network

key words 長期集中治療管理・心臓外科術後・高齢者

【はじめに，目的】

近年，長期集中治療管理中の重症例に対する早期離床の報告が多数されているが，その多くは非心臓疾患を対象としており，長
期集中治療管理を要する心臓外科術後症例に対する，早期離床に関する報告は殆ど存在しない。特に，集中治療に伴う身体機能
低下のリスクが高い高齢心臓外科術後症例では，集中治療室（ICU）在室中に身体機能改善を図り，自宅復帰に繋げることは，
理学療法における重要な役割と考えられる。そこで，「長期集中治療管理を要する高齢心臓外科術後症例における ICU 退室時の
身体機能は自宅退院の可否に関連する」という仮説を検証するため，本研究を実施した。

【方法】

研究協力施設 11 施設において待機的に心臓外科手術を施行後，3 日以上の ICU 管理を要した 65 歳以上の高齢者のうち，ICU
在室中の死亡例，術前 100m 歩行困難例を除外した 281 例（年齢 75±6 歳，女性 42%）を，自宅退院群 245 例と非自宅退院群 36
例の 2 群に分類した。ICU での身体機能評価には，Functional Status Score for the ICU（FSS�ICU）得点を採用し，術後 1 病日
と ICU 退室日に評価を実施した。統計学的解析には，SPSS Statistics 19（IBM）を用い，患者背景因子の比較には t 検定，カイ
二乗検定および Fisher の正確確率検定，自宅退院の規定因子の検討には，自宅退院の可否を従属変数としたロジスティック回
帰分析，自宅退院の可否を予測する FSS�ICU 得点のカットオフ値を ROC 曲線より算出し，カットオフ値に基づく 2 群間でカプ
ランマイヤー曲線を描出し，ログランク検定による有意差の検定を行った。いずれも統計学的有意差は 5% 未満とした。

【結果】

自宅退院群は非自宅退院群に比べ，年齢，手術時間，麻酔時間，人工心肺時間，ICU 在室日数が有意に低値であり（p＜0.05），
術前ヘモグロビン（Hb）（p＜0.01），術前アルブミン（p＜0.05），術後 1 病日および ICU 退室日 FSS�ICU 得点が有意に高値を示
した（p＜0.05）。ロジスティック回帰分析の結果，年齢（OR：0.889，p＜0.01），術前 Hb（OR：1.446，p＜0.05），手術時間（OR：
0.992，p＜0.05），ICU 在室日数（OR：0.881，p＜0.05），ICU 退室日 FSS�ICU 得点（OR：1.132，p＜0.01）が，自宅退院を規定
する因子として抽出された。また，ROC 曲線により自宅退院を予測する ICU 退室日 FSS�ICU 得点のカットオフ値を算出したと
ころ，21 点（AUC 0.678，感度 0.592，特異度 0.722，p＜0.01）であり，21 点をカットオフ値とする 2 群間においてカプランマイ
ヤー曲線を用いて自宅退院率を比較した結果，21 点未満の ICU 退室日 FSS�ICU 低値群では自宅退院率が有意に不良であった

（log�rank test，p＜0.001）。

【結論】

長期集中治療を要する高齢心臓外科術後症例の自宅退院の可否を決定する要因として，ICU 退室日の身体機能が抽出された。ま
た ROC 曲線より算出した自宅退院の可否を予測する ICU 退室日 FSS�ICU 得点のカットオフ値は 21 点であり，ICU 退室日
FSS�ICU 得点が 21 点未満の高齢心臓外科術後症例は自宅退院率が不良であった。
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末梢動脈疾患（PAD）患者におけるサルコペニアの潜在性と身体機能

上泉 理，江端 純治，高橋 友哉，山越 霞，若杉 大，田仲 愛，荒谷 隆

KKR札幌医療センターリハビリテーション科

key words PAD・サルコペニア・膝伸展筋力

【はじめに，目的】

PAD 患者は，加齢に加え，間歇性跛行（IC）による低活動に伴いサルコペニアの割合は高いと推察されるが，サルコペニアの
実態調査は，一般高齢者が対象であることが多く，PAD 患者を対象としたものはまだ見当たらない。

そこで本研究は治療前の PAD 患者を対象にサルコペニアの潜在性と身体機能について調査・検討した。

【方法】

2015 年 4 月から 2016 年 8 月に当院でリハビリ処方された Fontaine 分類 2 度の血行再建術術前患者，または保存療法が適応と
なった PAD 患者 51 名 73 肢（平均年齢 70.4±9.4 歳，男性 36 名，女性 15 名）を対象とした。

サルコペニアの評価は，Asian Working Group for Sarcopenia（AWGS）の基準に従い，握力と骨格筋量（SMI）の両方満たした
者をサルコペニア，SMI のみ低下した者をプレサルコペニアとし，サルコペニア群（S 群），プレサルコペニア群（PS 群），正
常群（N 群）の 3 群に分類し，サルコペニアの有病率と 3 群間の身体機能を比較した。

SMI は，InBody S10 を使用し，部位別直接生体電気インピーダンス法（BIA）にて測定した。

身体機能は，最大歩行距離（MWD），膝伸展筋力，握力，片脚立位，WIQ，ABI を測定し，MWD はトレッドミルを用い，速
度 2.4km/h，傾斜 12％，最大 10 分間を基本として実施した。

測定した筋力について，握力は AWGS の基準，膝伸展筋力は 5Mets の運動耐容能に必要といわれる 0.46kgf/kg（神谷ら）を基
準値として比較した。

統計処理には IBM SPSS statistics 20 を使用し，有意水準は 5％ とした。MWD と膝伸展筋力（全体・S 群以外）や MWD と握
力との相関には spearman の順位相関係数を用い，S 群の MWD と膝伸展筋力との相関には person の相関係数を用いた。

【結果】

S 群は全体の 17.6％，PS 群は 33.3％ であり，半数以上の者は筋肉量が低下している状態であった。患側膝伸展筋力は，S 群で
0.30±0.15kgf/kg，PS 群で 0.42［0.31�0.54］kgf/kg，N 群で 0.45±0.15kgf/kg であり，3 群の中で S 群が最も低値であった。こ
のような傾向は，MWD や握力，片脚立位，WIQ の各身体機能も同様であった。

また，筋力が基準に満たなかった者は，膝伸展筋力で全体の 52.9％，握力で 21.6％ であった。

MWD と膝伸展筋力の間には強い相関を認め，r=0.6，P＜0.0001 であり，S 群単独では r=0.8，p＜0.014，S 群以外では r=0.5，p
＜0.002 であった。MWD と握力の間にも相関を認めたが，膝伸展筋力の方が強い相関を認めた。

【結論】

本研究におけるサルコペニア有病率は 17.6％ と，幸らの 8.6％ よりも高く，PAD 患者にはサルコペニアが一般高齢者よりも多い
ことが分かった。

PAD 患者では，より下肢筋力が低下しやすく，それが MWD に強く影響していると思われた。さら筋力低下が著しい S 群では
より強く影響していることが示唆された。

PAD 患者におけるサルコペニアや身体機能を改善させていく為には，ガイドラインでは明記されていない筋力トレーニングを
含めた運動療法を行っていく必要性があると思われた。
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糖尿病の合併は心拍数を用いた代謝当量の推定に影響を与えるのか？

石田 昂彬1），山本 周平1），三澤加代子1），酒井 康成1），大平 雅美2），矢嶋 史恵3），
樋口 智子1,4），山崎佐枝子4），吉村 康夫1）

1）信州大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）信州大学医学部保健学科，
3）信州大学医学部附属病院看護部，4）信州大学医学部附属病院循環器内科

key words METs・心拍数・糖尿病

【はじめに，目的】

我々は第 51 回本学会にて，運動時の代謝当量（以下 METs）を推定する簡便な方法として 0.05×｛運動時心拍数（HR）�安静時
HR｝+2 の式から推定可能であること，また，この推定式には年齢や β 遮断薬の影響は少ないことを報告した。しかしながら，
前回の報告では運動時の心拍応答に影響を与える糖尿病（DM）性自律神経障害の影響が考慮されていない問題があった。この
推定式には運動時と安静時の心拍数が大きく影響しているため，自律神経障害の働きが強く影響する可能性が高い。

そこで，本研究では DM の有無が METs の推定式に影響するのかを調査することを目的とした。

【方法】

2012 年 4 月から 2016 年 8 月までに心配運動負荷試験（CPX）を実施した患者のうち，虚血性心疾患，心筋症，弁膜症および心
不全と診断された患者 245 例を対象とし，DM の有無により 2 群に分類した。測定項目は，患者背景因子として年齢，性別，診
断名，DM の有無，HbA1c，左室駆出率（LVEF），脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）および服薬状況を診療録より調査し
た。また，DM 診断の有無より 2 群に分類した。CPX データより，安静時および運動負荷 1 分ごとの HR と METs を調査した。
解析は，HR から HR index（運動時 HR/安静時 HR）と HR net（運動時 HR�安静時 HR）を算出し，METs と各指標の相関は
Pearson の積率相関係数を用いて算出した。また，従属変数を peak METs，独立変数を運動時 HR，HR index および HR net
とした重回帰分析をそれぞれ実施し，予測式の算出と寄与率を評価した。

【結果】

245 例から得られた 2089 個のデータを解析対象とした。DM 群（n=50，男性 46 名，平均年齢 61.6±11.8 歳）と非 DM 群（n=
195，男性 137 名，平均年齢 57.1±14.4 歳）における LVEF は 56.8±15.8% と 57.3±15.7%，BNP の中央値は 57.5（四分位範囲 40.5�
198.1）pg/ml と 75.4（四分位範囲 30.1�151.8）pg/ml，各内服率は β 遮断薬 62% と 67.1%，ACE 阻害薬 40% と 52.3%，ARB30%
と 16.4％，利尿薬 34% と 35.3％ であった。Pearson の積率相関係数の結果，2 群ともに METs は運動時 HR，HR index および
HR net と有意な正の相関を認めた（すべて P＜0.001）。重回帰分析の結果，HR index を独立変数とした METs 予測式は，DM
群と非 DM 群でそれぞれ 3.8×HR index�1.6（adjusted R2=0.715）と 3.3×HR index�0.6（adjusted R2=0.450）が，HR net では 0.05
×HR net+2（adjusted R2=0.742）と 0.05×HR net+2.3（adjusted R2=0.588）が算出された（すべて P＜0.001）。

【結論】

本研究の結果より，METs の推定には HR net の方が HR index よりも有用であり，さらに，DM の影響は極めて少なく 0.05×HR
net+2 の式で METs を推定可能であることが示された。
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理学療法士の ICU半日専従による心臓血管外科入院患者への効果
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【はじめに，目的】集中治療室（Intensive care unit，以下；ICU）からの早期離床は日常生活動作を向上させることなどが示さ
れており，ICU に理学療法士が専従する病院も増加傾向にある。一方で，患者数の変動による非効率化など課題もあるため，本
院では従来の担当性に加えて理学療法士の ICU 半日専従を開始した。本研究では，ICU 半日専従の効果を明らかにすることを
目的とした。

【方法】理学療法士が ICU に専従する前後 6 ヶ月に ICU に在室した心臓血管外科患者のうち，手術未実施のものなどを除いた
92 名を対象とした。92 名を ICU 専従開始前群（以下；前群，n=44）と ICU 専従開始後群（以下；後群，n=48）に分類し，基
本項目として年齢，性別，術式，入室時・退室時 Glasgow Coma Scale，Acute physiology and chronic health evaluationII（以下；
APACHEII）を比較した。その他の ICU での指標として，離床進行度，理学療法介入率，在室日数を，入院経過の指標として，
手術から歩行開始・50m 歩行・200m 歩行達成までの日数を，退院時の指標として 6 分間歩行距離，10m 歩行速度，Timed up
and go test，機能的自立度評価法，在院日数を比較した。統計処理は Shapiro�Wilk 検定にて正規性を確認し，t 検定や Mann�
Whitney の U 検定，χ 二乗検定を用いた。また，ICU で立位以上への離床進行との関連を明らかにするために，年齢，在室日数，
理学療法介入率，APACHEII を独立変数として用い，強制投入法で二項ロジスティック回帰分析を行った。解析は SPSS ver.23
を使用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】基本項目に 2 群で有意差はなかった。離床は後群がより進む傾向にあったが，有意差はみられなかった。有意差のあっ
た項目は，10m 歩行速度（前群；8.1 秒，後群 7.4 秒，P=0.01），手術から歩行開始（前群；4.0 日，後群；2.0 日，P＜0.01）・50
m 歩行達成（前群；5.5 日，後群；4.0 日，P=0.02）・200m 歩行達成までの日数（前群；7.0 日，後群；5.0 日，P＜0.01），6 分間
歩行距離（前群；275.6m，後群；360.0m，P=0.02），在院日数（前群；23.5 日，後群；15.0 日，P=0.03）であった。ICU での離
床に関連する因子は，理学療法介入があること（Odds ratio=6.2［95％CI 1.4�26.9］，P=0.01）が挙げられた。

【結論】従来の担当性に加えて ICU 半日専従を行うことは身体機能の改善に寄与することが示唆された。ICU での離床進行は理
学療法介入に関連することも認められるため，ICU での理学療法介入率を上げる取り組みの必要性が考えられた。
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心疾患患者における 5回立ち座り検査から歩行自立度の予測
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【はじめに，目的】

心疾患患者における入院期心臓リハビリテーションの大きな目的は，運動耐容能の向上のみならず日常生活活動の向上に繋げ
ることにある。この日常生活活動の基盤である歩行動作の獲得にあたり，入院期の早い段階から歩行自立の可否を判定すること
は，その後の患者指導を行うにあたり重要な評価となってくる。先行研究において，下肢の筋力とバランス機能から高い正診率
で歩行自立度を判定可能であることが報告されているが，筋力の評価として特殊な機器を要するために全ての施設で評価が出
来ない問題がある。そこで，我々は下肢筋力とバランス機能の複合的な動作である 5 回立ち座り検査（5STS）に着目し，5STS
から歩行自立が判定出来るか否か調査することを目的とした。

【方法】

2015 年 11 月から 2016 年 10 月までの間に信州大学医学部附属病院に入院し心臓リハビリテーションの処方があった 18 歳以上
の心疾患患者 72 名を対象とした。疾患の内訳は虚血性心疾患，弁膜症および心不全であり，平均年齢は 61.7±12.8 歳であった。
測定項目は，患者背景因子として年齢，性別，診断名，左室駆出率（LVEF）および脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）を診
療録より調査した。運動機能として，5 回立ち座り検査（5STS），等尺性膝伸展筋力，片脚立位時間および functional reach を評
価した。また，歩行自立度の指標として functional independence measure（FIM）を使用して判別を行った。解析は，各運動機
能の相関は Pearson の積率相関係数を使用した。また，歩行自立を判別する上で有用な因子か否かについて ROC 曲線を求め曲
線下面積（AUC）によって検討を行った。

【結果】

平均年齢は 61.7±12.8 歳，男性 77.8%，LVEF54.8±15.6，BNP の中央値 167.7（四分位範囲 52.6�362.6）pg/mL，歩行非自立の割
合は 14%（10 例）であった。Pearson の積率相関係数の結果，5STS は等尺性膝伸展筋力，片脚立位時間および functional reach
と有意な負の相関を認めた（すべて P＜0.01）。また ROC 曲線の結果，各運動機能指標の AUC は 5STS が 0.821，等尺性膝伸展
筋力が 0.761，片脚立位時間が 0.529 および functional reach が 0.752 であった。なお，5STS で感度と特異度が最も良好なカット
オフ値は 9 秒であった。

【結論】

本研究の結果から，5STS は下肢筋力やバランス機能と密接に関係しており，また歩行自立度判定においても下肢筋力やバラン
ス機能の単独指標よりも優れており，そのカットオフ値は 9 秒であることが明らかとなった。
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The Difference of Activities of Daily Living Associated with nutritional status in
Elderly Hospitalized Preserved Ejection Fraction Heart Failure Patients
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【Purpose】

We evaluated differences in motor activities of daily living（ADL）in relation to nutritional status in elderly heart failure（HF）
patients with preserved ejection fraction.

【Methods】

Participants were select from among 447 consecutive hospitalized HF patients based on certain criteria. We investigated pa-
tient characteristics including functional independence measure（FIM）and Geriatric Nutritional Risk Index（GNRI）. Subjects
were divided into two groups by GNRI level, and we conducted unpaired t�test and chi�square tests and Mann�Whitney U
test.

【Results】

Of the 447 patients, 68 met the inclusion criteria（low GNRI：23, high GNRI：45）. There were significant differences between
the two groups in BMI（19.4 vs 23.7）, GNRI（87.0 vs 101.6）, and discharge motor FIM（71.9 vs 80.2）（p＜0.05）. In the comparison
between the two groups in discharge motor FIM item, the grooming and toileting and transfer of bed/chair/wheelchair and
transfer of toilet and the transfer of tub/shower and locomotion of walking/wheelchair in low GNRI was significantly lower
compared to the high GNRI（p＜0.05）.

【Discussion】

In the present study, low GNRI in elderly HF patients with preserved ejection fraction is 34%, their discharge motor FIM
showed a low value compared to the high GNRI. In addition, we showed a significant difference in the six items in the compari-
son of the ADL item. Previous one reported that the ADL was reduced in HF patients with low GNRI（Kinugasa, et al., 2013）,
other study also showed that GNRI and physical function were related in heart disease（Izawa, et al., 2015）. Each item of motor
ADL which shows these significant difference might reflect the physical function of HF patients with low nutrition.
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息切れに着目した当院における急性心不全患者に対する理学療法プログラム進
行状況と在院日数の関係
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【はじめに，目的】急性心不全患者に対しては，早期から理学療法と教育・カウンセリングからなる心臓リハビリを導入するこ
とが推奨されている。また，安静時の症状がなければ，静脈投与中であっても低強度の理学療法を行うこと，自立座位が可能に
なれば座位時間を延長し立位練習を行うとしている（急性心不全治療ガイドライン，心血管疾患におけるリハビリテーションに
関するガイドライン。日本循環器学会）。しかし，急性心不全患者に対する理学療法プログラムの進行基準に関しては，具体的
な指標を示した報告が少ないのが現状である。本研究の目的は，心不全患者に特徴的な症状である息切れに着目し，①急性心不
全患者に対する理学療法進行の判断状況について当院での現状を把握すること，②在院日数との関係を明らかにすることであ
る。

【方法】対象は，2016 年 6 月～9 月までに当院へ心不全加療目的で入院となり，自宅退院可能であった 58 例とした。年齢は 78.1
±12.3 歳，男性 29 例（50.0%），BMI 22.9±4.2kg/m2であった。入院時左室駆出率は，47.5±17.3%，入院時 BNP は，827.0±681.0
pg/mL であった。心不全原因疾患の内訳は，虚血性心疾患 13 例，心筋症 10 例，弁膜症 13 例，不整脈 18 例，先天性心疾患 1
例，その他 3 例であった。息切れの評価は，7 point Likert scale（1～7）を用い，端座位，立位の各開始時に担当理学療法士が
質問紙を用いて評価した。また，カルテより後方視的に基礎情報，理学療法進行状況（理学療法開始日，端座位・立位・歩行開
始日）を調査した。統計学的解析は，端座位・立位開始時の Likert scale の比率の比較にカイ二乗適合度検定，Likert scale と在
院日数との関係を Spearman の順位相関係数，端座位・立位各開始時 Likert scale と入院中心血管イベントの有無とを Mann�
Whitney の U 検定を用いて検討した。危険率は 5% 未満とした。

【結果】理学療法プログラムにおける各開始日（病日）は，理学療法開始日 3.3±1.9 日，端座位 3.4±1.9 日，立位 3.5±1.9 日，歩
行 3.7±2.0 日であった。端座位と立位を同日に開始した 58 例における端座位時 Likert scale（scale；例）は，1；45 例，2；6
例，3；3 例，5；4 例で有意差を認めた（P＜0.01）。立位と歩行を同日に開始した 50 例における立位時 Likert scale は，1；39
例，2；7 例，3；3 例，4；1 例で有意差を認めた（P＜0.001）。端座位開始時 Likert scale と在院日数との相関係数は，ρs=0.425

（P＜0.05），立位開始時 Likert scale と在院日数との相関係数は，ρs=0.462（P＜0.01）で各々に有意な正の相関を認めた。端座
位開始時 Likert scale と入院中イベントの有無には有意差を認めず，立位開始時 Likert scale と入院中イベントの有無に有意差
を認めた（P＜0.001）。

【結論】当院における息切れに着目した立位および歩行開始の理学療法士による判断基準は，その程度にバラつきがあった。ま
た，端座位・立位開始時の息切れの程度が強いほど在院日数が長くなる。
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【はじめに，目的】

本邦は世界トップクラスの長寿国を維持しているため，加齢による変化に関する正しい知識が必要であり，その一例としてサル
コペニアが注目されている。サルコペニアとは，進行性および全身性の筋量および筋力の低下を特徴とする症候群と定義されて
おり，サルコペニアであることは入院期間の延長や 6 ヶ月後の高い死亡率，高い再入院率などに影響を与えることが示されてい
る。サルコペニアの有症率については，地域在住高齢者を対象とした報告は散見されるが，疾患に特異的な報告は少ない。また，
サルコペニアと低栄養が中核をなす frailty を心大血管疾患の開心術前に呈していることが術後の死亡率を予測する因子である
との報告はあるが，心臓弁膜症と術前におけるサルコペニアとの関連性について報告した研究はこれまでにない。そこで本研究
の目的を，心臓弁膜症に対する手術を待機的に施行した患者における術前のサルコペニア有症率を明らかにすることとした。

【方法】

本研究の対象は，2016 年 6 月から 2016 年 8 月までに心臓弁膜症に対する手術を待機的に施行した 65 歳以上の患者 37 名におい
て，欠損値があるものを除いた 31 名（76.0±6.8 歳，女性 16 名）とし，術前に握力，通常歩行速度，筋肉量の評価を行った。握
力は左右各 3 回測定し，それらの最大値を指標とした。通常歩行速度は 4m 歩行時間を 2 回測定し，それらの最大値を用いて算
出した。骨格筋量の評価は生体電気バイオインピーダンス法（InBody S10，株式会社インボディ・ジャパン社製）を用いて測定
し，骨格筋量指標（Skeletal Muscle Mass Index）を算出した。なお，サルコペニアの評価には Asia Working Group of Sarcopenia
基準を用いた。

【結果】

本研究の対象者における術前のサルコペニア有症率は 22.5% であった。

【結論】

本研究では，心臓弁膜症に対する手術を待機的に施行した患者における術前のサルコペニア有症率を明らかとした。本研究の結
果より，心臓弁膜症に対する手術を施行した患者における術前のサルコペニア有症率は，地域在住高齢者を対象とした先行研究
における有症率よりも高いことが示唆された。今後は，術前のサルコペニアの有無が術後の経過に与える影響について検討する
必要がある。
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P-HT-01-3

重症大動脈弁狭窄症を合併した長期人工呼吸器管理後の心臓リハビリテーションの効果
シングルケーススタディ

眞鍋 周志

医療法人マックシール巽今宮病院リハビリテーション科

key words 大動脈弁狭窄症・長期人工呼吸器・リスク管理

【はじめに，目的】

長期人工呼吸器管理後は離脱に難渋することが多く，在宅復帰はより困難となる。心血管疾患におけるリハビリテーションのガ
イドラインでは重症大動脈弁狭窄症（以下，AS）は運動療法の絶対的禁忌とされている。今回，重症 AS を合併し長期人工呼吸
器管理となったが厳重なリスク管理のもと心臓リハビリテーション（以下，リハ）を行ない在宅復帰に至った症例を経験したの
で報告する。

【方法】

症例は 78 歳の男性。妻と二人暮らしで ADL 全自立。平成 27 年 8 月 10 日に自動車運転中に意識消失し交通事故にて救急搬送さ
れた。急性心筋梗塞と診断され同日#.6 に対し経皮的冠動脈形成術を受けた。8 月 22 日に痰詰まりによる呼吸不全を起こし挿管
され，27 日に気管切開を受けた。10 月 17 日に脳梗塞を発症。11 月 24 日に人工呼吸器から離脱したものの気管切開状態で長期
療養を要すると判断され 11 月 28 日に当院へ転院。

当院入院時 CTR52.5%。心臓超音波検査にて大動脈弁弁口面積 0.98cm2，前壁～中隔に akinesis，EF41.4%。NT�proBNP1414pg/
ml。Br.SV～VI と著名な麻痺はなく，両下肢 MMT3～4 レベル。起立に軽介助を要し歩行は介助歩行 3～4m にて下肢疲労を訴
えた。運動 FIM は 31 点と ADL 全般に介助が必要であった。

リスク管理として毎日の体重測定，全身観察による心不全症状のチェックを行った。心肺運動負荷試験は実施困難と判断し，中
止基準として Double Product＜12000，Borg 指数＜13，その他リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイド
ラインを採用した。主なプログラムはコンディショニング，レジスタンストレーニング，有酸素運動（平地歩行），ADL トレー
ニングとした。リハ頻度は 1 日 1～2 回，1 回 40～60 分とした。担当者間での負荷量に差がないよう詳細にプログラムを設定し
た。

【結果】

呼吸不全・心不全の増悪などの有害事象を認めることなく 93 日間リハを行なうことができた。日差は認めるが最大連続歩行距
離 400m 程度を獲得することができた。運動 FIM は 78 点に改善し，ADL が自立できた。屋内歩行独歩自立・屋外歩行独歩見守
りにて自宅退院となった。

【結論】

今回，運動療法の絶対的禁忌とされている重症 AS の症例においても，適切なリスク管理のもとリハを実施することができ在宅
復帰を果たすことができた。リスク管理に留意し負荷量を調整したことが有害事象なくリハを完遂し在宅復帰することができ
た要因と考える。

本研究は一症例での検討であり，今後は症例数を重ねて有効性や安全性を検討する必要がある。今回の結果から，リスクの高い
症例であっても個々に応じたリハプログラムを立案し，リスク管理を徹底することで安全かつ効果的なリハを行なうことがで
きる可能性が示唆された。
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P-HT-01-4

弁膜症が病態増悪に関与した心不全患者における退院 6ヶ月以内の再入院因子の検討
single�center study

三浦 正和1），村田 和弘1），大野 豊1），加藤 聡純1），上田 亨2），小田 隆将2），金本 将司2），
中尾 文昭2），池田 安宏2）

1）山口県立総合医療センターリハビリテーション科，2）山口県立総合医療センター循環器内科

key words 心不全・弁膜症・再入院因子

【はじめに，目的】非炎症性変化による心臓弁膜症（弁膜症）は増加傾向にあり，JCARE�CARD 等による疫学研究では弁膜症
を基礎疾患とした心不全（HF）は虚血に次ぎ多くなっている。今回，弁膜症が病態増悪に関与した HF 患者の退院 6 ヶ月以内
の再入院因子を明確にすることを目的とした。【方法】平成 24 年 10 月～平成 27 年 5 月までに心臓弁膜症を合併した HF で初回
入院した 86 名（再入院群 22 名，非再入院群 64 名，年齢 79.1±10.6 歳）を対象とした。手術適応と判断した患者，退院後 1 か
月以内に弁置換術を実施した患者は除外した。研究デザインは後ろ向きコホート研究とした。従属変数を退院 6 ヶ月以内の再入
院の有無，調査項目として患者背景因子は年齢，性別，世帯，Body Mass Index，入院期間，心不全の病態・心機能は Clinical
Scenario・入院時 New York Heart Association・Left Ventricular Ejection Fruction・Left Ventricular Diastolic diameter・In-
ferior Vena Cava，採血値は退院時 Cre・eGFR・Na・K・BUN・Hb，最大値 Na・K・Cre・BUN，入院時 BNP，退院時内服薬・
急性期治療薬はループ利尿薬・ACE�I・ARB・βB・ALDB・DOB・DOA 使用の有無，合併症は肺うっ血・せん妄・肺炎・嚥
下障害の有無，併存疾患は不整脈・CKD stage，糖尿病・心筋症・虚血・高血圧・COPD・PM の有無，日常生活動作能力（ADL
能力）は DPC の ADL スコア（平地歩行，移乗等 10 要因）とし診療録より後方視的に情報を収集した。再入院の有無により 2
群間比較を行い p＜0.20 の要因を独立変数とした。Pearson の積率相関係数または Spearman の順位相関係数を使用し多重共線
性に留意するため r＞0.80 の要因は除外した。多重ロジスティック回帰分析を行い再入院の有無を決定する要因を抽出した。有
意水準は 5％ 未満とした。【結果】単変量解析の結果 14 要因が独立変数として選択され，Spearman の順位相関係数を使用した
結果，退院時 Cre は退院時 eGFR（r＝�0.90，p＜0.01）と最大値 Cre（r＝0.85，p＜0.01），更衣は整容（r＝0.81，p＜0.01）と多
重共線性を認めたため 2 要因を除外した。多重ロジスティック回帰分析の結果，CKD stage（OR 1.87，95％CI 1.25�2.80，p＜0.01），
平地歩行（OR 3.10，95％CI 0.95�10.19，p＜0.01）が抽出された。【結論】弁膜症が病態増悪に関与した HF 患者の再入院因子は
CKD stage と平地歩行能力となった。CKD stage は eGFR から算出され腎機能障害を反映している指標である。また DPC の
ADL スコアの平地歩行能力は歩行可否のみを判断したカテゴリー変数のため詳細な歩行能力は評価できていない。心不全の急
性増悪因子は，高齢，内服アドヒアランスの低下，骨格筋力低下，腎機能障害が重要とされており，弁膜症が病態増悪に関与し
た心不全患者においても同様の結果を得た。また平地歩行能力に関して評価指標の再考は必要だが歩行能力が高い患者が再入
院し易い結果となった。従って，腎機能障害の程度を把握し，活動性が維持された患者に対して過負荷に留意した運動指導が必
要である事が考えられる。
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腎臓機能区分G2�G3a�G3b の心不全患者における身体機能の検討
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【はじめに，目的】

心腎連関・心腎症候群が重要視され，心不全（HF：heart failure）患者にて，慢性腎臓病（CKD：Chronic kidney disease）の併
存は，心筋梗塞や脳卒中など心血管系疾患の発症頻度の増加，心血管系疾患の発症・重症化を生じさせる。CKD の診療方針は，
末期腎不全への移行を防ぐ，あるいは末期腎不全への進行を遅らせることである。先行研究にて，CKD と HF 患者の身体機能，
運動耐容能の検討は，年齢因子に左右される傾向にある。今回は前期高齢者に限定し，CKD 重症度分類である腎臓機能区分を
用いて，腎機能軽度～高度低下患者にて，身体機能の傾向を調査・検討することを目的とした。

【方法】

2014 年 11 月～2016 年 5 月にて，10m 歩行が可能となった前期高齢（65 歳～74 歳）HF 患者（年齢 65.3±7.8，n=79）を対象と
した。糸球体濾過量（GFR：Glomerular Filtration Rate）を基に，G2 群（90＞GFR≧60，年齢 69±3.3，n=34），G3a 群（60
＞GFR≧45，年齢 69.21±2.99，n=30），G3b 群（45＞GFR≧30，年齢 70.75±2.91，n=14）の 3 群に分け，各群の年齢，性別，
BMI，握力，10m 歩行速度，Barthel Index，呼吸機能検査について，多重比較検定（Tukey�Kramer 法，Steel�Dwass 法）を
用いて比較した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

G2 群 vs.G3a 群にて，握力，10m 歩行速度，呼吸機能に差は認めず，Barthel Index（90.15±13.12vs.83.83±14.1）に差を認めた
（p＜0.05）。G3a 群 vs.G3b 群にて，握力（21.9±6.83vs.17.9±8.95），10m 歩行速度（17.18±5.99vs.23.48±13.96），％VC（78.08
±18.64vs.71.72±16.9），Barthel Index（83.83±14.1vs.73.25±17.75）に差を認めた（握力，10m 歩行速度，Barthel Index：p＜0.01，％
VC：p＜0.05）。G2 群 vs.G3b 群にて，握力（23.28±9.56vs.17.9±8.95），10m 歩行速度（15.92±3.56vs.23.48±13.96），％VC（79.52
±19.86vs.71.72±16.9），Barthel Index（90.15±13.12vs.73.25±17.75）に差を認めた（握力，10m 歩行速度，Barthel Index：p
＜0.01，％VC：p＜0.05）。

【結論】

当院において G3b 群の HF は，握力，10m 歩行速度，Barthel Index，％VC に低値を示した。腎機能の低下はおおよそ不可逆的
であるが，腎機能の更なる低下を予防することが運動療法に期待されている。腎臓機能の低下に伴い，身体機能の低下を呈する
ため，可及的早期からの予防的側面をもった，理学療法の構築，生活習慣の改善を目的とした患者指導が CKD 合併の HF 患者
の予後に寄与すると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）【ポスター（心血管）P02】

P-HT-02-1

個別心臓リハビリテーションを施行した高齢患者の臨床的特徴

河﨑 靖範1），山﨑 梨紗1），緒方 美湖1），葛原 碧海1），長野 文彦1），吉村 芳弘2）
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key words 個別心リハ・高齢患者・臨床的特徴

【はじめに，目的】

高齢患者はデコンディショニングのため集団での心臓リハビリテーション（リハ）が困難な場合が多く，個別リハを要する場合
も少なくない。本研究では個別に心リハを施行した高齢患者の臨床的特徴について検討した。

【方法】

研究デザインは 2015 年 1 月～2016 年 8 月に当院で心リハを施行した 65 歳以上の高齢患者 32 名を対象とした後ろ向きコホー
ト研究。対象者を，デコンディショニングのため個別心リハを施行した 17 名（個別群：心臓術後 7 名，心不全 5 名，大血管術
後 5 名）と，通常の集団心リハを施行できた 15 名（集団群：心臓術後 14 名，心不全 1 名）の 2 群に分け，2 群間の単変量解析
を行った。個別群は介入前に自立歩行が困難で，有酸素運動にアシスト機能付エルゴメータを用い，個別の歩行練習やレジスタ
ンストレーニングを必要とした。解析に用いた情報は，自宅復帰率，BNP，呼吸機能，身体機能，生体インピーダンス法による
体組成分析，膝伸展筋力，等とした。統計は Mann�Whitney の U 検定，χ2検定を用いて，有意水準を 5% とした。

【結果】

2 群間の比較では，個別群は集団群に比べてより高齢（82±6 vs 73±5，歳）であり，介入前後の肺活量（前：1.6±0.3vs2.0±0.5，
後：1.9±0.2vs2.6±0.6，L），10m 歩行時間（前：15±2vs11±2，後：12±1vs9±2，秒），BMI（前：21.2±2.8vs23.4±1.9，後：
20.9±2.5 vs23.3±2.0，kg/m2），膝伸展筋力（前：8.6±3.4vs20.3±5.8，後：10.8±4.4vs23.1±6.5，kg），FIM（前：93±23vs119
±4，後：108±18vs125±2，点）が低値であった。また，個別群では介入後の 6MD（229±101 vs 405±66，m）と骨格筋指数

（5.7±0.9 vs 6.6±1.0，kg/m2）も低値であった。性別，リハ期間，自宅復帰率，BNP，1 秒率，脂肪量では 2 群間で差を認めな
かった。さらに，個別群は介入前後で 10m 歩行時間，BMI，骨格筋指数や膝伸展筋力の有意な改善を認めなかったものの，6
MD，肺活量や FIM は有意に向上した。

【結論】

心リハで個別対応を要した患者は高齢であり，介入前後の呼吸機能，歩行速度，肥満，筋力や ADL は低く，リハ後の運動能力
や骨格筋指数も低値であったが，個々の能力に応じたリハを実施することで運動能力や呼吸機能，ADL が向上することが示唆
された。
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心疾患患者における下腿三頭筋と運動耐容能との関連について

福司 光成1,3），土橋 邦生3），生須 義久1），風間 寛子1），設楽 達則1），中野 晴恵1），猪熊 正美1），
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key words 下腿三頭筋・運動耐容能・心疾患

【はじめに，目的】

心疾患患者の運動耐容能規定因子として骨格筋が重要視されている。しかし，先行研究では膝伸展筋力を用いた研究は多くみら
れるが，第二の心臓と呼ばれる下腿三頭筋についての研究はみられない。下腿三頭筋は大腿部よりも強い筋ポンプ作用を有して
おり，静脈還流量の増加から Frank�Starling の法則を介し，心拍出量を増加させることができるとされている。そこで，心疾患
患者における下腿三頭筋と運動耐容能の関連について検討した。

【方法】

対象は当院の外来心臓リハビリテーションに参加している虚血性心疾患患者 33 例（平均年齢 72±7 歳，男性 22 例，女性 11
例，狭心症 24 例，心筋梗塞 9 例）とした。測定項目として，骨格筋は足関節底屈筋力，腓腹筋厚，ヒラメ筋厚，下腿周径，運
動耐容能は嫌気性代謝閾値（AT），最大酸素摂取量（peak VO2），6 分間歩行距離（6MWD），心機能は左室駆出率（LVEF），
一回心拍出量の指標として酸素脈（O2 pulse，peak VO2/HR）を用いた。筋厚測定には Vscan with Dual Probe（GE ヘルスケア・
ジャパン社製），筋力測定には Biodex System 3（Biodex 社製）を使用した。統計は IBM SPSS statistics 22 を用いて，運動耐容
能指標とその他の項目，O2 pulse と筋厚に対して Spearman の順位相関係数を求めた。

【結果】

運動耐容能指標とその他の項目との相関について，AT では足関節底屈筋力（r=0.420，p＜0.05），O2 pulse（r=0.364，p＜0.05），
peak VO2では足関節底屈筋力（r=0.460，p＜0.01），O2 pulse（r=0.545，p＜0.01），6MWD ではヒラメ筋厚（r=0.493，p＜0.01），
足関節底屈筋力（r=0.353，p＜0.05），O2 pulse（r=0.535，p＜0.01），下腿周径（r=0.456，p＜0.01）と有意な相関がみられた。ま
た，O2 pulse と筋厚の相関ではヒラメ筋厚のみに有意な相関がみられた（r=0.611，p＜0.01）。腓腹筋厚は AT（r=－0.190，p=
0.291），peak VO2（r=－0.197，p=0.273），6MWD（r=0.033，p=0.854），O2 pulse（r=0.035，p=0.846）と有意な相関はみられな
かった。

【結論】

本研究では足関節底屈筋力は運動耐容能指標のすべてに軽度～中等度の有意な相関がみられた。また，O2 pulse は運動耐容能指
標のすべてに軽度～中等度の有意な相関がみられており，心拍出量と運動耐容能の関連が示唆された。筋厚と O2 pulse の相関は
ヒラメ筋厚のみに中等度の有意な相関がみられている。先行研究にて下腿圧が上がるほど静脈還流量が増加するとされている
ことや，腓腹筋よりもヒラメ筋の筋内静脈が長く大きいという面から，筋ポンプ作用には特にヒラメ筋厚が重要であると考えら
れる。以上より，下腿三頭筋は足関節底屈筋力とヒラメ筋による筋ポンプ作用が，運動耐容能に関連している可能性が示唆され
た。
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1986 年から 2015 年に学術誌「理学療法学」に発表された論文の計量書誌学的分
析～心血管理学療法領域に着目して～

村上 雅仁1），樋室 伸顕2），泉水 朝貴1），日高 惠喜3），小林 英司4）

1）つじもと整形外科，2）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座，3）あらき整形外科，
4）札幌山の上病院リハビリテーション部

key words 計量書誌学的分析・心血管理学療法領域・理学療法学

【はじめに，目的】日本理学療法士協会は学術誌として「理学療法学」を発刊しているが，理学療法学投稿規定の目的において，
（1）理学療法学および関連する分野の研究を公表し，理学療法学を発展させる，（2）理学療法士の卒後教育に資する教育的な論
文を掲載する等と記され，我々理学療法士における発表の場の一つとして捉えられている。そこで本研究の目的は過去 30 年間
に報告された研究論文全てを計量書誌学的分析し，特に心血管理学療法領域に着目して分析することとした。

【方法】方法は，CiNii のウェブサイト上において 1986 年から 2015 年に報告された論文を検索した。取り込み基準として，（1）
原著論文，システマティックレビュー，症例報告，（2）論文のための一次的データ収集をしていることとした。除外基準は，学
会や研修会の発表をまとめた論文と学会抄録とした。先行研究を参考にコード表を作成し，論文の特徴をコード化した。解析対
象は，筆頭筆者の所属，研究デザイン，論文の目的などとした。コード化は 2 人の研究者が独立して行った。統計学的処理は各
データを数量的に度数分布として分析し，年次推移は線形回帰分析で検討した。

【結果】1986 年から 2015 年に発表された論文数は 1111 論文であった。心血管理学療法領域の解析対象は，41（3.7％）であった。
1987 年に初めて 1 論文が報告され，1990 年，1991 年で各 1 論文と心血管理学療法領域の論文が少なかったが，年次推移におい
て増加する傾向がみられた。筆者の所属は，大学附属病院が 21（51％），病院が 19（46％）であり，医療機関での報告が多数で
あった。研究デザインは，被験者内・被験者間研究が 11（27％），前方視的研究が 9（22％），後方視的研究が 7（17％）であっ
た。症例報告 1（2％），質的研究は 0 であった。年次推移においては，前方視的研究が増加した。論文の目的は，病因と治療が
各々 14（34％）と多く，予後が 10（24％）であった。予防や診断は 0 であった。統計分析は，t 検定と χ 二乗検定が各々 24

（24％）と多く，次いで ANOVA が 10（10％），Pearson の相関分析が 9（9％）であった。年次推移においては，平均して χ
二乗検定が多く用いられ，ANOVA が増加する傾向がみられた。

【結論】今回，「理学療法学」の 30 年間の特徴が明らかになった。心血管理学療法領域においては，筆者の所属に特徴がみられ，
ほとんどの筆者が医療機関所属であった。対象者の疾患が大きく関与していると示唆された。また，多変量解析を使用した論文
が多い事も特徴であった。今後は更に専門的な病院における疾患に対する研究手法を検討する課題も認められた。本研究の限界
は研究方法や報告の質，エビデンスレベルを検証していないこと，分科学会の分類を研究者の判断で行ったことである。
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P-HT-02-4

重症虚血性心疾患患者の離床に関する検討

大西 伸悟1），寺尾 侑也2），八木 隆元1），川崎 健作1），時本 清己1）
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key words 虚血性心疾患・離床基準・緩和

【はじめに】

集中治療室での理学療法の早期介入に関する有効性は多く報告されているが，重篤な虚血性心疾患患者において長期カテコラ
ミン投与中の離床に関する報告は少ない。今回，急性心筋梗塞にて入院した症例において，長期カテコラミン投与下での離床を
経験したので若干の知見を加えて報告する。

【方法】

今回の報告については，診療録より後方視的に調査した。症例は 74 歳男性。10 年前より糖尿病と脂質異常症にて服薬，1 日 20
本の喫煙あり。独居。電気関係の仕事をしていた。入院前日より胸部違和感と呼吸困難感あり。かかりつけ医を受診し酸素化不
良と 12 誘導心電図にて III・aVF 誘導で Q 波認め心筋梗塞疑いで当院に救急搬送された。当院搬送後，呼吸状態悪化し気管内
チューブを挿入し人工呼吸器管理となった。その後心臓カテーテル検査にて LAD 心筋梗塞を含む 3 枝病変あり緊急で冠動脈イ
ンターベンションを施行，その際心原性ショックとなり PCPS と IABP を挿入し集中治療室に帰室した。

【結果】

入院 3 日目に PCPS，4 日目に IABP をそれぞれ離脱した。理学療法は入院 7 日目に処方され当日より開始した。理学療法介入
時，SIMV にて PEEP8cmH2O，PS15cmH2O，1 回換気量 639mml，P/F 比 316，ドブタミン（以下 DOB）2.85γ，ノルアドレナ
リン（以下 NAD）0.072γ，フロセミド 200mg/day，LVEF35%，鎮静中であった。入院 9 日目と 19 日目に人工呼吸器離脱を試
みるもいずれも 2 日程度で再挿管となり，28 日目に気管切開を施行された。その後，誤嚥性肺炎と思われる症状の併発から心不
全の増悪と寛解を繰り返し，混合型せん妄もみられた。主治医・看護師と相談し徐々に心不全が改善傾向であったことから，離
床を検討した。入院 36 日目に端坐位練習を実施し循環動態の悪化が無いことを確認，入院 37 日目に立位練習を実施した。その
時の状態は，SIMV にて PEEP6cmH2O，PS7cmH2O，1 回換気量 553mml，P/F 比 400，DOB5γ，NAD0.12γ，フロセミド 150
mg/day であった。協力性は得られたが，起き上がり全介助，端坐位保持は見守りで可能，立ち上がり全介助，立位保持可能の
状態であった。立位練習以降は混合型せん妄は残存していたが笑顔など表情が出現し上肢を利用したジェスチャーも見られた。
その後，DOB と NAD は離脱し端座位練習や車椅子移乗もできていたが，入院 60 日目より腎機能低下や栄養障害により再び心
不全が悪化した。それ以降離床できず，セラチア菌血症を契機とした無尿に対する CHDF も行われた。しかしその後回復する
ことなく徐々に状態は悪化し，入院 92 日目に永眠された。

【結論】

カテコラミン投与中の離床は慎重に行うことが推奨されている。本症例は，呼吸状態が安定せず離床までに 1 ヶ月以上の重症管
理が行われた。今回の入院中に離床が進められない可能性もあったが，医師・看護師とともに刻々と変化する患者の病態を的確
に把握し離床を進められたことが本症例の QOL の向上にとって有効的であったと考えられた。
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P-HT-02-5

急性心筋梗塞PCI 術後患者の復職に影響する因子
復職支援を目的とする心臓リハビリテーションの課題

田上 光男，林崎 拓也，植村 郁恵，松田 圭司，豊田 章宏

独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

key words 急性心筋梗塞・復職・心臓リハビリテーション

【目的】

就労年代の急性心筋梗塞患者の退院後復職は 70～80％ 以上と報告されている。しかしながら，復職前や復職後の就労経過に至
る身体的・心理的影響を詳細に追跡した調査は少ない。本研究では原職復帰を希望する急性心筋梗塞患者を対象として，外来心
臓リハビリを通じて復職前後の身体・心理的評価を経時的に実施し，復職後の自覚的業務量に影響する因子について分析した。
結果より，急性心筋梗塞患者の復帰支援を目的とする心臓リハビリアプローチの課題について考察する。

【対象と方法】

2015 年 7 月から 2016 年 6 月までの発症時就労者 41 名のうち研究同意が得られた 18 名で，定期的に追跡可能であった男性患者
13 名（平均年齢 58.5±12.8 歳）を対象とした。職務内容は厚生労働省 職業分類表を用い調査し，評価内容は 1）就労評価とし
て自覚的業務量率（発症前の業務量との比較）を問診し，2）心機能として心エコー，血液検査，3）身体評価として握力，膝伸
展筋力，自転車エルゴメータによる CPX，6 分間歩行試験，さらに 3 次元加速度計で退院後の生活活動量の計測，4）心理評価
として SF�36 およびセルフエフィカシー（GSES），うつ状態を示す PHQ�9 を用いた。いずれの評価も退院時，退院後 5 か月で
実施したが，自覚的業務量は復職時にも確認した。

【結果】

対象者全員の退院後復職までの日数は 25.2 日であり，退院後 1 か月から 3 か月以内で原職復帰し，13 人中 11 人（85％）が 1
か月以内の復職であった。復職後の自覚的業務量は復職時 58.5％ で退院後 5 か月 83.6％ であった。自覚的業務量を職務内容別
にみると，管理・事務業務の回復率は高い傾向にあった。退院時と 5 か月での身体評価比較では，握力は変化はみられなかった
が，膝伸展筋力（111.9，122.8）（単位：Nm），6 分間歩行（421m，541m）（単位：m），CPX による AT（12.7，14.0）（単位：ml/
kg/min），生活活動量（492，545）（単位：kcal）では経過ともに有意に向上していた。また心理評価の比較では SF�36，GSES
は退院時に比べ各数値は高くなり，PHQ�9 は低くなる傾向ではあったが，有意な差はみられなかた。自覚的業務量と身体・心
理的評価の各項目間の相関をみると，復職時には SF�36 の全体健康観（GH）に正の相関（0.771），および GSES には負の相関

（�0.828）がみられ，5 か月時には膝伸展筋力と SF�36 の心の健康（MH）には正の相関（0.829，0.782）がみられた。

【まとめ】

事務・管理職の復職は早い傾向にあり，復職時の自覚的業務量は 60% 弱，5 か月時点でも 90％ に満たない。復職後の自覚的業
務量の回復経過は下肢筋力，活動量とともに高くなるが，精神的健康度が高い人ほど自覚的業務量の回復は高くなり，自己効力
感の高い方ほど復帰後の自覚的業務量は低く見積もっていた。復職支援を目的とする心臓リハビリテーションプログラムは身
体的負荷量の向上だけではなく，入院中からの心理・ソーシャルサポートを重視した内容が大切である。
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CABG術後患者に対し ICUから理学療法を開始した効果
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【はじめに】

当院リハビリテーション部では，2015 年 8 月より PT2 名の ICU 専任配置を開始した（以下 2015 年 8 月以前を配置前，8 月以降
を配置後とする）。専任 PT は朝のミーティングに出席し，医師や看護師らとその日の PT 内容を決定している。配置前は心臓血
管外科患者に対し，ICU から理学療法が介入することはほとんどなかった。配置後は全例翌日より理学療法を開始できている。
我々は第 35 回関東甲信越ブロック理学療法士学会にて ICU の心臓血管外科患者を対象に専任配置の効果を発表した。今回は冠
動脈バイパス術（以下 CABG）後患者に対象を絞り，ICU から理学療法を開始する効果を後方視的に検討した。

【目的】

CABG 術後患者における ICU 在室日数・在院日数・座位開始までの日数・歩行開始までの日数を ICU の専任配置前後で比較
し，ICU から理学療法を開始した効果を明らかにする。

【対象】

CABG 術後で，配置前後でそれぞれ順に 20 例を対象とした。重篤な既往や合併症がある患者，入院前の歩行での ADL が自立し
ていない患者等は除外した。各 20 例はそれぞれ年齢・性別・左室駆出率（以下 LVEF）・Canadian Cardiovascular Society 重症
度分類・手術時間・手術時の出血量・人工心肺使用の有無などにおいて，有意差はなかった。

【方法】

評価項目は ICU 在室日数・在院日数・座位開始までの日数・歩行開始までの日数・退院時の Barthel Index（以下 BI）とした。
統計は JSTAT を用いて，配置前後の各項目において Mann�Whitney の U 検定を実施し，それぞれ有意水準は 5％ とした。

【結果】

配置前後の比較で ICU 在室期間（中央値：4/3.5 日）や在院日数（中央値：19/19 日）において有意な差は見られなかった。座
位開始までの日数（中央値 3.5/1 日，p＜0.01）と歩行開始までの日数（中央値 6/3 日，p＜0.01）には有意な差が見られた。BI
は有意な差は見られなかった。

【考察】

先行文献によれば，ICU 専任配置により ICU 在室日数や在院日数が短縮するとあるが，今回は有意差がなかった。これは今回
対象が CABG 術後の限定された比較であり，重篤な合併症などの逸脱要素がない限り，ある一定期間での退室や退院が予定さ
れたためと思われる。座位開始や歩行開始までの日数に有意差があったことは，ICU の開始時から医師や看護師らと情報共有を
し，リスク管理をしながら早期離床を促したことで，座位開始や歩行開始までの日数の短縮へとつながったと考え，これらは
ICU 専任配置の効果を示しているものと思われる。専任配置後に座位開始や歩行開始までの日数が短縮したことで，それらはガ
イドラインとほぼ同等の日数になってきており，ICU から理学療法が開始できることの重要性を示唆していると考える。
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P-HT-03-2

高齢者における心臓外科術後のADL回復に重要な術前身体機能

岡添 祐也，前田 秀博，入江 博之，川渕 正敬，國澤 雅裕

近森病院
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【はじめに，目的】

近年，急速な高齢化を迎えており高齢者に対する心臓外科手術も増加している。術後の心機能回復に比べて ADL 回復は遅く，
高齢になるほど入院期間の長期化や自宅復帰率の低下を引き起こす可能性がある。

そこで今回，高齢者における心臓外科術後の ADL 回復に関連する因子を検討することを目的とした。

【方法】

対象は 2012 年 7 月から 2015 年 12 月までに待機的開胸心臓手術を施行された 65 歳以上の症例 317 例のうち，術前評価が困難
であった症例，術後 3 日以内に歩行開始が開始されなかった症例，死亡・術後転科となった症例を除く 209 例とした。手術内訳
は CABG66 例，弁手術 102 例，CABG+弁手術 41 例であった。入院前 Barthel Index（以下，BI）と退院時 BI の差がなかった
回復群 101 例と差があった未回復群 108 例にわけ比較を行った。

方法としては患者背景，術前身体機能，手術内容，術後歩行距離をカルテより後方視的に調査した。統計分析は Mann Whitney
U 検定，χ2 乗検定，ロジスティック回帰分析を行い，ROC 曲線からカットオフ値を算出した。有意水準はいずれも 5% 未満と
した。

【結果】

各項目の差については平均値±標準偏差，回復群 vs 未回復群で以下に示す。患者背景および術前評価では年齢（74.4±6.1 vs
77.9±6.0 歳），性別（男性 62 vs 47%），握力（27.1±7.8 vs 22.6±7.2kg），膝伸展筋力体重比（52.0±18.8 vs 45.6±16.9%），片脚立
位時間（29.4±25.1 vs 16.3±16.1 秒），Functional Reach Test（31.6±6.8 vs 28.2±6.8cm），6 分間歩行距離（346±95 vs 275±92
m）で差を認めたが，入院時 BI（99±3vs 98±3 点）に差はなかった。手術内容では術式（CABG36 vs 30 例，弁手術 46 vs 56
例，CABG+弁手術 19 vs 22 例），手術時間（275±79 vs 269±69 分），麻酔時間（357±101 vs 347±76 分）のいずれも差を認め
なかった。術後経過では立位開始日（0.4±0.5 vs 0.6±0.7 日）で差は認めなかったが，歩行開始日数（1.1±0.3 vs 1.3±0.6 日），
術後 3 日以内の最高連続歩行距離（404±149 vs 303±176m），退院時 BI（99±3 vs 82±15 点）において差を認めた。

BI 回復を従属変数としたロジスティック回帰分析では術前片脚立位時間，術前 6 分間歩行距離，術後 3 日以内の最高連続歩行距
離が抽出された（Hosmer Lomeshow 検定 P=0.349，判別的中率 75.1%）。その中で最も影響力の強かった術前片脚立位時間のカッ
トオフ値は 9.05 秒（感度 81.2%，特異度 61.1%，正診率 73.9%）となった。

【結論】

未回復群は高齢で女性が多く，術前身体機能が低く，術後早期の歩行距離が短くなっていた。中でも術前片脚立位時間，術前 6
分間歩行距離，術後 3 日以内の最高連続歩行距離が ADL 回復に関連する要因であった。特に術前片脚立位時間が 9.05 秒を下回
る症例では ADL 回復に時間を要することが示唆され，術前身体機能の向上を視野に入れたアプローチが重要である。
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P-HT-03-3

心臓外科術後患者の栄養状態が在院日数や離床進行に及ぼす影響

中尾 周平，柳 賀文，長谷場純仁，吉田 輝

鹿児島大学病院リハビリテーション部
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【はじめに，目的】

心臓外科術後患者の理学療法は機能改善だけでなく，運動耐容能や ADL の改善，さらには QOL の改善に寄与することが広く知
られている。一方で，周術期においては侵襲による食欲低下や経口摂取の中止を余儀なくされることも多く，先行研究において
は入院患者の 30～50% に低栄養を認めるとの報告もある。当院においても，栄養状態悪化が離床進行の妨げとなり，長期入院と
なる患者を経験する。そこで，心臓外科手術を受けた患者の在院日数の違いによって，周術期の経口摂取量や栄養状態，さらに
は離床進行がどのような変化を示したか検討することにした。

【方法】

2014 年 1 月から 12 月に当院心臓血管外科で冠動脈，弁膜症，大血管疾患の手術を受け，術後にリハビリテーションを実施した
患者 131 名を対象に，患者を入院日数 30 日以内の短期群（n=73）と 30 日以上の長期群（n=58）に分け，周術期の経口摂取量

（術後摂取開始後・退院前それぞれ 1 週間の摂取量），体重の推移，BMI，術後および退院前の採血データ（Hb，TP，Alb，CRP）
と GNRI（Geriatric Nutritional Risk Index），また離床進行（手術からヘッドアップ，座位，立位，歩行開始までの日数）を診療
録から後方視的に調査し，分析した。

統計学的解析は SPSS ver.22 を使用し，2 群間の比較には Mann－Whitney の U 検定，群内の比較には Wilcoxon の符号付き順位
検定を用い，P＜0.05 を統計学的有意とした。

【結果】

平均在院日数は，短期群 23.3 日，長期群 56.0 日であった。入院時の BMI は短期群 23.1kg/m2，長期群 22.7kg/m2であった。入－
退院時で体重は両群とも有意に減少しており，体重減少率は短期群 5.2%，長期群 7.5% であった。術後 TP の全体平均は 5.2g/
dL，また Alb は 3.1g/dL とそれぞれ低下を認めた。術後－退院時の採血データの比較では，TP と CRP は両群で，Hb と Alb
は短期群のみ有意に改善した。手術後の GNRI は短期群が 84.9，長期群が 84.1 と両群に差はなく，短期群のみ退院前に有意に改
善を認めた。短期群の術後摂取開始 1 週間の摂取量が長期群と比べて有意に多かった。離床進行については，ヘッドアップの開
始時期は両群に有意差はなかったが，座位は短期群および長期群それぞれ 4.6 日と 6.7 日，また立位は 5.3 日と 9.2 日，そして歩
行は 5.9 日と 13.1 日と有意差を認めた。

【結論】

心臓血管外科患者は術後の栄養状態悪化や入院中の体重減少，BMI 低下さらに GNRI 低下を来たしていた。入院期間が短い患者
は，Alb や GNRI などが有意に改善していた。術後摂取開始 1 週間の摂取量が，在院日数や離床進行に影響する可能性があると
思われた。
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P-HT-03-4

心血管術後患者に対する高強度インターバルトレーニングの試み
―外来心臓リハビリテーションで経験した 2症例―

桒原 拓哉1），設楽 達則1），生須 義久1），風間 寛子1），中野 晴恵1），猪熊 正美1），下田絵里花1），
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key words 高強度インターバルトレーニング・心大血管疾患・運動耐容能

【はじめに，目的】

高強度の運動と低強度の運動もしくは安静を交互に繰り返す高強度インターバルトレーニング（High�intensity interval train-
ing；HIT）が心大血管疾患患者の運動療法のトレーニング方法として注目されるようになった。しかしながら，心大血管疾患患
者を対象にしたインターバルトレーニングの研究報告は散見するが，症例数，追跡期間ともまだ十分とは言えず，心大血管疾患
に対しての安全性や効果を含む方法としては今後さらなるエビデンスの蓄積が必要とされている。今回，筋力低下および骨格筋
量減少により運動耐容能が低下した心大血管術後患者に対し，外来心臓リハビリテーション（以下，心リハ）にて HIT を施行
し，筋力や骨格筋量，運動耐容能が改善した症例を経験したので報告する。

【方法】

症例①腹部大動脈瘤に対しステントグラフト内挿術を施行された 74 歳男性。初回評価にて，AT：10.6ml/kg/min，peakVO2：
15.5ml/kg/min，膝伸展筋力：112.8N・m/kg，%（体重比），骨格筋量：39.1%（体重比）であった。症例②狭心症に対して人工
心肺使用心拍動下冠動脈バイパス手術を施行された 55 歳女性。初回評価にて，AT：11.3ml/kg/min，peakVO2：19ml/kg/min，
膝伸展筋力：154.4 N・m/kg，%（体重比），骨格筋量：34.2%（体重比）であった。2 症例とも 2015 年より外来心リハに 2�3
回/週で定期的に参加していた。外来心リハ開始時に心肺運動負荷試験（CPX）を実施し，運動処方を行った。運動処方はエル
ゴメータを使用し，高強度（peak WR 80�90%，4 分）と低強度（peak WR 40%，3 分）を交互に 3 セットと設定した。また CPX
が施行されるたびに運動処方を更新した。運動中止基準は，心拍数が peak HR を越えること，Borg scale による自覚的運動強度
が 16�17（とても強い）に達すること，エルゴメータの回転数が 1 分間に 50 回転を下回ることとした。初回時と中間時（外来心
リハ 3 ヵ月後）および最終時（外来心リハ 5 ヵ月後）に身体機能（膝伸展筋力，片脚立位保持時間，FRT，6 分間歩行距離），
CPX 結果（AT，peakVO2），呼吸機能（%VC，FEV1.0%，PEmax，PImax），体組成（骨格筋量，体脂肪率）の変化について
検討した。

【結果】

HIT を実施した 2 症例において再入院など心事故の発生はなかった。初回時と中間時および最終時の各指標の変化として，2
症例とも身体機能（膝伸展筋力，片脚立位保持時間，FRT，6 分間歩行距離），CPX 結果（AT，peakVO2），呼吸機能の呼吸筋
力（PEmax，PImax），体組成（骨格筋量，体脂肪率）で改善を認めた。

【結論】

自己管理が可能な心大血管疾患患者において，HIT を施行した結果，安全に筋力，骨格筋量，運動耐容能が改善した。一定時間
連続した有酸素運動が困難な低体力症例に対するトレーニング方法の一つとして，HIT が有効であると示唆された。
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P-HT-03-5

待機的心臓外科術後の離床進行状況が退院時の移動動作能力に与える影響

永井 佑典，古田 宏，河村 知範，當村 哲也，藤原 博道，廣畑 博之，松本 悠作，
中野 文香，坂下 浄，今井 良英，植村 紀之，前 宏樹

岸和田徳洲会病院

key words 心臓外科手術・移動能力・早期離床

【はじめに，目的】

心臓外科手術後急性期のリハビリテーションは，過度な安静臥床による弊害の予防と術前身体機能を再獲得させることを目的
とし，可及的早期から離床を進めることが普及している。しかしながら，術後の離床が遅延する症例も一定数存在することが報
告されているが，術後の離床状況が身体機能に与える影響を検討した報告は散見される程度である。そこで本研究では，心臓外
科術後の離床状況と退院時の移動動作能力の関係性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

2014 年 1 月から 2015 年 12 月に当院心臓血管外科において待機的心臓手術を施行した症例のうち，移動動作能力の指標である
Short Physical Performance Battery（以下，SPPB）測定が術前より可能であった症例 321 例を対象とし，診療録より後方視的
に調査を行った。手術後 100m 歩行獲得までに要した日数が 4 日以内の症例を早期群（n=267），5～8 日以内の症例を順調群

（n=38），術後 9 日目以降の症例を遅延群（n=16）に分類した。各群の患者背景（年齢，性別，術前生化学検査，術前左室駆出
率，手術様式，手術時間，術後歩行開始までの日数，ICU 入室日数，術後入院日数），運動機能（術前 SPPB，術前握力，術後
SPPB，術後握力），退院時の SPPB が術前より低下していた症例の割合を調査し検討した。統計学的処理は SPSS ver 11.0.1J
を使用し，χ2検定，Willcoxon の符号付順位検定，Kruskal�Wallis 検定，Bonferroni の不等式による修正を行った Mann�Whit-
ney の U 検定を用いて比較し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

各群における術前 SPPB はそれぞれ早期群 10.9±1.6 点，順調群 9.4±2.3 点，遅延群 9.7±2.0 点，術後 SPPB はそれぞれ早期群
10.6±2.0 点，順調群 8.9±2.7 点，遅延群 9.0±2.3 点であり，いずれにおいても早期群が有意に高値であった（p＜0.05）。SPPB
低下症例の割合は，早期群 84 例［31.5%］，順調群 11 例［28.9%］，遅延群 8 例［50%］であった。各群間での統計学的有意差は
認められなかった（p=0.28）。

【結論】

心臓外科術後症例において，早期離床のみでは術後の移動動作能力の低下を十分に予防できているとは言えない事が明らかと
なった。単に離床進捗状況に目標を設定するのではなく，個々に応じた目標を設定し，術前からのリスクの把握やリハビリテー
ション時間外での活動量増加，退院後も継続した評価やリハビリテーション介入を行っていくようなアプローチが必要である
と考えられた。
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胸部大血管術後における術前 frailty（フレイル）がリハビリテーション進行およ
び術後経過に及ぼす影響
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【はじめに，目的】

近年，心臓手術においてフレイルは術後在院日数の長期化，術後合併症発生率，術後死亡率および転院率の増加などの予後不良
因子であることが示されている。しかしながら，胸部大血管手術におけるフレイルの影響を検討した報告は少ない。そこで，本
研究では胸部大血管手術患者における術前フレイルが術後リハビリテーション（以下リハビリ）進行および術後経過に及ぼす影
響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

2012 年 10 月から 2016 年 4 月までに当院で待機的胸部大血管手術を施行し，術後リハビリを実施した 45 例（平均年齢：73.9
±7.9 歳，性別：男性 31 例，女性 14 例，術式：弓部置換 21 例，上行置換 4 例，TEVAR20 例）を対象とした。術前より歩行が
介助レベルの症例および開心術との同時手術症例は対象より除外した。術前フレイル評価には Canadian Study of Health and
Aging clinical frailty scale（CFS）を用い，CFS4 点以上をフレイル群，CFS4 点未満を非フレイル群の 2 群に分類した。2 群間
における患者背景因子，周術期管理状況，術後リハビリ進行状況（座位開始日数，立位開始日数，歩行開始日数，100m 歩行自
立日数，歩行自立遅延・非自立の割合），術後経過（術後合併症発生率，術後在院日数，転帰，6～12 ヶ月以内の再入院率および
主要心血管イベントの発生率）を後方視的に調査し検討した。統計学的解析には，2 群間の比較に対応のない t 検定およびカイ
二乗検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

フレイル群は 16 例（35.6%），非フレイル群は 29 例（64.4%）であった。患者背景因子，術式などの周術期管理状況は 2 群間で
有意差を認めなかった。術後リハビリ進行状況および術後経過は，フレイル群は非フレイル群と比較して（フレイル群 vs.非フ
レイル群），100m 歩行自立日数が有意に遅延し（9.4±7.2vs.4.7±2.6 日，p＜0.01），歩行自立遅延・非自立の割合が有意に高かっ
た（7 例；43.8%vs.3 例；10.3%，p＜0.01）。歩行自立遅延・非自立の主要因は術前からの低 ADL，精神由来（せん妄）などであっ
た。また，術後在院日数が有意に長く（32.2±9.0vs.22.7±9.4 日，p＜0.05），転院率が有意に高かった（4 例；25.0%vs.3 例；10.3%，
p＜0.05）。一方，術後合併症発生率，6～12 ヶ月以内の再入院率および主要心血管イベントの発生率は 2 群間で有意差を認めな
かった。

【結論】

胸部大血管手術において術前フレイルは歩行自立遅延・非自立の割合を増加させ，歩行自立日数を遅延させる。また，術後在院
日数の延長や転院率を増加させることが示唆された。遠隔期の成績には差は認めなかったが，歩行自立日数や在院日数などの術
後経過に影響を及ぼすため，胸部大血管手術における術前フレイル評価は重要である。今後はフレイルの評価法や詳細な身体機
能評価を含めた検討，術式別での検討が必要である。
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P-HT-04-2

運動療法は心室期外収縮を減少させることができるのか

櫻田 弘治1,2），板垣 篤典1），石井 香織1），長山 医3），中嶋美保子3），葉山恵津子3），加藤 祐子4）

1）心臓血管研究所リハビリテーション室，2）国際医療福祉大学大学院博士課程保健医療学専攻，
3）心臓血管研究所臨床検査室，4）心臓血管研究所循環器内科

key words 心室期外収縮・運動療法・HRR

【はじめに・目的】心室期外収縮に対する運動療法の効果に関する検討は，いくつかの先行研究によって報告されているが一定
の見解は得られていない。日本においては，奥田らは虚血性心疾患を対象としたスポーツ種目による運動療法によって，運動中
の心室期外収縮（VPC）の減少を報告している。今回，我々はホルター心電図により，運動療法が 24 時間の VPC 出現数を減少
させることができるのか後方視的に検討したので報告する。

【方法】2004 年 4 月から 2013 年 5 月までに，運動療法を開始した同時期に，血液生化学検査，心臓エコー検査，心肺運動負荷検
査を行っていた 22 症例（年齢：65±12 歳，男性：12 例）を対象とした。基礎疾患は心臓術後 14 例，心不全 6 例，虚血性心疾
患 2 例であった。除外症例は，運動療法実施期間中に外科的治療や不整脈薬の調整が行われた症例，心房細動症例，運動療法前
のホルター検査にて VPC が 0 回/日の症例，治療の適応になる可能性がある 10000 回/日以上の VPC 出現数の症例とした。この
うち，運動療法が 1 回/W 以上実施可能であった 8 症例を EX group，運動療法が 1 回/W 未満であった 14 症例を control group
として 2 群に分類し，それぞれ 2 群における VPC の出現数，心機能評価として左室駆出率，心不全の程度（VE/VCO2 slope），
運動能として Peak VO2，副交感神経活性の指標として heart rate recovery（HRR）を運動療法前後で比較検討した。なお，HRR
は運動負荷終了直後の最大心拍数から運動負荷 1 分後の心拍数の差の値とした。運動療法は有酸素運動を中心として，筋力低下
がある場合はレジスタンストレーニングを実施した。統計学的手法は Paired t�test を用い，全ての検定における有意水準は p
＜0.05 とした。

【結果】EX group において，運動療法実施期間は 165±133 日であった。VPC の出現数は運動療法前が 839（6�6029）個（log
VPC：1.9±1.0）から運動療法後には 94（4�542）個（log VPC：1.5±0.7）へ有意に減少を認めた（P＜0.05）。HRR は運動療法
前が 9.9±11.1bpm から運動療法後には 14.6±10.0bpm へ有意に改善した（P＜0.01）。Peak VO2は運動療法前が 12.0±2.7ml/
min/kg から運動療法後には 16.1±4.0ml/min/kg へ有意に改善した（P＜0.05）。さらに，心不全の指標である VE/VCO2は運動
療法前が 34.7±5.1 から運動療法後には 30.7±6.6 へ有意に改善した（P＜0.05）。control group において，運動療法前後において
VPC の出現数は有意差を認めなかった。HHR，Peak VO2や VE/VCO2も有意な改善は認めなかった。

【考察】運動療法は，peak VO2 を改善させ，さらに VPC の出現数を減少させた。理由として，運動療法によって HRR の改善も
認めたことから，副交感神経活性の改善が推察される。理学療法士が臨床上遭遇する頻度が高い VPC は，運動療法を行う際に
リスク管理として重要視され項目のひとつである。今回の結果より，比較的頻度の少ない VPC は運動療法によって減少させる
効果が示唆された。
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P-HT-04-3

無気肺の治療に難渋した腹部大動脈瘤破裂に腹部コンパートメント症候群を合
併した 1例

石原 広大1），湯口 聡1），森沢 知之2）

1）心臓病センター榊原病院リハビリテーション室，2）兵庫医療大学リハビリテーション学部

key words 腹部コンパートメント症候群・腹部大動脈瘤破裂・無気肺

【はじめに，目的】

腹部大動脈瘤破裂の合併症に腹部コンパートメント症候群（abdominal compartment syndrome：ACS）があり，発生率は 4～
12％ と低いが，予後は不良である。ACS 合併症例は，横隔膜の挙上による呼吸不全をきたしやすく，理学療法に難渋する場合
がある。今回，我々は無気肺の治療に難渋した腹部大動脈瘤破裂後の ACS 合併症例を経験したため報告する。

【方法】

症例は 67 歳，男性。腹部大動脈瘤破裂に対して，緊急で腹部ステントグラフト内挿術を施行し，ACS の合併を認めた。術後 1
日目，外科的減圧術を施行。胸部 X 線で，横隔膜の挙上と無気肺を認めた。その後，外科的治療として，術後 5 日目に閉腹術，
術後 15 日目に気管切開を施行した。理学療法は術後 1 日目より横隔膜の挙上と両下葉の無気肺を認めたが，Open management
であっため，積極的な体位変換は行えなかった。その後，術後 6 日目（閉腹術翌日）から両下葉の無気肺に対して前傾側臥位

（両側）での体位呼吸療法を行い，術後 16 日目（気管切開翌日）から日本循環器学会のガイドラインに準じて離床を行った。

【結果】

無気肺の改善には発症後 26 日間を要した。閉腹後，前傾側臥位（両側）での体位呼吸療法を行ったが，横隔膜の挙上と無気肺
の改善には至らなかった。しかし，離床開始翌日（術後 17 日目）より，横隔膜の下降と無気肺の改善を認め，術後 18 日目に SIMV
から CPAP へ変更可能となり，術後 30 日目に人工呼吸器を離脱した。人工呼吸器装着日数は 30 日，ICU 在室日数は 33 日，在
院日数は 79 日，100m 歩行自立日は術後 48 日目であった。腹部の創部治癒が不良で，在院期間は延長したが，自宅退院が可能
であった。そして，退院時の身体活動量は同年代レベルまで改善を認めた。理学療法中，心房細動の移行は認めたが，その他の
イベントの発生は認めなかった。

【結論】

腹部大動脈瘤破裂後に ACS を合併した症例では，Open management により，積極的な体位変換が行えず，無気肺の治療に難渋
する。また，閉腹後，前傾側臥位での体位呼吸療法を行ったが，横隔膜の挙上と無気肺の改善には至らず，離床開始後に改善を
認めた。ACS 後の横隔膜挙上と無気肺は，腹部臓器の圧迫によって引き起こされるため，離床は重力による腹部臓器の下降と機
能的残気量の増加をもたらし，有効な治療となりうる。しかし，腹部大動脈瘤破裂後の ACS 合併症例は重症化しやすく，離床
を開始する時期については慎重な判断が必要であると考えられた。
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P-HT-04-4

偽腔開存型のStanford A 型急性大動脈解離を発症後，保存的治療を行った症例
に対するリハビリテーションの一考察

篠原 智行，山根 達也，土田奈生子

日高病院

key words 大動脈解離・偽腔開存型・保存療法

【はじめに，目的】

Stanford A 型急性大動脈解離（A 型解離）は緊急手術適応であり，大動脈解離診療ガイドライン（ガイドライン）におけるリハ
ビリテーション（リハ）コースの適応は偽腔閉塞型とされ，偽腔開存型は除外基準に相当する。過去のリハ報告においては，偽
腔開存型 A 型解離の保存的治療例は稀である。今回，偽腔開存型 A 型解離で保存的治療を選択し，理学療法を実施した症例を
報告する。

【方法】

症例は 70 歳台女性，自転車走行中に嘔吐を伴う突然の背部痛を主訴に救急搬送，A 型解離と診断され入院となった。高血圧と
狭心症，脂質異常症を有していた。D�dimer99.7ng/ml，WBC4670/μl，CRP＜0.05mg/dl，Hb10.7g/dl，Ht34.1%，EF80％ であっ
た。造影 CT にて大動脈弁直上から腎動脈下部腹部大動脈に渡る偽腔開存型解離を認め，最大径は 55.6mm であった。手術適応
であったが，一切の輸血拒否があり保存的治療となった。リハ中の運動負荷に伴う急変の可能性を医師から説明し，本人と家族
の了承のもと，第 18 病日に理学療法が開始となった。ガイドラインの標準リハコースを参考に，医師の指示のもとリハを進め
た。

【結果】

症例は疾患と治療の理解と受容があり，穏やかな気質であった。第 18 病日にベッドアップ 30̊，第 21 病日にベッドアップ 70̊
とした。第 22 病日の CT にて大動脈に拡大がないことを確認し，第 24 病日に端座位を 10 分実施するも，血圧変動はないもの
の意識レベル低下を認めた。そのため，その後は標準リハコースよりも早くならないスケジュールで，負荷漸増を都度検討した。
第 28 病日に車椅子乗車を実施した。第 29 病日の CT にて大動脈に拡大がないことを確認し，第 31 病日に立位開始するも，起
立性低血圧を認め，また，心房細動や心室性期外収縮が増え加療を要した。加えて，年末年始の希望外泊があったため歩行開始
は遅れた。第 45 病日より室内歩行，第 46 病日に 15m 歩行，第 49 病日に自宅の玄関を想定した段差昇降を実施した。第 55 病
日に自宅退院に至った。いずれも収縮期血圧 120mmHg 以下，心拍数 80 回/分以下でリハを進め，負荷漸増の際には急変の可能
性を説明し，リハを進める意思を確認した。留意事項として，緊急処置体制が充足している平日に，担当理学療法士が負荷を漸
増するようにした。また，面会者が多く，精神状態の変動を極力避けるため，リハ中の来客は避けて頂くように家族に協力頂い
た。その後，発症から約 650 日経過した時点にて自宅内日常生活は自立，屋外は主に歩行で移動されている。

【結論】

偽腔開存型 A 型解離であったが，端座位まではガイドラインの標準リハプログラムを参考に進め，以降は日数を要したものの，
負荷ごとの評価と CT 評価に基づいて進めることで，重篤なイベント発生がなく，リハを実施することができた。また，リハ実
施に伴う急変の可能性を本人，家族と共有することや，極力血圧に変動を及ぼさないための精神面への配慮が重要と考えられ
た。
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P-HT-04-5

弓部大動脈瘤患者における起立負荷に伴う心拍・血圧応答
弓部人工血管置換術術前患者と健常高齢者での比較検討

上西 啓裕1），三宅 隆広2），堀 晋之助1），川崎 真嗣1），上條義一郎1），田島 文博1）

1）公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院，2）公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

key words 弓部大動脈瘤・起立負荷・心拍血圧応答

【はじめに，目的】

血圧調節における大動脈圧受容器の貢献度は頸動脈圧受容器と比較しても決して小さくない。弓部大動脈瘤患者は大動脈圧受
容器が正常に機能しないため，血圧応答が劣化している可能性がある。ところが，こうした患者において起立負荷が血圧応答に
与える影響についてこれまで報告がなかった。そこで我々は，弓部大動脈瘤患者において起立負荷に対する心拍・血圧調節応答
を検討した。

【方法】

被験者は 2007～2010 年に和歌山県立医科大学附属病院に入院した弓部大動脈瘤患者 13 名（平均年齢 72±5 歳，体重 65.3±10.8
kg［平均値±標準偏差］）と年齢と体格が一致する健常高齢者 13 名であった。弓部大動脈瘤患者 13 名の詳細については，当院
心臓血管外科で弓部人工血管置換術施行のためリハ科紹介者 50 名（男性 37 名，女性 13 名）中，術前測定可能であった男性 18
名のうち 13 名となった。また，除外対象者 5 名で，重度不整脈 2 名，CVA 既往者 2 名，若年者 1 名であった。測定は 27℃ の
部屋において起立台上で仰臥位を取り，両膝と骨盤を圧迫しない程度に固定した。十分安静を取った後，1 分毎に 4 回測定（4
回の平均値を安静時の値として使用）を行った。その後，速やか（約 40 秒）に 60 度のヘッドアップティルト（以下 HUT）を
行い，1 分毎に 5 分間測定，また起立時に足底は起立台に完全接地していた。速やか（約 30 秒）に 0 度の仰臥位に戻し，回復期
として 1 分毎に 3 回測定した。この間，血圧は手動血圧計 TERUMO エレマーノを用い，測定側の上肢肘関節伸展位でマン
シェット帯は心臓の位置に基準をとり測定を実施した。心拍数の測定にはメディセンス社 MCO101 を使用した。解析は Two�
way ANOVA を行い，Post�hoc は Tukey�Kramer を使用した。

【結果】

安静臥位において，健常者では心拍数は 67±2 拍/分（平均値±標準誤差），収縮・拡張期血圧，脈圧はそれぞれ 124±4，73±2，
51±4mmHg であり，患者との間に有意差を認めなかった。HUT により両群共に心拍数は約 10 拍/分上昇し HUT 終了まで維持
された。健常者では収縮・拡張期血圧は HUT 時にも維持されたが，患者では収縮期血圧が約 20mmHg 有意に低下し，5 分間の
HUT の間回復せず，拡張期血圧も HUT により約 9mmHg 低下した。しかし，起立負荷時に血圧低下による失神症状は認めな
かった。

【結論】

患者における臥位安静時の血圧低値，起立負荷に対する血圧低下は，血圧変化に対する心拍数の変化の感受性が低下し，血圧調
節におけるオペレーション・ポイントが低血圧側へシフトしているためであると考えられる。このシフトには，本来，大動脈弓
に存在する圧受容器自体の圧変化に対する求心性神経活動上昇の感度の低下，さらに交感神経活動上昇に対する血圧応答の劣
化が関与すると考えられ，今後の検討課題である。弓部大動脈瘤患者では安静臥位の血圧は健常者と比べて差がないが，姿勢変
換時の血圧調節が劣化していることが示唆された。
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P-HT-05-1

末期腎不全を有する患者に対し人工股関節全置換術後の理学療法を実施した経
験

吉田 政人，上内 哲男，遠藤 隆史

東京山手メディカルセンター

key words 末期腎不全・人工股関節全置換術・運動負荷

【はじめに，目的】

人工透析を行っていない末期腎不全（以下 ESKD）患者に対する運動療法の有効性の報告は少ない。また，慢性腎不全（以下
CKD）患者に対する心肺運動負荷試験などの報告は散見するが，ADL が低い症例の報告は少数である。今回 5 ヵ月間歩行が困
難で ADL が低下した ESKD 患者に対し人工股関節全置換術（以下 THA）後の理学療法（以下 PT）を経験したので報告する。

【方法】

76 歳女性。診断名は左変形性股関節症。既往に肺化膿症とネフローゼ症候群がある。元々 ADL 自立し清掃業の仕事をしていた
が，入院 5 ヵ月前に肺化膿症を契機にネフローゼ症候群の診断を受けた。肺化膿症は軽快したが浮腫や貧血，低蛋白血症が残存
し人工透析の適応も本人の意思で保存療法となった。以来ベッド上の生活となり，ポータブルトイレへの移乗は見守りで左股関
節に強い疼痛が生じていた。外出は週に 2～3 回デイサービスに車椅子で通っていた。本人が歩行の獲得を強く希望し，THA
を施行するため再入院となった。術前の MMT は上下肢 3～4 で左股関節周囲は 2 であり，左股関節の荷重時痛が強く足踏みが
困難であった。生化学検査は Cr3.0mg/dl，eGFR12.4mL/分/1.73m2，BUN40.1mg/dl，Hb10.7g/dl，アルブミン 2.9g/dl，尿蛋白
量は 668mg/dl であった。術前と術後より PT を開始し ROMex，筋力強化や基本動作練習，歩行練習を行った。PT を実施する
際，自覚的運動強度は修正 Borg scale3 とした。ステロイドや免疫抑制剤は使用していなかった。

【結果】

術後 1 日目から離床を開始し，2 日目から筋力強化と平行棒内で歩行練習を行った。9 日目より病棟内車椅子自立とした。15
日目にシルバーカーにて歩行練習を開始し，30 日目に独歩の練習を行った。46 日目に MMT は上下肢 4 で左股関節周囲は 3～
4 と向上し，基本動作自立，自宅内伝い歩き自立，シルバーカー 40m 見守りにて自宅退院となった。生化学検査は運動負荷や身
体活動量が向上してもデータの悪化は認められなかった。退院時は Cr3.3mg/dl，eGFR11.6 mL/分/1.73m2，BUN45mg/dl，Hb
9.1g/dl，アルブミン 2.7g/dl，尿蛋白量は 256mg/dl であった。

【結論】

CKD 診療ガイドライン 2013 など CKD 患者に対する運動療法は徐々にエビデンスが蓄積されてきている。しかし，ネフローゼ
症候群はネフローゼ症候群診療ガイドライン 2014 において安静・運動制限の有効性は明らかではないので推奨しない程度で
ある。また人工透析未実施の ESKD 患者では必要最低限の動作練習や ADL 練習が推奨されている。

本症例では約半年間歩行しておらず廃用症候群による筋力低下も認めたため，THA による除痛と動作練習のみでは歩行能力の
獲得が困難と思われた。そのため，修正 Borg scale 3 の運動強度で腎機能を確認しながら運動療法を行った。結果，筋力と歩行
能力が向上し腎不全の悪化もみられず運動療法の有効性が示唆された。今後は症例数を増やし，ESKD 患者への運動療法の有効
性と安全性をさらに検討していく必要がある。
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高齢血液透析患者への座位での膝屈伸運動が体幹機能，立位バランスへ与える即時効果
無負荷での高速度運動とレジスタンス運動による比較

大月 勇太1,2），岩田 晃1），千崎 和真1）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）貴生病院

key words 高齢血液透析患者・高速度運動・即時効果

【はじめに，目的】

血液透析（以下，HD）患者は，運動頻度と生命予後に関連が認められおり，運動を継続して実施することが重要とされている。
また，HD 患者への運動処方の際に参考にされる ACSM のガイドラインでは，中等度～高強度でのレジスタンス運動が推奨され
ている。しかし，近年，HD 患者は高齢化が進み，著明な身体機能低下や意欲低下により，レジスタンス運動を実施することが
困難な者も多い。

一方，運動負荷に関して近年，無負荷での高速度運動（以下，高速度運動）がレジスタンス運動と同等の効果があると地域高齢
者を対象とした検討から明らかにされた。高速度運動は負荷量が小さく，主観的な運動強度が小さいことが想定できることか
ら，高齢 HD 患者へも適応できる可能性が考えられる。

そこで，高齢 HD 患者に対し，座位での膝屈伸運動を行う際に無負荷での高速度条件とレジスタンス条件で実施し，身体機能に
与える即時効果を比較した。

【方法】

対象者は当院に入院し，リハビリを実施している 65 歳以上の高齢 HD 患者とした。意欲の評価に Vitality Index（以下，VI）を
用いた。運動前後の身体機能への即時効果の検討に体幹機能の評価として Seated Side Tapping test（以下，SST）と立位バラン
スの評価として Short Physical Performance Battery の下位項目であるバランステスト（範囲 0�4）を測定した。SST は，座位
にて両手を広げた状態から側方に 10cm 離れた位置にあるターゲットを左右交互にできるだけ早く 10 回触れる動作の所要時間
を計測した。

運動は，座位にて両膝関節の屈伸運動を 10 回ずつ，5 セット実施した。運動負荷は，高速度運動，レジスタンス運動（1RM
の 60％）とし，無作為な順序で異なる非透析日に実施した。また，運動後に主観的運動強度を Borg scale（範囲 6�20）を用い
て聴取した。統計的検討として運動前後と運動条件間の比較に反復測定分散分析を用い，Borg scale の比較には，対応のある t
検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象者は 12 名（年齢 76.9±8.7 歳，女性 8 名）であり，VI は 6.1±2.0 点であった。運動前後の SST は，高速度運動では，11.0
±5.1 秒，9.9±5.3 秒，レジスタンス運動は，10.8±5.3 秒，11.2±4.0 秒であり，運動前後と運動条件間に交互作用は認めず，高速
度運動で有意な改善を認めた。運動前後のバランステストは高速度運動では，1.8±1.4 点，2.3±1.7 点，レジスタンス運動は，1.7
±1.4 点，1.8±1.4 点であり，交互作用を認め，高速度運動で有意な改善を認めた。Borg scale は，10.9±2.8 点，15.1±3.0 点であ
り，高速度運動で有意に低値を示した。

【結論】

高齢 HD 患者に対する高速度運動は，レジスタンス運動と比較して体幹機能や立位バランスに対して即時効果が高く，ウォーミ
ングアップとしての有用性が高い可能性が示された。さらに，主観的運動強度が低いことから高速度運動は，意欲低下のみられ
る高齢 HD に適応・継続しやすいと考えた。
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外来維持血液透析患者の身体機能評価と栄養状態の関連について

日比野貴志，田川 公一

医療法人偕行会偕行会城西病院

key words 血液透析・身体機能評価・栄養状態

【はじめに，目的】

維持血液透析患者の栄養状態の特徴として近年，国際腎疾患栄養代謝学会，国際腎臓学会よりタンパク質エネルギー障害（pro-
tein energy wasting：PEW）が提唱されている。PEW とは血液透析患者特有の栄養障害で，食事制限やタンパク質の透析液へ
の喪失，慢性炎症，代謝性アシドーシスなどの原因がある。その結果，筋タンパク異化の亢進や筋タンパク合成障害が起こり，
骨格筋の機能低下を呈するため身体機能評価と栄養状態は密接に関連すると仮説が立てられる。そこで本研究は外来維持血液
透析患者の身体機能評価と栄養状態が関連する検証を行った。

【方法】

対象は当院にて外来維持血液透析を行っている患者 19 名（年齢 71.1±11.4 歳，男性 12 名，女性 7 名，DM14 名，透析期間 53.4
±42.2 ヶ月）。脳卒中や重度の関節疾患など身体機能評価に影響を及ぼす合併症がある患者はあらかじめ除外した。身体機能評
価は 10m 歩行速度，Tined Up and Go test（TUG），6 分間歩行テスト（6 Minutes Walk Test：6MWT），握力，等尺性膝伸展筋
力，Short Physical Performance Battesy（SPPB）を測定し，栄養状態は透析前の血清アルブミン値を指標とした。各種身体機
能評価と栄養状態の関連について統計学的検討は Pearson の相関係数を用いて有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

各種身体機能評価の平均±SD は 10m 歩行速度 10.3±3.5 秒，TUG11.6±4.3 秒，6MWT295.8±93.2m，握力 23.1±7.1Kg，等尺性
膝伸展筋力 17.0±6.2Kgf，SPPB9.2±2.9 点で，透析前血清アルブミン値は 3.4±0.3g/dl であった。各評価項目との関連は 10m
歩行速度（p＜0.01，r=�0.68），TUG（p＜0.05，r=�0.39），6MWT（p=N.S，r=0.26），握力（p=N.S，r=0.24），等尺性膝伸展筋
力（p=N.S，r=0.45），SPPB（p=N.S，r=0.32）であり 10m 歩行速度と TUG が透析前血清アルブミン値と相関する結果となった。

【結論】

外来維持血液透析患者の栄養状態と関連する身体機能評価は 10m 歩行速度と TUG であることが判明した。栄養障害の概念で
あるサルコペニアの診断基準（Cruz�Jentoft AJ.European Working. Group on Sarcopenia in Older People.2010）にも歩行速度が
含まれている。また，TUG もサルコペニアと強い相関を示すという報告（Gill Turner, et al., 2017）があり，サルコペニアの診断
基準を一部，反映する結果となった。近年の医療政策により在宅リハビリテーションが普及しているが栄養状態を把握できる機
会は少ない。今回の研究により二次性サルコペニアである PEW が懸念される血液透析患者の栄養状態を反映する身体機能評価
が明らかになったことで在宅リハビリテーションの現場でも栄養状態を把握できる可能性が示された。
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運動療法を施行した保存期慢性腎臓病患者の運動耐容能

末松 直子，上村 幸子

労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター

key words 慢性腎臓病・運動耐容能・運動療法

【はじめに，目的】

保存期慢性腎臓病（CKD）患者の身体機能や ADL，身体活動量の低下に関する報告は近年増加している。先行研究では身体機
能の低下は腎機能や血清バイオマーカーよりも CKD 患者の生命予後に大きく影響するとの報告もある。CKD 患者は体液異常，
貧血，血行動態異常等の合併によって心機能が低下し，安静や不活動による廃用と相まって運動耐容能の低下を招くといわれて
いる。診療報酬未設定のため CKD 患者への運動療法の普及は十分ではなく，運動療法を施行した CKD 患者の運動耐容能に関
する報告は少ない。そこで本研究の目的は，運動療法を施行した CKD 患者の運動耐容能について検討することとした。

【方法】

後ろ向き横断研究。対象は当院心臓リハビリテーション（心リハ）に外来通院し心肺運動負荷試験（CPX）が可能であった 69
名のうち，週 1 回以上かつ 3 か月以上継続できている患者 52 名とした。維持透析中，呼吸器疾患のある患者は除外した。診療
記録より患者背景因子として性別，年齢，BMI，疾患内訳，既往・合併症，推定糸球体濾過量（eGFR），心機能指標（BNP，LVEF，
E/e’，LAD），CPX 実施までの日数，心リハ頻度を調査した。運動耐容能の指標として CPX より最高酸素摂取量（Peak VO2），
無酸素性代謝閾値（AT VO2），二酸化炭素換気当量（VE/VCO2 slope）を測定した。eGFR と各項目との関連を Pearson の積率
相関係数，または Spearman の順位相関係数を用いて検討した。対象者を eGFR≧60（ml/min/1.73m2）の non CKD 群と eGFR
＜60 の CKD 群に分け，各項目を対応のない t 検定，Mann�Whitney の U 検定，Fisher の正確率検定を用いて比較した。さら
に CKD を従属変数，有意差を認めた項目，性別，年齢を独立変数としてロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5％ 未
満とし，統計解析には SPSS Ver.24.0 を用いた。

【結果】

解析対象は全 47 名（男性/女性＝25/22 名，平均年齢 75.6±6.4 歳）で CKD 群の重症度分類はステージ G1：1 名，G2：17 名，
G3a：15 名，G3b：10 名，G4 は 4 名であった。e�GFR と Peak VO2（r＝0.314；p＜0.05），AT VO2（r＝0.358；P＜0.05）に有意
な正の相関が認められた。non CKD 群 18 名：eGFR 70.0±8.3（男性/女性 11/7 名，73.6±6.7 歳）vs CKD 群 29 名：eGFR 42.1
±10.8（男性/女性 14/15 名，76.8±5.9 歳）に分類された。患者背景因子の比較では全項目で有意差は認めず，運動耐容能の指
標では Peak VO2（14.8±4.1 vs 12.8±2.7ml/kg/min，p＜0.01），AT VO2（11.6±2.5 vs 10.2±1.9ml/kg/min，p＜0.01）で有意差
を認めた。ロジスティック回帰分析の結果，AT VO2のみが有意な因子であった（OR�0.322，p＜0.05）。

【結論】

心リハ患者が対象であるが，保存期 CKD 患者の運動耐容能は CKD ではない患者と比べ著明に低下していた。運動療法施行例
の結果であることから，CKD の運動耐容能の低下には廃用・不活動以外の因子が関与している可能性が示唆された。今後は運
動耐容能の改善率についての検討が必要である。
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腎機能低下を有する人工膝関節全置換術後患者の歩行自立に影響する術前因子
CKDの重症度分類G2�G4 での検討

加藤 聡純1），村田 和弘1），三浦 正和1），椎木 栄一2），田中 浩2）
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key words 腎機能低下・TKA・歩行遅延

【はじめに，目的】Total Knee Arthroplasty（TKA）は超高齢者まで手術適応が拡大しており除痛，機能改善に対し有効な治療
手段である。加齢により腎機能が低下する事は広く知られており，腎機能低下に応じて身体機能・QOL も低下するという報告
もある。TKA では術後転倒が問題となることも多く，転倒の有無が生命予後と密接に関係していることから，今回，腎機能低
下を有した TKA 患者において術後早期の歩行自立に影響する術前因子を抽出する事を目的とし本研究を実施した。

【方法】研究デザインは後ろ向きコホート研究で実施した。2015 年 1 月～2016 年 7 月に初回片側 TKA を実施し，血性 Cr 値に
よる推算糸球体濾過量（eGFR）が術前血液検査で 90mL/分/1.73m2以下であった 61 名（年齢 75.3±7.6 歳，男性 16 名）を対象
とした。両側 TKA，UKA，術後合併症（骨折・感染）例は除外した。従属変数として術後 14 日目の Timed Up and Go test

（TUG）を用い 13.5 秒未満を歩行自立群（n＝43），13.5 秒以上を歩行未自立群（n＝18）とした。検討項目として，患者背景因
子は年齢，性別，Body Mass Index，術前身体機能は患側膝屈曲・伸展筋力，患側膝屈曲・伸展・股関節伸展可動域，TUG 最大
時間，5m 歩行時間，疼痛，患者立脚型評価は自己効力感，APDL，JKOM とし，OA 重症度として Kellgren�Lawrence（K/L）
分類を各々診療録より収集した。歩行自立の可否により各要因について 2 群間比較を行い p＜0.20 の要因を独立変数とし，歩行
自立の可否に影響する要因を抽出するため多重ロジスティック回帰分析を実施した。有意水準は 5％ 未満とし統計解析ソフト
は R2. 8. 1 を使用した。

【結果】単変量解析により 13 要因が独立変数として選択され，多変量解析の結果，OA 重症度（OR 1.74，95％CI 1.17�2.58，p
＝0.038），TUG（OR 1.49，95％CI 1.01�2.19，p＝0.046），痛み（OR 1.41，95％CI 0.87�2.29，p＝0.160），年齢（OR 1.27，95％CI
1.03�1.58，p＝0.027），自己効力感（OR 0.94，95％CI 0.86�1.02，p＝0.121），性別（女性）（OR 10.86，95％CI 0.36�325.38，p＝0.169），
患側膝伸展可動域（OR 0.90，95％CI 0.77�1.04，p＝0.147）が抽出された。

【結論】腎機能低下症例において TKA 術後の歩行自立の可否に影響する術前因子は膝 OA が重症，術前 TUG が延長，高齢と
なった OA 重症度は X 線上で評価を行う K/L 分類を使用しており妥当性のある評価として世界的に汎用されている。また
TUG は地域在住高齢者を対象とした歩行自立の可否を決定する要因として使用されており加齢により歩行速度は遅延する事
が予測できる。TKA 患者の術後早期の歩行自立因子として，術前 TUG，患側膝伸展筋力，自己効力感が重要とされており，腎
機能低下患者を対象とした本研究においても TUG が抽出された点で先行研究を支持する結果となった。しかし，CKD stage2�
4 と広く腎機能低下患者を対象とした本研究においては，重症度の違いにより modifiable factor が変化する可能性がある。従っ
て，今後 CKD stage をカテゴリー化して modifiable factor を抽出する必要がある。
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【Purpose】

Although some studies have reported preoperative quadriceps strength associates postoperative quadriceps strength recov-
ery after anterior cruciate ligament（ACL）reconstruction with hamstrings tendon autograft, there are no studies investigating
about postoperative quadriceps strength recovery after grouping by preoperative quadriceps strength. The purpose of this
study was to assess postoperative quadriceps strength recovery after ACL reconstruction with hamstrings tendon autograft in
male and female, stratified preoperative quadriceps strength.

【Methods】

Isokinetic quadriceps strength at 60̊/s was measured at preoperatively, 3, 6, and 12 months after surgery in 393 patients（194
males and 199 females）underwent ACL reconstruction with hamstrings tendon autograft. Quadriceps strength index（QSI）was
calculated by normalizing the peak toque of the involved leg with the uninvolved leg. The subjects were stratified by sex and
preoperative QSI（＜60% group, 60�80% group,�80% group）. A three（group）× three（time）analysis of variance with re-
peated�measures and Tukey post hoc tests were performed to evaluate postoperative QSI recover after surgery in male and
female.

【Results】

Interaction effect was not observed（male：p=0.29, female：p=0.28）but main effect of time（male：p＜0.0001, female：p＜
0.0001）and preoperative QSI group（male：p＜0.0001, female：p＜0.0001）were observed. In both male and female, 60�80%
group and �80% group were significantly higher QSI than＜60% group at 3 and 6 months after surgery. In addition, �80%
group was significantly higher QSI than ＜60% group at 12 months after surgery in male and female.

【Discussion】

This study shows postoperative QSI recovery data in each group stratified by sex and preoperative QSI and suggests that pre-
operative QSI affects postoperative QSI after ACL reconstruction with hamstrings tendon autograft.



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）11：00～12：00 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（スポーツ）01（ACL）】

O-SP-01-2

前十字靭帯再建術後の片脚ジャンプ動作における股関節内外転運動とジャンプ
距離の関係

福田 航1），横山 茂樹2），山田 英司1），片岡 悠介1），濱野 由夏3），池野祐太郎1），近石 宣宏4），
五味 徳之4）

1）総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部，2）京都橘大学健康科学部理学療法学科，3）自宅，
4）総合病院回生病院関節外科センター

key words 前十字靭帯・ジャンプ・動作解析

【はじめに，目的】前十字靭帯（ACL）再建術後の治療成績の判定には片脚ジャンプ距離がよく用いられ，健患比の向上が目標
となる。跳躍力の改善には，踏込時の膝関節屈曲角度の増加を図るなど，主に矢状面上での下肢関節運動の改善が重要とされる
が，股関節内外転などの前額面上の運動とジャンプ距離の関係は明らかではない。ジャンプ踏込時における股関節内外転運動の
制御不全は骨盤や体幹の不安定性を助長し，ジャンプ距離の減少に関与すると推測する。そこで本研究では，ACL 再建術後の
片脚ジャンプ距離の向上に向けて股関節内外転角度に着目し，踏込時における股関節内外転角度とジャンプ距離の関係を明ら
かにし，ジャンプ踏込時の股関節内外転角度と股関節内外転筋力の関係を検討することを目的とした。

【方法】対象は半腱様筋腱と薄筋腱を用いた ACL 再建術後 1 年時の患者 19 名（平均年齢 23.3±7.3 歳，男性 12 名，女性 7 名）で
ある。測定課題は最大努力での前方片脚ジャンプとした。測定機器は赤外線カメラ 10 台を用いた三次元動作解析装置 VICON
MX（VICON Motion Systems，Oxford）と床反力計（AMTI 社）4 枚を用いた。反射マーカーは直径 9mm を使用し 41 点貼付
した。得られた運動学データから演算ソフト Visual3D（C�Motion 社）を用いて片脚ジャンプ距離と踏込時の股関節内外転角度
を算出した。また，踏込時の股関節内外転角度に関与する因子として，最大股関節内外転筋力，内外転筋力比を測定した。筋力
は等尺性筋力測定器ミュータス（アニマ株式会社）を用いて股関節内外転 0 度の肢位で測定し，体重とアーム長（膝関節裂隙～
センサー中央）で補正した値を求めた。分析は，片脚ジャンプ踏込時における股関節内外転角度とジャンプ距離の関係を相関分
析で検討し，ジャンプ踏込時における股関節内外転角度と股関節外転筋力，内転筋力，内外転筋力比の関係を相関分析で検討し
た。統計処理ソフトには R2.8.1 を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】片脚ジャンプ距離は 1.2±0.3m であり，踏込時の股関節角度は内転 12.4±4.6 度であった。筋力は股関節外転 0.85±0.39
Nm/kg，股関節内転 0.72±0.25Nm/kg，内外転筋力比 120.7±33.8% であった。踏込時の股関節内転角度とジャンプ距離には負の
相関（r＝�0.46），踏込時の股関節内転角度と股関節外転筋力に負の相関（r＝�0.49）を認めた。その他には相関を認めなかった。

【結論】ACL 再建術後における片脚ジャンプ距離の増加には，踏込時の股関節内転運動の関与が明らかとなり，股関節内転の減
少を図る必要が示唆された。また，踏込時の股関節内転運動には股関節外転筋力が単独で関与しており，再建術後の理学療法に
おける介入ポイントになると考える。本研究結果から，ジャンプ距離を増加させるうえで踏込時の股関節内転運動に注目する必
要があることが判明し，ACL 再建術後のジャンプ動作の評価および介入において意義がある。
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【はじめに，目的】前十字靭帯（ACL）損傷の治療においてしばしば装具が使用される。しかしその有効性を示す報告は少なく，
また臨床的にも脛骨前方動揺制動効果に疑問を感じる。硬性装具は下がりやすく，軟性は制動力が乏しい。下がり難く制動力の
ある装具が望まれる。我々は新しい ACL 装具（4Bar Link Brace，以下 4BLB）の開発に取り組んでおり，本研究においては制
動力について効果を検証することを目的とした。

【方法】4BLB の特徴を説明する。コンセプトは正常な膝関節の動きを誘導する装具である。支柱付き軟性装具で，従来の装具と
決定的に異なる点は四節リンク機構の膝継手を採用したことである。四節リンク機構膝継手は正常膝の矢状面動態を再現する。
正常な動きをする支柱に ACL 損傷患者の大腿部と下腿部を固定することにより異常な動態を抑制し，なおかつ快適性をも追求
した装具である。対象は ACL 再建術予定の患者で脛骨前方変位量の健患差が 3mm 以上であった 19 名 19 膝とした。受傷から
の期間は 24 日～10 年であった。平均年齢は 28.7±11.4 歳，男性 9 名，女性 10 名であった。脛骨前方変位量の測定には十字靭帯
機能検査機器 KNEELAX3（インデックス社）を使用した。KNEELAX3 は前方引き出し力と脛骨変位量を同時記録する KT�
2000 に類似した機器である。装具の制動効果を検証するために規定された方法で変位量の計測を行い，患側の 4BLB 装着前後お
よび健側の 3 群間で比較した。統計学的解析には反復測定分散分析（多重比較 Scheffe 法）および対応のある t 検定を用いた。
有意水準は 5% 未満とした。

【結果】88N の前方引き出し力に対して脛骨前方変位量は健側 7.72mm，患側 12.09mm，132N に対してはそれぞれ 9.09mm，14.99
mm で，患側は健側より有意に大きかった（P＜0.0001）。患側 4BLB 装着下の前方変位量は 88N 時 7.08mm，132N 時 10.29mm
で，分散分析の結果 4BLB 装着下は装具なしに比べ有意に小さく（P＜0.0001），健側とは有意差を認めなかった（88N：P=0.483，
132N：P=0.154）。対応のある t 検定による 4BLB 装着下と健側の比較においても有意差はなかった（88N：P=0.223，132N：P
=0.072）。

【結論】4BLB は ACL の断裂した不安定膝の前後動揺性を効果的に制動していた。88N の前方引き出し力に対する 4BLB 装着下
の前方変位量は健側を 0.64mm 下回り，132N に対しては健側を 1.20mm 上回る程度であった。KT�1000，2000 における ACL
断裂の判断基準は左右差 2mm とされ，また ACL 再建術後の成績においては健患差 2 ないし 3mm 以内は良好と判断される。こ
の基準を採用すれば 4BLB は不安定膝に健側と同等の安定性をもたらしたといえる。本研究の限界の一つは従来の装具との比
較がなされていないことである。しばしば用いられる硬性装具では KNEELAX3 による動揺性検査が行えない。硬性装具との比
較は困難なものの健側を基準に判断した 4BLB の制動効果は良好であった。装具のずれの検討は既に着手しており今後報告し
ていく。
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【はじめに，目的】

Swanik らは，ACL 損傷者は非損傷者より認知機能が低値であったと報告している。スポーツ活動中は周囲の状況から適切なプ
レー選択が求められ，認知機能の低下は，適切な判断の妨げとなり，動作の安定性の低下につながるのではないかと考えた。そ
こで本研究の目的は，認知機能の違いが非予測的なカッティング動作中の下肢関節角度および筋活動に与える影響を検討する
こととした。

【方法】

対象者は，大学体育会運動部の女性 15 名（年齢：20.1±1.3 歳，身長：166.6±7.3cm，体重：60.6±6.9kg）とした。

課題動作は，30cm 台上からの片脚着地動作・カッティング動作・前方ステップ動作とし，離地直後に動作を指示する非予測的
条件を設定した。本研究では，カッティング動作のみを分析した。カッティング動作は，台上に利き脚で立位をとり，利き脚で
着地し非利き脚側 45̊ 方向へ大きく 1 歩踏み出す動作とした。非予測的課題は，台上にフットスイッチを置き踵で踏み，動作を
開始し踵がスイッチから離れると，前方のモニターに動作方法を提示した。関節角度は床反力計（Kisler 社）と赤外線カメラ 10
台からなる三次元動作解析装置（VICON 社）を用いた。筋活動は表面筋電図（Noraxon 社）を用い，被験筋は，中殿筋（GM），
大内転筋（Add），半腱様筋（SM），大腿二頭筋（BF），大腿直筋（RF），内側広筋（VM），外側広筋（VL）とし，各筋の％MVC
を算出した。また，SM+BF で大腿四頭筋（Quad），VM+VL でハムストリング（Ham）の合成筋活動とし，Ham に対する Quad
の共同筋収縮比（CCR）を算出した。認知機能は，Symbol Digit Modalities Test（SDMT）を使用し，その達成率（正答数/110）
から対象者を High 群（7 名）と Low 群（8 名）に分けた。

関節角度は，立脚期を 100% に正規化し，接地～30% の最大値を算出した。筋活動と CCR は接地前 50ms～接地と接地～接地後
50ms での平均値を算出した。High 群と Low 群の比較に対応のない t�検定を行い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

SDMT の達成率は，High 群は 70.8±5.0%，Low 群は 60.0±3.1% で，High 群は有意に高い値を示した（p＜0.05）。

下肢関節角度に有意差は見られなかった。筋活動は，Quad の接地前 50ms～接地（High 群：40.7±21.5%，Low 群：78.4±37.9%）
と，接地～50ms（High 群：80.8±26.7%，Low 群：137.2±54.0%）で Low 群が有意に大きな筋活動を示した（p＜0.05）。CCR
は接地～50ms（High 群：50.8±27.1%，Low 群：28.0±10.7%）で High 群が有意に大きな値を示した（p＜0.05）。

【結論】

Low 群は，着地前後の Quad の筋活動が増大し，相対的に Ham より Quad の筋活動が大きかった。動作中の大腿四頭筋の筋活
動の増大は，ACL へのストレスを増大させること指摘されており，Low 群は ACL 損傷をきたしやすい筋活動であると考えられ
る。以上より，認知機能の違いは非予測的な動作中の筋活動に変化を生じ，ACL 損傷のリスクファクターとなる可能性がある。
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片脚着地動作における膝関節外反モーメントの発生の有無が切り返し動作にお
ける膝関節外反モーメントの大きさに与える影響

伊藤 渉1），加賀谷善教2），江玉 睦明1），菊元 孝則1），中村 雅俊1），中村 絵美1），川原 貴3）

1）新潟医療福祉大学，2）昭和大学，3）国立スポーツ科学センター

key words 膝前十字靱帯損傷・片脚着地・三次元動作解析

【はじめに，目的】

膝前十字靭帯（ACL）損傷は多くのスポーツ選手の競技復帰を困難にする重篤な外傷の一つである。バスケットボールやハンド
ボール，ラグビーなどのスポーツ活動中の非接触型 ACL 損傷は着地動作や切り返し動作において受傷することが多い。

非接触型 ACL 損傷のリスクとして着地動作や切り返し動作における膝関節外反モーメントの増大があげられる。ACL 損傷予
防や ACL 再建術後の理学療法において評価することの多い片脚着地動作では，膝関節外反モーメントが発生する者としない者
に分かれることを報告した（第 51 回 PT 学会）。片脚着地動作における膝関節外反モーメントの発生の有無が受傷機転である切
り返し動作における膝関節外反モーメントの大きさに影響するかは明らかにされていない。

本研究では，片脚着地動作における膝関節外反モーメントの評価によって切り返し動作における膝関節外反モーメントを評価
することができるか検討することを目的とする。

【方法】

対象は男子ラグビー選手 21 名 42 脚（年齢 20.9±2.8 歳，身長 171.6±4.0cm，体重 75.4±7.1kg）とした。動作課題として 30cm
台からの片脚着地動作および切り返し動作（サイドステップカッティング）を設定した。動作解析は 3 次元動作解析装置（200
Hz）と床反力計（1,000Hz）を同期して計測した。足部接地から 500ms までの膝関節外反モーメントを算出し，最大値を結果と
して用い，体重で除し標準化した。

片脚着地動作における膝関節外反モーメントが発生した 14 脚を発生群（0.19±0.10Nm/kg），発生しなかった 27 脚を非発生群
（�0.17±0.17Nm/kg）とした。各群の切り返し動作における膝関節外反モーメントの大きさを対応のない t 検定を用いて比較し
た。また，全体および各群の膝関節外反モーメントについて動作間の関連を Pearson の積率相関係数を用いて検討した。有意水
準は 5％ とした。

【結果】

切り返し動作における膝関節外反モーメントの大きさは発生群 1.85±0.32 Nm/kg，非発生群 1.24±0.49 Nm/kg であり，発生群
が有意に大きかった（p＜0.01）。全体の膝関節外反モーメントについて動作間に有意な正の相関関係が認められた（r=0.60，p
＜0.01）。発生群，非発生群ともに膝関節外反モーメントについて動作間の有意な相関関係は認められなかった。

【結論】

片脚着地動作における膝関節外反モーメントの発生の有無が切り返し動作における膝関節外反モーメントの大きさを評価でき
ることが示唆された。しかし，片脚着地動作における膝関節外反モーメントが大きければ切り返し動作における膝関節外反モー
メントが大きいとは限らず，片脚着地動作における膝関節外反モーメントの評価だけでは切り返し動作における膝外反モーメ
ントを十分に評価することはできないと考えられる。
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前十字靭帯損傷前後におけるカッティング動作の変化
実業団女子ハンドボール選手 1例の検討

樋口 武史1），木村慎之介1），小山 晃生1），竹内 尚人1），北岡 克彦1），木村 剛2），佐々木賢太郎3）

1）光仁会木島病院，2）金城大学社会福祉学部，3）金城大学大学院リハビリテーション学研究科

key words 前十字靭帯・カッティング動作・術後評価

【はじめに，目的】

ハンドボール競技は前十字靭帯（以下，ACL）損傷の発生率が高く，カッティング動作での損傷が多いと報告されている。一方，
ACL 再建術後のスポーツ復帰率は高いが，再損傷の頻度は 5 年で 5.8％ と報告されており，損傷前とは異なる運動パターンでス
ポーツ復帰していることが推察される。その変化を捉えるためには，損傷前後での運動パターンを比較する必要がある。特に，
ACL 損傷は初期接地（以下，IC）後 0.05 秒以内で起こるとされていることから，IC 時点での身体アライメントが重要となる。
今回，ACL 損傷前後のカッティング動作を解析することができた実業団女子ハンドボール選手 1 名の IC 時点における損傷前
後の比較結果を報告する。

【方法】

対象は，実業団ハンドボールチームに所属する女性選手 1 名（年齢 27 歳，右利き）であった。対象は，ハンドボール競技中，
ジャンプの着地時に右膝を knee�in し受傷した。受傷から 1 週後に損傷側の半腱様筋腱と薄筋腱を用いた再建術が施行された。
術後経過は順調で，再建術から 6 ヶ月後に競技復帰している。

動作解析には 3 次元動作解析装置と床反力計を用いた。運動課題として，被験者は床反力計の前 40cm の位置に膝関節屈曲 45̊
の姿勢で立ち，3m 前方からボールを受け取る。それと同時に両脚にて踏み切り，損傷側下肢にて床反力計上でカッティング動
作を行い，左 45̊ 前方へ走り抜けるものであった。数回の練習後，2 回計測施行した。計測は，床反力が発生した時点を IC とし，
股・膝・足関節の関節角度を求めた。なお，初回は損傷 52 週前に，二回目は損傷 52 週後に測定を行い，各々の関節角度を比較
した。

【結果】

IC 時点の各関節角度は，損傷前が股関節屈曲 43.7̊，外転 6.5̊，内旋 23.1̊，膝関節屈曲 36.3̊，内反 14.6̊，外旋 5.1̊，足関節背屈
22.3̊，内反 1.4̊，回外 7.2̊ であった。損傷後は股関節屈曲 58.2̊，外転 8.6̊，内旋 39.8̊，膝関節屈曲 47.6̊，内反 25.1̊，内旋 20.2̊，
足関節背屈 26.2̊，内反 9.1̊，回外 33.8̊ であった。

【結論】

損傷後は損傷前と比較して，股関節屈曲・内旋，膝関節屈曲，足関節背屈角度が大きくなった。特に，股関節屈曲は約 15̊，内
旋は約 16̊ と変化が大きく，これは，主に股関節外旋筋の遠心性機能による股関節屈曲・内旋動作によって衝撃緩衝が行われた
ものと推察される。また，膝関節内反，足関節内反・回外角度も大きくなっており，足部外側で IC を行っていることが伺える。
この足部外側接地は，運動連鎖による三関節の屈曲を促しているものであると考えられ，さらに，ACL 損傷の危険因子とされ
る膝関節外反の抑制も行っていると考えられる。ACL 損傷予防のためには，股・膝・足関節の三関節での衝撃緩衝が重要とさ
れ，特に股関節優位の衝撃緩衝が有用であるとされている。これらのことから，本症例の損傷後は，損傷前よりも ACL 損傷が
起こりにくい運動パターンを獲得できていると考えられた。
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足関節内反捻挫を繰り返し受傷した脚の長腓骨筋の筋輝度に関する研究

酒井 章吾
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【はじめに，目的】

超音波診断装置では，骨格筋量の指標である筋厚測定に加え，骨格筋の質の指標となる筋エコー輝度（以下，筋輝度）の測定が
可能である。筋輝度は筋内脂肪などの非収縮性組織を反映し，筋輝度が筋力と負の相関を示すことが報告されている（Fukumoto
ら 2011）。筆者らは骨格筋の質的評価が重要であると考えている。

足関節内反捻挫では，受傷時の急激な伸張による筋損傷や疼痛による不動，関節の腫脹などによって神経筋の活動が低下し，長
腓骨筋に代表される足関節外反筋の筋力低下が生じるとされる（Konradsen 1998）。本研究の目的は，足関節内反捻挫を繰り返
した脚の筋力，筋厚，筋輝度を足関節内反捻挫の既往のない脚と比較することで，その特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，足関節内反捻挫を繰り返し受傷した経験（受傷回数 7.3±2.9 回）を持つ男性（I 群）7 名 7 脚（年齢 22.0±1.3 歳，身長
170.4±5.9cm，体重 62.5±9.3kg）と内反捻挫の既往がない健常男性（N 群）6 名 12 脚（年齢 21.8±1.5 歳，身長 174.5±10.6cm，
体重 61.0±10.7kg）とした。足関節外反筋力の測定は，Biodex System3（Biodex Medical Systems）を使用し，等速性（120̊/
s）の求心性・遠心性筋力の最大値を体重で除した値を算出した。超音波診断装置（Noblus；Hitachi，Ltd）による長腓骨筋の評
価は，腓骨頭と外果を結んだ線の近位 25％ の部位で長腓骨筋の画像を描出した後，筋厚および筋輝度を算出した。筋輝度は Im-
age J（NIH 社製）を用いて，0 から 255 の 256 階調で表記される 8bit�gray�scale によって算出され，値が大きいほど非収縮性
組織が多いことを示す。統計学的解析は，SPSS statistics20 にて，筋力，筋厚，筋輝度の比較に対応のない t 検定を使用した。
危険率 5％ 未満を有意とした。

【結果】

足関節の求心性外反筋力（Nm/kg）は I 群 0.34±0.11，N 群 0.53±0.18，遠心性外反筋力は I 群 0.48±0.13，N 群 0.72±0.25 であ
り，I 群で求心性 36％，遠心性 33％ の有意な低下を示した（p＜0.05）。筋厚（mm）は I 群 24.59±1.7，N 群 26.28±2.8 であり有
意な差はなかった。筋輝度は I 群 102.96±16.97，N 群 77.46±5.34 であり，I 群で 25％ の有意な高値を示した（p＜0.01）。

【結論】

N 群に比べ I 群では有意に筋力が低値を示したにも関わらず，筋厚は群間で差がなかった。I 群では長腓骨筋内の筋内脂肪など
の非収縮性組織の割合の増加が，足関節外反筋力の低下に関与している可能性が示唆された。
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サッカーのキック動作時に軸足側第 5中足骨頭へかかる荷重負荷の影響因子
3種類のキック動作での検討

山根 鉄平1），三浦 雅史2），川口 徹3）
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【はじめに，目的】

第 5 中足骨疲労骨折は，サッカー選手での発症が多いとの報告があり，キック動作時に軸足の疼痛を生じることもある。

第 5 中足骨疲労骨折の症例の特徴や発生要因として，下肢のアライメントや筋力が報告されている。これらの要因はキック動作
時の荷重負荷にも影響している可能性がある。本研究では，キック動作時に軸足側第 5 中足骨頭へかかる荷重負荷の影響因子
を，キックの種類ごとに検討した。

【方法】

健常な男子アマチュアサッカー選手 13 名（年齢 18.9±1.2 歳，競技歴 10.3±2.8 年，身長 171.8±6.0cm，体重 60.5±6.2kg）を対
象とした。対象には軸足側を裸足，蹴り足側は室内用シューズを着用させ，床に静止したサッカーボールを 4m 先の的へ向け全
力でキックする課題動作を行った。キック動作は，インサイド・インステップ・インフロントの 3 種類を利き足（キック動作に
関し選手が主観的に得意とする側の下肢）で行った。3 種類のキックの順番は無作為に決定した。

解析に用いる要因として，内側顆間距離，Leg�Heel angle，立位での内側縦アーチ高率，立位での足囲足幅比率，内側縦アーチ
変化率，足幅変化率，股関節外転・内転筋力，足関節内がえし筋力，足趾把持力，ボールインパクト時の軸足側下腿傾斜角度を
測定した。これらを独立変数として扱い，第 5 中足骨頭足底圧を従属変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）をキックの種
類ごとに行った。統計学的解析には，SPSS Statistics 19（IBM 社製）を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

インサイドでは，回帰式 y＝－0.275x1＋11.169（y：インサイドの第 5 中足骨頭足底圧，x1：立位での内側縦アーチ高率）が得ら
れた（R̂2＝0.24，p＜0.05）。

インステップでは，重回帰式 y＝3.597x1－0.378x2－2.244（y：インステップの第 5 中足骨頭足底圧，x1：股関節外転筋力，x2：
足幅変化率）が得られた（R̂2＝0.67，p＜0.01）。

インフロントでは，重回帰式 y＝－0.323x1＋1.414x2－0.368x3－0.908（y：インフロントの第 5 中足骨頭足底圧，x1：内側縦アー
チ変化率，x2：股関節内転筋力，x3：足幅変化率）が得られた（R̂2＝0.77，p＜0.001）。

【結論】

インサイドでは，回帰式は有意であったが決定係数が低かったため，他の要因を検討する必要がある。

インステップとインフロントの重回帰式は決定係数が 0.5 以上であり，また有意であった。インステップでは股関節外転筋力と
足幅変化率が，インフロントでは内側縦アーチ変化率・股関節内転筋力・足幅変化率が，第 5 中足骨頭足底圧に影響している可
能性が示唆された。これらの要因から第 5 中足骨頭足底圧を予測できる可能性があり，本研究はサッカー選手の第 5 中足骨疲労
骨折後の理学療法や疼痛管理の一助となり得ると考える。実際にこれらの要因に対し介入した際，キック動作時の第 5 中足骨頭
へかかる荷重負荷にどのように影響するかは，今後検討が必要である。
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高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の危険因子について
～メディカルチェックを用いた前向き調査～
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【はじめに，目的】

バスケットボール選手において足関節捻挫は頻発する傷害の一つであり，高校生の年代では多くの選手が既往歴として有して
いる現状がある。しかしその危険因子は未だ明らかになっておらず，十分な予防の対策が行われているとは言い難い。

今回，我々は大阪府バスケットボール協会の活動の一環として，高校生バスケットボール選手の足関節捻挫に繋がる身体的特性
を調査し，傷害発生との関連性を把握することを目的として，事前に身体所見を検査した上で足関節捻挫を受傷した者の特徴に
ついて検証したので報告する。

【方法】

対象は大阪府バスケットボール協会に登録し，2015 年度夏季大阪府大会ベスト 8 以上に進出した男女各 3 チームの高校 1・2
年生，181 名（男子 106 名，身長：173.4±6.9cm，体重：62.7±7.6kg，女子 75 名，身長：163.9±6.9cm，体重：57.5±6.4kg）と
した。

調査項目は，①足関節捻挫の既往歴などのアンケート調査，②身体特性（身長・体重・体脂肪率・骨格筋量など），③下肢関節
可動域，④下肢アライメント（Q�angle，Leg�Heel angle など），⑤筋力（片脚立ち上がり能力や足趾把持筋力，体幹筋力），⑥
片脚閉眼立位保持時間，⑦足・膝関節の関節位置覚，⑧片脚 3 段ホッピングによるパフォーマンス測定とした。

足関節捻挫受傷前にメディカルチェックによる調査を行い，その後半年間における足関節捻挫を含む傷害発生の有無を調査し
た。尚，傷害発生は初発・再発を含む「練習を一日でも休むに至った傷害」を判定基準とした。

足関節捻挫の発生状況と受傷前の身体的所見との関係について各項目における相関関係を調査した。統計処理には SPSSver25
を使用し Spearman の相関係数にて，有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】

メディカルチェックを受けた対象 181 名で，足関節捻挫を受傷した者は男子 25 名（右足受傷者 15 名・左足受傷者 10 名），女子
10 名（右足受傷者 6 名・左足受傷者 4 名）の計 35 名であった。男子では，足関節捻挫受傷の有無と荷重下での下腿前傾角度に
負の相関がみられ（右：r=�0.262，p=0.007，左：r=�0.245，p=0.011），非荷重下での Q�angle において正の相関がみられた（右：
r=0.285，p=0.003，左：r=0.236，p=0.015）。一方，女子では足関節捻挫受傷の有無と身体所見との間の相関関係を認めず，男子
のような傾向はみられなかった。

【結論】

男子高校バスケットボール選手において，足関節捻挫を受傷しやすい足では，荷重下での足関節背屈可動域が少なく，非荷重下
での Q�angle が大きい傾向が示唆された。しかし女子選手では同様の傾向がみられず，足関節捻挫の受傷要因には性差の影響を
受ける可能性が示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）【口述演題（スポーツ）02（足関節・足部）】

O-SP-02-4

バランスボード上での足関節運動による下腿筋活動の変化
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【はじめに，目的】

足関節捻挫後のリハビリテーションには，一般的に静的あるいは動的なバランストレーニングが段階的に行われる。安定面と比
較して下腿筋活動の増加が報告されている。内反捻挫の予防では，前脛骨筋（TA）に対して長腓骨筋（PL）の高い筋活動の発
生をねらうが，バランスボード上での動的な運動が下腿筋活動にどのような変化を及ぼすかは明らかでない。本研究は，バラン
スボードをどの方向へ随意的に傾斜させると PL 筋活動が高まるかを明らかにし，効果的なトレーニング方法を検討することを
目的とした。仮説は，バランスボード上の静止立位よりも随意的に傾斜させる運動で筋活動が高まり，左右方向への傾斜時に PL
筋活動が最も高まるとした。

【方法】

対象は男性 6 名，女性 10 名の計 16 名（年齢 22.1±1.5 歳，身長 160.8±8.0cm，体重 54.4±8.5kg）で，足関節捻挫の既往がない
者とした。運動課題は，非利き脚（ボールを蹴る脚と反対側）でバランスボード（床面からの高さ 7.5cm，最大傾斜角度 12 度）
の上で片脚立位をとり，静止立位および 40 拍/分のメトロノームの音に合わせた前後方向への随意的傾斜，左右方向への随意的
傾斜とした。測定回数はいずれも 3 回で順序は無作為に行った。TA と PL から筋活動を導出し，電気角度計を同期させ，運動
中の足関節角度を記録した。解析区間として，静止立位は立位姿勢が安定したのちに記録を開始し最初の 5 秒間とした。前後お
よび左右方向への随意的傾斜は，30 秒間の記録のうち，電気角度計で記録した 5 回の足関節底背屈運動または内外転運動とし，
さらに底背屈運動を背屈相と底屈相，内外転運動を内転相と外転相に区分した。各筋の二乗平均平方根（RMS）を算出し，最大
随意収縮（MVC）時の RMS で除して%MVC を求めた。また，TA と PL の筋活動比を表す TA/PL 比を算出した。統計学的解
析は，静止立位・背屈相・底屈相および静止立位・内転相・外転相の筋活動の比較に一元配置分散分析を行った。危険率 5%
未満を有意とした。

【結果】

TA 筋活動は静止立位 13.4%MVC，背屈相 23.4%MVC であり背屈相で高く（p＜0.01），PL 筋活動は静止立位 36.8%MVC，底屈
相 54.6%MVC，外転相 59.2%MVC であり底屈相と外転相で高かった。さらに，内転相 41.7%MVC よりも外転相で高かった（p
＜0.05）。TA/PL 比は背屈相 52.2%，底屈相 35.7%，内転相 52.0%，外転相 34.0% であり，底屈相と外転相で低かった（いずれも
p＜0.01）。

【結論】

TA および PL 筋活動は，バランスボード上の静止立位よりも随意的傾斜で高かったが，TA/PL 比は静止立位と随意的傾斜で差
はなく，運動方向で有意な差が生じた。バランスボードを使用したトレーニングで腓骨筋群の強化を図るには，足関節底屈に外
転運動を加えてバランスボードを随意的に傾斜させると，最も PL 筋活動が高まる可能性が示された。
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大学生サッカー選手における足部横アーチと下肢の傷害との関連性について

中山 恭章，田代 雄斗，鈴木 裕介，田坂精志朗，松原 慶昌，川越 美嶺，園田 拓也，
横田 有紀，青山 朋樹

京都大学大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 足部横アーチ・サッカー・傷害

【はじめに，目的】

サッカー選手の傷害は，下肢に最も頻繁に生じると報告されている。そのため，筋力・柔軟性などの下肢の身体特性や縦アー
チ・Q 角などの下肢アライメントとサッカー選手の傷害との関連を調査した研究は多い。しかし，足部アライメントの横アーチ
とサッカー選手の傷害との関連を調査した研究は見受けられない。一般的に横アーチは縦アーチと同様に，地面からの衝撃吸収
や重心安定のために重要なものとされている。また，横アーチは下肢の代表的なスポーツ傷害のシンスプリントと関連があると
報告されているため，サッカー選手の傷害との関連があると考えられる。そこで，本研究の目的はサッカー選手における横アー
チと下肢の傷害との関連を検討する事とした。

【方法】

本研究は大学男子サッカー部に所属する選手 62 名（20.5±1.2 歳）を対象とした。質問紙にて基本情報（身長，年齢）と 1 年以
内に生じた足部と膝の傷害の既往歴の有無について聴取した。体重は体重計を用いて計測した。身体特性として足関節背屈可動
域と足趾把持力，下肢アライメントとして横アーチと縦アーチ，leg heel alignment（LHA），踵骨傾斜角（HA），Q 角を計測し，
重心動揺も同時に計測した。背屈可動域は膝伸展位と屈曲位をゴニオメーターを用いて，足趾把持力は足趾筋力測定器を用いて
測定した。また，横アーチと縦アーチは荷重位で評価した。横アーチでは，超音波画像診断装置で足底面から撮影した画像から，
内側種子骨と第 5 中足骨を結んだ線分（MS5M）と第 2 中足骨との距離（TAH）を算出し，両者の百分率値（TAH/MS5M×100）
を体重で除したものを横アーチ高率とした。縦アーチでは，床面から舟状骨の高さを体重で除したものを縦アーチ高とした。
LHA，HA は静止立位時の足部を後方から撮影し，画像解析にて算出した。Q 角はゴニオメーターを用いて測定した。重心動揺
は，重心動揺測定器で 30 秒間の片脚立位時の重心の軌跡長を算出した。統計解析は，対象者の両足 124 足を対象とし，1 年以内
の足部と膝における傷害の既往歴の有無で 2 群に群分けした。その 2 群で，対応のない t 検定を用いて上記の測定値を比較した。
統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象 124 足のうち，傷害有群は 47 足，傷害無群は 77 足であった。t 検定の結果，横アーチ高率は傷害無群と比べて有群の方が
小さかった（P=0.015）。また，傷害無群と比べて有群の方が膝伸展位の背屈可動域は有意に小さく（P=0.044），重心の軌跡長は
有意に長かった（P=0.016）。その他の測定項目では，有意差はなかった。

【結論】

本研究の結果，傷害有群の足が無群の足と比較して，横アーチ高が低く，膝伸展位の背屈可動域が小さく，重心動揺が大きいこ
とが明らかになった。横アーチは地面からの衝撃吸収や重心安定の機能を持つ。そのため，横アーチが低いと，衝撃が下肢に伝
わる事や，重心が安定しない事が原因で傷害が生じると考えられる。
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サイクリックストレッチングが筋粘弾性と筋硬度に与える急性効果
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【はじめに】一般にストレッチングの方法は，筋を持続的に伸張させる静的ストレッチング（SS）が用いられることが多い。近
年，関節を一定の角速度で他動的に運動させるサイクリックストレッチング（CS）が注目を浴びている。著者らは，CS が足関
節背屈可動域や動的パフォーマンスを向上させることを示した（Maeda, et al., 2015）。しかしながら，CS が筋粘弾性や筋硬度に
与える効果は不明である。本研究では，CS が筋粘弾性や筋硬度に与える急性効果を SS と比較して，どのような違いがあるか明
らかにする。仮説は CS が SS に比べて筋腱の粘弾性や筋硬度の変化が少ないとした。【方法】対象は現在足関節に整形外科疾患
のない，一般健常男性 10 名 10 脚（年齢 23.5±1.4 歳，身長 172.7±6.6cm，体重 64.2±10.4 kg）とした。対象筋は非利き足（ボー
ルを蹴らない側の下肢）の腓腹筋とした。各ストレッチングは腹臥位で膝関節完全伸展位にて実施した。CS は Biodex System
3（Biodex 社製）を用いて，最大足関節背屈角度の 80％，速度は 10̊/秒とし，2 分間実施した。SS は最大足関節背屈角度に保持
して 2 分間実施した。各ストレッチング実施後の評価は別日に実施し，足関節背屈 0̊，10̊，20̊ に固定して行った。筋腱の粘弾
性は，超音波画像診断装置（Noblus，日立アロカメディカル社製）を用いて腓腹筋内側頭の羽状角を測定し，足関節背屈 0̊ の羽
状角を基準とし，その値に対する変化量を求めた。筋硬度には音響カプラーを参照体として用い，ストレッチング後の腓腹筋内
側頭の硬度をカプラーの硬度で除した値（カプラーの硬度/対象部位の硬度）で半定量的に対象部位の Strain Ratio を算出した。
また，各ストレッチング後の最大背屈角度を測定した。統計解析的手法には，CS と SS の比較で対応のある t 検定を用いた。危
険率は 5% 未満を有意とした。【結果】CS と SS の羽状角の変化量（̊）は，それぞれ 10̊ で 0.7±1.1 と 1.9±1.4（p＜0.01），20̊
で 1.8±1.0 と 3.7±1.3 であり（p＜0.05），10̊ と 20̊ で CS が有意に低値を示した。CS と SS の Strain Ratio（％）は，0̊ で 23.7
±3.1 と 24.0±3.8，10̊ で 9.4±2.1 と 10.4±2.3（p＜0.05），20̊ で 2.3±0.9 と 3.1±1.0（p＜0.01）で あ り，10̊ と 20̊ で CS が SS
に比べて高値を示した。各ストレッチング後の最大背屈角度（̊）は，それぞれ 27.5±3.5 と 28.9±3.7 であり，CS が有意に低値
を示した。【結論】今回，CS と SS での足関節背屈可動域の増加に伴い，2 条件ともに羽状角は増加したが，CS は SS に比べて
変化量は少なかった。これは CS が SS に比べて筋粘弾性が向上した可能性がある。次に Strain Ratio は，CS が 10̊ と 20̊ で SS
に比べて有意に高値を示したことから，SS に比べて筋の硬度が維持されている可能性を示唆した。CS と SS は同じく足関節背
屈可動域を改善させる効果はあり，CS はそれに加えて筋粘弾性の向上と筋硬度の維持に寄与する可能性が示唆された。
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脛骨後方傾斜角と脛骨前方動揺性の関連
―膝前十字靭帯再建術後の脛骨前方動揺性について―
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【はじめに，目的】

膝前十字靭帯（以下 ACL）損傷の危険因子の一つとして，脛骨後方傾斜角の関連が示唆されている。Justin らは，脛骨後方傾斜
角が大きいと，ACL 再建術後の再損傷発生率が高いと報告しており（Am J Sports Med. 2013），その要因として脛骨前方剪断力
との関連を挙げている。

しかし，脛骨後方傾斜と ACL 再建術後の脛骨前方動揺性に関しての報告は少ない。今回の研究目的は，脛骨後方傾斜角と ACL
再建術後の脛骨前方動揺性の関連を明らかにし，今後の治療戦略への一助することである。

【方法】

対象は，当院において 2008 年 7 月から 2015 年 9 月の間に初回 ACL 再建術（自家半腱様筋を使用した鏡視下解剖学的二重束再
建術）を施行した症例のうち，1 年以上の追跡調査ができた 160 例である。

脛骨後方傾斜角の測定方法は，X 線側面像より脛骨骨幹部の横径に 2 つの平行な線を引き，その 2 つの線の中点を結んだ線を脛
骨の長軸と定めた（線①）。次に，脛骨内側顆の脛骨天蓋面に接線を引いた（線②）。そして，線①に対する垂線③を引き，線②
とのなす角を測定し脛骨後方傾斜角とした。

得られた脛骨後方傾斜角を用いて，Justin らの方法に準じて対象を群分けし，6 度未満を A 群（20 名），6 度以上 12 度未満を B
群（94 名），12 度以上を C 群（46 名）とした。

脛骨前方動揺性は MED�metric 社製 KT�2000 にて測定した。再建術後 1 年以上経過したものの健患側差とし，脛骨後方傾斜角
と脛骨前方動揺性との関連を 3 群間で比較検討した。

統計処理は，Kruskal�Wallis 検定，多重比較（Steel�Dwass 検定）を行い，統計ソフトは R2.8.1 を用い有意水準は 5％ とした。

【結果】

脛骨前方動揺性は A 群：0.0±1.6mm，B 群：0.5±1.7mm，C 群：1.4±2.1mm であった。

Kruskal�Wallis 検定により 3 群間に有意差を認め（p＝0.01），次いで，多重比較 Steel�Dwass 検定を行った結果，A 群と比較し，
C 群が有意に脛骨前方動揺性が大きかった（p＝0.03）

また，B 群との比較においても，C 群が有意に脛骨前方動揺性が大きかった。（p＝0.03）

【結論】

今回の結果より，脛骨後方傾斜角が大きいものは，術後の脛骨前方動揺性を増大させる一因となる可能性が示唆された。従って，
ACL 再建術後のリハビリテーションに際して脛骨後方傾斜角を測定し，あらかじめ危険因子の認識しておくことは重要である
と考える。脛骨後方傾斜角の大きいものに対しては荷重位でのトレーニング方法の考慮，脛骨の前方剪断力を相殺するハムスト
リングスの重点的な筋力強化を行う必要があると考える。
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膝前十字靭帯再建術後の移植腱と骨との固着不全の要因について
―膝関節可動域の推移に着目して―
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【はじめに，目的】

当院では，膝前十字靭帯（以下 ACL）再建術後約 1 年の関節鏡所見で，大腿骨孔開口部における移植腱と骨との固着不全（以
下 Gap）について評価している。先行研究では，術後固定期間を従来の 1 週間から 2 週間へと変更したことで Gap を減少できた
事，前内側線維束（以下 AMB）と後外側線維束（以下 PLB）の両方に明らかな Gap が存在すると術後約 1 年での膝前方動揺性
の患健側差が大きくなることを報告した。

本研究の目的は，Gap の要因について膝関節可動域（以下 ROM）に着目して調査を行い，ACL 再建後の理学療法を考える一助
とする事である。

【方法】

対象は，2008 年 7 月から 2015 年 3 月の間に当院で ACL 再建術（自家半腱様筋を使用した鏡視下解剖学的二重束再建術）を施
行し，Gap と膝 ROM の評価が可能であった 132 膝とした。Gap の評価は，Grade0（Gap が存在しない）から Grade2（明らか
に存在する）までの 3 段階とし，術後約 1 年の関節鏡視下にて同一医師が AMB，PLB のそれぞれに対して行った。この Grade
により対象を群分けし，AMB と PLB が Grade0 の膝を A 群（73 膝），AMB，PLB の片方または両方に Grade1 の Gap が存在
する膝を B 群（40 膝），AMB，PLB の片方または両方が Grade2 の膝を C 群（19 例）の 3 群とした。

調査項目は，自動運動による膝伸展・屈曲 ROM（術前，術後 2 週，3 週，4 週，12 週）とし，上記 3 群間で比較した。

統計学的処理は，群と膝 ROM の評価期間を 2 要因（3×5）とする分割プロット分散分析を行い，事後検定として Bonferroni
検定を行った。統計ソフトは R2.8.1 を用いて，有意水準 5% とした。

【結果】

膝伸展 ROM では，3 群間に有意差はなかった。

膝屈曲 ROM において，術後 2 週の A 群 74̊ と比較して B 群 81̊（p=.041），C 群 86̊（p=.019），術後 3 週の A 群 103̊ と比較し
て B 群 112̊（p=.003），C 群 119̊（p=.001），術後 4 週の A 群 117̊ と比較して B 群 126̊（p=.003），C 群 130̊（p=.001）と有意差
を認め，B 群と C 群には有意差はなかった。術後 12 週では 3 群間に有意差はなかった。

【結論】

A 群と比較して，B 群と C 群は術後 2 週，3 週，4 週の膝 ROM の改善が有意に早かった。しかし，術後 12 週では A 群に対す
る B 群，C 群の有意差は消失していた。本研究より ACL 再建術後における早期の膝 ROM の改善は，Gap を生じさせる一要因
であると示唆された。また，A 群のように膝 ROM の改善が緩徐であっても関節拘縮を認めず，移植腱と骨との固着にも有利で
あった。ACL 再建術後の膝 ROM については，組織学的な所見を考慮した上で適切な目標角度とその期間設定の検討が必要であ
る。
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O-SP-03-3

回転盤上での下肢内旋運動における足関節内転運動と股関節内旋運動および足関節回外運動との関連
膝屈曲角度の違いによる影響

伊藤 浩充，西川 仁史，川勝 邦浩，鈴木 順一，八木 範彦

甲南女子大学看護リハビリテーション学部

key words 足関節内反捻挫・下肢内旋運動・三次元動作解析

【はじめに，目的】

足関節内反捻挫は，方向転換動作やジャンプ着地動作などにおいて下肢の各関節の回旋運動を伴って発生することが多い。我々
は，足関節内反捻挫の発生要因の一つとして股関節内旋可動域があることを報告した。また，下肢全体の回旋運動は，股関節・
膝関節・足関節の個々の回旋運動と関連する。我々は，下肢内旋の運動範囲は，膝屈曲角度条件が異なると，膝関節よりも股関
節と足関節の運動範囲に大きく影響することを報告した。しかし，下肢内旋運動中のどの範囲内で影響が大きいかは不明であっ
た。そこで，本研究の目的は，股関節内旋と足関節の運動範囲が，下肢内旋の全運動範囲中のうちどの区間で影響が大きいかを
明らかにすることとした。

【方法】

対象は，20 名の健常者（男性 7 名，女性 13 名：平均年齢 25.4±5.9 歳）とした。三次元動作解析装置（Motion analysis 社製）を
使用して，被験者の身体の 67 か所に反射マーカーを貼付し，右下肢全体の内旋運動（TIR）を計測した。TIR は，床面に置か
れた水平回転盤上に右足底面を接地して行わせた。条件は，立位（ST），膝屈曲 30 度のハーフスクワット肢位（HS30），膝屈曲
60 度のハーフスクワット肢位（HS60），座位（Sit）の 4 条件とした。解析は，Vidual3D（株式会社 C�motion 社製）を使用し，
骨盤（CODA model），大腿と下腿（Surface�marker cluster model），足部（Modified IOR foot model）の各セグメント間の関節
角度（Cardan 角）を求めた。各関節の運動は TIR の開始から最大までの時間によって正規化し，10％ 毎に区分けして足関節内
転運動の角度変化量と股関節内旋運動および足関節回外運動の角度変化量との間について相関関係を求めた。統計学的分析に
はピアソンの相関係数を調べ，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

足関節内転運動と股関節内旋運動との間で有意な相関が認められたのは，ST で初期 10％ と最終区間 100％（r=0.63，0.53，p
＜0.05），HS30 で終期 80％ と 90％（r=0.51，0.51，p＜0.05），HS60 で中期 50％ と 60％（r=0.58，0.60，p＜0.05），Sit で初期 10％
と 20％（r=0.55，0.66，p＜0.05）であった。足関節内転運動と足関節回外運動との間で有意な相関が認められたのは，HS30，HS
60，Sit では初期から最終まですべての区間であり，ほとんどの区間で相関係数が 0.8 以上（p＜0.001）を示した。一方，ST
も相関係数は終始高かったが，区間 30％，40％，50％，60％ で相関係数が 0.7 未満（p＜0.01）を示し，他の区間と比べやや低
かった。

【結論】

足関節内転運動が股関節内旋運動と連動して生じるのは，膝屈曲角度によって異なり，膝伸展位と膝屈曲位では運動開始初期と
最終期，膝軽度屈曲位では運動中期から最終期である。足関節内転運動が足関節回外運動と連動して生じるのは，ST のような
膝伸展位では運動開始初期と終期である。
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O-SP-03-4

バドミントン選手における膝関節痛の既往と打点の高さが斜め前方ランジ動作
に与える影響

西平 真子1），山縣 桃子2），市橋 則明2）

1）京都大学医学部人間健康科学科，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻

key words スポーツ障害・三次元動作解析・関節モーメント

【はじめに，目的】

バドミントンにおいて，様々な打点での斜め前方ランジは試合中多く行われる動作である。先行研究では，膝関節痛の有無によ
りバドミントン選手における斜め前方ランジの動作形態が異なることが明らかにされている。しかし，打点の高さを変えたとき
に膝関節痛がランジ動作に与える影響を明らかにした報告はない。そこで本研究は，バドミントン選手における膝関節痛の既往
と打点の高さが斜め前方ランジ動作に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は膝関節痛がある右利き大学生バドミントン選手 8 名（膝痛群），健常な右利き大学生バドミントン選手 9 名（健常群）と
し，膝痛群の包含基準は現在または過去半年以内に利き手側の膝関節に疼痛がある者とした。打点の高さを床から上前腸骨棘ま
でと床から膝関節裂隙までの 2 条件として，利き手側の斜め 45̊ 方向への右斜め前方ランジ動作を 5 回測定した。被験者はラ
ケットとシューズを使用し，スタート位置から 2 歩でランジを行い，糸でつるされたシャトルを打ち，再びスタート位置に戻る
という一連の動作をできるだけ速く行った。1 歩目は左足とし，2 歩目で右足部が床反力計上にのるようにした。2 歩の合計ラン
ジ距離は棘果長の 2.5 倍とした。運動学データは赤外線カメラ 8 台を用いた三次元動作解析装置 Vicon MX（Vicon Motion Sys-
tems 社，Oxford）を用いてサンプリング周波数 200Hz にて取得し，直径 14mm 赤外線反射マーカーを身体の 40 箇所に貼付し
た。床反力は床反力計（AMTI 社，Watertown）4 基を用いてサンプリング周波数 1000Hz にて取得した。得られたデータから
2 歩目が接地している間の右膝関節屈曲，内外反，内外旋と体幹前傾，側屈，回旋，骨盤前傾角度の最大値を算出した。さらに，
右膝関節屈伸，内外転，内外旋モーメントの最大値を算出した。統計処理は，各関節角度およびモーメントの最大値と打点の高
さ 2 条件でのそれぞれの変化量に対して群間に対応のない t 検定を行い，有意水準は 5% とした。

【結果】

最大膝関節屈曲モーメントの変化量が膝痛群で有意に高値を示した。膝痛群では打点の高低により 1.59Nm/kg から 1.16Nm/kg
へと変化し，健常群では 1.81Nm/kg から 1.74Nm/kg へと変化した。しかし，その他の関節角度，モーメントの最大値およびそ
れぞれの変化量では群間に有意差は認めなかった。

【結論】

膝痛群では健常群と比較して，打点を低くした際に利き手側の最大膝関節屈曲モーメントをより大きく低下させてランジを
行っていた。膝痛群は疼痛の発生を避けるために低い打点の条件でモーメントをより小さくしたと考えられ，利き手側斜め前方
ランジ動作において，膝関節痛が打点を変えた際の利き手側最大膝関節屈曲モーメントの変化量に影響を与えることが示唆さ
れた。
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O-SP-03-5

ストレッチングによる筋力低下は筋収縮により解消するか？

山本 圭彦1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2）

1）リハビリテーションカレッジ島根，2）広島大学医歯薬保健学研究院

key words ストレッチング・筋力・筋収縮

【はじめに，目的】静的ストレッチング後に，筋力発揮が低下することは知られている。これは，神経筋の生理的反応とされて
いる（Marek SM, 2005）。ストレッチング後に筋収縮を加えることで，筋力低下が解消できると考えた。本研究は，ストレッチ
ング後に筋収縮を伴う抵抗運動を行わせ，筋力がどのように変化するかを検討した。仮説は，ストレッチング後に筋収縮を加え
ることで筋力低下が解消するとした。

【方法】対象は，健康な男性 15 名（平均年齢：20.9±1.5 歳，身長：169.9±7.1 cm，体重：68.4±7.4 kg）であり，ハムストリング
を対象筋とした。一側の下肢を安静肢，他側の下肢をエクササイズ肢（以下，Ex 肢）に分けた。なお，安静肢と Ex 肢の測定は
1 日あけた。筋力測定は，等速性筋力測定器（Biodex system3，BIODEX 社製）を用いて 300̊/s，180̊/s，90̊/s の 3 種類の角速
度で計測した。ストレッチングの方法は，背臥位で股関節屈曲 90̊，膝関節屈曲 90̊ から検査者が膝関節を他動的に伸展させた。
最大膝関節伸展可動域を 1 分間保持するストレッチングを 2 セット実施した。

測定手順は，両肢ともにストレッチング前とストレッチング直後に筋力を計測した。その後，安静肢は 5 分間の安静，Ex 肢は
5 分間のエクササイズを実施した後にストレッチング 5 分後の筋力測定を行った。エクササイズは，等速性筋力測定器にて角速
度 120̊/s での膝関節屈伸運動を 5 回 3 セット実施し，セット間は 1 分間の休息を入れた。

統計学的解析は，測定時期（ストレッチング前，直後，5 分後）と 2 条件（安静肢，Ex 肢）を 2 要因とした反復測定二元配置分
散分析を用いて検討し，有意な効果が得られた場合には，Fisher の PLSD 法による多重比較を行った。いずれも危険率 5％ 未満
を有意とした。

【結果】ストレッチング直後はストレッチング前と比べ安静肢，Ex 肢ともにすべての角速度で 7.4～11.2% 筋力が低下した（p
＜0.05）。安静肢はストレッチング 5 分後も筋力低下（4.8～8.9%，p＜0.05）が持続したが，Ex.肢は有意な減少を認めずストレッ
チング後の筋力低下は解消した。

【結論】ストレッチングによる低下筋力は，筋収縮を加えることで即時的に解消することが確認できた。静的ストレッチングは
筋力低下をもたらすため，スポーツ現場ではウォーミングアップに静的ストレッチングを取り入れることは考慮すべきという
意見がある。しかし，今回の結果から静的ストレッチング後に筋収縮を加えれば筋力低下に対する問題は解決できることが分
かった。成長期には，柔軟性を改善することが成長期障がいの予防につながるため，ウォーミングアップ時に静的ストレッチン
グの励行は有効であると考える。
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O-SP-03-6

競技スポーツ別での足趾把持筋力の特徴
―ジャンプ動作の有無による左右差の特徴―

稲葉 聡1,2），森北 育宏1,2），五十嵐 裕1）

1）大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科，2）大阪体育大学診療所

key words 足趾把持筋力・競技スポーツ・左右差

【はじめに，目的】

近年，足趾把持筋力（toe�grip strength 以下，TGS）を検討した研究が多くみられる。しかしアスリートを対象とした報告は少
なく，競技スポーツの特性と TGS の関連性については未だ不明な点が多い。そこで，競技スポーツ別に TGS を評価し，競技パ
フォーマンスの向上や障害予防，競技復帰の指標を作成することを本研究の目的とした。

今回は競技特性の中でも，ジャンプ動作の有無が右足と左足の各 TGS に及ぼす影響を評価したので，ここに報告する。

【方法】

某体育系大学のスポーツ特別 AO 入試の合格を経て入学した 1 回生のうち，入学直後のメディカルチェックに参加した 132 名
（男性：94 名 女性：38 名）を対象とした。

TGS の測定は足指筋力測定器 T.K.K.3360（竹井機器工業株式会社製）を使用し，椅子座位における足趾の最大屈曲を約 3 秒間測
定した。測定は右足，左足を各 3 回ずつ実施し，3 回の最高値（以下，TGSmax）および 3 回の平均値（以下，TGSmean）をそれぞ
れ結果として採用した。

各 TGS のデータは平均値±標準偏差で表記した。TGS における右足と左足の差について，Wilcoxon 検定を用いて評価した。ま
た，所属クラブの競技特性から，各対象者をジャンプ動作が多々ある群（以下，J 群）とジャンプ動作の少ない群（以下，NJ
群）に分類したのち，2 群間の TGS の比較について，Mann�Whitney 検定を用いて評価した。統計学的有意水準は全て 5% とし，
統計解析は SPSS ver.21 を使用した。

【結果】

対象者を分類した結果，J 群が 54 名（男子：35 名，女子：19 名），NJ 群が 78 名（男子：59 名，女子：19 名）であった。

全対象者の TGSmaxは右足が 25.3±6.2kg，左足が 25.2±6.4kg，TGSmeanは右足が 23.5±6.2kg，左足が 23.3±6.1kg であり，TGSmax

および TGSmeanのいずれにおいても，右足と左足を比較した際，有意差は認められなかった。

2 群に分類した場合，J 群の TGSmaxは右足が 23.9±6.1kg，左足が 25.0±6.1kg，TGSmeanは右足が 22.0±6.2kg，左足が 23.3±5.7
kg であった。一方，NJ 群の TGSmaxは右足が 26.3±6.2kg，左足が 25.3±6.6kg，TGSmeanの平均値は右足が 24.5±6.0kg，左足が
23.3±6.3kg であった。

J 群と NJ 群の比較において，右足では TGSmaxおよび TGSmeanに有意差が認められ（P＜0.05），左足では TGSmaxおよび TGSmean

に有意差は認められなかった。

【結論】

本研究から J 群は NJ 群よりも右足の TGS が弱い結果となった。これは，右利きの対象者が多かったことから，右下肢でのス
トップ動作が少なかったことや，ジャンプ動作の踏み切り脚が左下肢の対象者が多かった可能性が考えられた。

本研究の結果は，TGS が競技特性の関連性を示す 1 つの要因になっていると考えられる。しかし，ジャンプ動作の有無だけでは
不十分であり，競技特性の再検討を行うことが必要である。今後はサンプル数を増やし，競技スポーツの TGS を調べるだけで
なく，競技でのポジションを考慮した研究を進める必要がある。
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O-SP-04-1

練習継続に伴う高校野球投手の肩関節可動域の経時的変化

水野 良亮

医療法人香徳会関中央病院

key words 高校野球投手・肩関節可動域・経時的変化

【はじめに，目的】投球障害を有する選手には肩関節可動域制限や筋力低下がみられ，これらを発生要因と考えられている。し
かし，これらは医療機関を受診した選手の病態に基づいた報告が多く，肩関節機能の低下は痛みに伴う結果である可能性もあ
る。野球の現場では，選手の肩関節機能は練習継続など様々な要因によって日々変化しており，かつ一日の中でも変動している
と実感することが多い。このような現場における高校野球選手の肩関節可動域についての日常的かつ経時的な変化に関する研
究は少ない。そこで，本研究では 7 日連続で高校野球投手の肩関節外旋・内旋可動域を測定し，その経時的変化について分析し
た。

【方法】対象は T 高校硬式野球部の投手 8 名（2 年生 2 名，1 年生 6 名）とし，測定は 5 日間の夏季合宿とその前後 1 日ずつの
7 日間連続で行った。測定時間は 1 日の中で①練習前（6～9 時），②練習中（9～17 時），③練習後（17～22 時）の 3 回とした。
また 4 日目は悪天候により屋外で活動できず，いわゆるノースローデーとなった。測定項目は肩関節外旋可動域と肩関節内旋可
動域とし，投球側のみの測定とした。測定肢位は日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の方法に準じて肩 90 度外
転位，肘 90 度屈曲位とし，背臥位で他動的に最大位を保持してデジタルカメラで撮影した。画像解析ソフト（ImageJ）を用い
て，画像から肩関節外旋可動域・肩関節内旋可動域を算出した。7 日間の測定期間から 1 日目と 7 日目の結果を除外し，測定時
間の条件が統一可能であった 2 日目から 6 日目の練習前のデータについて分析した。統計分析には一元配置分散分析及び
Tukey�Kramer 法を用いて，全ての測定日の組み合わせで多重比較検定を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】外旋可動域は 2 日目 133±9 度，3 日目 124±11 度，4 日目 132±8 度，5 日目 126±8 度，6 日目 123±7 度であり，内旋
可動域は 2 日目 46±8 度，3 日目 44±9 度，4 日目 41±7 度，5 日目 51±10 度，6 日目 47±7 度であった。外旋可動域では 2
日目と 3 日目，2 日目と 6 日目，3 日目と 4 日目，4 日目と 6 日目との間に有意差を認めた。内旋可動域では，4 日目と 5 日目に
有意差を認めた。

【結論】野球の現場において投手の肩関節外旋・内旋可動域は決して一定ではなく，日々変化していることが明らかとなった。
特に内旋可動域制限は投球障害の主要因と考えられており，可動域の確保が投球障害予防には重要となる。今回の結果では 2
日目から経時的に内旋可動域が減少する傾向にあったが，4 日目の休養により 5 日目には有意に回復していた。これは障害予防
にとって重要な知見になると考える。一方，外旋可動域は日々変動を認め，4 日目の休養の影響もみられなかった。肩外旋可動
域は疲労以外の要因の影響も受けやすいと推察される。外旋可動域は障害のみならずパフォーマンスにも影響を与えるため，変
動の要因をさらに検討する必要がある。
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野球選手の肩甲骨アライメントの評価方法に関する検討
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【はじめに，目的】肩甲骨のマルアライメントは投球障害の発生要因の一つとする報告は多く，その問題を実感することは少な
くない。投球障害を有する選手は投球側の肩甲骨が非投球側よりも外転変位していることが多く，その評価として肩甲骨内側縁
から脊柱までの距離を測定する方法が多く用いられている。しかし，人類学的には鎖骨・肩甲骨は左側が有意に大きい（坂上
2003）ことが明らかにされており，脊柱と肩甲骨の距離を評価するためには骨格比を考慮する必要があると考える。そこで今回
は，肩甲骨の大きさを基準に肩甲骨外転変位の評価を行った。

【方法】対象は肩に投球障害の既往と現病のない右投げの高校野球選手 38 名とした。両側肩甲棘基部，両肩峰角，C7 と Th5
の棘突起に反射マーカを貼付し，安静立位の背面からデジタルカメラで撮影した。画像解析ソフトを用いて次の 3 つの距離につ
いて左右ともに算出した。①内側縁距離（C7 と Th5 の結線を基線とし，基線から肩甲棘基部までの距離），②肩峰距離（基線か
ら肩峰角までの距離），③肩甲骨幅（肩甲棘基部から肩峰角までの距離）とした。次に投球側において，④肩甲骨幅を基準とし
た際の内側縁距離の割合（①/③×100）を算出した。統計的分析として，①，②，③の左右差について検定した（対応のある t
検定）。また，①と④の相関を検定した（ピアソンの相関係数）。さらに①内側縁距離の左右差と②肩峰距離の左右差の相関も検
定した。

【結果】①内側縁距離は右 9.2±1.6cm，左 8.1±1.6cm で有意に右が大きかった（p＜0.01）。②肩峰距離は右 19.3±3.0cm，左 19.5
±3.2cm で有意な差はなかった（p=0.39）。③肩甲骨幅は右 10.1±1.8cm，左 11.3±2.0cm で有意に右が小さかった（p＜0.01）。④
は 93.0±17.3% であり，①と④には r=0.47（p＜0.01）の相関があった。また，①の左右差と②の左右差には有意な相関はなかっ
た（r=0.49，p=0.65）。

【結論】野球選手の内側縁距離は投球側が非投球側より大きい点は先行研究と一致していた。しかし，肩峰距離で外転変位を評
価すると左右差はないことになる。これは，肩甲骨幅が先行研究と同様に右側が左側より小さいため，内側縁距離で右側の肩甲
骨がより外転位になっても肩峰距離に左右差がなかったと考えられる。一方，内側縁距離を肩甲骨外転変位の指標とする報告は
多いが，骨格の個体差を考慮すると基準値が必要になる。①と④は強い相関関係とは言えず，同時に内側縁距離の左右差と肩峰
距離の左右差には有意な相関がないことからも，測定方法により外転変位の評価が異なることになる。野球選手の肩甲骨のアラ
イメント変化は投球に対する適応とする報告（Seitz 2012，松橋 2016）もある。野球選手の肩甲骨外転変位の測定値に対する評
価は，絶対値のみならず骨格との比較等も必要であり，さらには投球時の肩甲骨の運動や肩甲上腕関節との連動への影響も踏ま
える必要があると考える。
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中学生野球選手におけるワインドアップ時と足部接地時の骨盤アライメントの
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【はじめに，目的】投球動作において，wind up 期における骨盤及び体幹の後方傾斜は，投球障害と関連している代表的な問題点
として挙げられている（山口 1996）。また，早期 cocking 期で骨盤後傾位を呈した選手のほとんどが，wind up 期から後傾位で
あったと報告されている（遠藤ら 2014）。しかし，これらは定性的分析であり，wind up 期の骨盤傾斜角度と早期 cocking 期の
骨盤傾斜角度との関係を定量的に分析した報告は少ない。今回，中学生野球選手における投球動作の三次元動作解析を行い，
wind up 期の骨盤傾斜角度とステップ脚（右投げの左脚）足部接地（FC）時の骨盤傾斜角度の関係を分析した。

【方法】対象は，投球時痛のない中学校軟式野球部員 26 名（野球歴 4.6±2.1 年）であった。対象に 18.44m 先の標的に向けて全
力投球させた。同期した 4 台のハイスピードカメラ（200Hz）を用い，その様子を撮影した。対象が「最もイメージ通りに投げ
られた」と感じた試技を分析した。動画解析ソフトを用い，DLT 法によりランドマークに貼付した各反射マーカーの三次元座
標値を得た。得られた座標値から骨盤前傾角度（両上前腸骨棘中点と両上後腸骨棘中点の結線と水平面がなす角度）を算出した。
ステップ脚最大挙上時（以下，脚最大挙上時）から FC 時までの所要時間を 100% に規格化し，脚最大挙上時を 0%，FC 時を 100%
とした。ピアソンの相関係数を用い，脚最大挙上時と FC 時における骨盤前傾角度の関係を分析した。また，対象毎に脚最大挙
上時及び FC 時の骨盤アライメントを前傾位と後傾位に分類し，その組み合わせを検討した。

【結果】骨盤前傾角度は，脚最大挙上時が�8.9±10.1 度，FC 時が 1.0±8.5 度であり，有意な正の相関が認められた（r=0.61，p
=0.001）。脚最大挙上時に骨盤前傾位は 26 名中 4 名（全体の 15％）で，そのうち FC に前傾位は 3 名 75％，後傾位は 1 名 25％
であった。脚最大挙上時に骨盤後傾位は 26 名中 22 名（全体の 85％）で，そのうち FC に前傾位は 13 名 59％，後傾位は 9 名 41％
であった。

【結論】ステップ脚最大挙上時と FC 時の骨盤傾斜角度に相関関係が認められ，先行研究の定性的分析を支持する結果となった。
しかし，脚最大挙上時に骨盤後傾位であった対象の半数以上は，FC 時では前傾位を呈しており，早期 cocking 期の中で傾斜角
度が変化する場合もあった。そのため，必ずしも wind up 期の後傾位が問題にはならず，wind up 期に対するアプローチは，そ
の後の位相への影響を考慮した上で，個別に対応する必要があると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）9：00～10：00 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（スポーツ）04（肩関節）】

O-SP-04-4

無症候性野球競技者における棘下筋発揮能力と棘下筋伸長性との関連性
～核磁器共鳴画像法magnetic resonance imaging を用いて～

平田 朋大1），飯山 裕斗1），外牧 匠1），櫨木 裕哉1），松浦 央憲1），横山 尚宏1），川元 大輔1），
長津 秀文1），信太 圭一2），高田 和真1）
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key words 萎縮筋・棘下筋発揮能力・棘下筋伸長性

【はじめに，目的】

我々は第 42 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会において，無症候性野球競技者の投球側棘下筋厚（以下：ISPW）は著明に
薄く，併せて投球側の棘下筋発揮能力（以下：発揮能力）が高い事を報告した。従来，棘下筋萎縮の原因として，肩甲上神経障
害や筋の付着部断裂，筋腹断裂の筋障害等が考えられていた。しかしながら，無症候性野球競技者の ISPW について渉猟した限
り一定の見解を得られていない。藤野らは，萎縮筋について筋線維径の減少という萎縮により弾性要素が破壊・消失すること
で，伸長に対する他動張力の低下をおこすと報告している。本研究目的は，無症候性野球競技者の発揮能力と棘下筋伸長性との
関連性を明らかにする事である。

【方法】

対象者は，本学に在学する無症候性野球競技者 12 名。平均年齢 20.5±0.9 歳，全員右利き，計 12 名 24 肩を対象とした。ISPW
測定は，日立 MR イメージング装置（Aperto シリーズ）を用い核磁気共鳴画像法（以下：MRI）を施行。肩関節 MRI の水平断
の T2 強調画像を用いて調査を行った。ISPW の計測には肩甲骨関節窩の幅が最大となる像を用いた。肩甲骨関節窩の中点と肩
甲骨体部の厚みが薄くなる点を結び関節窩軟骨下骨から 4cm 近位で垂線を引きこの線を基準にして Steller Order にて trans-
verse plane での ISPW を実数値に換算し測定した。棘下筋力の測定は，Infraspinatus test 肢位にて行った。徒手筋力測定器

（OG GIKEN アイソフォース GT�300）を用いて等尺性最大筋力を計測し全て同一検者にて実施した。計 3 回計測を行い加算平
均し棘下筋力の平均値を算出した。また，ISPW に対する筋力の比率（N/mm）を発揮能力として算出した。棘下筋伸長性の測
定は，棘下筋が最も伸張される肢位として端座位にて肩関節 30 度伸展位，肘関節完全伸展位，前腕中間位から，passive にて肩
関節内旋可動域（以下：Ext30－IR）を測定。全て同一検者にて行った。統計学的解析は，対応のある t 検定を用いて，各パラ
メーターを投球側と非投球側間の比較を行い有意水準は 5% 未満とした。また，発揮能力と棘下筋伸長性についての関係をスピ
アマンの順位相関係数を用いて検討した。

【結果】

発揮能力は投球側 4.2±1.0 N/mm，非投球側 3.4±0.7 N/mm であり有意差を認めた（P＜0.01）。Ext30－IR は，投球側 58.8±19.4̊，
非投球側 87.1±21.6̊ であり有意差を認めた（P＜0.01）。発揮能力と棘下筋伸長性との間には，投球側と非投球側共に相関を認め
なかった。

【結論】

本研究の結果から，投球側発揮能力が高いという先行研究を支持する結果となり，併せて投球側棘下筋伸長性が低下している事
がわかった。しかしながら，発揮能力と棘下筋伸長性との間には相関は認められなかった。故に，無症候性野球競技者における
投球側 ISPW は，萎縮筋であると一概に言えない可能性が示唆された。
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【はじめに，目的】

我々は第 51 回日本理学療法術学術大会において，無症候性野球競技者の棘下筋厚（以下：ISPW）は投球側と非投球側を比較し
投球側 ISPW が著明に薄いことを報告した。棘下筋萎縮の原因として，肩甲上神経障害や筋の付着部断裂，筋腹断裂の筋障害等
が考えられている。しかしながら，無症候性野球競技者の ISPW については渉猟した限り一定の見解を得られていない。藤野ら
は，萎縮筋について筋線維径の減少という萎縮により弾性要素が破壊・消失することで，伸長に対する他動張力の低下をおこす
と報告している。本研究目的は，無症候性野球競技者の ISPW と棘下筋伸長性との関連性を明らかにする事である。

【方法】

対象者は投球動作時に疼痛を有しない本学に在学する野球競技者 12 名。平均年齢 20.5±0.9 歳，全員右利き，計 12 名 24 肩を対
象とした。ISPW 測定は，日立 MR イメージング装置（Aperto シリーズ）を用い核磁気共鳴画像法（以下：MRI）を施行。肩
関節 MRI の水平断の T2 強調画像を用いて調査を行った。ISPW の計測には肩甲骨関節窩の幅が最大となる像を用いた。肩甲骨
関節窩の中点と肩甲骨体部の厚みが薄くなる点を結び関節窩軟骨下骨から 4cm 近位で垂線を引きこの線を基準にして Steller
Order にて transverse plane での ISPW を実数値に換算し測定した。棘下筋伸長性の測定は，棘下筋が最も伸張される肢位とし
て端座位にて肩関節 30 度伸展位，肘関節完全伸展位，前腕中間位から，passive にて肩関節内旋可動域（以下：Ext30－IR）を
測定。全て同一検者にて行った。統計学的解析は，対応のある t 検定を用いて，各パラメーターを投球側と非投球側間の比較を
行い有意水準は 5% 未満とした。また，ISPW と棘下筋伸長性についての関係をスピアマンの順位相関係数を用いて検討した。

【結果】

ISPW は投球側 26.4±3.4mm，非投球側 28.8±3.6mm であり有意差を認めた（P＜0.01）。Ext30－IR は，投球側 58.8±19.4̊，非
投球側 87.1±21.6̊ であり有意差を認めた（P＜0.01）。ISPW と棘下筋伸長性の間には，投球側と非投球側共に相関を認めなかっ
た。

【結論】

従来，フォロースルー期において肩関節の強制内旋を強いることにより，棘下筋自体の損傷・肩甲上神経の圧迫・牽引等の末梢
神経損傷が棘下筋の萎縮を引き起こす一因と考えられているが，本研究において無症候性野球競技者を対象としている。本研究
の結果から投球側 ISPW が著明に薄いと先行研究を支持する結果となり，併せて投球側棘下筋伸長性が低下している事がわ
かった。しかしながら，ISPW と棘下筋伸長性との間には相関は認められなかった。故に，無症候性野球競技者における投球側
ISPW は，萎縮筋であると一概に言えない可能性が示唆された。
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内田 智也1），大久保吏司2），古川 裕之1），松本晋太朗1），小松 稔1），野田 優希1），石田 美弥1），
佃 美智留1），藤田 健司1）

1）藤田整形外科・スポーツクリニック，2）神戸学院大学

key words 投球動作・三次元動作解析・下肢・体幹動作

【はじめに，目的】投球障害の主因は不良な投球動作であると考えられており，その代表例として，早期に骨盤・体幹の回転運
動が開始する動作，いわゆる“体の開き”が挙げられ，投球動作指導における重要な着眼点であるとされている。しかし，その
良否を評価する基準は統一化されておらず，“体の開きをがまんする”などの抽象的な表現が投球動作指導に用いられることも
多い。そこで，本研究はその評価基準を統一化する一助となるべく，いわゆる“体の開き”に関連があるとされる Early Cock-
ing 期（E.C.期）の軸足動作と骨盤回旋のタイミング（TPR）との関連を検討したため報告する。

【方法】対象は中学野球選手の投手 68 名であり，ハイスピードカメラ（CASIO 社製）および三次元動作解析装置 MAC3D system
（Motion Analysis 社製）を用いて投球動作の撮影を行った。E.C.期の軸足動作の良否はハイスピードカメラの動画を基に，我々
が過去に報告した評価基準に則って，後方および側方の二方向からの二次元動作解析（2D 解析）によって評価した。また，TPR
は MAC3D system 専用の制御ソフト coretex を用いて，Foot Contact からボールリリースまでを 100% に正規化したピッチン
グサイクルの中で，胸部座標系に対する骨盤座標系の左回旋角度が最大となった時間を抽出した（%pitch）。そして，軸足動作
の 2D 解析において後方且つ側方からの評価で良好となった選手を良好群，それ以外の選手を不良群として 2 群に群分けし，各
群の TPR の平均値を対応のない t�検定を用いて比較した。

【結果】2D 解析による分類の結果は良好群 19 名，不良群 38 名となり，各群の身長・体重・年齢に有意差はなかった。各群の TPR
の平均値はそれぞれ，良好群 25.6±12.0%pitch，不良群 12.4±16.0%pitch であり，良好群の TPR が有意に高値を示した（p＜
0.01）。

【結論】不良な投球動作の代表例である“体の開き”の定義は不明瞭であり，明確な評価基準は提示されておらず，動作指導に
おいて様々な野球用語が用いられているのが現状である。そこで，本研究ではその評価基準を提示するべく，軸足動作の良否を
評価する 2D 解析により対象者を二群に群分けし，各群の TPR を比較したところ，良好群の TPR が有意に高値を示した。本研
究で用いた 2D 解析の評価基準は軸足股関節屈曲動作の良否を分類する指標であることや Foot Contact 時の軸足股関節屈曲角
度と TPR に正の相関があることが報告されていることから，良好群の選手は E.C.期に軸足股関節屈曲位を保持した状態での体
重移動を行った結果，骨盤回旋のタイミングが遅くなったため，TPR が高値を示したと考えられた。よって，本研究で用いた
2D 解析の評価基準はいわゆる“体の開き”を評価することが出来る可能性があり，評価基準を統一化するための一助になり得
ることが示唆された。
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O-SP-05-1

超音波エコーによる patella setting 時における膝蓋下脂肪体の動態評価

大江 達也1），三田 裕教1），藤本 敦久1），對馬 龍太1），高橋 伴弥1），井上 悟史2），中江 聡2）

1）医療法人愛晋会中江病院リハビリテーションセンター，
2）医療法人愛晋会中江病院膝関節・肩関節治療センター

key words 超音波エコー・膝蓋下脂肪体・動態

【はじめに，目的】

スポーツ選手の膝痛で高頻度に発生する Anterior Knee Pain は，膝蓋下脂肪体（Infrapatella Fat Pad；以下 IFP の）内圧上昇
（Bohnsack M, et al., 2005）や，IFP の疼痛感度が高い点（Dye SF, et al., 1998）などが関与しているとされ，IFP の機能は重要で
あると考えられる。IFP は膝伸展時に遠位や内側，外側へ広がり，遠位では膝蓋靭帯と脛骨近位前面の間へも移動し，膝蓋骨の
動きに安定性を与えると報告されている（林ら 2015）。しかし，動態に関する研究は散見する程度であり，本研究の目的は patella
setting 時における IFP の動態を，超音波エコー（以下エコー）を用いて評価する事である。

【方法】

膝関節に整形外科的疾患の既往の無い 31 例 62 膝を対象とした。男性 23 例，女性 8 例，年齢は平均 28.5 歳（21～42 歳）であっ
た。IFP の動態評価には HITACH デジタル超音波診断装置 Noblus を使用した。IFP は patella setting により周囲へ広がる際，
広がった部位において IFP 前後幅が増大することをエコーにて観察できた為，本研究においては周囲への広がりを前後幅とし
て評価することとした。測定肢位は仰臥位で膝窩部にクッションを敷き，膝関節軽度屈曲位を基本肢位とした。膝蓋骨遠位 1/
3 から下端の間で，膝蓋骨内縁，外縁それぞれにおいて大腿骨内顆関節面，外顆関節面と伸筋支帯を鮮明に描出できる短軸像に
て評価した。関節面と伸筋支帯の間には IFP が存在しており，その距離を計測することにより IFP 前後幅を評価できると考え
た。検討項目は，内側，外側それぞれにおける IFP 前後幅とし，弛緩時と patella setting 時の差を算出した。また，patella set-
ting による IFP の遠位への広がりを評価する為に，膝蓋靭帯と脛骨近位前面のなす角をエコー長軸像にて計測した。

【結果】

弛緩時と patella setting 時における IFP 前後幅の差は，内側は平均 1.58±0.87mm，外側は平均 3.76±3.63mm であり，外側の方
が統計学的に優位に大きかった（P＜0.01）。また，内側と外側の間には弱い負の相関関係を認めた（相関係数�0.31，P＜0.05）。
弛緩時と patella setting 時における膝蓋靭帯と脛骨近位前面のなす角の差は，平均 5.37±4.9̊ と patella setting により角度は増
大していた。

【結論】

林ら（2015）は IFP の移動量を膝の最終伸展運動で内側，外側に流れ込む距離として測定し，外側への移動距離が内側より大き
いと報告している。我々も移動距離を直接評価しようと試みたがエコーでは困難であった為，間接的に IFP の前後幅で評価し
た。本研究の結果から，外側への移動距離の方が内側よりも大きい事が示唆され，林らの報告を支持する結果となった。しかし，
内側と外側の間には負の相関関係があり，内側へ移動しやすい膝は外側へ移動しにくく，その逆も存在することが示唆された。
また，遠位への移動も観察でき，IFP は patella setting により周囲へ広がる事が確認できた。
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O-SP-05-2

練習時間の長い成長期の野球選手では尺側手根屈筋が硬くなる

齊藤 明1），岡田 恭司1），髙橋 裕介2），柴田 和幸3），大沢真志郎4），佐藤 大道5），木元 稔1），
若狭 正彦1）

1）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，2）秋田大学医学部附属病院，
3）市立秋田総合病院，4）藤原記念病院，5）JA秋田厚生連秋田厚生医療センター

key words 尺側手根屈筋・超音波エラストグラフィ・成長期の野球選手

【はじめに，目的】

成長期野球肘の発症には投球時の肘関節外反が関与し，その制動には前腕回内・屈筋群が作用することが知られている。成長期
野球肘おいては投球側の円回内筋が硬くなることが報告されており，特に野球肘の内側障害ではこれらの硬い筋による牽引ス
トレスもその発症に関連すると考えられている。しかしこれらの筋が硬くなる要因は明らかにされていない。そこで本研究の目
的は，成長期の野球選手における前腕屈筋群の硬さと肘関節可動域や下肢の柔軟性などの身体機能および練習時間との関係を
明らかにすることである。

【方法】

A 県野球少年団に所属し，メディカルチェックに参加した小学生 25 名（平均年齢 10.7±0.7 歳）を対象に，超音波エラストグラ
フィ（日立アロカメディカル社製）を用いて投球側の浅指屈筋，尺側手根屈筋の硬さを測定した。測定肢位は椅子座位で肘関節
屈曲 30 度位，前腕回外位とし，硬さの解析には各筋のひずみ量に対する音響カプラーのひずみ量の比である Strain Ratio（SR）
を用いた。SR は値が大きいほど筋が硬いことを意味する。身体機能は投球側の肘関節屈曲・伸展可動域，前腕回内・回外可動
域，両側の SLR 角度，股関節内旋可動域，踵殿距離を計測し，事前に野球歴と 1 週間の練習時間を質問紙にて聴取した。また
整形外科医が超音波診断装置を用いて肘関節内外側の骨不整像をチェックした。統計学的解析には SPSS22.0 を使用し，骨不整
像の有無による各筋の SR の差異を比較するため対応のない t 検定を用いた。次いで各筋の SR と各身体機能，野球歴や練習時
間との関係を Pearson の相関係数または Spearman の順位相関係数を求めて検討した。有意水準はいずれも 5％ とした。

【結果】

参加者のうち肘関節内側に骨不整像を認めた者は 4 名（野球肘群），認められなかった者は 21 名（対照群）であった。浅指屈筋
の SR は 2 群間で有意差を認めなかった（1.01±0.29 vs. 0.93±0.23；p=0.378）が，尺側手根屈筋の SR では野球肘群が対照群に
比べ有意に高値を示した（1.58±0.43 vs. 0.90±0.28；p＜0.001）。浅指屈筋の SR と各測定値との相関では，各身体機能や野球歴，
練習時間のいずれも有意な相関関係は認められなかった。尺側手根屈筋の SR も同様に各身体機能や野球歴との間には有意な相
関関係を認めなかったが，1 週間の練習時間との間にのみ有意な正の相関を認めた（r=0.555，p＜0.01）。

【結論】

成長期の野球選手において浅指屈筋，尺側手根屈筋の硬さは，肘・股関節可動域や野球歴とは関連がないことが明らかとなっ
た。一方，1 週間の練習時間の増大は尺側手根屈筋を硬くし，このことが成長期野球肘の発症へとつながる可能性が示唆された。
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O-SP-05-3

動的バランスにおける小学生のバランス制御について
片脚ドロップジャンプ着地テストによる床反力の検討

世良田拓也1），鈴木 陽介1），森 大志1），小笠原一生2），鈴木 薫1），牧野 孝成1），伊藤 彰浩1），
大町 聡1），畠中 陽介1），草場 優作1），二瓶 伊浩1），今村省一郎1），竹原良太朗1），仁賀 定雄1），中田 研2）

1）JIN 整形外科スポーツクリニック，2）大阪大学大学院医学系研究科

key words 動的バランス・小児・床反力

【はじめに，目的】

幼児から児童期の静的バランス能力を成人と比較した場合，重心の位置が高く，力学的に不安定なことから，重心動揺軌跡長が
長く，足圧中心の移動速度が速いことが知られている。しかし，姿勢反射機能が成人とほぼ同水準になる 12 歳頃までの静的バ
ランス能力についての報告は散見されるが，同年齢における動的バランス能力に関する報告は乏しい。そこで本研究は，小学生
の動的バランス能力の特徴を，成人との比較を通じて検討することを目的とした。

【方法】

対象は，下肢に重篤な症状がない小学生 10 名（平均年齢 10.4±1.4 歳），健常成人 10 名（平均年齢 24.6±4.8 歳）であった。測定
は，前方または側方へ 20 cm の高さから片脚ドロップジャンプ着地テストを行わせ，同側の脚で着地した時の床反力を床反力計
により計測した。背中から外力を加え先に前方へ踏み出した脚を利き脚として，利き脚，非利き脚で前方・側方の各方向へ各 6
回ジャンプした。その際，上肢は胸の前で組ませた。床反力はダイナミックバランス評価システム（テクノロジーサービス社製）
を用い，サンプリング周波数 1kHz で計測した。動的バランス能力は，床反力データから，緩衝係数，着地後 20�200ms 間の足
圧中心（以下 COP）軌跡長，床反力鉛直成分ピーク値，鉛直成分ピーク時刻について検討した。

統計は，小学生と成人を利き脚，非利き脚の前方・側方に分けて対応のない t 検定を用いて行い，有意水準 5％ とした。

【結果】

緩衝係数は，小学生が成人と比較し利き脚前方，非利き脚前方・側方で有意に大きくなった（利き脚前方；P＜0.05，非利き脚前
方・側方；P＜0.01）。COP 軌跡長は，小学生が成人と比較し利き脚側方，非利き脚前方・側方で有意に長くなった（利き脚側方；
P＜0.05，非利き脚前方・側方；P＜0.01）。床反力鉛直成分ピーク値は，各条件において有意差は認められなかった（P＞0.05）。
鉛直成分ピーク時刻は，小学生が成人と比較し利き脚前方・側方，非利き脚前方・側方で有意に速くなった（利き脚前方・側方
P＜0.01，非利き脚前方・側方；P＜0.01）。

【結論】

小学生で非利き脚前方・側方の緩衝係数は有意に大きく，床反力鉛直成分ピーク値に有意差がなく，鉛直成分ピーク時刻が有意
に速いことから衝撃緩衝能が成人と比較し低いことが示唆された。小学生は成人と比較し非利き脚前方・側方の着地直後の
COP 軌跡長は有意に長くなった。これは，衝撃緩衝能が低いことから，接地直後の加速度が大きくなり，重心動揺が生じている
ことで COP 軌跡長が増大したと考えられる。着地した瞬間や着地直後のごく短時間の姿勢制御は，着地で生じる外力に対し予
測的に応答するフィードフォワード制御が貢献しており，本研究から，小学生の動的バランスは成人と比較しフィードフォワー
ド制御による姿勢制御が未発達なことが推察された。
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O-SP-05-4

競艇選手のバランス能力と競技成績の関連について
―修正姿勢安定度評価指標を用いての検討―

新井 良輔1,4），鈴木 康裕2,3,4），田邉 裕基2），木村 友哉1,4），羽田 康司2）

1）牛久愛和総合病院リハビリテーションセンター，2）筑波大学附属病院リハビリテーション部，
3）筑波大学大学院疾患制御医学専攻，4）つくば糖尿病予防研究会

key words 競艇選手・バランス能力・競技成績

【はじめに，目的】

競技スポーツにおいてバランス能力は重要である。これまでに，競技別および競技レベルごとにバランス能力を比較した報告は
多い。しかし，バランス能力と競技成績の関連についての報告は少ない。そもそも，これまでにアスリートのバランス能力を明
確に数値化できる指標がなかった。そこで我々は，バランス能力を鋭敏に評価できる修正姿勢安定度評価指標（以下，MIPS）を
考案している。MIPS は重心動揺計を用い，閉眼・軟面上立位で行うことにより，バランス難度を高めた評価指標である。様々
な競技に MIPS を用いて評価を行い，競技毎にバランスのタイプが存在することを確認している。そして，不安定な水上という
環境で操艇を行う競艇競技において，競艇訓練生の教習成績との関連が示唆された。そこで我々はこの MIPS を用いて，今度は
実際の競艇選手で，バランス能力と競技成績に関連があるかについて検討を行うこととした。

【方法】

対象は日本モーターボート競走会所属の競艇選手 137 名（男性 129 名，女性 8 名），年齢 40.2±8.2 歳（24 歳～69 歳），BMI19.5
±1.0。全選手のランクの内訳は，A1 級が 42 名，A2 級が 41 名，B1 級が 47 名，B2 級が 7 名である。バランス評価は動的バラ
ンス能力指標として MIPS，また閉眼片脚立位検査を用いた。MIPS は鈴木らの方法に従い，十分な説明と試技のもと 1 回の計
測を実施した。閉眼片脚立位は左右各 2 回ずつ，上限を 60 秒として計測し，左右の平均値を用いた。競技成績は勝率（着順点
の合計/出走回数）と定義し，各選手の計測時点での値を用いた。統計解析は各変数の正規性を確認した後に，偏相関分析を用
いてバランス能力と勝率の関係性の検討を行った。統計解析ソフトは SPSS（ver.24）を使用し，統計学的有意判定基準は 5%
未満とした。

【結果】

MIPS と勝率において有意な相関を認め，年齢を調整した偏相関においても有意な相関を認めた（r＝0.426，p＜0.001）。一方，
閉眼片脚立位と競技成績に相関は認められなかった。

【結論】

本研究の結果から，競艇競技における競技成績と MIPS は関連することが明らかになった。すなわち，競艇選手における能力指
標として MIPS が有用である可能性が示唆された。
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O-SP-05-5

パワーポジションでの腰椎角の違いが全身反応時間に及ぼす影響

福井 一輝1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2），沼野 崇平3），藤下 裕文3），小笠原沙映1）

1）広島大学医学部保健学科，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院，
3）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words パワーポジション・全身反応時間・脊柱アライメント

【はじめに，目的】

スポーツ競技では，相手の動きや合図に対して素早く反応できることが，その後の動作のパフォーマンスを向上させる。そのた
めに，下肢関節を軽度屈曲位にし，体幹を軽度前傾位にすることが好ましいとされる（高山ら，2008）。この姿勢はスポーツ場
面では，一般にパワーポジション（Power Position：PP）と呼ばれている。PP での下肢アライメントと全身反応時間（Reaction
Time：RT）の関係については知られているが，PP での脊柱アライメントと RT の関係は不明である。

本研究の目的は，PP での RT と体幹傾斜角度ならびに脊柱アライメントの関係を明らかにすることである。

【方法】

対象は，大学の運動部に所属している健常な男性 13 名とした（年齢 21.1±0.9 歳，身長 170.6±4.9cm，体重 61.9±7.3kg）。

RT の測定には，発光装置とセンサーマットからなる全身反応測定器（竹井機器）を使用し，対象の 2m 前方かつ高さ 1.5m に発
光装置を設置した。対象は，センサーマットの上に両足で乗り，任意の PP をとる。前方の直径 15cm のランプを注視させ，ラ
ンプ点灯後できるだけ素早くマットから両足を浮かすよう口頭指示をした。課題動作を 5 回行い，RT の最高値と最低値を除外
した 3 試行の平均値を算出した。

体幹傾斜角度ならびに脊柱アライメントの測定にはスパイナルマウス（Index 社）を用い，第 7 頸椎から第 3 仙椎までの矢状面
のアライメントを測定した。測定姿勢は，対象がとった PP と静止立位とし，各姿勢で 3 回測定し平均値を求めた。分析項目は
体幹傾斜角度，胸椎後弯角度，腰椎前弯角度とした。

統計学的解析には，SPSS Ver.20.0 for Windows を用いた。RT と各測定項目ならびに PP と静止立位での脊柱アライメントの関
係をみるために，Pearson の相関係数を用いた。危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

PP での 13 名分の RT の平均値は，314.4±29.8ms であり，体幹傾斜角度は，31.1±11.7̊，脊柱アライメントは，胸椎後弯角度 26.3
±10.1̊，腰椎前弯角度 6.6±7.6̊ だった。静止立位での脊柱アライメントは，胸椎後弯角度 31.3±10.3̊，腰椎前弯角度 19.0±4.9̊
だった。

RT と PP での腰椎前弯角度に有意な負の相関を認めた（r=―0.56，p＜0.05）。一方で，RT と PP での体幹傾斜角度（r=0.26，p
=0.39），胸椎後弯角度（r=―0.10，p=0.73）に有意な相関は認められなかった。さらに，PP と静止立位での胸椎後弯角度に有意
な相関は認められず（r=0.51，p=0.07），腰椎前弯角度にも有意な相関は認められなかった（r=0.04，p=0.88）。

【結論】

PP での体幹傾斜角度は，軽度屈曲位のほうが RT の短縮に好ましいとされている（高山ら，2008）。しかし，本研究では，PP
での体幹傾斜角度と RT に関連が認められず，むしろ PP での腰椎前弯角度が RT と関連することが示された。このことから，
スポーツ選手の指導にあたっては，PP で腰椎前弯がどの程度あるかに注目すべきである。
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O-SP-05-6

動的課題における腰椎安定性とパフォーマンスの関連性について
股関節屈曲課題時の腰椎変位量と股関節屈曲角速度を用いて

大嶺 俊充，岩田 晃，和中 秀行

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words 腰椎安定性・股関節屈曲角速度・動的課題

【はじめに，目的】近年体幹，腰椎の安定性が，様々なパフォーマンスの向上や下肢傷害予防に重要であると，着目されている。
Reevs らは，安定性は「刺激を与え，それに対する新たな反応を観察することで評価されるもの」であると述べている。腰椎安
定性に関する先行研究では，立位保持や Active SLR test などの静的課題で検証されており，体幹筋収縮により腰椎の動きが少
ないことが，安定性が高いと評価される。一方，Hodges らは歩行やスポーツ動作時に求められる腰椎安定性は，動的課題で検
証すべきであり，静的課題の安定性と同様に捉えるべきではないと指摘している。従って，短距離 sprint や T�Run test などの
パフォーマンスと静的課題における腰椎安定性を関連づけることは適切ではない可能性がある。そこで本研究の目的は，動的課
題における腰椎安定性と，パフォーマンス（本研究では立位股関節屈曲課題時の角速度）に関連性があると仮説を立て，本研究
の安定性を計測する手法により，仮説を検証することである。

【方法】対象は，健常男性 37 名（年齢：28.0±5.3 歳，身長：171.4±4.9cm，体重：65.3±8.9kg）。課題は，安静立位から右股関節
をできるだけ速く屈曲させることとし，3 回計測し，股関節屈曲角速度（角速度）が最高値を示した試技を分析対象とした。角
速度は，右大腿中央に取り付けた Gyroscope（sample rate：500Hz）により計測した。腰椎安定性の指標（安定性指標）の計測
方法を以下に述べる。まず，腰椎の移動，課題に伴い起こる上下側方移動を各々計測するために，第 4 腰椎棘突起と，左大転子
に直径 20mm の半球形マーカー（L4，大転子）を貼付した。その後，Gyroscope と同期させた状態で，ハイスピードカメラ（撮
影速度：240fps）により，被験者の後方から課題時のマーカーの動きを撮影した。次に Gyroscope で規定した股関節屈曲開始時
と安静立位時の静止画を image�J に取り込み，L4，大転子の縦，横の移動距離から，変位量を以下の式で計算し，安定性指標と
した。安定性指標＝［（L4 縦�大転子縦）2＋（L4 横�大転子横）2］1/2統計処理は SPSSver24.0 を使用し，安定性指標と角速度の関連
性を pearson の積率相関係数を用い検討した。なお有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】安定性指標は 0.81±0.47cm，角速度は 490.8±65.4deg/s であった。安定性指標と角速度の間には，r=�0.38（P=0.02）で
有意な負の相関が認められた。

【結論】本研究の安定性指標は，安静立位時の L4 と大転子の位置関係を基準 0 とし，股関節屈曲動作開始時における腰椎の変位
量を表している。故に Reevs らの安定性の定義から，股関節屈曲という刺激を与えた際に，安定性指標の値が小さい方が腰椎の
安定性が高いと捉えることができる。立位股関節屈曲課題における腰椎の変位量と角速度に有意な相関が認められたことから，
パフォーマンスが高い人は，動的課題における腰椎の安定性が高いことが示唆される。
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P-SP-01-1

中学・高校野球選手の側腹筋厚と肩甲骨周囲筋との関係

武田 和之1），加藤 洋一1），西口 幹大2），東 歓太1），萩尾 光咲1），前川真太朗3），馬島 雅高1），
加藤 芳司4）

1）マジマ整形外科，2）特定医療法人録三会太田病院，3）城見整形外科クリニック，
4）トライデントスポーツ医療看護専門学校

key words 野球・発達段階・側腹筋

【はじめに，目的】

肩，肘関節障害は中学野球選手で多くみられる。この世代の投球動作は体幹側屈が大きく回旋が小さく上肢依存度が高いとの報
告があり，体幹筋群に世代の特性があると推測されるが，一定の見解を得ていない。本研究は，中・高校生の側腹筋の特性と肩
甲骨周囲筋との関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】

野球選手，中学生 24 名（J 群：年齢 13±0.8 歳，身長 159.8+8.7cm，体重 46.2±7.1kg）高校生 18 名（H 群：年齢 16±0.8 歳，身
長 172.2±5.8cm，体重 65.8±7.3kg）計 42 名を対象とした。測定は超音波診断装置（日立メディコ）を用いた側腹筋厚（腹横筋
厚以下 TrA，内腹斜筋厚以下 IO，外腹斜筋厚以下 EO），ハンドヘルドダイナモメーター（ANIMA）を用いた肩甲骨内転筋，
肩甲骨下制内転筋の筋力測定を行った。統計処理は，2 群それぞれ側腹筋厚の投球側－非投球側の差異を対応のある t 検定を行
い，各群，左右の側腹筋厚と肩甲骨内転筋，肩甲骨下制内転筋の関係を Pearson の相関係数にて解析した。有意水準は 5% とし，
統計ソフトは SPSS（version 24）を用いた。

【結果】

J 群の EO（投球側 8.3±1.7mm，非投球側 9.2±1.8mm）に有意差を認め，投球側 EO と投球側肩甲骨内転筋との間に r=0.56，非
投球側 EO，投球側 IO，投球側 TrA と投球側肩甲骨下制内転筋との間にそれぞれ r=�0.52，�0.59，�0.43 の有意な相関を認めた。
H 群の TrA（投球側 4.4±0.9mm，非投球側 4.9±1.0mm）に有意差を認め，投球側 TrA と投球側肩甲骨内転筋との間に r=0.49
の有意な相関を認めた。

【結論】

側腹筋左右差は J 群では EO，H 群では TrA に認めた。側腹筋と肩甲骨周囲筋の関係は，J 群で投球側 EO と投球側肩甲骨内転
筋で正の相関，投球側回旋筋（投球側 TrA，IO，非投球側 EO）と投球側肩甲骨下制内転筋で負の相関を認め，H 群は投球側 TrA
と投球側肩甲骨下制内転筋で正の相関を認めた。側腹筋左右差は先行研究と一致した結果となり，競技特性である投球動作など
一側優位の活動により生じたと考える。側腹筋と肩甲骨周囲筋の関係は，下肢からの力伝達を側腹筋が中継役として担い，肩甲
骨周囲筋へ至ることを示唆する結果と考える。J 群の投球側体幹回旋筋と投球側肩甲骨下制内転筋の関係は，Wind up phase～
Early cocking phase の投球側体幹回旋時に投球側肩甲骨下制内転筋が働いていない可能性が考えられる。先行研究より，成長期
野球選手の上肢に頼った投球動作は同 phase に僧帽筋下部線維の筋出力が低下していたと報告があり，それらは早期体幹回旋
や肩甲骨 force couple の破綻に繋がると考える。

高校野球選手は下肢からの力を肩甲骨周囲筋へ伝達していると考慮できるのに対し，中学野球選手は未成熟な身体特性に加え，
体幹の使い方により障害を誘発させる可能性が考えられる。野球選手のリハビリテーションや予防において，体幹の協調性ト
レーニングなどを取り入れることも重要と考える。
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P-SP-01-2

中高生野球選手における投球側と非投球側の関節可動域および筋力の関係

幸田 仁志1），来田 宣幸2），松井 知之3），甲斐 義浩1），東 善一3），平本真知子3），瀬尾 和弥4），
宮崎 哲哉4），江藤 寿明5），森原 徹4）

1）京都橘大学健康科学部理学療法学科，2）京都工芸繊維大学応用生物学部門，
3）丸太町リハビリテーションクリニック，4）京都府立医科大学，5）伏見岡本病院リハビリテーション科

key words 投球障害・関節可動域・筋力

【はじめに，目的】

近年，中高生野球選手における投球障害の早期発見や障害予防にむけて，医師や理学療法士を中心とした検診事業が各地で開催
されている。検診事業では，医師による診察に加えて，理学療法士による関節可動域や筋力の測定が行われているが，これらの
測定値は非投球側の値を参考として異常所見と判断されることが多い。しかしながら，非対称的な動作を繰り返し行う者では，
左右の関節可動域や筋力に非対称性が存在することが報告されている。よって，仮に障害のない場合でも，投球などの非対称的
な動作を行う野球選手の関節可動域や筋力には，投球側と非投球側の間に関連性がない可能性がある。そこで本研究では，中高
生の野球部員を対象とし，投球側と非投球側の関節可動域および筋力の関係を分析することにより，非投球側の値が目標値の設
定や機能低下の指標として有用となるかについて検討した。

【方法】

対象は，ある都道府県で開催された野球検診に参加した中学生 69 名，高校生 225 名とした。測定項目は，投球障害との関連が
報告されている肩関節 2nd 外旋・2nd 内旋・水平内転，股関節内旋・外旋の関節可動域，踵殿距離，肩関節外転筋力・内旋筋
力・外旋筋力，肘関節伸展筋力，足把持力とし，投球側及び非投球側に対して実施した。関節可動域の測定は，2 名以上の理学
療法士により実施され，1 度単位での計測が行われた。統計解析には，ピアソンの相関係数を用い，中高生それぞれの各測定項
目の投球側と非投球側の関係性を分析した。また，野球検診において肩肘関節の理学所見検査，医師による診察のいずれかで異
常所見がみられた者（以下，陽性群）を対象から除外して同様の解析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

中高生それぞれの肩関節 2nd 外旋・2nd 内旋の関節可動域，踵殿距離，肩関節外転筋力・内旋筋力・外旋筋力，肘関節伸展筋力，
足把持力において，投球側と非投球側の間に中等度以上の有意相関を認めた。一方，肩関節水平内転の関節可動域は，中高生と
もに相関係数が低く，中学生では有意相関を認めなかった（中学生：r=0.15，p=0.23，高校生：r=0.28，p＜0.05）。また，陽性群
を除いて同様の解析を行った場合も，肩関節水平内転の関節可動域には有意相関を認めず（中学生：r=0.20，p=0.15，高校生：
r=0.15，p=0.20），他の測定項目では中等度以上の有意相関を認めた。

【結論】

中高生野球選手の肩関節 2nd 外旋・2nd 内旋の関節可動域，踵殿距離，肩関節外転筋力・内旋筋力・外旋筋力，肘関節伸展筋力，
足把持力には，投球側と非投球側に密接な関係性が示された。一方で，水平内転角度は，非投球側の値から障害の予測や機能低
下の判断をするには十分な注意が必要であろう。
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P-SP-01-3

肩関節機能障害が動的バランスに与える影響
～片脚ドロップジャンプ着地テストによる床反力の検討～

鈴木 陽介1），世良田拓也1），森 大志1），小笠原一生2），鈴木 薫1），牧野 孝成1），伊藤 彰浩1），
大町 聡1），二瓶 伊浩1），今村省一郎1），竹原良太朗1），畠中 陽介1），草場 優作1），仁賀 定雄1），中田 研2）

1）JIN 整形外科スポーツクリニックリハビリテーション科，2）大阪大学大学院医学系研究科

key words 動的バランス・反復性肩関節脱臼・床反力

【はじめに，目的】

上肢の平衡反応は姿勢制御に寄与しており，ジャンプ着地時には足圧中心（以下 COP）ピーク速度時間に影響することを健常人
で明らかにした。しかしながら，肩関節機能障害を有する場合，上肢平衡反応を有効に利用できないことが考えられる。そこで，
本研究は肩関節脱臼の既往が動的バランスに与える影響を探索することを目的とした。

【方法】

対象は肩関節脱臼の既往を有する患者 9 名（平均 24.0±9.1 歳）（以下，脱臼群），重篤な既往歴がない健常成人 9 名（平均 24.6
±9.6 歳）（以下，健常群）であった。測定は，前方または側方へ 20cm の高さから片脚ドロップジャンプ着地テストを行わせ，同
側の脚で着地した時の床反力を計測した。上肢は胸の前で組ませる（以下，RES），制限なし（以下，FRE）の 2 条件とし，前
方・側方へ右脚・左脚各 6 回測定した。床反力はダイナミックバランス評価システム（テクノロジーサービス社製）を用い，サ
ンプリング周波数 1kHz で計測した。動的バランス能力は，床反力データから，緩衝係数，鉛直方向の床反力ピーク（以下，Fz）
およびピーク時間（以下，Tz），着地後 20�200ms の COP 軌跡長，前額・矢状各方向の COP ピーク速度，ピーク速度時間につ
いて検討した。

統計は，前方と側方ごとに利き脚と非利き脚に分け，脱臼の既往と上肢の条件を要因とした 1 要因に対応がある二元配置分散分
析を行い，有意水準 5％ とした。

【結果】

緩衝係数は交互作用に傾向が認められ，健常群の FRE 条件では小さくなる傾向があった。Fz は利き脚・前方で条件と交互作用
に傾向が認められ，健常群は脱臼群と比較して FRE 条件でさらに小さくなった。Tz は非利き脚で脱臼群のみ早くなる傾向があ
り，側方では FRE 条件でより早くなる傾向があった。COP 軌跡長は利き脚・前方で脱臼の既往に有意な交互作用が認められ，
健常群では FRE 条件で COP 軌跡長が短かった（F（1,16）=16.19，P=0.001）。COP の矢状面ピーク速度には有意差が認められ
なかったが，ピーク速度時間は利き脚・前方の FRE 条件で有意に短くなった（F（1,16）=9.86，P=0.006）。前額面ピーク速度で
は有意な交互作用が認められ，脱臼群の FRE 条件では速度が有意に速くなった（F（1,16）=6.1，P=0.02）。

【結論】

肩関節機能障害が動的バランスに影響するかを探索するために，片脚ドロップジャンプ着地テスト中の床反力を計測した。Fz
および COP 軌跡長，矢状面ピーク速度時時間は FRE 条件で小さくなったことから，上肢による平衡反応はこれらの要素を制御
するために予測的に導入されていることが推察された。脱臼群では，特に Fz や COP 軌跡長では健常群ほどの有効性がみられな
かったことから，肩関節機能障害を有する場合，上肢の肢位に関わらず平衡反応を発揮できない可能性がある。本研究から，肩
関節疾患患者でも動的バランスの低下から傷害の発生リスクが高まる可能性があり，バランス改善を促すアプローチの必要性
が示唆される。
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P-SP-01-4

投球時トップポジションにおける肩甲骨内転と疼痛との関係

半田 翔伍1），齊藤 明2），新出 卓斗3），山内 夕佳4），斎藤 功1）

1）羽後町立羽後病院リハビリテーション科，2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，
3）市立秋田総合病院リハビリテーション科，
4）医療法人秀友会札幌秀友会病院診療部リハビリテーション科

key words 投球障害・肩甲骨・肩関節

【はじめに，目的】

投球動作は連鎖的な運動であり，肩甲上腕関節への負担が少ない運動にはその近位に位置する肩甲骨の運動が重要であるとさ
れている。投球障害を有する選手においては，腹臥位での肩関節水平外転時に非投球側に比べ投球側の肩甲骨内転の低下，肩関
節水平外転角度の増大が認められると報告されている。しかし，実際の投球動作における肩甲骨内転と肩関節水平外転，疼痛と
の関係については明らかにされていない。本研究の目的は，トップポジション（以下 TP）姿勢における肩甲骨内転距離と肩関
節水平外転角度が投球障害肩に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】

A 大学野球部に所属する男子大学生 25 名（20.6±1.8 歳）を対象とし，投球時の肩関節周囲の疼痛の有無によって疼痛群 16 名と
非疼痛群 9 名に振り分けた。全被験者の肩甲骨内転距離，TP 肩水平外転角度，TP・ボールリリース（以下 BR）肘下がり角度
を測定した。肩甲骨内転距離の測定は，テープメジャーを用いて肩甲棘基部から脊柱棘突起までの距離を測定し，立位上肢下垂
位での測定値を aa’，TP 姿勢の測定値を TPaa’とした。いずれも測定値（cm）/身長（cm）×100 の式にて正規化した。また，aa’
と TPaa’との差を求め，立位上肢下垂位から TP 姿勢までの動的な肩甲骨内転の指標とした（以下 aa’�TPaa’）。TP 肩水平外転角
度の測定は，肩甲棘基部と肩峰にマーカーを貼付し TP 姿勢時に上方からデジタルビデオカメラを用いて撮影した。また，TP
と BR の肘下がり角度の測定は，投球動作を側方と前方からデジタルビデオカメラにて撮影した。得られた画像より二次元動作
解析ソフト（DARTFISH）にて解析しそれぞれ角度を求めた。統計学的解析は疼痛群と非疼痛群の二群間の比較を t 検定にて行
い，各項目間の関係を検討するために Pearson の積率相関係数を求めた。なお，すべての統計処理は有意水準 5% とした。

【結果】

両群間の平均値の比較では疼痛群では非疼痛群に比べ有意に TPaa’が高値であり（2.34±0.38 vs. 1.88±0.32；p＜0.01），動的指標
である aa’�TPaa’では疼痛群が非疼痛群よりも有意に低値を示した（1.79±0.65 vs. 2.45±0.81；p＜0.05）。その他の項目に関して
は，両群間で有意な差は認められなかった。また疼痛群においていずれの項目間にも有意な相関関係は認められなかった。

【結論】

本研究結果から投球障害肩の発生には TP 姿勢時の肩甲骨内転制限が関係していることが示唆された。しかし，TP 姿勢時の肩
水平外転角度や肘下がりは投球障害肩には関与しないことが明らかとなった。今後 TP 肩甲骨内転や疼痛との関係を明らかに
するために二次元解析と三次元解析を組み合わせた検討が必要である。
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P-SP-01-5

成長期の投球障害肩における上腕骨骨端線離解が治療経過に及ぼす影響

西村 勇輝1,2），木村 淳志1,2），鶴田 崇1,2），伯川 広明1,2），大塚 雅史1,2），緑川 孝二1,2,3）

1）南川整形外科病院リハビリテーション部，2）南川スポーツ医科学研究所，3）南川整形外科病院整形外科

key words 上腕骨骨端線離解・30̊拳上筋力・外旋筋力

【はじめに，目的】

投球動作は全身運動であるため，上・下肢や体幹の柔軟性や筋力の低下は肩へのストレスを増大させ，投球障害肩を発症させる
ことが考えられる。成長期の投球障害肩には上腕骨骨端線離解などがあり，少年野球肩（LLS）と呼ばれ区別されているが，当
院の治療方針は統一したものである。当院の治療方針は全身の理学所見の中でも，17 項目を重要項目として 1 項目 1 点で点数化
し，13 点未満はコンディショ二ング不良として投球禁止を勧めている。投球禁止期間は原則 4 週間であり，その期間に患部の安
静や全身コンディショニングを行う。再診で 13 点以上になると，段階的投球増強法にて痛みのない全力投球（フルスロー）を
目指す。今回投球障害肩と LLS と診断された者の治療経過を比較したため報告する。

【方法】

平成 26 年 1 月～平成 27 年月 12 月までに投球障害肩と診断された小学生から中学生の中で LLS を認めた 17 名（S 群），LLS
を認めなかった 15 名（N 群）とした。

当院で用いている理学所見 17 項目中，下肢・体幹項目を除いた肩 11 項目（筋力 5 項目：30̊ 拳上筋力，initial abduction test：
IAT，外旋筋力，elbow extension test：EET，elbow push test：EPT/柔軟性 2 項目：horizontal flexion test：HFT，combined
abduction test：CAT/疼痛 2 項目：Neer，hyper external rotation test：HERT/その他 2 項目：spine�scapula distance：SSD，
loose）に着目し，①初診時における各群の陽性率②各群の初診から再診での改善率③投球開始時期④フルスロー獲得時期を比較
した。④はスロー開始後，フルスローまで経過が追えた S 群 17 名中 14 名，N 群 15 名中 10 名で両群ともに全例がフルスロー獲
得したことを条件に比較を行った。

統計処理は，①，②は x2検定を用い，③，④はマン・ホイットニー検定を用いて 0.05 未満を有意差ありとした。

【結果】

平均年齢は S 群 12.3±1.6 歳，N 群 13.6±1.2 歳であった。

①初診は S 群，N 群ともに筋力 4 項目，柔軟性 2 項目，疼痛 1 項目で陽性率が 80％ 以上であり両群間に差は認められなかった。
しかし，外旋筋力では S 群 65％，N 群 27％ であり S 群で陽性率が有意に高かった。

②再診は S 群，N 群ともに有意に改善したが，S 群の 30̊ 拳上筋力で有意差に改善しなかった。

③スロー開始日数は S 群 36.2±16.3 日，N 群 34.1±10.1 日で有意差がなかった。

④フルスロー獲得日数は 84.3±24.4 日，N 群は 75.9±20.3 日で有意差がなかった。

【結論】

本研究の結果より，初診は LLS を認めた者の方が外旋筋力が有意に低下していた。これらは反復した投球動作により骨端線離解
部に起きた炎症と，外旋運動の捻転ストレスが痛みを生じ，筋力低下に影響したと示唆する。次に，LLS を認めた者は 30̊ 拳上
筋力の改善率が低下することがわかった。骨端線離解は腱板の筋張力を低下させ，長軸方向に対する筋力回復には時間を要する
のではないかと推察する。投球復帰には 4 週間の投球禁止と全身のコンディションを高めることが必要であると考える。
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P-SP-02-1

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の病期と投球時痛の有無および投球時痛を生じる位
相の関連性の検討

前田慎太郎，濱田 和明，渡邊 帆貴，和泉 昌宏，橋本 和典

和光整形外科クリニック

key words 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎・病期・痛み

【はじめに，目的】

我々は昨年の本学会にて，上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（以下OCD）における投球時痛を生じる位相（Painful Phase，以下 PP）
の違いが病巣部位に影響していたことを報告した。その際，投球時痛を有する対象が多かった一方で，投球時は痛くないが練習
後や帰宅後に痛いAfter Pain（AP）群や，投球時痛は全くないNo Pain（NP）群といった明らかな投球時痛を有さない対象を
認めた。OCDは発生初期の自覚症状が少ないと言われており，投球時痛の有無にOCDの病期が関与している可能性が疑われ
る。また，PPの違いと病期の関連性を検討した報告は見当たらない。そこで本研究では 2つの追加調査を行った。調査 1では
OCD症例における投球時痛の有無と病期進行の程度の関連性， 調査 2では PPの違いと病期進行の程度の関連性を検討した。

【方法】

対象は 2010 年から 2016 年に受診した青少年期野球選手のOCD症例のうち，X線検査を実施しかつ問診にてPPを聴取可能
であった 39名とした。受診時平均年齢は 13.7±1.5 歳で性別は全例男性であった。岩瀬のX線病期分類は I 透亮期外側型 0
名，II 透亮期中央型 17名，III 分離期前期型 10名，IV 分離期後期型 6名，V遊離期巣内型 4名，VI 遊離期巣外型 2名であった。
本研究ではこの I～VI を 6 段階順序尺度と捉え病期進行の程度を評価（以下 病期評価）した。調査 1では投球動作中に痛みが
あった者をPあり群，なかった者をPなし群とし 2群の病期評価の差を検討した。調査 2では PP別に分かれた 5群の病期評
価の差を比較検討した。統計処理は調査 1ではMann�Whitney の U検定，調査 2では Kruskal�Wallis 検定を用いた。いずれも
危険率 5％未満を有意とした。

【結果】

調査 1：内訳はPあり群 31名（80％），Pなし群 8名（20％）であった。病期評価はPあり群が I：0名，II：11 名，III：8
名，IV：6名，V：4名，VI：2名（中央値＝III），Pなし群が I：0名，II：6 名，III：2 名，IV～VI：0 名（中央値＝II）で，P
あり群は有意に病期が進行していた（p＜0.05）。調査 2：内訳は Late Cocking（LC）群 7名（18％），Acceleration（Acc）群
15 名（39％），Deceleration（Dcl）群 9名（23％），AP群 4名（10%），NP群 4名（10％）であった。各群の病期評価（中央
値のみ表示）は LC群：III，Acc 群：III，Dcl 群：III，AP群：II，NP群：II で，いずれの群間にも有意差は認めなかった。

【結論】

調査 1より，Pあり群はPなし群よりも有意に病期が進行していた。すなわちPなし群はOCD発生の比較的初期段階にあると
考えられ，この段階以上に症状を進行させないことが臨床上重要であると考えられた。さらに調査 2より，PPの違いは病期進
行の程度に関与していなかった。以上より，明らかな投球時痛を有するOCD症例は PPの違いに関わらず病期が進行している
ことが示唆された。本研究の結果はOCDの早期発見の重要性を示しており，野球障害検診等の活動を通して障害予防の啓発を
行う意義や必要性の根拠となり得ると考える。
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P-SP-02-2

野球肘検診における結果と今後の展望

堀内 俊樹1,2），坂本 祐太1），甘利 貴志1），西田 裕介2）

1）笛吹中央病院，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻

key words 野球肘検診・OCD・理学所見

【背景】

成長期の野球選手において野球肘の有病率は高く予防すべき課題である。野球肘の中で OCD（Osteochondritis dissecans：離断
性骨軟骨炎）は特に予後が悪く，症状の出現時にはすでに病態が進行していることが多い。そのため，早期発見することが重要
である。近年，日本では野球検診が行われる地域が増え，広まりつつある。今回，山梨県において野球肘検診を行った結果につ
いて報告する。

【方法】

対象は山梨県全域の少年野球団，及びリトルリーグに所属する小学生 259 名，中学校野球部に所属する生徒 50 名，計 309 名と
した。検診では全例に対し医師による超音波検査（肘関節外側）及び，PT・OT による身体機能検査として，現在の痛み，ROM

（伸展制限/伸展時痛/屈曲制限/屈曲時痛），圧痛（上腕骨小頭），外反ストレステスト，MER を横断的に実施した。OCD が疑わ
れた対象者は病院での受診を勧めた。統計学的解析は OCD の有無を説明変数，各検査項目を独立変数として解二乗検定を用い
た。解析には JMPver11 を使用した。有意水準は危険率 5％ 未満とした。

【結果】

野球肘検診の結果から OCD が確定した対象者は 8 名（2.58%）であった。年齢の内訳は小学生 4 名，中学生 4 名となった。OCD
が確定した 8 名の各検査結果は，屈曲制限（p＜0.01），小頭圧痛（p＜0.05），エコー外側（p＜0.01）で統計学的有意差がみられ
た。

【考察】

OCD が確定した 8 名の各検査結果では，屈曲制限，小頭圧痛，エコー外側で差がみられた。これらの関係性をもとに日本全国
での統一した OCD の評価法を作成することで，精度の高い野球肘検診につながると考える。こうした野球肘検診を継続的に行
うことで，理学療法士が OCD の発生予防に貢献できると考える。また，OCD に対して検診は勿論のこと選手だけでなく保護者
や指導者に向けても講習会を実施していく必要がある。そして，OCD だけでなく投球障害の拠点となる病院を目指し選手を
救っていきたい。
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P-SP-02-3

肘関節痛を有する少年野球選手の投球動作の特徴

増間 弘祥1），渡邊 裕之2），見目 智紀3），門倉 和成1），倉坪 亮太4），松永 篤彦1,2）

1）北里大学大学院医療系研究科，2）北里大学医療衛生学部，3）北里大学医学部整形外科，
4）北里大学病院リハビリテーション部

key words 野球・投球動作・3次元解析

【はじめに，目的】

野球選手における肘関節の投球障害は小学生に多く認められることが報告されている。小学生の投球障害肘の原因の一つに不
良な投球動作との関連が考えられている。不良な投球動作として cocking phase における肩関節の過度な水平外転を示す hyper
angulation，acceleration phase における体幹の回旋不良や踏み込み足の股関節内旋可動域の低下が示唆されている。また，野球
選手は late cocking phase から acceleration phase にかけて生じる肩関節最大外旋位（MER）に肘関節の疼痛を訴えることが多
いため，投球動作の中でもこの期間に着目して観察した報告は多い。しかし，少年野球選手に対して肘関節の疼痛の有無により
投球動作の特徴を比較した報告は少ない。本研究は少年野球選手を対象に 3 次元動作解析を行い，肘関節の疼痛を有する少年野
球選手の投球動作の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は少年野球チームに所属する小学 4 年生で野球歴が同じである男子 2 名（以下 A，B）とした。調査項目は背景因子として
年齢，身長，体重，野球歴，投球側の調査を行い，画像所見として超音波診断撮影装置による上腕骨小頭部の不整像の有無と理
学的所見として肘関節の圧痛，外反ストレスによる疼痛の確認を行った。投球動作の分析はハイスピードカメラを 4 台用い，主
要関節の 16 箇所に反射マーカーを貼付した。選手は 5 回の投球試技を行った。動作解析は反射マーカーが最も認識可能であっ
た 1 試行を採用し，Frame DiasIV（DKH 社製）を使用して行った。動画は踏み込み足の着地（FC）からボールリリース（BR）
までを 100% に正規化した。次に，肩関節の水平外転角度と体幹の左回旋角度，股関節内旋角度を算出し，FC 時，MER 時およ
び BR 時の角度に関して比較を行った。

【結果】

被験者の平均年齢は 9.5±0.5 才，全例右投げ右打ちであった。被験者 A は外反ストレスによる疼痛を認め，被験者 B は検査に
よる所見を認めなかった。投球動作時の肩関節水平外転角度は，FC 時において被験者 A が 38.2 度，被験者 B が�17.8 度であり，
被験者 A に hyper angulation が確認された。また，FC 時の体幹左回旋角度に関して，A は�61.2 度であり，B が�35.6 度であり
A は B に比して FC 時の体幹が軸足側へ回旋していた。また。BR 時の股関節内旋角度に関して，A は 11.6 度で，B は 16.2 度で
あり，A は B に比して BR 時の股関節内旋角度が小さかった。

【結論】

肘関節痛を有する少年野球選手の投球動作の特徴として，hyper angulation，FC から MER にかけて体幹の軸足側への回旋の増
大，そして BR 時の股関節内旋の減少が確認された。被験者 A は被験者 B に比して肩を後方へ引く意識が強く肩関節の水平外
転と同時に体幹の回旋が生じたと考えられた。また，BR 時に股関節内旋が減少していたことから下肢関節のコントロール不良
が考えられた。身体の未熟な少年野球選手を観察する際には，全身に着目し不良な投球動作に対して注意する必要が考えられ
た。
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P-SP-02-4

手長と示指角度に着目した野球ボールの握り方と肘障害に関する検討

田中 直樹1,2），我妻 浩二2,3），村上 純一1,2），石渕 重充2），榊原 加奈2），村本 勇貴2,3）

1）メディカルプラザ市川駅，2）江戸川病院スポーツリハビリテーション，3）かつしか江戸川病院

key words 野球・握り・上腕骨小頭離断性骨軟骨炎

【はじめに，目的】

野球選手のボールの握り方は，障害予防やパフォーマンスの観点からボールの下面を母指の尺側でおさえる「尺側握り」が推奨
されている。しかし，尺側握りが出来ない手長の小さな選手やボールの大きなソフトボール選手においては，母指の指腹でボー
ルをおさえる「指腹握り」が強いられる。しかし，ボールの握りについて，手長や手指の関節角度について検討した報告は我々
が渉猟しえた限りない。本研究では，我々が行った大規模野球検診で行われた検診項目のなかで，学童期野球選手におけるボー
ルの握り方について手長とボールを握った際の中手指節間関節（MP 関節）角度に着目し，肘障害との関係について明らかにす
ることを目的とした。

【方法】

対象は，学童期野球選手に対して行った野球検診参加者 172 名のうち，有効データの取れた 169 名（平均年齢 10.6±0.7 歳，平
均身長 142.9±7.7cm，平均体重 37.0±7.7kg）とした。調査項目は①手長測定，②ボールの握り（尺側握り，指腹握り）チェック，
③握った際の示指 MP 関節角度，④超音波画像による上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（OCD）検査の 4 項目とした。手長測定は橈骨
茎状突起と尺骨茎状突起の中点から中指先端までをメジャーで測定した。ボールの握りは，母指先端が示指より尺側に位置し，
母指の尺側でボールを把持しているものを尺側握り，母指先端が示指より撓側に位置し，母指の指腹でボールを把持しているも
のを指腹握りとした。MP 関節角度はボールを握った状態で手指用ゴニオメータで測定し，屈曲をプラス，伸展をマイナスとし
た。超音波画像検査は操作や診断について習熟した整形外科医が行った。得られたデータを尺側握り群と指腹握り群に分け，手
長および MP 関節角度について対応のない t 検定を用い比較し，握りの違いによる OCD 発生件数の比率を χ2検定を用いて算出
した。また，OCD の有無によって非 OCD 群と OCD 群に分け手長および MP 関節角度について Welch 検定を用いて比較した。
いずれの検定も有意水準 5％ とした。

【結果】

平均手長は，尺側握り群（64 名）で 16.2±1.4cm，指腹握り群（105 名）で 15.7±1.1cm であり尺側握り群で有意に高値を示した。
平均 MP 関節角度は，尺側握り群 2.1±5.7̊，指腹握り群 3.9±5.5̊ であり指腹握り群で有意に高値を示した。169 名中 9 名に OCD
が見つかったが，握りの違いによる OCD の発生件数は尺側握り群 4 名，指腹握り群 5 名で差を認めなかった。OCD の有無によ
る比較では，手長で非 OCD 群 15.9±1.2cm，OCD 群 15.8±0.9cm と両群に差を認めなかった。MP 関節角度は，非 OCD 群 3.5
±5.6̊，OCD 群�0.9±4.5̊ で，OCD 群で有意に低値を示した。

【結論】

野球では尺側握りが推奨されているが，手長の大きい選手は尺側握りを選択し，手長の小さい選手は指腹握りを選択していた。
握りの違いによる OCD 発生に差は認められなかったが，ボールを握った際の示指 MP 関節角度が OCD の発生に関与する可能
性が示唆された。
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P-SP-03-1

オーバーヘッドスポーツにおける体幹機能評価の検証
下肢中間位保持テストにおいて上肢の肢位変化が体幹と下肢の筋活動動態に及ぼす影響

平林 怜

相澤病院スポーツ障害予防治療センター

key words 体幹機能・下肢筋力・評価

【はじめに，目的】

体幹機能の低下は投球障害の影響因子であり，村上らは投球障害の改善に体幹と下肢の連動した固定力が必要であると報告し
ている。投球動作では片脚立位の安定性や体幹機能のみでなく体幹と下肢の連動した固定力が必要となる。当院ではその評価の
一つとして上肢の肢位を変化させた下肢中間位保持テストを実施している。この評価は中殿筋徒手筋力評価と同等肢位で骨盤
を固定せずに徒手抵抗を加え，体幹と下肢の連動を簡便に評価する手法である。そこで本研究は下肢中間位保持テストにおける
上肢の肢位変化が体幹と下肢の筋活動動態に及ぼす影響を検討することを目的とした。

【方法】

下肢中間位保持テストは徒手抵抗に対して抗することができなければ陽性とする。対象は評価で陰性であった健常男性 8 名，両
下肢を対象としたため 16 肢，平均年齢は 24.5±1.9 歳であった。今回は上肢の肢位の影響を明らかにするため評価肢位は上肢下
垂位，上肢拳上位の 2 肢位で施行した。2 肢位とも側臥位とし評価下肢は股関節膝関節屈曲 0̊，対側下肢は骨盤前傾代償を防ぐ
ため股関節膝関節屈曲 90̊ とした。上肢下垂位は肩関節屈曲 0̊，肘関節屈曲 90̊ とし，上肢拳上位は手を頭部に組み肩関節屈曲
120̊ とした。表面電極貼付位置は広背筋，内腹斜筋，外腹斜筋，大殿筋，中殿筋，大腿筋膜張筋，大腿二頭筋，トリガー電極と
して徒手抵抗位置に貼付した。徒手抵抗位置は大転子から大腿骨外側上顆を結ぶ遠位 35cm の位置とした。また徒手抵抗は 100
N で 3 秒間を各肢位に対して 7 回試行した。各筋の最大随意収縮測定は徒手筋力検査を用い 3 秒間の最大等尺性運動（MVC）を
試行し，3 秒間の安定している 0.5 秒間を%MVC の基準とした。徒手抵抗前の外転保持で安定した平均値の筋活動量を抵抗前%
MVC とし，筋活動開始時点から 0.5 秒間の筋活動量を抵抗中%MVC として算出した。また，抵抗前%MVC から抵抗中%MVC
の増加率も求めた。筋活動開始時は外転保持にて安定した 0.5 秒間における筋活動量の平均値に標準偏差 2 倍の値を加えた値と
規定した。統計処理は各肢位で得られた 7 筋の増加率を比較した。正規性の検定後に上肢下垂位と上肢拳上位での増加率に対し
て対応のある t 検定を行った。

【結果】

上肢拳上位と上肢下垂位で比較した筋活動量の増加率は内腹斜筋，広背筋が有意に高く（p＜0.05），外腹斜筋が低い傾向であっ
た（p＜0.1）。

【結論】

下肢筋の筋活動には上肢の肢位変化で筋活動量に変化がなかったが体幹筋の筋活動は有意に増加した。渡邊らは座位側方リー
チ時に移動側の内腹斜筋は骨盤内の固定力として，広背筋は遠心性収縮として働くと報告している。このことから上肢拳上位で
は広背筋が遠心性に，内腹斜筋は求心性に骨盤を固定させるために作用すると推察される。本評価はオーバーヘッドスポーツや
リーチ動作等における体幹と下肢の連動した安定性を評価する上で有用なものと示唆される。
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P-SP-03-2

サッカーのインステップキックとインサイドキックにおける腰部負担の比較

山本 直弥1），勝平 純司2）

1）医療法人司絆生吉田クリニック，2）新潟医療福祉大学医療技術学部義肢装具自立支援学科

key words サッカー・キック動作・腰部負担

【目的】

サッカーのキック動作に関する研究は下肢三関節を中心に行われており，腰部負担が客観的数値で示された研究の報告は見当
たらない。腰部負担を示す指標として，椎間板圧縮力がある。椎間板圧縮力（以下，LBC）は年齢や性別の違いで許容値が異な
るとされており，20 代男性は 6000N とされている。この年齢性別の違いを総合して，National Institute of Occupational Safety
and Health は性別年齢問わず，3400N 以下を推奨している。本研究では，この 3400N を許容値，20 代男性の 6000N を限界値と
定義して行った。本研究の目的はサッカーのキック動作における腰部負担を運動力学的に明らかにすることとし，その中で，イ
ンステップとインサイドの LBC を算出し，比較検討した。また，腰部体幹に着目し，それぞれのキックの LBC の増加に影響を
及ぼす因子を比較した。

【方法】

対象はサッカー経験のある健常若年男性 12 名とし，全員右利きの者とした。平均年齢 21.1±1.7 歳，平均身長 171.8±5.7cm，平
均体重 64.3±5.9kg であった。三次元動作解析装置，床反力計，赤外線カメラを使用し，被験者には赤外線反射マーカーを計 36
個貼付した。計測条件としては固定した位置から助走を開始し，その後床反力計の上に置かれたボールをインステップ，インサ
イドで 3 回ずつ蹴る。本研究では，ボールスピードの再現性のため 65～75% のボールスピードで行うこととした。65～75%
の算出方法は，計測前被験者に最大努力でのキックを実施させ，そこで得たボールスピードの値を 100% として 65～75% を算出
した。計測期間は軸足の踵接地からボールインパクトまでを測定した。その期間内で LBC が最大となった時点での腰部モーメ
ントを抽出した。また計測期間内での体幹と骨盤の角度を抽出した。統計解析は対応のある t 検定を用い，有意水準は 5% とし
た。

【結果】

LBC のピーク値はインステップで 3906.28±591.40N，インサイドで 2647.31±401.68N となった。LBC を体重で正規化した値に
おいて，インステップはインサイドよりも有意に大きな値を示した。腰部モーメントについては，右側屈モーメント，左回旋モー
メントでインステップのほうが有意に大きな値を示した。骨盤は全施行左へ回旋していき，その左回旋角度量はインステップで
有意に大きな値を示した。

【考察・結論】

LBC は，インステップでは 6000N の限界値までは達しないが，3400N の許容値は超えており，インサイドでは許容値以下に抑
えられていた。体重で正規化すると，インステップで有意に大きい値を示した。この原因として，インステップでの腕の振りが
大きいことや，またインサイドでは蹴り足股関節外旋モーメント発生に備えるため，腰部左回旋モーメントを抑えていたことな
どが考えられる。以上の点から，インステップでの強いシュートを目指すだけでなく，インサイドでの正確なシュートも交ぜて
練習を行うと，腰痛の障害予防になるのではないかと考えた。
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P-SP-03-3

大学生バドミントン選手における体幹筋群の筋厚の左右差，柔軟性と腰痛との
関連の調査

園田 拓也，青山 朋樹，田代 雄斗，鈴木 祐介，田坂精志朗，松原 慶昌，中山 恭章，
横田 有紀

京都大学院医学研究科人間健康科学系専攻理学療法学講座

key words バドミントン・筋厚・左右差

【はじめに，目的】

バドミントンは競技特性上体幹の伸展動作および一側の回旋，側屈動作を多く行う競技である。体幹の回旋動作の多い競技とし
て野球があげられるが，野球選手においては投球・打撃動作時の体幹の回旋動作が繰り返されることによって腰痛が発生する
という報告がある。バドミントンも野球と同様に，回旋方向が利き手により限定されるため一方の体幹筋がより発達し，筋厚に
左右差が見られ腰痛が発生する可能性がある。しかし，バドミントン選手の体幹筋群の筋厚および柔軟性の左右差と腰痛を比較
した研究は見られない。そこで本研究は，バドミントン選手の体幹筋群の筋厚および柔軟性の左右差と柔軟性，腰痛の関連を調
査することとした。

【方法】

本研究は男子大学生バドミントン選手 22 名（20.1±1.2 歳）を対象とした。年齢，身長，体重，バドミントン競技歴，利き手，
現在の安静時の腰痛の有無と痛みの程度を VAS にて質問紙で聴取した。柔軟性は Straight Leg Raising 角度をゴニオメーター
にて，Hip Bottom Distance と Finger Floor Distance をメジャーにて測定した。体幹筋群の筋厚は超音波診断装置にて測定し，
測定筋および測定肢位，測定位置は，胸部脊柱起立筋（腹臥位，第 9 胸椎棘突起の 4cm 外側），多裂筋（腹臥位，第 4 腰椎棘突
起の 2cm 外側），外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋（背臥位，肋骨下端と腸骨稜上縁を結ぶ線の中点の高さで腋窩線の 2.5cm 前方）
とした。また体幹筋群の筋厚は 3 回測定し，その平均値を用いて利き手側と非利き手側に分類し，その差を求めた。統計解析は
腰痛の有無で二群に分け，Shapiro�Wilk 検定にて正規性を確認し，対応のない t 検定にて各測定項目の平均値を比較した。また，
対応のある t 検定にて各測定項目の利き手側と非利き手側の平均値を比較した。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

被験者 22 名のうち腰痛群は 8 名，非腰痛群は 14 名であった。対応のない t 検定の結果，腰痛の有無と有意な関連が見られるも
のはなかった。対応のある t 検定で利き手側の多裂筋厚と非利き手側の多裂筋厚を比較した結果，利き手側の多裂筋厚に比べ，
非利き手側の多裂筋厚が有意に大きかった（p=0.02）。

【結論】

本研究の結果，大学生バドミントン選手において腰痛を有する者は約 36％ であったが，腰痛の有無と柔軟性および体幹筋群の
筋厚に関連は見られなかった。一方で，バドミントン選手において利き手側の多裂筋厚に比べ，非利き手側の多裂筋厚が大きい
ことがわかった。バドミントンの競技特性上，体幹を非利き手側に側屈かつ伸展動作を多く行うため，非利き手側の多裂筋がよ
り発達したと考えられる。一側の筋が発達していることから，今後腰痛を罹患する可能性があると考えられる。
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P-SP-03-4

加速度計による競泳選手の胸郭回旋運動評価の試み

鈴木 雄太，浦辺 幸夫，前田 慶明

広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words 競泳ストローク動作・胸郭回旋運動・加速度

【はじめに，目的】

競泳競技における自由形の上肢ストローク動作では，ローリングと呼ばれる胸郭回旋運動がおこる。ローリングが不十分な場合
には，肩関節に過度な水平外転方向の力が加わり，肩関節障がいの発生リスクが増大する。

本研究では，この胸郭回旋運動を加速度計を用いて評価することを試みた。肩関節の柔軟性が獲得されている者は，ローリング
が滑らかで，胸郭の左右方向の加速度の振幅が小さいと考えた。逆に，肩関節の柔軟性が乏しいと，ローリングの軸回旋と左右
方向への偏位が大きくなり，結果として胸郭の左右方向の加速度の振幅が大きくなると考えた。

本研究の目的は，加速度をパワースペクトル解析と Root Mean Square（RMS）で解析することで，肩関節の柔軟性と加速度の
変動の関係を知ることである。

【方法】

対象は，障がい既往のない大学競泳選手 8 名とした（年齢 21.1±1.9 歳，身長 175.5±4.6cm，体重 65.9±6.0kg）。立位かつ体幹前
傾位にて骨盤を固定し，陸上空間で模倣した 10 秒間の自由形ストローク動作を行わせた。その際の胸郭回旋加速度を三軸加速
度計 MVP�RF8（MicroStone 社）にて計測した。加速度計は第 9 胸椎棘突起上に装着し，サンプリング周波数 200Hz で記録し
た。解析区間は，左右方向の加速度の波形から無作為に選択した 1024 個（5.12 秒）の連続データとした。左右方向の加速度の
最大値を抽出し，加えて解析区間において，パワースペクトル解析（動作の滑らかさの指標）と RMS（動揺性の指標）を行っ
た。柔軟性の指標として，肩回旋幅をテープメジャーにて 0.5cm 単位で測定した。肩回旋幅は，両肘を伸ばした状態で棒を握り，
肘を曲げずに身体の前方から後方へと旋回することができた際の両母指内側の距離とした。

左右方向の加速度の最大値，滑らかさの指標および動揺性の指標と肩回旋幅の関係の検定に Pearson の相関係数を用いた。な
お，危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

左右方向の加速度の最大値は 6.58±1.89m/s2であった。パワースペクトル解析から得られた滑らかさの指標は 0.91±0.05，RMS
から得られた動揺性の指標は 3.22±1.22 であった。肩回旋幅は 63.0±21.1cm であった。加速度の左右方向の最大値と肩回旋幅の
相関係数は 0.79 であり，有意な相関関係が得られた（p＜0.05）。滑らかさの指標と肩回旋幅の相関係数は r=－0.45 であり，中等
度の相関関係が認められたが有意ではなかった（p＞0.05）。動揺性の指標と肩回旋幅の相関係数は r=0.65 であり，有意な相関関
係が得られた（p＜0.05）。

【結論】

本研究は陸上での測定であったが，肩関節の柔軟性の低下が，胸郭回旋動作の滑らかさの低下や動揺性の増大につながることが
確認でき，水中での動作をある程度反映するデータが得られたのではないかと考える。今後は，肩関節の柔軟性が低下した者へ
介入することで加速度がどのように変化するかを検証し，トレーニング指導等に生かしていく。
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P-SP-03-5

腹筋筋力と脊柱可動域の関係性

古屋 光司，嵩下 敏文，尾崎 純，脇元 幸一，富樫 秀彰，内田 繕博

医療法人社団SEISEN清泉クリニック整形外科

key words 体幹筋力・脊柱アライメント・スパイナルマウス

【はじめに，目的】

近年，様々な局面において体幹筋力の重要性を報告している文献が多く見受けられる。そのなかでもパフォーマンス能力は，体
幹部の stability 機能と mobility 機能に強く依存するとした報告が多い。しかし，体幹筋力の一つである腹筋に関する報告では，
stability に関する報告が多く，mobility に関しての研究報告は我々が検索した中では見受けられない。そこで今回我々は実際の
パフォーマンスという動的な動きには筋力のみならず，それに伴う可動性が重要であると考え，腹筋運動と脊柱の可動域の関係
性についての調査を行った。

【方法】

対象は，本研究の主旨を十分に説明し同意を得た健常成人 15 名（男性 13 名，女性 2 名，平均 26.9 歳±3.7 歳）。腹筋評価は，Kraus�
Weber Test（船橋整形外科式別法）に準じて行い 1～10 点での点数付けを行った。脊柱評価には，インデックス社製脊柱計測分
析器スパイナルマウスⓇを取扱説明書に準じて用いた。測定方法は端座位にて骨盤後傾脊柱最大屈曲位と，骨盤前傾脊柱最大伸
展位の差を脊柱可動域と定義し，胸椎，上位胸椎（Th1�6），下位胸椎（Th7�12），腰椎それぞれの可動域を算出した。統計学手
法には Pharmaco Basic Ver15 を使用し，腹筋筋力とそれぞれの脊柱可動域の関係には Pearson の積率相関係数を用いた。

【結果】

腹筋筋力は，胸椎可動域（r＝0.69）に有意な相関を認め，その他の可動域には相関が認められなかった。

【結論】

日本コアコンディショニング協会では，『筋力が身体機能を最大限に高めるための原動力と捉え，特に全ての動きの中心である
コアの筋力を高めることにより，より高いスタビライゼーション能力・コーディネーション能力を獲得しパフォーマンス向上
と怪我の予防に寄与する』としている。今回の結果では，胸椎の可動性が高い者ほどより負荷の高い腹筋動作が可能となる結果
を示した。つまり，パフォーマンス向上をするためにはコアの筋力を高めるだけではなく，胸椎の可動性を高める必要があると
仮説を論じ，胸椎に対するアプローチも必要であるということが示唆された。
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P-SP-04-1

膝前十字靭帯再建術後患者の術後 1ヶ月の伸展制限に術前の恐怖心が与える影
響

伊佐次優一1,2），岡 智大1），赤宗 一輝3），森 一晃3），和田 治1）

1）あんしん病院リハビリテーション科，2）神戸大学大学院保健学研究科博士前期課程，
3）あんしんクリニックリハビリテーション科

key words 前十字靭帯再建術・伸展可動域・術前の恐怖心

【はじめに，目的】前十字靭帯（以下：ACL）再建術後の伸展制限は疼痛や大腿四頭筋筋力低下の遷延に繋がると報告されてい
る。術後早期の伸展制限に影響する要因を明らかにすることは，術前および術後早期から積極的なリハビリテーションを行う上
で重要となる。ACL 再建術後の膝機能に影響を与える要因として恐怖心が挙げられており，術後 1～3 ヶ月の膝機能と関連する
と報告されている。一方で術前の恐怖心と術後早期の膝機能との関連は明らかにされておらず，術前の恐怖心が術後早期の伸展
制限に影響するかは不明である。本研究の目的は ACL 再建術後患者の術前の恐怖心が術後 1 ヶ月の伸展制限に与える影響を明
らかにすることとした。

【方法】対象は当院にて半腱様筋・薄筋腱による解剖学的一重束再建法による ACL 再建術を施行された 31 名（男性 12 名，女性
19 名，平均年齢 17.6±1.8 歳，Body Mass Index 22.4±1.9 kgm2，Tegner activity score7 以上）とした。除外基準は複合靭帯損傷
例，両側再建例，再々建例とした。評価時期は術前 1 週，術後 1 ヶ月とした。術前の評価項目は，恐怖心の評価である Tampa
Scale for Kinesiophobia�11（TSK�11），膝関節伸展筋力健患比，Heel Height Difference（HHD），半月板操作の有無とし，術後
1 ヶ月の評価は HHD を測定した。統計学的解析は，Spearman の相関係数を用いて術前の評価項目および年齢，性別，BMI
と術後 1 ヶ月の HHD との関連を検討した。術後 1 ヶ月の HHD を従属変数，単変量解析で相関を認めた項目を独立変数に投入
した重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。有意水準はいずれも 5％ とした。

【結果】術前の TSK�11 は 22.2±5.2 点，筋力は 85.2±1.4%，HHD は 1.5±1.5 cm，術後 1 ヶ月の HHD は 3.5±2.8 cm。術後 1 ヶ
月の HHD と各項目の相関関係は TSK�11（r=0.41），半月板縫合の有無（r=�0.37）で有意な相関を認めた。重回帰分析の結果，
術後 1 ヶ月の HHD には術前の TSK�11 が抽出された。（β=0.45，R2=0.20）

【結論】本研究より，術前の恐怖心が ACL 術後 1 ヶ月の伸展制限に影響することが示唆された。この要因として，恐怖心により
疼痛域値が低下し屈筋群の筋 spasm が強く生じたこと，また患肢への荷重量が低下し，膝屈曲位での歩行につながったことが考
えられる。今後は術前からの恐怖心への介入が術後 1 ヶ月の伸展制限改善に繋がるかを検討していく必要があると考える。
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P-SP-04-2

前十字靱帯再建術後におけるジャンプ着地後の膝関節角度変化と脛骨前方移動
量の関連

池野祐太郎1），山田 英司1），福田 航1），片岡 悠介1），近石 宜宏2），五味 徳之2）

1）総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部，2）総合病院回生病院関節外科センター

key words 前十字靱帯再建術・ジャンプ・膝関節

【はじめに，目的】

前十字靱帯（以下，ACL）損傷はジャンプ着地後から 40ms 以内に発生し，膝関節屈曲角度が小さく，膝外反・内旋運動により
ACL のストレスが大きくなることが要因といわれている。また，ACL 再建術後において，ジャンプ着地後に膝外反角度が大き
く，膝伸展モーメントが小さい者は再損傷のリスクがあると報告されているが，膝関節運動と脛骨前方移動量（以下，ATT）の
関係は不明である。そこで今回，ACL 再建術後におけるジャンプ着地後の膝関節角度の変化と ATT の関連を検討した。

【方法】

対象は半腱様筋腱と薄筋腱を用いた解剖学的二重束 ACL 再建術を施行された者（以下，ACL 再建群）20 例（年齢 23.5±7.3
歳，身長 1.7±0.1m，体重 66.6±12.2kg）と健常群 10 例（年齢 24.5±3.2 歳，身長 1.7±0.1m，体重 64.5±13.6kg）とした。対象
者の選択基準は疼痛や関節可動域制限がなく，スポーツ復帰している者とした。また，測定時に Lachman test，前方引き出しテ
ストは全例が陰性であった。

研究デザインは横断研究とした。測定課題は 30cm 台からのドロップジャンプ着地とし，ACL 再建群は術側肢，健常群は利き足
で測定した。測定機器は赤外線カメラ 10 台と床反力計 4 台（AMTI 社，Watertown）で構成される三次元動作解析装置 VICON�
MX（Vicon Motion System 社，Oxford）を用いた。なお，サンプリング周波数は 120Hz とした。対象者はスパッツを着用し，
直径 9mm の赤外線反射マーカーを 41 ヵ所に貼付した。測定データは三次元動作解析ソフトウェア Visual3D ver.5（C�Motion
社）を用いて膝関節屈伸・内外反・内外旋角度を求め，それぞれ初期接地と初期接地後 40ms での膝関節角度の変化量を算出し
た。また，膝十字靱帯機能検査機器 Knee Lax（インデックス社）を用いて全身麻酔下での ATT を求めた。

統計手法に関して，ACL 再建群と健常群における膝関節角度変化量の比較には 2 群の差の検定を用いた。また，膝関節角度変
化量に差がみられた項目と ATT との関連には相関分析を用いた。なお，統計解析ソフトは R�2.8.1 を使用し，有意水準は 5%
とした。

【結果】

ACL 再建群の膝関節角度変化量は屈曲 8.2±4.9̊，内反 0.5±1.4̊，内旋 0.8±0.9̊，健常群の膝関節角度変化量は屈曲 15.4±3.7̊，内
反 0.9±1.4̊，内旋 0.9±1.0̊ であり，ACL 再建群の ATT は�0.4±3.2mm であった。ACL 再建群は健常群に比べて，膝関節屈曲
角度変化量が有意に小さかったが（p=0.001），その他の項目に差はなかった。また，膝関節屈曲角度変化量は ATT との間に負
の相関があった（r=�0.46，p=0.04）。

【結論】

ACL 再建群はジャンプ着地時に膝関節屈曲角度が小さく，膝関節での衝撃吸収が不十分であると考えられた。また，膝関節屈
曲角度と ATT との間に負の相関を認めたことから，ACL 以外の膝関節の安定に関与する因子が異なった膝関節屈曲角度にお
いて ATT と関連していることが示唆された。
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P-SP-04-3

バスケットボール競技における非接触型膝前十字靭帯損傷予防に必要な矢状面
上の下肢関節戦略

菊元 孝則1,2），江玉 睦明1,2），中村 雅俊1,2），中村 絵美1,2），伊藤 渉1,2），宮川 俊平3）

1）新潟医療福祉大学理学療法学科，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，
3）筑波大学人間総合科学研究科

key words バスケットボール・膝前十字靭帯・関節モーメント

【はじめに，目的】

非接触型膝前十字靭帯（ACL）損傷の発生メカニズムとして，着地動作時に生じる力が，下肢へ加えられた際に起こる不適正な
動作が考えられている。そこで我々は，非接触型 ACL 損傷が発生した際に生じる，唯一の外力である床反力を，発生メカニズ
ムのメインリスクファクターとして着目し，床反力の効率的な吸収方法に必要な矢状面上の下肢関節モーメントを考察する着
想に至った。先行研究からも，生体内の ACL に歪み計を取り付け，その脚で前方へジャンプ着地を行った際の床反力最大値と，
ACL の歪み度合が一致している（Cerulli 2003）ことからも，床反力が関節内の負荷に大きな要因となっていることが明確であ
る。本研究の目的は，床反力が小さくなる効率的な着地動作を行うには，どのような下肢関節モーメントが必要なのか検証する
ことである。

【方法】

下肢関節に手術歴がない女性バスケットボール選手 30 名（19.5 歳±3.3 歳）を対象に，バスケットゴール中心真下から 10m 離れ
た場所をスタート位置とし，ドリブルで 4m 進んだ直後に左右で片脚ステップをする，いわゆるユーロステップを行い両脚着地，
その直後にジャンプシュートを行った。初ステップの方向を左右各 3 回ずつ行い，両側着地時の初接地脚の床反力と矢状面上の
下肢関節モーメント（股関節屈曲伸展，膝関節屈曲伸展，足関節底背屈）を測定した。床反力ピーク値と各関節モーメントとの
相関には Pearson の相関係数を用いて検討し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

着地動作時の床反力の大きさと，膝関節屈曲伸展モーメント，股関節屈曲伸展モーメント共に有意な相関関係は認められなかっ
た。しかしながら，両脚着地時の初接地脚の足関節底屈モーメントと床反力最大値との間に，有意な負の相関が認められた（r
=－0.863，P＜0.01）。

【結論】

足関節底屈モーメントが床反力に影響を及ぼしている結果から，足関節の矢状面上の動きを効率的に利用して床反力を吸収す
ることが，着地動作時の外傷予防には必要であることが示唆された。また足関節底屈モーメントがマイナスの値を示している試
技は床反力が高値を示しており，この原因として着地時の重心位置が後方に移動していることが予想される。これは床反力の大
きさをリスクファクターと考える本研究の見解と，先行研究で述べられている非接触型 ACL 損傷好発肢位（Boden 2000）とな
る見解が一致している。以上から，今回試行したバスケットボール競技に特化した着地動作では，足関節の底屈モーメントを効
率的に働かせ着地を行うことで床反力を小さく抑えることができ，接触型 ACL 損傷の予防に繫がる可能性がある。
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P-SP-04-4

ACL 再建術後の膝関節機能獲得について
～術後超早期の膝関節屈曲可動域と歩行の関連性～

志田 峻哉，今屋 健，田中 龍太，藤島理恵子，戸渡 敏之

関東労災病院中央リハビリテーション部

key words ACL再建術後・膝関節屈曲可動域・正常歩行獲得

【はじめに，目的】

当院では ACL 再建術後，約 2 週間の入院期間中に膝関節の可動域や筋力改善に加え，正常歩行獲得を目標としてリハビリを
行っている。我々は以前から ACL 再建術後，伸展可動域制限の有無が，術後筋力の回復に影響を与えていることを報告してい
る。そのため，術後早期より伸展可動域獲得を目指しリハビリを進めている。一方，ACL 再建術後の膝関節屈曲可動域に関す
る報告は少ない。そこで今回，ACL 再建術後の超早期の屈曲可動域の獲得状況と，歩行の関連性について調査した。

【方法】

対象は 2015 年 1 月から 2016 年 4 月までに，ST または STG による解剖学的二重束再建を行った 200 名（29.6±12.4 歳，以下
STG 群）と BTB による再建を行った 60 名（23.3±9.0 歳，以下 BTB 群）とし，全例初回再建とした。

当院では初回リハビリを術後 2 日から装具なしで開始し，屈曲可動域は術後 2 週で 120̊ を目標としている。歩行は膝関節の支持
性や Double Knee Action がみられ，安定した正常歩行が獲得された時点で片松葉，杖なしへと移行している。

測定項目は以下の 4 項目とした。

1．初回リハビリ前の膝関節屈曲角度（以下リハ前屈曲）

2．初回リハビリ後の膝関節屈曲角度（以下リハ後屈曲）

3．片松葉杖歩行獲得時期（以下片松葉）

4．独歩獲得時期（以下杖なし）

統計は群間で各項目の比較と群内で各項目間の相関を，Mann�Whitney 検定と Spearman の順位相関係数を用いて検討した。
データ解析には SPSS を使用し，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

STG 群はリハ前屈曲 66.0±15.4̊，リハ後屈曲 92.6±14.4̊，片松葉 5.7±1.7 日，杖なし 6.7±1.7 日であった。杖なしとリハ前屈曲
（r=�0.17），リハ後屈曲（r=�0.14）に負の相関があった。

BTB 群はリハ前屈曲 75.4±14.6̊，リハ後屈曲 95.6±11.6̊，片松葉 5.6±1.5 日，杖なし 6.6±1.8 日であった。杖なしとリハ前屈曲
（r=�0.42），リハ後屈曲（r=�0.48）に負の相関があった。

STG 群と BTB 群では，リハ前屈曲で有意に BTB 群が大きく，その他は有意差がなかった。

【結論】

ACL 再建術後に最も多い跛行は，膝関節の関節運動が起こらない棒脚歩行である。棒脚歩行は，立脚後期から遊脚期を通して，
膝関節の屈曲が起こらず，骨盤挙上を伴い下肢全体を振り出す歩容である。今回の結果から，初回リハビリの屈曲可動域が良い
症例は，患部の状態が良好で術後の炎症症状が少なかったことが予想される。その結果，関節運動が獲得しやすく歩容に反映さ
れたため，早期から杖なしに移行できたと推測される。また，屈曲可動域と杖なしとの相関は，BTB 群が STG 群より強い相関
を示していた。棒脚歩行は，ハムストリングスの収縮不良による，遊脚期での膝屈曲運動低下が大きな原因となる。STG 群は，
ST を採取することにより遊脚期での膝屈曲運動に弊害が出ている可能性が考えられ，逆に BTB 群はその弊害が少ない。そのた
め BTB 群の方が高い相関が得られたと考える。いずれにしても今回の結果から，術後超早期の屈曲角度から正常歩行獲得日が
予測でき，術後の経過判断の指標となり得ることが分かった。
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P-SP-04-5

膝前十字靭帯損傷受傷から再建術までの待機期間と筋力回復の傾向について

平井 友和1），今屋 健2），田中 龍太2），藤島理恵子2），戸渡 敏之2）

1）九州労災病院中央リハビリテーション部，2）関東労災病院中央リハビリテーション部

key words 前十字靭帯損傷・筋力・待機期間

【はじめに，目的】

膝前十字靭帯（ACL）再建術後の筋力回復の要因として，我々は術前の筋力が影響していることを過去に報告している。この術
前の筋力には，ACL 再建術までの待機期間による影響があると考えられる。今回，術前と術後の患側筋力体重比に着目し，ACL
受傷から再建術までの待期期間と術前から術後の筋力回復の傾向について検討した。

【方法】

対象は 2011 年 1 月から 2015 年 12 月までの間に，関東労災病院スポーツ整形外科で，ST または STG を用いた一側の初回 ACL
再建術（解剖学的二重束再建）を施行した 705 名（男 328 名 女 377 名）である。
ACL 損傷受傷日から手術までの待期期間を月換算し，4 群に分類した。
A 群：受傷 1 ヶ月以内（中央値 1.0）115 名（男 45 女 70），25.7±11.1 歳
B 群：受傷 1.1～3 ヶ月（中央値 1.8）293 名（男 129 女 164），28.1±12.2 歳
C 群：受傷 3.1～6 ヶ月（中央値 4.0）129 名（男 57 女 72），28.1±12 歳
D 群：受傷 6.1 ヶ月以上（中央値 18.0）168 名（男 97 女 71），32.6±12.3 歳
筋力は，Biodex3 を使用し，術前，術後 5 ヶ月（5M），術後 8 か月（8M）の患側膝伸展筋力（60deg/sec）を測定した。この値
を体重で除した値を，体重比（Nm/kg）とした。
統計は，各群の経時的変化を Repeated�Measures ANOVA と多重比較法（Turkey）を用い，各群の術前，5M，8M の平均の差
の検定を ANOVA と多重比較法（Turkey）を用いて行った。
統計処理は SPSS 23.0 を使用し，有意水準 5% 未満とした。

【結果】

各群の平均値は以下の通りであった。
術前 A：1.8 B：1.7 C：1.8 D：1.9
5M A：2.2 B：2.0 C：1.9 D：1.8
8M A：2.5 B：2.2 C：2.2 D：2.1
A 群，B 群，C 群は術前・5M・8M のすべてで有意に増加した。D 群は，術前と 8M，5M と 8M で有意に増加した。
術前は B 群と D 群で有意差があった。5M と 8M では A 群と，B 群・C 群・D 群それぞれに有意差があった。

【結論】

ACL 損傷後は，炎症や可動域制限等の影響で筋力低下が生じるが，炎症症状の改善に伴い筋力回復が得られる。また，再建術
の前には膝の正常 ROM の獲得が必須となる。我々は術前の理学療法を重要視しており，受傷後の膝機能の回復に努めている。
しかし正常 ROM の獲得に個人差が生じるため，再建術までの待期期間に差が出る。また，様々な事情により待期期間が長期化
することも少なくない。
今回の結果から，患側体重比は術前では各群間にあまり差は見られなかったが，術後は待期期間が最も短い A 群が他の群と比べ
て良好に回復していた。また待期期間が最も長い D 群においては，経時的に漸進的な回復がみられなかった。このことから，膝
ROM などの正常機能が獲得できた前提で，待機時期が短い再建術が術後の筋力回復に良い影響を与えることが示唆された。今
後は経時的な回復率やスポーツレベルを考慮した，詳細な検討を加えていく必要がある。
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P-SP-05-1

片脚着地動作における円滑さと下肢 3関節の運動学的特徴について
―Jerk Index を用いた検証―

内野 翔太1,3），河原 常郎2,4），大森 茂樹2,5）

1）医療法人社団鎮誠会季美の森整形外科，2）医療法人社団鎮誠会季美の森リハビリテーション病院，
3）千葉大学大学院人文社会科学研究科，4）千葉大学大学院工学研究科，5）千葉大学大学院医学研究院

key words 片脚着地動作・Jerk Index・動作解析

【はじめに，目的】

我々は，第 51 回大会において片脚着地動作の円滑さと下肢 3 関節運動について Jerk Index（JI）を用い，安全かつ効率的な着地
動作について言及し，片脚着地時に膝関節のみで衝撃緩衝するのではなく股関節の関与が重要であると報告した。しかし，JI
高値群，JI 低値群の動作特性について言及するには至らなかった。本研究は，片脚着地動作における JI 低値群の運動学的特徴
を明確にすることを目的とした。

【方法】

対象は，健常男性 12 名 24 肢とした。計測機器は，VICON MX システム，床反力計，使用ソフトは VICON NEXUS1.8.5 を用い
た。マーカは，15 体節 35 ヵ所に貼付した。運動課題は，30cm 台から自由落下後 2 秒間静止する片脚着地動作とした。JI は，
COG 位置座標の鉛直成分を 3 回時間微分した Jerk の 2 乗和を運動時間，運動距離で補正し算出した。対象者は算出した JI 値を
もとに，第 1 四分位（JI：0.74）以下を JI 低値群（6 名），それ以外を JI 非低値群（18 名）の 2 群に分類した。計測範囲は，片
脚着地動作における初期接地（Initial contact：IC）から身体重心最下点（Center of Gravity lowest point：COG�LP）とし，計
測範囲内での JI，各計測点の下肢 3 関節角度，計測範囲中の下肢 3 関節角度変位量，鉛直床反力（Vertical Ground Reaction
Force：VGRF）ピーク値とした。統計解析は，得られたデータについて Kolmogorov�Smirnov 検定にて，正規性を確認したう
えで，JI 低値群と JI 非低値群間の差について，Student’s t�test 及び Mann�Whitney U test を用いて検証した。有意水準は 5%
とした。

【結果】

IC における膝関節内反角度は，JI 低値群：2.5±3.0 度，JI 非低値群：7.6±4.4 度で有意差を認めた（p＜0.05）。計測範囲内の膝
関節屈曲角度変位量は，JI 低値群中央値 43.6 度（38.3～45.7 度），JI 非低値群中央値 48.6 度（44.7～55.6 度）で有意差を認めた

（p＜0.05）。その他，計測項目では両群間に有意差を認めなかった。

【結論】

着地動作時の衝撃緩衝は，主に矢状面における下肢 3 関節運動が重要と考える。非低値群は，IC 時の膝関節内反角度が大きく，
膝関節中心から床反力作用線までの距離が延長することが考えられ，IC 時以降は前額面における負荷増大が考えられる。前額面
における膝関節運動は，衝撃緩衝を行うだけの可動域を有していない。結果的に計測範囲内の膝関節屈曲角度を増大することで
衝撃緩衝を行ったと考えられる。このことから，前額面における膝関節運動の過度な増大は，衝撃緩衝及び円滑な着地動作の妨
げになる。そのため，IC 時の下肢 3 関節角度にも着目する必要がある。本研究より，JI が低値を示す要因として着地後の下肢
3 関節運動だけでなく，IC 時の下肢 3 関節角度が影響することが示唆された。このことから，矢状面だけでなく前額面での膝関
節運動に着目し動作指導することで，結果的に JI が低値を示し円滑な着地動作に繋がると考えられる。
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P-SP-05-2

MRI を用いた脛骨近位端の形状評価
―脛骨後方傾斜角度ならびに脛骨冠状傾斜角度の性差の検討―

遠藤 悠介1,2），竹村 雅裕3），門間 正彦4），岩本 浩二1），水上 昌文1）

1）茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科，
3）筑波大学体育系，4）茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科

key words 脛骨後方傾斜（Posterior Tibial Slope）・脛骨冠状傾斜（Coronal Tibial Slope）・MRI

【はじめに，目的】

膝前十字靭帯損傷の解剖学的危険因子の一つに脛骨高原の形状がある。脛骨高原の形状評価には，矢状面で観察可能な脛骨後方
傾斜角度（PTS 角度）と前額面で観察可能な脛骨冠状傾斜角度（CTS 角度）の 2 つが用いられる。これら脛骨傾斜角度の計測
は，X 線画像や CT 画像，MRI 画像などの画像診断装置を用いて行われている。我々は，MRI 画像を用いた PTS 角度計測の有
用性を報告したが，CTS 角度については未報告である。また PTS 角度および CTS 角度の性差に関する報告は非常に少ない。本
研究の目的は健常者における膝関節 MRI 画像を用いた PTS 角度および CTS 角度計測の信頼性を検討すること，ならびにその
性差を検討することである。

【方法】

健常大学生 7 名 14 膝を対象（男性 3 名 6 膝；21.3±0.6 歳，女性 4 名 8 膝；19.8±0.5 歳），MRI 画像診断装置（HITACHI，AIRIS
Vento，0.3T）を用いて，膝関節 MRI 画像を撮像した。撮像条件は TR：4000，TE：95.0，Thickness：3.0mm，撮像肢位は仰
臥位，膝関節伸展位にて実施した。画像処理ソフト Image J（National Institute of Health）に MRI 画像データを取り込み，
Hashemi らの方法を参考に，PTS 角度（内側 PTS 角度；MPTS 角度，外側 PTS 角度；LPTS 角度），CTS 角度を算出した。な
お計測は 1 名の検査者が数日の間隔を空けてそれぞれ 3 回計測した。

また，検者内信頼性を検討するために，MPTS 角度，LPTS 角度，CTS 角度の 3 つの角度の級内相関係数（Intraclass Correla-
tion Coefficient：ICC）をそれぞれ算出した。また，3 つの脛骨傾斜角度の平均値を男女別に算出し，対応のない t 検定または
Welch の検定により男女間で比較した。有意水準は 5% とした。統計解析には SPSS Statistics ver.22.0（IBM 社）を用いた。

【結果】

MPTS 角度，LPTS 角度，CTS 角度の計測時の検者内信頼性を示す級内相関係数はそれぞれ 0.86，0.89，0.83 であった。

MPTS 角度，LPTS 角度，CTS 角度の平均はそれぞれ 10.8±2.3（̊男性 10.1±3.0̊，女性 11.3±1.6̊），10.0±2.3（̊男性 8.8±2.5̊，
女性 10.8±1.7̊），2.6±1.9̊（男性 3.4±1.8̊，女性 2.0±1.8̊）であった。

性別間の平均角度の比較では，MPTS 角度（p=0.347），LPTS 角度（p=0.083），CTS 角度（p=0.159）の 3 つの脛骨傾斜角度す
べてにおいて有意差を認めなかった。

【結論】

脛骨傾斜角度計測の ICC は 0.81 以上であり，MRI 画像を用いた脛骨傾斜角度計測の検者内信頼性は高いことが分かった。

脛骨傾斜角度の男女間の比較では，すべての角度おいて有意差を認めなかった。性差については未だに見解が異なるものの，本
研究では性差があるとする Jiang らの報告を支持する結果となった。

今後は動作の特徴と解剖学的特徴を関連させた分析を行う必要がある。
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Drop vertical jump における膝関節外反モーメントと股関節・膝関節運動，下肢
アライメントとの関係

横山 寛子1,2），尾田 敦3），牧野 美里3），石川 大瑛3），鹿内 和也2），前田健太郎2），
浦本 史也2），伊藤 亮太2），藤林 直樹2）

1）医療法人松田会松田病院，2）弘前大学大学院保健学研究科，3）弘前大学教育研究院医学系保健科学領域

key words 膝関節外反モーメント・関節運動・下肢アライメント

【はじめに，目的】

膝前十字靱帯（以下，ACL）損傷のきっかけは Initial Contact（以下，IC）直後の膝関節外反モーメントの急激な高まりである
と言われ，ACL 損傷以前の drop vertical jump（以下，DVJ）における IC 時や最大膝関節外反角度や膝関節外反モーメントの
大きさは ACL 損傷の予測因子となる。

ACL 損傷膝では特徴として足部回内位であること，損傷時に急激で大きな膝関節外反モーメントが発生すること，膝関節外反
位であること，IC から IC 後 40msec まで股関節屈曲，外転，内旋位での固定などが報告されている。これらより ACL 損傷膝で
は静的，動的ともに変化が生じていると考えられる。

健常者では後に ACL 損傷した群で DVJ の膝関節外反モーメントや垂直床反力（以下，vGRF），IC 時や最大膝関節外反角度が
大きかったという報告がある一方，IC 後の膝関節外反モーメントと股関節・膝関節角度や角度変化量，下肢アライメントとの関
連は明らかになっていない。

本研究では健常女子大学生を対象に，DVJ の初期接地区間における前額面，矢状面の関節運動に着目し，膝関節外反モーメント
と股関節，膝関節運動との関連および，膝関節外反モーメントと下肢アライメントとの関連について明らかにすることを目的と
した。

【方法】

対象は健常女子大学生 22 名（年齢 20.8±0.9 歳，身長 160.1±4.4cm，体重 52.7±3.8kg）とした。下肢アライメント評価として，
Navicular drop test，Leg�Heel�Angle，Q�angle，Craig test を測定した。動作課題は高さ 30cm の台からの DVJ とし，赤外線
カメラ 8 台で構成される三次元動作解析装置（Vicon Motion Systems 社製，Vicon Nexus）および床反力計（AMTI 社製，40
mm×600mm）を使用し計測した。サンプリング周波数は赤外線カメラ 100Hz，床反力計 1000Hz とした。マーカーは Plug�in
Gait Full Body モデルに従い，対象者の身体の 35 か所に貼付した。解析対象は被験者の非利き脚とした。統計学的解析は，接地
区間における vGRF の第 1 ピーク（以下，peak vGRF）出現時の膝関節外反モーメント（Nm/kg）と，peak vGRF の大きさ

（N/kg），IC から peak vGRF 出現するまでの時間，静止立位・IC・peak vGRF 出現時それぞれの股関節・膝関節角度，IC から
peak vGRF 出現時の区間での股関節・膝関節角度変化量，下肢アライメントとの関係について，Pearson の積率相関係数，
Spearman の順位相関係数にて検討した（p＜0.05）。

【結果】

膝関節外反モーメントと peak vGRF 出現時の膝関節外反角度との間（r=0.522），膝関節外反角度変化量（r=0.517）との間にそ
れぞれ有意な中等度の正の相関を認めた。その他の項目では有意な相関は認められなかった。

【結論】

健常膝では ACL 損傷膝と異なり，膝関節外反モーメントと peak vGRF，IC 時の股関節・膝関節角度，下肢アライメントとの関
連性は低く，IC から peak vGRF 出現時の区間における膝関節外反運動との相関関係が認められた。そのため膝関節外反モーメ
ントの減少には着地動作時の膝関節外反運動の減少が重要であることが考えられる。
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P-SP-05-4

バドミントンにおけるランジ動作の分析
―ランジ方向と打ち分け方向による運動力学的差異―

福永みなみ1），木山 良二2），川田 将之2），米 和徳2）

1）鹿児島大学大学院保健学研究科，2）鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words バドミントン・ランジ・フリーモーメント

【はじめに，目的】

ランジ動作は，バドミントン競技の中で最も基本的な技術であり，シングルスの試合の全動作の 15% を占めるとされる。急激な
ブレーキと方向転換を伴うランジ動作は競技者の下肢に大きな負担を生じ，傷害が誘発される。先行研究では，特に左前方への
ランジ動作で，床反力の鉛直成分と前後成分が大きいことが報告されている。

しかし，バドミントンのランジ動作中の関節運動や関節モーメントを分析した報告は少ない。また，ランジの方向や打ち分け方
向による運動力学的差異を分析した報告は見当たらず，その特性は明らかになっていない。本研究の目的はバドミントンのラン
ジ動作において，ランジの方向や打ち分け方向が下肢関節に与える運動力学的な影響を明らかにすることである。

【方法】

測定には，三次元動作解析装置（Oxford Metrics 社，VICON MX3），床反力計（AMTI 社，BP400600）を使用した。反射マー
カーを胸郭，骨盤，左右下肢 29 カ所のランドマークに貼付した。ランジ動作の方向は，右前方向（フォアハンド）と左前方向

（バックハンド）とし，それぞれ右側，左側へ返球する動作，計 4 パターンを分析対象とした。なお，全被験者は効き手が右で
あり，ラケットは右手で保持している。ランジ動作は右下肢から開始し，3 回目の右ステップで床反力計を踏むように実施した。
ランジの方向については，対象者が練習で通常行っている角度とし，左右への返球を模擬させた。動作の速度は，リスクを考慮
し，最大速度のおおよそ 80％ とした。なお，測定前にウォーミングアップとして，フットワーク練習を 5 分間実施した。各動
作を 7 回ずつ反復して計測し，欠損のない 3 回のデータを分析した。

右下肢の関節角度，内的関節モーメントを算出した。先行研究を参考に，右膝関節が最大屈曲位となるまでの区間をブレーキン
グ区間とし分析した。3 回のランジ動作の各最大値の平均値を代表値として採用した。統計学的検定には，ランジ方向と打ち分
け方向を要因とした，反復測定の二元配置分散分析を用いた。

【結果】

フォアハンドに比べ，バックハンドのランジ動作では，股関節外転角度（P＜0.001），膝関節内転角度（P=0.023），股関節伸展モー
メント（P=0.047）が有意に小さく，膝関節内旋モーメント（P=0.002）が有意に大きかった。また，右側への返球に比べ，左側
へ返球するランジ動作では，股関節外転角度（P＜0.001），膝関節内旋モーメント（P=0.002），足関節外反・内転モーメント（P
=0.010，P=0.002）が有意に大きかった。

【結論】

ランジ方向については，股関節の内外転，膝関節などの水平面におけるモーメントで制御しており，返球の方向はさらに足関節
モーメントで全身重心の運動方向を制御していると考えられた。ランジ動作のブレーキング区間では，特に膝関節および足関節
周囲筋の機能が重要であり，負荷が大きいことが示唆された。
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バスケットボール，リバウンド時の膝関節アライメントの解析
―男女間の比較から―

三浦 雅史1），川口 徹2），山根 鉄平3）

1）仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科，2）青森県立保健大学健康科学部，
3）札幌リハビリテーション専門学校理学療法士科

key words 性差・膝関節内外反・着地動作

【はじめに，目的】

バスケットボールでは膝靭帯損傷が多く，特に女子選手での発生頻度が高いことが知られている。なかでも非接触型損傷での受
傷機転としてはジャンプ着地動作が挙げられる。我々も片脚ドロップジャンプ時の膝アライメントを中心に，本学術大会で報告
してきた。過去の報告では，バスケットボール競技中の着地動作ではなく，単純なドロップジャンプに関する解析であった。

本研究では，バスケットボールのリバウンドに着目し，1）リバウンド時の膝屈曲角度，内外反角度がどのような変化を示すの
か，2）これらについて男女差の有無を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，A 大学のバスケットボールサークルに所属する男女各 10 名の計 20 名とした。反射マーカーは，膝屈曲角度を解析する
ために大転子，膝関節外側裂隙，外果に，また膝内外反角度を解析するために上前腸骨棘，膝蓋骨中心，足関節中心に貼付した。
記録はデジタルビデオカメラ（SONY 社製）を 3 台用い，前方，側方，後方から撮影した。運動課題は最大努力下でのリバウン
ド後の両脚着地動作とした。あらかじめバックボードに目印をつけ，自らボールを投げ，印の位置に当てることとした。ビデオ
画像は 2 次元動作解析ソフト（DARTFISH，ダートフィッシュ社製）を使用し，関節角度を算出した。膝内外反角度および膝
屈曲角度は，1）安静立位時，2）リバウンド着地での全足底接地時，3）リバウンド着地での膝最大屈曲時の 3 地点で解析した。
統計解析は SPSS Ver21.0（IBM 社製）を使用し，t 検定にて男女差を比較した。有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

1）リバウンド時の膝屈曲角度

全足底接地時，膝最大屈曲時いずれにおいても，膝屈曲角度は有意な男女差はなかった。

2）膝内外反角度

安静立位時の膝内外反角度を男女間で比較すると女性の膝外反角度が有意に大きかった。同様に全足底接地時，膝最大屈曲時に
ついて男女間で比較すると女性の膝外反角度が有意に大きかった。

安静立位時の膝内外反角度において有意な男女が認められたことから，変化量についても男女間で比較した。つまり，全足底接
地時の変化量を「全足底接地時－安静立位時」とし，膝最大屈曲時の変化量を「膝最大屈曲時－安静立位時」とした。これらの
変化量についても男女間で比較すると女性の変化量が有意に大きかった。

【結論】

リバウンド時の膝屈曲角度はいずれの場面においても有意な男女差を認めなかったが，膝内外反角度は明らかな男女差を認め
た。また，膝内外反角度の変化量についても男女差が認められた。すなわち，男女間で膝外反角度を比較すると，女性は元々，
膝外反角度が大きく，またリバウンド着地時の膝外反角度が大きくなることが明らかとなった。以上から，女性選手のリバウン
ド着地では，元々の膝外反角度の大きさのみならず，リバウンド着地動作においても膝外反角度が大きくなることが示唆され
た。
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異なる周波数の全身振動が足関節背屈角度と片脚跳躍高に与える影響

小宮 諒，浦辺 幸夫，前田 慶明

広島大学医歯薬保健学研究科

key words 全身振動・足関節背屈角度・片脚跳躍高

【はじめに，目的】

近年，全身振動（Whole Body Vibration：WBV）は筋力増強やストレッチング効果を狙い，リハビリテーションやスポーツ現場
で使われている。WBV 使用時には効果的な周波数の選定が必要であるといわれており（東原 他；2009），WBV 後の効果につ
いても周波数による違いを検証することは重要だと考える。現在，跳躍高の増加は周波数 25�30Hz の WBV での報告が多く

（Matthew, et al., 2012），柔軟性の改善は周波数 40�50Hz の WBV での報告が多い（Dallas, et al., 2015）。しかし，周波数の違いが
柔軟性や跳躍高に与える即時効果を比較した報告は少ない。また，足関節の可動域や片脚跳躍高に与える即時効果の報告は，渉
猟し得る限り見当たらない。本研究の目的は異なる周波数（25Hz と 40Hz）の WBV が足関節背屈角度と片脚跳躍高に与える即
時効果を明らかにすることとした。仮説は 25Hz で片脚跳躍高の増加がみられ，40Hz で足関節背屈角度の増加がみられる。

【方法】

対象は健常成人男性 6 名 6 脚とした（年齢 22.7±1.4 歳，身長 174±4.0cm，体重 64.2±8.3kg，BMI21.1±1.9 kg/m2）。WBV には
SONIX（SONIC WORLD）を使用し，対象者は周波数 25Hz と 40Hz の 2 条件を実施した。なお，1 条件目を実施後，2 条件目
の実施までに 1 日以上の間隔を設け実施した。測定姿勢は，振動台上に非利き脚（ボールを蹴るときの軸足）での片脚立位姿勢
をとり，脳への振動が少ない膝関節屈曲 50̊ で統一した（Rieder, et al., 2016）。WBV は 30 秒を 5 回実施し，各試行間には 30
秒の休息時間を設けた。測定項目は片脚スクワットジャンプ（SJ）高と足関節背屈角度とし，WBV 前後で測定を実施した。SJ
高の測定は MYOTEST（S＆C 社）を，足関節背屈角度は全自動足関節運動装置（丸善工業）を測定に用いた。各項目 3 回測定
し，平均値を算出した。統計学的解析には足関節背屈角度，片脚 SJ ともに，WBV 前後の値の比較に対応のある t 検定を用いた。
危険率は 5％ 未満を有意とした。

【結果】

WBV 使用前後の足関節背屈角度（̊）は，25Hz でそれぞれ 22.7±1.6，23.9±2.1，40Hz で 22.9±2.3，25.2±2.5 であり，いずれも
WBV 後に有意に角度の増加がみられた（p＜0.05）。片脚 SJ 高（cm）は 25Hz でそれぞれ 20.2±0.8，21.1±0.7，40Hz で 20.2
±1.4，20.4±1.3 となり，25Hz のみで有意な増加がみられた（p＜0.05）。

【結論】

26Hz の WBV 使用時には，振動刺激に伴う伸長反射と相互抑制が生じ，Ia 抑制ニューロンから拮抗筋の収縮を抑制する刺激が
伝達される（Cochrane, et al., 2005）。これが背屈角度の有意な増加につながったと考える。WBV は高い周波数ほど筋疲労を引
き起こす可能性があるとされている（Cardinale, et al., 2003）。25Hz では跳躍高の有意な増加がみられ，40Hz の WBV では有意
な増加がみられなかったことから，40Hz では WBV 後に筋疲労が生じていた可能性がある。
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足関節内反捻挫予防のためのサポートテープの走行の違いが内反角度に与える
影響

小笠原沙映1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2），沼野 崇平2），藤下 裕文2），福井 一輝1）

1）広島大学医学部保健学科，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words 足関節内反捻挫・テーピング・テープの走行

【はじめに，目的】

足関節内反捻挫は発生頻度の高いスポーツ外傷であり，予防のためにテーピングが行われている。テーピングは，テープの走行
や本数を変化させることで，関節の制動効果を高めている。テープの走行の違いにより，関節運動への影響が変化するが，1
本のテープが関節運動にどのように制限を与えているかは明らかではない。本研究の目的は，後足部の内反制限のため，走行が
異なる 3 種類のテープを施行し，サイドステップ動作時に，テープがどのように関節運動を制限しているのかを明らかにするこ
ととした。

仮説は，距骨下関節軸に直交するテープの走行が後足部の内反制限に最も効果的であるとした。

【方法】

対象は，足関節捻挫の既往のない健常な女性 8 名（年齢 21.4±0.5 歳，身長 157.3±5.6 cm，体重 49.4±5.5 kg）とした。テープは
日東メディカル社の EB�50 を使用した。テープは対象の利き脚（ボールを蹴る脚）に，内果から足底を横切り，下腿遠位 1/3
まで貼付した。テープの張力を一定にするため，テープを徒手筋力計（アニマ社）のプローブに当てた状態で張力を加え，40
N になった時点で貼付した。課題動作は，利き脚側の側方 1 m へのサイドステップとした。課題動作の分析には，赤外線カメラ
16 台からなる三次元動作解析装置（Vicon Motion Systems 社）を使用し，サンプリング周波数 100Hz で記録した。赤外線反射
マーカーを Oxford foot model に基づき下肢 30 箇所に貼付した。測定条件は，①テープなし，②足底面に垂直で，テープの後縁
が外果の最突出部を通る走行のテープ，③足底面に垂直で，テープの前縁が外果の最突出部を通る走行のテープ，④足底面に対
して後方に傾き，テープの後縁が外果の最突出部を通る（距骨下関節軸に直交する）走行のテープの 4 条件で行った。動作解析
ソフト Vicon Nexus1.8.5（Vicon Motion Systems 社）を用いて，着地時の後足部内反角度とその後の最大内反角度を算出した。
4 条件間の比較には，Wilcoxon 符号付順位和検定を用い，危険率 5％ 未満を有意とした。

【結果】

足部接地時の後足部内反角度（平均±SD）は，①16.0±5.2̊，②14.0±7.7̊，③14.4±7.8̊，④13.1±10.0̊ となり，④は①と比較し
て有意に低値となった（p＜0.05）。最大後足部内反角度は，①19.5±5.7̊，②18.8±8.9̊，③17.1±8.2̊，④16.0±9.2̊ となり，各条
件間で有意差はなかったが，④が最も低値となった。

【結論】

サイドステップ時の後足部内反角度は，④が最も低値を示したことから，距骨下関節軸に直交した走行が後足部の内反制限に与
える影響が大きく，仮説を支持する結果となった。さらに，②のように外果の前方を通るテープ，③のように外果の後方を通る
テープでも，足底面に対して垂直に走行するため，一定の効果を示すことが分かった。今後は，1 本ずつのテープの役割を考え
て，さらに検討をすすめたい。
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P-SP-06-3

大学陸上選手におけるアライメントの左右差と障害発生との関連性

備藤 翼1），田代 雄斗2），鈴木 祐介2），田坂精志朗2），松原 慶昌2），川越 美嶺2），園田 拓也2），
中山 恭章2），横田 有紀2），青山 朋樹2）

1）京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 足部横アーチ・陸上・障害

【はじめに，目的】

陸上競技では中足骨の疲労骨折や足底腱膜炎など，足部の障害が多く問題視されている。これまで足部内側縦アーチと障害発生
との関連が調査されている。足部のアーチは縦アーチだけでなく横アーチも重要であるが，横アーチと足部障害発生との関連は
明らかにされていない。横アーチの破綻は陸上競技で多く見られるシンスプリントの発生と関連すると報告されており，足部障
害とも関連する可能性がある。また，Q�angle の左右差が大きいほど障害発生リスクが高まるという報告があり，アライメント
の左右差も重要である。本研究はアライメント，柔軟性，筋力を含めた包括的な調査によって大学陸上選手の足部障害発生に関
連する因子を明らかにすることが目的である。

【方法】

対象は男子大学陸上選手 55 名（短距離 30 名，長距離 25 名，20.2±1.4 歳）とした。アライメントとして縦アーチ高，横アーチ
高，Leg Heel Alignment（以下 LHA），踵骨傾斜角度（以下 HA），Q�angle を測定し，それぞれの左右差を求めた。柔軟性は足
関節背屈角度を，筋力は足趾把持力を測定した。縦アーチ高，横アーチ高は静止立位にて体重の 10% 荷重と 90% 荷重の 2 条件
で測定を行った。縦アーチ高は床面からの舟状骨の高さを測定し，横アーチ高は超音波画像診断装置を用いて，得られた画像を
解析して内側種子骨と第 5 中足骨を結んだ線分と第 2 趾との距離を求めた。LHA，HA は静止立位時の足部を後方から撮影し，
得られた画像を解析して算出した。足関節背屈角度は膝関節屈曲位と伸展位で測定した。足趾把持力は足趾筋力測定器を用いて
測定した。足部の障害については過去 1 年間に練習を中止したものと定義し質問紙にて年齢，身長，体重，専門種目とともに調
査した。統計解析は足部障害の有無で 2 群に分け，Shapiro�Wilk 検定にて正規性を検定し，2 群間における上記の測定値及び左
右差の比較を Mann�Whitney の U 検定と，対応のない t 検定を用いて行った。なお有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

足部障害有り群 16 名，無し群 39 名であった。10% 荷重時及び 90% 荷重時の横アーチ高の左右差で有意な差が見られ（ともに
p＜0.05），障害有り群で左右差が大きく右足に比べて左足の横アーチ高が低いという結果であった。

【結論】

本研究の結果，アライメント・柔軟性・筋力の中で横アーチ高の左右差が足部の障害発生と関連していた。陸上のトラックは常
に左周りで走行するため，カーブを繰り返し走行することでカーブの内側に位置する足（左足）と外側に位置する足（右足）と
の間にアライメントの差が生じると考えられる。ゆえに練習時にトラックを右周りで走行する，カーブの少ない走路を走行する
など，アライメントの過度な左右差を生まないよう工夫することが障害予防に有効であると考えられる。
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慢性的足関節不安定性を有するバスケットボール選手の足に関するQOLの調査
SAFE�Qを用いてのバスケットボール選手の特徴について

松浦 彩香1），田中亜吏紗1），羽生 瑚幸1），下村 咲喜1,3），髙﨑 雷太2），工藤慎太郎1,3）

1）森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科，2）森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科，
3）森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科

key words SAFE�Q・慢性的足関節不安定症・バスケットボール

【はじめに，目的】

足部足関節評価質問票（SAFE�Q）は，日本整形外科学会，日本足の外科学会が独自に開発した足部の QOL 調査票である。我々
は，足関節内反捻挫に続発する慢性的足関節不安定性（CAI）は，スポーツ活動のみでなく日常生活においても何らかの機能障
害を抱え，足部に関する QOL が低下していることを報告した（Shimomura, 2016）。しかし，CAI が問題になる動作の頻度はス
ポーツ種目により異なるため，SAFE�Q の値も異なる可能性がある。バスケットボールはスポーツ種目の中でも特に足部外傷の
発生頻度が高く，足関節捻挫は多くみられる障害の 1 つである。本研究の目的はバスケットボール選手における SAFE�Q の特
徴を明らかにし，標準値を得ることとした。

【方法】

本研究において CAI は足関節捻挫の既往があり，足関節機能的安定性スコア（Karlson, 1991）より 80 点以下のものと定義した。
対象は現役バスケットボール選手 162 名と現在スポーツを行っておらず，CAI のない Control 群 67 名（平均年齢 18.3±1.7 歳，
身長 164.3±2.7cm，体重 58.8±18.7kg）とした。更にバスケットボール選手は，CAI を有する CAI 群 43 名と CAI を有さない
BAS 群 119 名に分類した。なお，回答が不明確な者は対象から除外した。SAFE�Q の調査は使用手続きに基づき実施した。
SAFE�Q は，「痛み・痛み関連（9 項目）」，「身体機能・日常生活の状態（11 項目）」，「社会生活機能（6 項目）」，「靴関連（3
項目）」，「全体的健康感（5 項目）」，「スポーツ（9 項目）」の 6 つの下位尺度を各項目 100 点満点で点数化した。統計学的手法に
は Kruskal Wallis test，事後検定には Steel�Dwass 検定，統計解析には R2.8.1 を用いて，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

各項目の中央値（25％ 値�75％ 値）は以下の通りである。「痛み・痛み関連」は CAI 群 76.9（61.8�88.6）点，BAS 群 93.3（79.6�
100）点，Control 群 100（97.2100）点で 3 群間に有意差を認めた。「身体機能・日常生活の状態」は CAI 群 94.3（84.1�100）点，
BAS 群 100（97.7�100）点，Control 群 100（100�100）点で 3 群間に有意差を認めた。「社会生活機能」は CAI 群 100（95.8�100）
点，BAS 群 100（100�100）点，Control 群 100（100�100）点で Control 群とその他 2 群に有意差を認めた。「靴関連」は CAI
群 95.8（83.3�100）点，BAS 群 100（100100）点，Control 群 100（100�100）点で CAI 群とその他 2 群に有意差を認めた。「全
体的健康感」は CAI 群 95（81.3�100）点，BAS 群 100（95�100）点，Control 群 100（100�100）点で 3 群間に有意差を認めた。

「スポーツ」は CAI 群 87.6（73.2�94.4）点，BAS 群 97.2（89.6�100）点で有意差を認めた。

【結論】

CAI 群では足部の QOL が低下しており，先行研究の結果と類似していた。また，「社会生活機能」も低下している点がバスケッ
トボール選手の CAI の特徴と考えられる。更にバスケットボール選手は Control 群と比べ，SAFE�Q の点数が低い項目があり，
本研究の結果はバスケットボール選手の CAI における標準値となり得ると考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（スポーツ）P06】

P-SP-06-5

動的バランス能力向上に対する足部・足関節エクササイズの即時効果について
エクササイズ前後のStar Excursion Balance Test での比較

千葉 渉1），吉田 昌平2），黒木 薫3），齋木しゅう子3），渡邉 好孝1）

1）医療法人松田会松田病院リハビリテーション部，
2）京都がくさい病院運動器スポーツリハビリテーション科，
3）東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科

key words 動的バランス能力・Star Excursion Balance Test・足部・足関節エクササイズ

【はじめに，目的】

Star Excursion Balance Test（以下 SEBT）は，先行研究において，動的バランス能力（以下バランス）の評価として広く用い
られ，下向性運動連鎖からの検討による，体幹・股関節機能との関連を指摘する報告は散見される。しかしながら，足部・足関
節からの介入による検討は我々が渉猟する限りない。そこで今回我々は，足部への介入前後の，SEBT のリーチ距離に対する即
時効果を検討することとした。

【方法】

対象は，健常な大学生，男 12 名，女 4 名，両側下肢 32 肢，年齢 20.7±0.6 歳，身長 169.9±6.4cm，体重 62.6±6.5kg であり，足
部・足関節エクササイズ実施前後に SEBT を実施した。

足部・足関節エクササイズは，非荷重下で自動運動にて，足関節最大背屈足趾最大屈曲位を保持させ，後足部固定位での前足部
回内外自動運動（以下 Ex）を実施した。

SEBT は，先行研究において，ACL 損傷との関係が示唆されている前方，外方，内方の 3 方向とし，前方，外方，内方の順に
1 回ずつ最大限リーチさせ，これを左右ともに 3 回ずつ繰返し実施した。

各方向のリーチ距離の平均値を被験者の棘果長で除し，リーチ率を算出した。統計学的解析には，IBM SPSS Statistics Ver.23
を用い，対応のある t 検定を行い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

Ex 前後でのリーチ率平均値は，

右前方は 0.89±0.06vs.0.91±0.07（p=0.009），

右外方は 0.90±0.06vs.0.93±0.06（p=0.012），

右内方は 0.85±0.10vs.0.89±0.08（p=0.043），

左前方 0.90±0.06vs. 0.92±0.08（p=0.002），

左外方 0.92±0.08vs. 0.94±0.07（p=0.021），

左内方 0.86±0.07vs. 0.90±0.07（p=0.003）で，

Ex 後すべての方向で有意な増加を認めた。

【結論】

Ex 後，ACL 損傷と関連する 3 方向で，リーチ率延長という即時効果が認められ，バランスに対する足部・足関節への介入の必
要性が示唆された。しかし，Ex の持続効果や今研究で実施した方向以外への効果，Ex による足趾筋力や足部剛性への影響は不
明であるため，ACL 損傷者や再建術後・予防に対しては，今後の検討課題である。
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P-SP-07-1

聴覚障がい者サッカー競技におけるメディカルサポート報告
積極的な理学療法士の関わりに向けて

福原 隆志1,2），田安 義昌1,2），白瀬 翔子1,2），加藤るり子3），佐藤 留梨3），板橋 節子4），
工藤 憲一3）

1）中通リハビリテーション病院，2）秋田県理学療法士会障がい予防スポーツ支援班，
3）一般社団法人秋田県聴力障害者協会，4）秋田市手話研究会

key words ろうあ者・メディカルサポート・傷害予防

【はじめに，目的】スポーツ現場において理学療法士（以下，PT）によるメディカルサポート（以下，サポート）は全国的に広
がってきており，その範囲も拡大しつつある。一方で聴覚障がい者スポーツにおけるサポートの実施報告は少なく，PT の関わ
りは他の競技と比較し少ない状況と考えられる。本研究の目的は，聴覚障がい者スポーツで PT がサポートを行うにあたっての
工夫や特徴について整理検討し，今後の課題を明らかにすることである。

【方法】対象試合は第 50 回全国ろうあ者体育大会サッカー競技において，2 日間のトーナメント形式にて行われた全 8 試合とし
た。参加した PT は延べ 6 名であった。大会本部で待機し，選手及び審判の要請を受けてサポート活動を実施した。サポート内
容は主に試合前後のテーピング等のケア，傷害に対する応急処置，今後の対応方法の指導とし，対応内容を集計した。各会場に
手話通訳者が配置され，PT が選手対応を行う際は手話及び筆談にて同席した。また大会前には PT によるサポート内容につい
て，大会広報を通じ参加チームにアナウンスを行った。

【結果】2 日間で対応選手数は延べ 16 名，対応件数は延べ 41 件であった。対応件数 41 件のうち，試合前の対応は 18 件（44％），
試合中の対応は 1 件（2%），試合後の対応は 22 件（54％）であった。試合前の対応 18 件のうち，テーピング実施が 17 件と大半
を占めた。一方，試合後の対応 22 件のうちアイシングやテーピングといった応急処置対応は 13 件であり，傷害確認やリハ指導

（筋トレ，ストレッチ等）及び今後の指導の件数が計 9 件と多くみられた。大会中の傷害発生は計 12 件であり，大腿部及び下腿
が各 3 件，足関節 2 件，その他 4 件であった。受傷機転はコンタクトプレーに伴う打撲による受傷が 9 件（67%）と多くを占め
た。

【結論】大会中の傷害発生はコンタクトプレーに伴う受傷が多く，健常者の場合と同様の傾向が示された。事前に大会広報を通
じサポート実施のアナウンスがあったため，試合前の対応依頼も多く，また試合後の対応についての指導も多くあり，PT がス
ポーツ競技に関わる意義を十分にアピールできたのではないかと考える。今大会における我々の関わりの例からも，PT 自身が
手話等の技術を持ち合わせていない場合でも，手話通訳等のサポートを介することで現在のメディカルサポート体制の応用に
て十分に対応可能であり，今後積極的に介入していく余地がある。対応の多くは PT の通常業務の延長で十分対応可能であると
考えるが，様々な部位へのテーピングや応急処置等，一定のスポーツ現場での経験を必要とする対応も多くある。障がい者ス
ポーツに PT がより積極的に関わるためには，スムーズにスポーツ現場に対応できる PT を育成することに加え，それぞれの障
がいの特徴を踏まえ，他職種との協働を含めた対応方法を検討する必要があると思われた。
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大学生バドミントン選手の傷害と熱中症に関する研究

利根川直樹1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2），沼野 崇平2），辰巳廣太郎1），橋本 留緒1）

1）広島大学医学部保健学科，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words バドミントン・傷害調査・熱中症

【はじめに，目的】

バドミントン競技では，前後左右への機敏なフットワークが要求され，スマッシュなどストローク時に上肢の爆発的な力が必要
となる。外傷は捻挫や肉離れなど下肢に多く，障がいは肩・肘関節など上肢に多いといわれているが（村尾，2012），その受傷
機転を調査したものは少ない。さらに，競技中は風の影響を避けるため，真夏でも窓を閉め切る必要があり，苛酷な暑熱環境下
でのプレーとなる。そのため熱中症発生の危険性が高いが（倉掛，2003），バドミントンの熱中症の発生状況に関する研究は少
ない。

本研究の目的は，大学生バドミントン選手の傷害とその受傷機転，そして熱中症発生の実態を把握し，今後の予防対策の一助と
することとした。

【方法】

中国・四国地方のバドミントン部に所属する大学生 577 名にインターネットによるアンケートを実施し，有効回答の得られた
218 名（男子 111 名，女子 107 名）を対象とした。アンケート回収率は 37.8% であった。

調査項目は身長，体重，競技経験年数，練習時間，外傷の有無と部位，外傷名，障がいの有無と部位，障がい名，受傷位置と動
作，熱中症の有無・自覚症状・時期とした。熱中症の重症度は，自覚症状の回答から先行研究の判別方法を参考に，I 度（軽度），
II 度（中等度），III 度（重度）に分類した（坂手ら，2013）。

統計学的解析には，各項目について外傷経験のあり群，なし群の群間比較と，障がい経験のあり群，なし群の群間比較に Mann�
Whitney の U 検定，χ2検定を用いた。いずれも危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

選手 218 名中のべ 75 名（男子 35 名，女子 40 名）に外傷経験があり，のべ 75 名（男子 44 名，女子 31 名）に障がい経験があっ
た。外傷部位は足関節が 51 件と最も多く，外傷名は捻挫が 43 件と最多であった。障がい部位は下腿前面が 24 件と最も多く，
障がい名はシンスプリントが 19 件と最多であった。コート内の受傷機転は，非利き手側後方での外傷の割合が 25.2% と最も高
かった。外傷経験あり群は練習時間が有意に長く（p＜0.01），外傷経験あり群および障がい経験あり群は，競技経験年数が有意
に長かった（p＜0.01）。

過去 1 年間の熱中症発生件数は 52 件であり，7 月が最多で 20 件であった。熱中症経験者のうち I 度は 10.3%，II 度 86.2%，III
度 3.5% であった。

【結論】

本研究から，大学生バドミントン選手では外傷，障がいともに下肢に多い傾向がみられた。受傷機転では，非利き手側後方での
受傷割合が高いことが明らかとなった。非利き手側後方ではオーバーヘッドストローク後に片脚着地となることが多く，傷害リ
スクの高い動作である可能性が示唆された。

大学生のスポーツ活動時の熱中症の調査と比較すると（坂手ら，2013），本研究では III 度の割合が低値を示したものの，II 度の
該当率が高く，重症化させないように注意喚起を行う必要がある。

本研究によって，大学生バドミントン選手のある程度詳細な調査結果を得られた意義は大きい。
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大学ウエイトリフティング競技者のスポーツ障害に関する調査
大学ウエイトリフティング競技者の痛みについて

楠元 正順1,2），吉里 雄伸1）

1）医療法人慶仁会川﨑病院，2）九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻

key words ウエイトリフティング・大学生・アンケート調査

【はじめに，目的】

競技パフォーマンス向上にはスポーツ障害・外傷予防が大きく関与している。そのため，スポーツ障害・外傷に関する調査は多
く報告されている。しかし，ウエイトリフティング競技に関する報告はほとんどみられない。そこで，我々は，H26 年度よりウ
エイトリフティング競技者へのアンケート調査を行い，第 51 回日本理学療法学術大会にて高校生における調査結果を報告し
た。今回，大学ウエイトリフティング競技者を対象にアンケート調査を行った。本研究の目的は，大学ウエイトリフティング競
技者における痛みの現状を明らかにすることである。

【方法】

男子大学生 50 名（平均年齢 19.88±1.14）のウエイトリフティング競技者を対象とし， 痛みについてアンケート調査を実施した。
回答方法は，選択回答と自由記載とした。質問内容は，痛みについて，質問 1「現在，練習中に痛みがありますか？」，質問 2

「痛みはウエイトリフティング競技を始める前からありますか？」，質問 3「どのように痛くなりましたか？」，質問 4「痛いがあ
る部位はどこですか？（複数回答可）」，質問 5「どのような動作をしていて痛くなりましたか？（複数回答可）」，5 項目につい
て集計を行った。

【結果】

アンケート回収率は 100% であった。競技者は大学 1 年生 17 名（34.0％），大学 2 年生 16 名（32.0％），大学 3 年生 12 名（24.0％），
大学 4 年生 5 名（1.0％）であった。質問 1 については，ある 35 名（70.0％），ない 15 名（30.0％）であった。質問 2 については，
ある 5 名（14.3％），ない 30 名（85.7％）であった。質問 3 については，徐々に痛くなった 23 名（65.7％），1 回で痛くなった 12
名（34.3％）であった。質問 4 については，肩 12 名（20.7％），肘 2 名（3.4％），手首 8 名（13.8％），腰 14 名（24.1％），膝 12
名（20.7％）であった。質問 5 については，スナッチ 4 名（8.0％），クリーン 10 名（20.0％），ジャーク 9 名（18.0％），スクワッ
ト 15 名（30.0％），デッドリフト 8 名（16.0％），その他 2 名（4.0％），練習外 2 名（4.0％）であった。

【結論】

今回の調査では，痛みを有している競技者は 7 割であり，多くはウエイトリフティング競技開始後に発生していた。痛みの発生
は，1 回で痛くなった場合よりも徐々に痛くなった場合が多かった。痛みのある部位は腰，肩と膝，手首，肘の順に認めた。痛
みが発生した動作は，スクワット，ジャーク，クリーンなどバーベルを床から持ち上げる，または肩より上方で支える動作であっ
た。今回の結果は，ウエイトリフティング競技における痛みに関して注目すべき動作や痛みの発生部位を示した。痛みの発生要
因は，競技者の技術的な差や特異的な競技動作の各局面の特徴が影響していると考えられるため，今後は学年別や競技動作と痛
みとの関連を検討していく必要がある。
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東京都区西北部二次保険医療圏に所属する理学療法士のスポーツ理学療法への
新たな挑戦

北田 利弘1），鈴木 亨之2），板倉 尚子3）

1）医療法人社団健育会竹川病院，2）社会法人社団大成会長汐病院，3）日本女子体育大学健康管理センター

key words スポーツ理学療法・サポート体制・活動報告

【はじめに，目的】

日本の首都東京は 2020 年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会を開催する。2016 年のリオデジャネイロ五輪では総勢
540 名の理学療法士が Physical therapy room にて交代制で活動した（東京都理学療法士協会スポーツ局リオデジャネイロ五輪
視察報告）。今後，日本の理学療法士にもトップアスリートをサポートするハイレベルなスポーツ理学療法の提供が期待されて
いるものの，スポーツ理学療法に関する教育・養成システムの確立は明確でなく，またスポーツ理学療法を実践するための機会
も少ないのが現状である。そこで演者らは，東京都の区西北部二次保険医療圏に所属する理学療法士の中でスポーツ理学療法に
関わる意思のある東京都理学療法士協会会員を招集，集まったメンバーで本会を結成し，有志による定期的な勉強会を開催して
いる。以下に本会における活動報告を行う。

【方法】

本会は平成 27 年 7 月に発足，スポーツに関心のある有志の理学療法士約 20 名が主体となり，毎月 1 回 2 時間程度の勉強会を継
続的に開催した。勉強会の内容は，筋骨格系の触察やテーピング，応急手当の仕方であり，各回には講師を迎えて開催した。ま
たスポーツ理学療法関連の研修会・講習会に参加したメンバーが伝達講習し情報交換も行った。

【結果】

参加数は毎回 15～20 名程度であった。触察で指導を受けた技術は臨床業務に生かせる技術であり好評であった。またテーピン
グは初心者の方も多かったが，個々が自主練習を行い技術の向上がみられた。応急手当は現場活動を適切に行うためのシナリオ
トレーニングを行い，また救急法の資格取得を促した。このような活動が実を結び，平成 28 年度より東京都理学療法士協会ス
ポーツ局との協力事業がスタートし，平成 28 年度に開催されるフェンシング国際大会への会場救護担当者（定員 10 名）に本会
より 5 名が選出された。

【結論】

都内の近隣施設の中で他施設の会員で構成された本会は，スポーツ理学療法を現場で実践するため，知識・技術向上のための有
志によるメンバー活動をスタートした。今後は多くのメンバーがスポーツの現場に関わる仕組み作りや，公的な事業化に展開す
る事が課題である。今回のスポーツ活動を通してメンバーの結束力が予想以上に強まり，改めてスポーツが持つ力の大きさを実
感した。この様なスポーツを通したメンバーでの活動が，広く東京都理学療法士協会内へ広がることを期待している。
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バドミントン大会のメディカルサポート報告
東京都八王子市での 3年間の活動から

元井 康弘1），三宅 英司1），宮武 智子1），鈴木 美岐1），和田 晃1），小川 潤1），馬場 烈志1），
金子 弥樹2），門馬 博3）

1）永生クリニックリハビリテーション科，2）永生クリニック診療科，3）杏林大学保健学部理学療法学科

key words バドミントン・疼痛部位・メディカルサポート

【はじめに，目的】

我々は第 49 回日本理学療法学術大会にて，東京都八王子市バドミントン大会でメディカルサポート（以下サポート）を行った
選手の性と疼痛部位の関連について報告した。本報告は大会サポートでの選手の希望内容と理学療法士のサポート内容を明ら
かにして，性や年代，疼痛部位との関連を検討することを目的とした。

【方法】

調査は平成 25 年度から平成 27 年度の 3 年間（合計 39 大会）でサポートを実施した選手を対象に，コンディション記入用紙を
用いて後方視的に行った。調査項目は性，年齢，身長，体重，疼痛部位，希望内容，サポート内容とした。年代は 19 歳未満を
少年群，19 歳以上 40 歳未満を青年群，40 歳以上 60 歳未満を壮年群，60 歳以上を老年群に群分けした。希望内容とサポート内
容は徒手療法，テーピング，アイシング，筋力トレーニング（以下筋トレ），医療相談に分類した。疼痛部位と希望内容，サポー
ト内容は 3 年間の延べ数を算出した。希望内容は性と年代のそれぞれの関連について χ2検定を実施した。サポート内容は性（層
変数：年度）と年代（層変数：年度）と疼痛部位のそれぞれの関連について，χ2検定を実施した。χ2検定にて統計学的有意差を
認めた項目は調整済み残差を検討した。統計学的検討は SPSS Ver.22 を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

3 年間でサポートを行った選手は合計 421 名（男性 136 名，女性 285 名，年齢 39.2±17.2 歳，身長 161.3±8.7cm，体重 57.3±10.6
kg）で，年代は少年群 79 名，青年群 100 名，壮年群 172 名，老年群 43 名であった。疼痛部位は延べ 3,392 部位で，上位 6 部位
は膝関節，肩関節，腰椎及び骨盤，足関節及び足部，下腿，肘関節の順であった。希望内容は延べ 562 件で，徒手療法（49.5%），
医療相談（26.5%），テーピング（19.6%），アイシング（4.4%），筋トレ（0%）の順に高率であった。希望内容と年代は有意な関
連（P＜0.01）を認め，少年群のアイシングが有意に高率であった。サポート内容は延べ 1,741 件で，徒手療法（47.7%），医療相
談（20.9%），筋トレ（14.9%），テーピング（13.8%），アイシング（2.8%）の順に高率であった。サポート内容と年代は各年度と
その合計で有意な関連（P＜0.01）を認め，少年群のアイシングは各年度を通して有意に高率であった。サポート内容と疼痛部位
は有意な関連を認め（P＜0.01），腰椎及び骨盤と下腿の徒手療法，肩関節の筋トレ，肘関節のテーピング，足関節及び足部のテー
ピングとアイシングが有意に高率であった。性は希望内容とサポート内容ともに有意な関連を認めなかった。

【結論】

バドミントン大会のサポートは年代や疼痛部位により希望内容やサポート内容が異なるため，大会の特徴を考慮した準備と対
策が必要と考える。
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2 次元画像を用いた投球動作における“膝割れ”の定量的評価

森下 聖1），境 隆弘2），来田 晃幸3），今高 康詞4），小柳 磨毅5）

1）武部整形外科リハビリテーション，2）大阪保健医療大学，3）関西メディカルリハ倶楽部，4）行岡病院，
5）大阪電気通信大学

key words 投球動作・膝割れ・2次元画像評価

【はじめに，目的】

投球動作のステップ脚が接地から動作終了までに膝が外側に向く“膝割れ”は，骨盤，体幹の回旋異常を伴い，投球障害の一因
とされる。そのため，投球フォームの指導が行われるが，その効果を簡便に判定する評価方法は確立されていない。そこで，デ
ジタルカメラと体表指標による前額面の 2 次元画像（2D）を用いた“膝割れ”の定量的な評価方法を考案し，動作分析に広く使
用される 3 次元動作解析（3D）装置との比較により，2D 評価の有用性を検討した。

【方法】

対象は，健常野球経験者 25 例（年齢 22.3±2.1 歳，身長 172.5±6.2cm，体重 68.9±11.0kg，野球歴 16.4±3.4 年）とした。投球動
作は前方からデジタルカメラ（CASIO 社製 EX�F1，ハイスピードモード 300Hz）で撮影し，同時に 3D 装置（OMG 社製 VICON
MX，サンプリング周波数 300Hz）を用いて解析した。分析位相は foot plant（FP），最大外旋（MER），ball release（BR）とし
た。動作解析ソフト（東総システム社製 ToMoCo�Lite および OMG 社製 VICON NEXUS）を用いて，投球動作中のステップ脚
の上前腸骨棘と膝蓋骨上縁を結ぶ中点（A）と膝蓋骨上縁（P）を結んだ線および脛骨粗面（T）と内外果間の中点（M）を結ん
だ線とのなす角（AP�TM 角）を 2D，3D とも計測した。そして，plug�in�gait マーカーモデルを使用して，ステップ脚の股・
膝・足関節の各角度を算出した（3D 計測値）。2D の AP�TM 角の①信頼性の検討には，級内相関係数（ICC）を求めた。また，
②妥当性の検討には，AP�TM 角の 3D に対する 2D の計測誤差を算出し，2D の AP�TM 角と 3D 各計測値間の相関係数（r）も
検討した（p＜0.05）。

【結果】

①信頼性 ICC（検者内，検者間）：FP（0.97，0.97），MER（0.99，0.98），BR（0.99，0.97）

②妥当性 計測誤差：FP 2.1±1.4̊，MER 1.5±1.3̊，BR 2.1±1.8̊

相関：FP（股関節内外転 r=0.14，膝関節内外反 r=�0.24，足関節回内外 r=0.05）

MER（股関節内外転 r=0.83，膝関節内外反 r=0.93，足関節回内外 r=0.92）（p＜0.01）

BR（股関節内外転 r=0.94，膝関節内外反 r=0.98，足関節回内外 r=0.97）（p＜0.01）

【結論】

各位相の 2D で計測した AP�TM 角は信頼性が高く，基準とした 3D 計測値の誤差（±0.15̊）を含めても十分な精度を有してお
り，本法の臨床評価としての妥当性が示唆された。また，MER と BR における 2D の AP�TM 角と 3D の股・足関節角度との強
い相関関係から，膝関節内外反の角度計測である本法は，前額面上での股関節や足関節の運動を反映した指標であり，これらの
隣接する関節からのアプローチにも示唆を与えると考えられた。

2D 評価の臨床的意義は，“膝割れ”を呈する症例に対するフォーム指導の客観的，即時的な効果判定が可能であり，視覚的フィー
ドバックとしても利用できることにある。
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ストップ動作時の最大鉛直床反力と筋力の利き脚，非利き脚の差違

竹内 拓哉，浦辺 幸夫，沼野 崇平，前田 慶明

広島大学大学院医歯薬保健学研究科スポーツリハビリテーション学研究室

key words 膝前十字靭帯損傷・鉛直床反力・等速性膝関節筋力

【はじめに，目的】

膝前十字靭帯（Anterior Cruciate Ligament：ACL）損傷はスポーツ活動中のストップ動作等で発生する。発生原因のひとつに
接地時の鉛直床反力（vertical ground reaction force：vGRF）の増大がある（Shimokochi, et al., 2013）。また，ACL 損傷の受傷
は利き脚よりも非利き脚で約 1.4～1.6 倍多い（Urabe, et al., 2002）。

著者らはストップ動作時の Peak vGRF は利き脚よりも非利き脚で高くなることを報告した（竹内ら，2016）。この時の膝関節屈
曲角度は 11 人の対象で非利き脚で平均 2.7̊ 小さくなっていた。この理由として，膝関節筋力が影響したのではないかと考えた。
本研究では，ストップ動作時の膝関節運動への筋力の影響を確かめるため，新たに 8 人の対象で動作解析と等速性膝関節筋力の
測定を行った。

【方法】

対象は，下肢に整形外科疾患の既往のない女性 8 人（年齢 20.6±1.2 歳，身長 160.5±7.1cm，体重 51.0±4.1kg）とした。利き脚
はボールを蹴る脚とし，今回の対象では全て右脚であった。課題動作はストップ動作とした。対象は，スタート位置から身長の
50% の距離にある床反力計（AMTI, Inc.）に向かって全力で踏み込み，片脚立位を保持した。この動作を利き脚，非利き脚でそ
れぞれ 10 回ずつ行った。動作解析は 3 次元動作解析装置 Vicon（Vicon Motion Systems, Inc.）を用い，赤外線反射マーカーは下
肢 16 ヶ所に貼付した。解析区間は初期接地から Peak vGRF 発生までとした。得られた vGRF は体重で正規化し 10 回の平均値
を算出した。膝関節屈曲角度も 10 回の平均値を算出した。等速性膝関節筋力は BIODEX SYSTEM3（Biodex Medical Systems,
Inc.）を用い角速度 60deg/s，180deg/s の伸展および屈曲筋力を測定し，体重比筋力を算出した。

統計学的解析には対応のある t 検定を用いて利き脚，非利き脚を比較した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

Peak vGRF は利き脚で 23.4±5.6N/kg，非利き脚で 27.9±5.5N/kg で非利き脚が有意に高かった（p＜0.05）。Peak vGRF 発生時
の膝関節屈曲角度は利き脚が 27.9±4.9̊，非利き脚が 21.0±3.8̊ で非利き脚が 6.9̊ 有意に小さかった（p＜0.05）。等速性膝関節筋
力（Nm×100/kg）は 60deg/s で利き脚伸展 238.3±20.7，非利き脚伸展 230.8±14.2，利き脚屈曲 105.3±17.3，非利き脚屈曲 104.0
±15.1 であった。180deg/s で利き脚伸展 162.7±13.5，非利き脚伸展 156.3±19.1，利き脚屈曲 78.2±15.3，非利き脚屈曲 81.1±15.0
だった。膝関節筋力にはいずれも有意差を認めなかった。

【結論】

膝関節筋力に有意差がないにも関わらず，ストップ動作時に非利き脚の Peak vGRF が大きくなり，膝関節屈曲角度が小さく
なっている。左右差が生じる原因として，膝関節筋力が関係しないことが確かめられた。
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アンプティサッカーでのロフストランドクラッチの接地方法が走行速度に与え
る影響

藤下 裕文，浦辺 幸夫，沼野 崇平，堤 省吾，森田 美穂，竹内 拓哉，前田 慶明

広島大学大学院医歯薬保健学

key words アンプティサッカー・ロフストランドクラッチ・片脚走行

【はじめに，目的】

アンプティサッカーは主に切断者が行うスポーツであり，ロフストランドクラッチ（以下，クラッチ）を使用して走行する。筆
者らは第 51 回の本学会でクラッチを用いた片脚走行は，骨盤前傾角度と走行速度に相関があることを報告した。しかし，足部
とクラッチの位置関係，クラッチの支持時間等が走行速度に与える影響については不明であった。一般的な走行では，ストライ
ドの延長と足部の接地時間の短縮が走行速度を増加させる一要因とされており，クラッチを用いた片脚走行でも足部とクラッ
チ接地の距離が走行速度に影響している可能性が考えられた。本研究では，クラッチの接地方法が走行速度に与える影響を明ら
かにすることを目的とした。仮説は，足部とクラッチ接地位置の距離が伸び，クラッチの支持時間が短縮されることで走行速度
が速くなるとした。

【方法】

対象は下肢切断のない健常男子大学生で，アンプティサッカー経験群 6 名（年齢 20.5±1.3 歳，身長 173.7±4.9cm，体重 64.5±0.8
kg，経験歴：3 か月以上），未経験群 6 名（年齢 21.0±0.6 歳，身長 171.5±5.4cm，体重 60.7±7.0kg）の計 12 名とした。

測定には三次元動作解析装置と床反力計を用いた。反射マーカーを Plug�in Gait model で全身に 35 か所，クラッチの先端部に
1 か所貼付した。課題動作は，下肢切断者を想定し，非利き脚を弾性包帯で膝関節最大屈曲位にて固定した。分析項目は走行速
度，クラッチ接地時のクラッチ先端部と Toe のマーカーの距離，足部接地時のクラッチ先端部と Heel のマーカーの距離，クラッ
チ支持時間とした。距離は身長で除し，クラッチに貼付したマーカーの鉛直座標の変化量が 1mm 以下になった瞬間を接地，そ
れ以上変化した瞬間を離地とした。

統計学的解析には，各項目の 2 群間の比較に対応のない t 検定，走行速度との関係を示すためにピアソンの相関係数を用い，い
ずれも危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

走行速度（m/s）は経験群で 3.3±0.2，未経験群で 2.9±0.3 となり経験群が有意に速かった（p＜0.05）。クラッチ先端と Toe，Heel
のそれぞれの距離は 2 群間で差がなく，クラッチ接地の位置に差はなかった。クラッチ支持時間（ms）は，経験群で 227.8±36.3，
未経験群で 324.4±40.4 となり有意に経験群が短かった（p＜0.05）。クラッチ支持時間は走行速度と強い負の相関（r=�0.87，p
＜0.05）を認めた。

【結論】

アンプティサッカーでのクラッチを用いた片脚走行は，クラッチを接地させる位置による走行速度の違いはなく，走行速度が速
いほどクラッチ支持時間が短いことが分かった。より速く走行し，競技力を高めるための指導として，クラッチ支持の時間を短
くするように指導することが有効である可能性を示した。
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360̊ 回転ジャンプ動作における滞空時間と膝関節角度・モーメントの関連性

安浦 優佳1），唄 大輔2），福本 貴彦1）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）平成記念病院リハビリテーション課

key words 膝前十字靭帯損傷予防プログラム・回転ジャンプ動作・滞空時間

【はじめに，目的】

膝前十字靭帯（以下，ACL）損傷はスポーツ場面において，致命的な外傷の一つである。現在，ACL 損傷予防プログラムの介
入が世界中で多くなされているが未だに何が有効かは明らかではない。しかしながら，ジャンプ動作時に膝関節内外反の中間位
と屈曲角度の増加が損傷予防に有効であると報告がある。このジャンプ動作に関して，回転ジャンプ動作も用いられているが，
その動作解析の報告は少ない。実際のスポーツ場面では，回転・ねじれが加わったジャンプ動作が多く，回転ジャンプ着地動作
時における膝関節の適切なアライメント保持が重要であると考えられる。本研究の目的は，三次元動作解析装置を使用し，360̊
回転ジャンプ動作と垂直ジャンプ動作の着地時の膝関節動態の相違，更に回転ジャンプ動作時の滞空時間と着地動作時の膝関
節角度とモーメントとの関連性を分析し，ACL 損傷予防プログラムに有効かを検証することとした。

【方法】

対象は健常女子学生 20 名（平均年齢：21.1±1.4 歳，平均身長：159.9±4.7cm，平均体重：51.8±3.5kg）とした。課題動作は両脚
での垂直ジャンプ動作，時計回りの 360̊ 回転ジャンプ動作とした。ジャンプ着地動作時の下肢関節角度・関節モーメントの評価
を 4 枚の床反力計（AMTI 社）と 6 台の赤外線カメラを用いた三次元動作解析装置（Vicon 社）にて行った。本研究では床反力
計の垂直分力が 10N 以下を足尖離地とし，足尖接地時（以下 IC）は 10N を超えた時点とし，その区間を滞空時間と定義した。
左右膝関節の屈伸・内外反角度とモーメントの 8 項目は IC の値と IC から 50ms 間の最大値をそれぞれ算出した。統計学的解
析は滞空時間と IC・最大値それぞれの膝関節角度とモーメントの相関はピアソン相関係数を用いた。また，垂直ジャンプ動作と
回転ジャンプ動作との課題間の差，同一課題間の左右差を検定するために対応のある t 検定を用いた。なお，有意水準は 5%
未満とした。

【結果】

回転ジャンプ動作における滞空時間と膝関節角度，モーメントそれぞれにおいて相関関係を認めなかった。しかし，IC 時に同一
課題間で右下肢と比較し，左膝関節外反モーメントが有意に増加した（p＜0.01）。また，課題間の差では回転ジャンプ動作にお
いて IC 時に左右膝関節外反モーメントが有意な増加を認めた（p＜0.01）。

【結論】

本研究では，回転ジャンプ動作時において滞空時間と膝関節動態について直接的な関連性は認められなかった。しかしながら，
垂直ジャンプと比較して難易度の高い回転ジャンプ動作では，IC 時に膝関節外反モーメントが有意に増加し，ACL 損傷危険肢
位に近づく結果となった。以上より，回転ジャンプ動作時に関して滞空時間が着地時の膝関節動態と直接的な関連はないが，予
防プログラムにおいて回転ジャンプ動作を実施する際は垂直ジャンプ動作より ACL 損傷危険肢位に近づくことを前提に実施
すべきであると考えられる。
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片脚スクワット運動時の体幹位置と膝関節負担の関係

須山 陽介1），関屋 曻2）

1）昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション室，2）昭和大学保健医療学部理学療法学科

key words 片脚スクワット・膝関節モーメント・重心

【はじめに，目的】

片脚での荷重動作は日常生活やスポーツ動作中に頻繁に生じ，関節負荷の強い動作であり，膝蓋大腿関節周囲の局所的な疼痛や
慢性膝関節痛の主な原因と言われている。また，下肢関節の臨床的な評価方法の一つとして片脚スクワット運動が頻繁に用いら
れる。片脚スクワット動作にも様々な動作パターンがあり，その運動パターンによって活動する筋活動も異なってくる。着地動
作における体幹の位置と膝関節負荷の関係，スクワット運動中の重心位置，足圧と筋活動の関係などが報告されているが，片脚
スクワット動作時の体幹の傾斜方向が，膝関節に及ぼす影響は明らかにされていない。本研究の目的は，片脚スクワット動作時
の体幹位置と膝関節負担の関係を明らかにすることである。

【方法】

対象：整形外科的疾患の既往のない健常成人男性 8 名とした。

運動課題：右片脚スクワット（膝関節 0̊ から 60̊ までの屈伸を 1 秒間で行う）を連続 5 回行うことであった。体幹傾斜の条件は，
垂直位，片脚スクワット可能な範囲で最大前傾位，最大後傾位，最大左傾位，最大右傾位であった。電気角度計で右膝関節角度
を測定し，ノートパソコン画面で即時フィードバックしながら，各課題を練習した後に計測した。

計測方法：三次元動作解析装置（VICON MX，VICON 社）で標点計測を，2 枚のフォースプレート（KISLER 社）で床反力を
計測した。

解析方法：関節角度と関節モーメントの計算には三次元動作解析ソフト Body Builder を用いた。統計解析には一要因反復測定
分散分析と対応のある t 検定を用い有意水準はすべて 5％ とした。

【結果】

矢状面では，体幹前傾位で膝関節伸展モーメントが他の傾斜条件よりも有意に小さい値となった。前額面では，両脚スクワット
で被験者全員に内反モーメントが生じたが，片脚スクワットでは被験者全員に外反モーメントが生じた。右傾斜では他の条件と
比べて膝関節外反モーメントが有意に小さくなり，逆に左傾斜では膝関節外反モーメントが大きくなった。水平面では両脚スク
ワットで内旋モーメントが生じる傾向であったが，片脚スクワットでは外旋モーメントが生じる傾向があった。外旋モーメント
には体幹傾斜の影響が認められなかった。

【結論】

矢状面において体幹前傾により上半身重心が前方にシフトすることで伸展モーメントが減少し，膝関節の負担を軽減させると
考えられる。前額面では垂直スクワットで膝関節外反モーメントが生じたが，体幹が支持脚側に傾斜すると上半身重心が支持脚
側にシフトしたことで外反モーメントは小さくなり，逆に挙上脚側への傾きが，上半身重心を挙上脚側にシフトさせて外反モー
メントを増大させると考えられる。このように，膝関節屈伸モーメントと内外反モーメントには体幹傾斜が強く影響するため，
トレーニングや評価方法として片脚スクワットを用いる場合には，体幹位置の考慮が必須である。
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寒冷刺激が運動後の筋力・筋硬度の回復に及ぼす影響

爲沢 透1），簗瀬 康2），梅原 潤1,3），市橋 則明1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，
2）株式会社 green�glass ぐり～ん訪問看護ステーション，3）京都大学医学部附属病院

key words 寒冷・棘下筋・遠心性収縮

【はじめに，目的】スポーツの現場では，試合後や練習後にアイシング（寒冷刺激）が用いられることが多い。先行研究により，
寒冷刺激には運動後に生じる疼痛の軽減や炎症反応の抑制の効果があることが示されている。一方で，スポーツパフォーマンス
に大きく影響する筋の柔軟性（筋硬度）や筋力に対して，寒冷刺激がどのような効果を与えるかは明らかとなっていない。そこ
で本研究の目的は，運動後の寒冷刺激が，筋硬度や筋力の経時的変化に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】対象は，健常若年男性 12 名（23.2±1.0 歳）とした。取込基準は，非利き側上肢の整形外科的疾患および上肢のトレーニ
ング習慣がない者とした。対象者は，寒冷群（6 名）と対照群（6 名）に無作為に割り付けた。全対象者に対して，多用途筋機
能評価運動装置（Biodex System 4，Biodex Medical Systems 社製）を用いて，肩甲骨面挙上位 45 度で非利き側肩関節外旋筋の
遠心性収縮 25 回×9sets の運動課題を与えた。その後，寒冷群に対して，氷水を入れた氷嚢を，棘下筋の筋腹を覆うように肩関
節後面に適応し，15 分間の寒冷刺激を与えた。対照群は 15 分間安静とした。運動課題前（pre），運動後，寒冷（安静）直後，
寒冷（安静）10 分後，2 日後，7 日後の計 6 回測定を行った。主要評価項目として，棘下筋の筋硬度・肩関節外旋最大トルク，
副次評価項目として疼痛を計測した。ただし，最大トルクと疼痛は，運動前後と 2 日後，7 日後の 4 回のみ測定した。筋硬度の
指標として，超音波診断装置（Aixplorer，Supersonic Imagine 社製）のせん断波エラストグラフィー機能で測定される弾性率

（高値であるほど硬い）を用いた。外旋最大トルクは，上記の多用途筋機能評価運動装置を用い，肩関節外転 90̊・内外旋中間位
での等尺性収縮のトルクを測定した。疼痛の指標には，外旋最大トルク発揮時の収縮時痛（VAS）を用いた。統計解析は，時期
と群の二要因において分割プロットデザインによる二元配置分散分析，事後検定に多重比較法（Bonferroni 検定）を用いた。統
計学的有意水準は 5% とした。

【結果】二元配置分散分析の結果，弾性率は群と時期の間に交互作用を認め，時期の主効果は認めなかった。多重比較法の結果，
寒冷群は，対照群と比べ 7 日後のみ弾性率の変化量が有意に高値を示し，筋硬度は増加した。

一方，最大トルク・疼痛には交互作用がなく時期に主効果を認め，両群とも同様の傾向を示した。pre と 7 日後に対して，運動
後と 2 日後に最大トルクは有意に低下した。pre と 7 日後に対して，2 日後に疼痛は有意に高値を示した。

【結論】運動後に行う 15 分間の寒冷刺激は，7 日後の筋硬度の回復を阻害した。また，筋力や疼痛には影響を及ぼさなかった。
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P-SP-09-2

若年スポーツ選手における片脚立ち上がりテストの可否に関わる要因の再検討

高橋 裕子1,2），中川 和昌1）

1）高崎健康福祉大学保健医療学部，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words 傷害予防・下肢筋力・機能評価

【はじめに，目的】

スポーツ傷害予防や介護予防の場面において総合的な下肢筋力の指標として用いられることの多い片脚立ち上がりテストにつ
いて，下肢筋力以外の要因の影響を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，測定時に整形外科系疾患及び中枢神経系疾患を有さず測定が可能であった男子高校サッカー部員 79 名（年齢：15.8±0.8
歳，身長：169.1±5.6cm，体重：59.5±6.1kg）の利き足 79 脚（右 64 脚，左 15 脚）とした。測定項目は，40～10cm 台からの片
脚立ち上がりテスト，Single leg Triple hop test for distance（以下，THD），下腿傾斜角度，閉眼片脚立位保持時間とした。解析
の時点で，片脚立ち上がりテストにて 10cm 台からの立ち上がりが困難であった対象（以下，困難群）と 10cm 台からの立ち上
がりが可能であった対象（以下，成功群）に群分けを行いその他の項目（THD，下腿傾斜角度，閉眼片脚立位保持時間）につい
て 2 群間の比較・検討を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

全対象 79 脚のうち，片脚立ち上がりテストにて 10cm 台からの立ち上がりが可能であった成功群は 57 脚（72.2%），困難群は 22
脚（27.8%）となった。困難群 22 脚の内訳は 40cm 台まで可能であったのが 5 脚，30cm 台まで可能であったのが 8 脚，20cm
台まで可能であったのが 6 脚であった。成功群と困難群で他の評価項目の結果を比較すると，THD は成功群（580.7±62.3cm），
困難群（522.2±177.7cm）で有意差はなかった。下腿傾斜角度は成功群（47.0±9.3̊）が困難群（42.8±7.0̊）より有意に大きかっ
た（p＜0.01）。閉眼片脚立位保持時間は成功群（33.3±21.2sec）が困難群（18.0±18.6sec）より有意に大きかった（p＜0.01）。

【結論】

片脚立ち上がりテストの可否を分ける要素は下肢筋力だけでなく，足関節可動域やバランス能力が影響することが示唆された。
運動習慣のある者を対象に片脚立ち上がりテストを行う際，下肢筋力のみの指標として捉えずに足関節の可動性やバランス能
力についても併せて評価し傷害予防のためのプログラムを考える必要がある。
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P-SP-09-3

投球動作における股関節の運動学的特性
野球経験者と非経験者の比較検討

浅野 慶祐1），木村 剛2），佐々木賢太郎3）

1）恵寿総合病院，2）金城大学社会福祉学部，3）金城大学大学院リハビリテーション学研究科

key words 投球動作・野球経験・股関節運動

【はじめに，目的】

投球動作において，股関節運動は下肢で作られた力を体幹，上肢につなげるための要である。特に，ステップ脚の地面接地（sGC）
から非ステップ脚の地面離地（nGO）では，体重移動によって次相の体幹，上肢運動を行うために重要であると報告されている。
しかし，詳細な股関節運動に着目した報告は調べうる限り見当たらない。本研究は，投球動作中の股関節の角度，角速度につい
て経験者と非経験者で比較し，投球動作中の股関節の運動学的特性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

計測データが確実に得られた野球経験男性 8 人（20.5±1.0 歳，22.0±1.9kg/m2，右投げ 8 人）と非経験男性 7 人（21.7±0.7 歳，
21.0±1.2kg/m2，右投げ 6 人，左投げ 1 人）とした。全員，投球動作に伴う疼痛がなく，運動学的な疾患を有さない者であった。
また，運動器疾患の治療中の者，医師から投球を禁止されている者はいなかった。投球動作の計測には三次元動作解析装置，床
反力計を用いた。被験者は 3 回のシャドーピッチングを行った。計測時刻を sGC と nGO の 2 点とし，これらの時刻の股関節の
3 軸方向の角度を抽出した。その後，sGC から nGO までの角度範囲と時間を算出し股関節の角速度を求めた。統計学的検討とし
て，経験群と非経験群の 2 点における股関節の角度と sGC から nGO までの時間について比較した。両群間に差が認められた角
度について，角速度を 2 群間で比較した。Shapiro�Wilk 検定の結果から正規性が認められた場合は対応のない t 検定，認められ
ない場合は Mann�WhitneyU 検定を用い，5％ 水準にて比較検討した。

【結果】

sGC 時点では，経験群は非経験群に比べてステップ脚（s 脚）の股関節外転角度（p＜0.001），非ステップ脚（n 脚）の股関節外
転角度（p＜0.05）が大きく，n 脚の股関節内旋角度（p＜0.01）が有意に小さかった。nGO 時点では，経験群は非経験群に比べ
て s 脚の股関節屈曲角度（p＜0.01），n 脚の股関節伸展角度（p＜0.01）が有意に大きかった。sGC から nGO までの時間を比較し
た結果，経験群は非経験群に比べて有意に短かった（p＜0.05）。時間の差を緩衝するため，2 群間に角度の差が認められたもの
について，角速度を求め両群で比較した結果，経験群は非経験群に比べて s 脚の股関節屈曲の角速度（p＜0.01）と内転の角速度

（p＜0.001），n 脚の股関節内転の角速度（p＜0.001）が有意に速かった。

【結論】

本結果より，経験群では sGC から nGO にかけて，股関節内転の角速度を速くすることで，体重移動距離を大きくしていること
が明らかとなった。このことから，経験者では，sGC から nGO にかけて n 脚から s 脚へ効率良く体重移動を行い，次相の体幹，
上肢運動につなげていることが示唆された。今後は投球動作を検討するために適切な上肢モデルを検討し，運動連鎖の視点から
体幹，上肢を含めた投球動作を全身動作として検討する必要がある。
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P-SP-09-4

股関節外転運動の反復は大腿筋膜張筋と腸脛靭帯の硬度上昇を継続させるか

堤 省吾，浦辺 幸夫，前田 慶明

広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words 腸脛靭帯・大腿筋膜張筋・硬度

【はじめに，目的】

大腿筋膜張筋（Tensor fasciae latae：TFL）の収縮は腸脛靭帯（Iliotibial band：ITB）を伸張させ，硬度を上昇させることが考
えられる。オーバーユースによるスポーツ障がいである腸脛靭帯炎は，陸上競技の長距離選手などに多く発症している。リスク
ファクターとして，走動作中に繰り返される TFL の収縮に起因した ITB の硬度上昇があげられる。先行研究では，反復した踵
挙げ運動後の腓腹筋とアキレス腱の硬度を経時的に測定した結果，腓腹筋は 24 時間後まで，アキレス腱は 15 分後まで硬度上昇
がみられた（廣野ら，2013）。このように反復した筋収縮と硬度上昇について，筋と連続性をもつ腱組織に着目したものはある
が，同様に連続性をもつ筋膜組織の ITB に着目したものはない。反復した TFL の収縮が ITB の硬度上昇をどの程度維持させる
のかは，腸脛靭帯炎を予防する上で重要である。

本研究の目的は，反復した股関節外転運動による TFL の収縮が TFL，ITB の硬度に与える経時的変化を明らにすることとし
た。

【方法】

対象は下肢に整形外科的疾患の既往のない健常男性 8 名（年齢 22.3±1.0 歳，身長 171.5±3.7 cm，体重 62.3±6.3 kg）の利き脚と
した。運動内容は TFL の収縮を得やすい肢位を検討した先行研究（Joseph, et al., 2012）を参考に，左側臥位かつ右股関節最大
外旋位での股関節外転運動とした。1 セット 20 回とし，計 5 セット実施した。セット間には 30 秒の休息を設けた。十分な筋収
縮を得るため，体重の 3% に当たる重錘を下腿遠位部に装着して運動を実施した。硬度測定は，筋硬度計 TDM－Z1（TRY－ALL
社）を用い，運動前，終了直後，15 分後，30 分後，24 時間後に行った。測定部位は，TFL は大転子より 2 横指前方，ITB は膝
蓋骨上縁レベルとした。

統計学的分析には SPSS 20.0 for windows を使用し，運動前と各測定時の硬度比較には反復測定分散分析後，Tukey 法による多
重比較を行った。危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

全対象で，短期的な主観的な筋疲労の訴えがみられた。TFL の運動前の硬度（N）は 0.74±0.03 であり，運動直後，15 分後，30
分後，24 時間後はそれぞれ 0.98±0.09，0.91±0.07，0.87±0.08，0.91±0.05 となり，運動前と比較して 17.6% から 32.4% の範囲で
有意に上昇した（p＜0.01）。ITB の運動前の硬度（N）は 0.96±0.10 であり，運動後はそれぞれ 1.19±0.12，1.10±0.12，1.06±0.12，
1.10±0.10 となり，運動前と比較して 10.4% から 24.0% の範囲で有意に上昇した（p＜0.01）。運動終了後において，TFL，ITB
ともに 24 時間後の硬度は 15 分後，30 分後と有意差がなかった。

【結論】

股関節外転運動の反復による TFL と ITB の硬度上昇は，運動終了 24 時間後でも継続した。筋膜組織である ITB は，反復した
筋収縮に伴う硬度上昇の影響が腱組織よりも大きい可能性が考えられた。これらの積み重ねが腸脛靭帯炎を惹起するため，予防
には硬度上昇を 24 時間後まで維持させないことの重要性が示唆された。
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P-SP-10-1

高校バスケットボール選手の下肢アライメントの特徴および性差

沼野 崇平1），浦辺 幸夫1），前田 慶明1），中山 修一2），李 小由2），月村 直樹2），岩倉菜穂子2），
有本 久美3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科，2）日本バスケットボール協会スポーツ医科学委員，
3）大阪府バスケットボール協会医科学委員

key words バスケットボール・メディカルチェック・外傷・障がい予防

【はじめに，目的】

バスケットボールは，急激なストップとダッシュ，ジャンプの繰り返しなどにより，足関節捻挫や膝関節靭帯損傷など，下肢で
の外傷，障がいの発生頻度が高い。下肢で外傷や障がいが発生する原因として，下肢のマルアライメントがあげられる。下肢の
代表的なマルアライメントは，knee�in ＆toe�out，偏平足，外反母趾などがある。バスケットボール選手の下肢マルアライメン
トについて，性差に着目し調査した研究は少ない。今回，高校生を対象として大規模な調査を行う機会を得た。本研究では，高
校生バスケットボール選手の下肢アライメントの特徴を明らかにし，その傾向から今後の外傷や障がいに対する予防策を探る
ことを目的とする。

【方法】

平成 28 年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技（広島県開催）にあたり，7 月 30 日～8 月 5 日の 7 日間で測定を
実施した。対象は高校バスケットボール選手（男子 166 名，女子 343 名）とした。評価項目は，静的アライメントには立位時の
内反膝の有無，大腿骨内側上顆間距離，膝関節過伸展，外反母趾，knee�in，toe�out を評価した。knee�in と knee�out は，荷重
時に前額面上にて膝関節中央が明らかに正中位より内方に位置する場合を knee�in，外方に位置する場合を knee�out とした。
toe�in，toe�out は第 2 足趾が正中位より外方に位置するものを toe�out，内方に位置するものを toe�in とした。膝関節過伸展は
5̊ 以上を陽性とし，15̊ 以上は重度過伸展とした。統計学的解析には EZR ver1.33 を使用し，2 群間の比率の差の検定を行った。
危険率は 5％ 未満を有意とした。

【結果】

内反膝は，男子が 143 名（86.1％），女子が 268 名（78.1％）であった。大腿骨内側上顆距離は，男子で平均 2.5±1.0 横指，女子
で平均 2.1±1.1 横指であり，男子で大きかった（p＜0.05）。膝関節過伸展を有する者は，男子 61 名（37.5％），女子 209 名（59.5％）
であり，女子で多かった（p＜0.05）。そのうち重度の膝過伸展を有するものは，男子で 15 名（9.0％），女子で 72 名（20.7％）で
あり，女子で多かった（p＜0.05）。外反母趾は男子の右下肢外反母趾が 31 名（18.7％），左下肢外反母趾が 36 名（21.7％），女子
の右下肢外反母趾が 55 名（19.7％），左下肢外反母趾が 62 名（21.2％）であり，男女および下肢間で差はなかった。knee�in
を呈する者は男子右下肢で 15 脚（9.0％），男子左下肢で 11 脚（6.7％），女子右下肢は 20 脚（6.0％），女子左下肢は 21 脚（6.1％）
であり男女間および下肢間で差はなかった。toe�out を有する者は，男子右下肢で 48 脚（28.9％），男子左下肢で 54 脚（32.6％），
女子右下肢は 24 脚（7.0％），女子左下肢は 22 脚（6.4％）であり，両下肢で男子で多かった（p＜0.05）。

【結論】

高校バスケットボール選手では女子に反張膝が多く，左外反母趾傾向を認めた。男女それぞれ性差に着目した予防プログラムを
実施することが必要である。
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学童女子野球選手における関節可動域の特性―第 2報―

尾関 圭子1），飯田 博己1），岩本 賢1），中路 隼人1），三浦 祐揮1），梶田 幸宏2），村松 由崇2），
木村 伸也3），岩堀 裕介2）

1）愛知医科大学病院リハビリテーション部，2）愛知医科大学整形外科学講座，
3）愛知医科大学リハビリテーション科

key words 学童野球・メディカルチェック・男女差

【はじめに】

近年，野球競技への女性参加が増え，その競技レベルは向上しつつある。野球選手の身体特性については，男性を対象にした報
告は多数あるが，学童女子に関する報告は少ない。我々は，2014 年から学童女子野球選手を対象にメディカルチェックを行って
いる。そして，2015 年スポーツ傷害フォーラムにおいて，学童女子選手は男子と同等の肩後方タイトネスを有していることを報
告した。今回は，学童女子野球選手における肩・肘及び下肢の関節可動域を，男子と比較し報告する。

【方 法】

対象は，女子は 2014～2016 年度ガールズベースボールトーナメントに参加した，愛知県代表選手 43 名（平均年齢 11.3±0.5 歳）
とした。男子は 2015 年度名古屋市小学生軟式野球選手の野球検診で，当院の検診に参加した 67 名（平均年齢 11.9±0.4 歳）と
した。

方法は，ROM 測定を以下の項目について両側行った［肩関節：90̊ 外転位外旋・90̊ 外転位内旋・90̊ 屈曲位内旋・水平屈曲，肘
関節：屈曲・伸展，股関節：内旋・伸展・SLR］。90̊ 外転位外旋と内旋の和を Total Arc として求めた。

各測定項目を，男女間および投球側と非投球側間で比較した。統計処理には，Mann Whitney の U 検定を用いた（p＜0.05）。

【結 果】

1．男女の比較：90̊ 外転位内旋・Total arc・水平屈曲・股関節内旋・股関節伸展・SLR において，投球側・非投球側ともに女子
の方が有意に大きかった。また，非投球側の肘関節伸展は，女子の方が有意に大きかった。

2．投球側と非投球側の比較：男女ともに投球側の 90̊ 外転位内旋・水平屈曲・90̊ 屈曲位内旋・肘屈曲が有意に小さかった。女
子では，投球側の肘伸展が有意に小さかった。また，男子では投球側の股関節内旋が有意に小さかった。

【結 論】

男女ともに投球側の肩関節 90̊ 外転位内旋・水平屈曲は減少しているが，女子の方が ROM は大きかった。つまり，一見 ROM
が良好に保たれている女子においても，男子と同等に投球側の肩後方タイトネスを生じており，注意を要すると考える。

肘関節伸展可動域について，男女の比較では，女子の方が非投球側が大きかったが，投球側は男子と差がなかった。また，投球
側・非投球側の比較では，男子では差がなく，女子では投球側が減少していた。つまり，女子の方が投球側の肘屈筋群にタイト
ネスを生じていることが示唆された。

下肢の ROM は，女子の方が男子よりも全て大きかった。また，女子では左右差を認めなかったが，男子の股関節内旋は投球側
で小さい，あるいは非投球側で大きかった。

総じて，女子で上肢の ROM 左右差が男子より大きく，下肢では左右差を生じていなかった。以上から，性差の他に，女子の野
球動作が上肢に依存している可能性も考えられた。今後は，動作分析を加えてさらに検討していきたい。
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ラグビーの競技特性が高校ラグビー初心者の身体特性に与える影響

渡邉 健人

東埼玉総合病院

key words 高校生・ラグビー・障害予防

【はじめに，目的】

ラグビーはコンタクトを伴い，筋力，スピード，体格などの高い身体能力が求められる。高校ラグビー経験者の身体特性に関す
る報告は散見され，昨年度の本学会で高校ラグビー初心者の身体特性について報告した。しかし初心者と経験者の比較に関する
報告は少なく，競技特性の身体特性への影響は明らかでない。そこで，競技特性の身体特性への影響を明らかにし，障害予防の
一助とするため，高校ラグビー初心者と経験者の身体特性について検証した。

【方法】

対象は健康な高校ラグビー部の生徒（平成 27 年 4 月に入部，平成 28 年 9 月時点で活動している 19 名）とし，ポジション別に
フォワード（FW：11 名）とバックス（BK：8 名）の 2 群に分けた。測定期間は平成 27 年（1 年次），28 年（2 年次）の 9 月下
旬とした。

測定項目は身体計測，筋力，柔軟性，瞬発力，敏捷性，バランス能力，スピード，持久力とした。統計学的検討として各年次で
のポジション間の比較は対応のない t 検定，ポジション内の各年次の比較は対応のある t 検定を行った（有意水準は 5％ 未満）。

【結果】

各年次のポジション間の比較では，各年次とも FW は体重，BMI，体脂肪率，除脂肪体重，ベンチプレス（BP）・パワークリー
ン（PC）の 1RM，1000m 走，300m 走が有意に大きく，BK はスクワット（SQ）・頚部伸展の筋力�体重比が有意に大きい値を
示した。2 年次では上記項目に加えて，FW は頚部伸展・屈曲筋力，BK は SQ・PC の筋力�体重比が有意に大きい値を示した。

ポジション内での各年次の比較では，FW・BK の体重，BMI，体脂肪率，除脂肪体重，BP・SQ・PC の 1RM・筋力�体重比，
FW の頚部伸展・屈曲筋力，筋力�体重比が 2 年次で有意に大きく，300m 走が 2 年次で有意に小さい値を示した。

【結論】

FW は BK と比べて各年次とも BMI，体脂肪率，除脂肪体重が大きく，肥満体型で筋量が多いと示され，BP・PC の 1RM が大
きく，上肢筋力と全身パワーが大きいと示された。2 年次は加えて頚部伸展・屈曲筋力が大きいと示された。各年次の比較にお
いても，FW の 2 年次は頚部伸展・屈曲等尺性筋力，筋力�体重比が大きいと示された。FW はボールの争奪に関わり密集で組
み合う局面が多い競技特性の影響が考えられる。

BK は FW と比べて各年次とも 1000m 走，300m 走で小さく，持久力，スピードに優れていると示された。2 年次は加えて SQ・
PC の筋力�体重比が大きいと示された。高校ラグビー経験者の特徴として BK は下肢・全身パワーの筋力�体重比が大きいと報
告されており（光武ら，2002），競争局面に多く関わる競技特性の影響が考えられる。

ポジション内の各年次の比較では，2 年次で FW・BK とも BMI・体脂肪率・除脂肪体重が大きく，300m 走の値が小さい。体
重・体脂肪率・筋量・スピードの増加を示し，ラグビー特有の強いコンタクトを伴う競技特性の影響が考えられる。
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スポーツクライマーの自己管理の実態と全身性傷害との関連性について

樋口 拓哉1,5），加藤 勝行2,5），石垣 直輝3,5），六角 智之4,5）

1）初富保健病院，2）仙台青葉学院短期大学，3）船橋整形外科病院，4）千葉市立青葉病院，
5）日本クライミング医科学研究会

key words スポーツクライミング・コンディショニング・ケア・傷害予防

はじめに。目的

スポーツクライミングは，2020 年東京オリンピック種目となり注目を得ている競技である。近年クライミング愛好者（クライ
マー）人口が増え，国内約 60 万人となっている。クライマーの手指傷害の先行報告は散見されるものの，全身の傷害調査に関
する報告とコンディショニングの実態との関連を調査した報告は見られない。そこで本研究の目的は，スポーツクライマーにお
けるコンディショニングの実態と傷害との関連性を検討し，傷害予防とその傷害への意識を促すことである。

方法

全国 72 ヶ所のクライミングジム，クラブ利用者 1638 名に傷害調査アンケートを実施し，有効な回答が得られた 789 名を対象と
した。調査項目は傷害有無と傷害部位，コンディショニング（アイシング，テーピング，鍼灸按摩，ストレッチ，ウォーミング
アップ，クーリングダウン）実施の有無とした。検討項目は傷害発生割合とその部位，各調査項目を受傷経験群と非受傷群に分
類し，2 群間での比較後，有意差を認めた項目を独立変数，傷害の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析を行った。さ
らに交絡因子の性別，年齢，身長，体重，BMI，経験年数，月間練習時間をふまえて再度検定を実施。有意確率 5％。

結果

789 名中，傷害を有する例は 432 名であった。傷害部位の内訳は，手指 129 件，足関節 51 件，手関節 43 件，肩関節 31 件，肘関
節 26 件，その他 156 件であり，上肢帯は全体の 58.6％ であった。コンディショニングの実施率（受傷経験群/非受傷群）におけ
るアイシング（30.2/15.4%），テーピング（42.7/23.0%），鍼灸按摩（12.5/3.1%）で有意差を認め，ストレッチ（75.9/76.2%），ウォー
ミングアップ（69.4/67.5%），クーリングダウン（18.6/18.8%）は両群間に有意差を認めなかった。ロジスティック回帰分析の結
果，アイシング（オッズ比=1.906，p 値=0.001），テーピング（オッズ比=2.225，p 値=0.000），鍼灸按摩（オッズ比=4.006，p
値=0.000）が有意に従属変数を表した。交絡因子をふまえ再度検定結果は，アイシング（オッズ比=2.094，p 値=0.001），テーピ
ング（オッズ比=2.311，p 値=0.000），鍼灸按摩（オッズ比=3.802，p 値=0.000），経験年数（オッズ比=1.250，p 値=0.000），月間
練習時間（オッズ比=1.017，p 値=0.000）が抽出された。

考察

本研究結果から上肢帯の傷害が半数以上を占めた。傷害を有するクライマーはアイシング，テーピング，鍼灸按摩を利用してい
ることから既存傷害へのコンディショニング・ケア（自己管理）に対する意識が高いことが推察された。しかし，予防的視点

（クーリングダウン実施等）は欠落していることが示唆された。一方で傷害を有しない者は，練習時間が比較的短い傾向で，経
験の少ないビギナークライマーと分類できたことで，傷害に対する注意喚起を重点的に実施するべきと推察された。今後は各競
技の傷害分類の特徴と競技力に応じたトレーニング，予防的視点に立った自己管理の啓発が必要と考えられる。
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体操競技選手の身体特性と手関節痛
―前腕，上肢帯機能に着目して―

内之倉真大1），室井 聖史1），藤井 周1），本城 美波2），大野 達哉3），佐久間孝志1）

1）船橋整形外科西船クリニック，2）船橋整形外科病院，3）介護老人保健施設フェルマータ船橋

key words 体操競技選手・手関節痛・身体特性

【はじめに，目的】

男子体操競技の障害特徴は，手関節の障害が多い。荷重・懸垂動作は手関節に加え，前腕・肩甲胸郭関節・上肢帯回旋の機能な
どが大切と報告されている。しかし，手関節痛を有する体操競技選手の前腕・上肢帯機能に着目した報告が少ない。本研究目的
は，手関節痛を有する体操競技選手の前腕機能と上肢帯機能の関連性を検討することである。

【方法】

対象は男子高校体操競技選手（両手関節痛群：以下 P 群：7 名，手関節痛既往無し群：以下 N 群：9 名）で運動機能評価（ROM，
握力）とアンケート調査を行った。ROM は自動運動にて手関節（掌屈・背屈・上肢下垂位背屈・立位棒把持にて背屈・ベッド
上背臥位膝 90̊ 屈曲位，上肢最大拳上位で背屈），前腕（棒把持にて回内・回外），上肢帯（ベッド上背臥位膝 90̊ 屈曲位，上肢
最大拳上位棒把持にて外旋・内旋），握力計測後に上肢帯の荷重・懸垂動作を考慮し，握力/体重比を算出した。また，アンケー
ト調査として上肢帯罹患歴，年間試合数を調査した。統計学的処理は対応のない T 検定，Mann�Whitney の U 検定を行い，有
意水準は 5% である。

【結果】

ROM（P 群/N 群）は手関節（掌屈 58.2̊/64.1̊，背屈 53.2̊/54.7̊，下垂位背屈 50.0̊/54.4̊，棒把持背屈 61.4̊/61.9̊，背臥位上肢最大
拳上位背屈 54.6̊/58.6̊），前腕（回内 44.6̊/53.9̊，回外 123.2̊/120.3̊），上肢帯（外旋 36.4̊/48.1̊，内旋 139.6̊/137.2̊）であった。握
力/体重比は 0.75/0.64 であった。P 群は N 群より上肢帯外旋が低値，握力/体重比が高値を示し有意差を認めた。アンケートは
上肢帯既往歴部位数 2.7/0.5，現在の手関節以外の上肢帯疼痛部位数 0.6/0.0，年間試合数 5.6/4.6 であった。アンケートでは P
群が既往歴部位数，現在の手関節以外の上肢帯疼痛部位数，年間試合数で高値を示し有意差を認めた。

【結論】

本研究結果より P 群が身体機能面では上肢帯外旋が低値，アンケートでは既往歴部位数，現在の手関節以外の上肢帯疼痛部位数
が多かったため，両手関節痛を有する体操競技選手へのアプローチは手関節への局所アプローチに加え，上肢帯全体を考慮した
アプローチが重要と考える。また，年間試合数は P 群が多いことから，手関節へのメカニカルストレスがより多く加わって痛み
を助長する因子の一つとなっていることが推察される。体操競技の技術特性は荷重や懸垂など上肢機能の体重制御にあると報
告されており，握力は上肢機能の重要な指標の一つである。しかし，N 群において握力/体重比は低値を示したため，握力は手
関節痛を有する体操競技選手においては，必ずしも機能向上を必要とはせず，各症例においてアプローチする必要性があると考
える。
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ゴルフスイング動作における素振りとショットでのCOP奇跡の違い

松本 直樹1,3），河石 優1），菊地 聡子1），宇於崎 孝2,3），安田 孝志2,3），沖山 努1）

1）神戸リハビリテーション病院，2）滋賀医療技術専門学校，3）Golf Physio Therapy Japan

key words ゴルフ・スイング・COP

【はじめに，目的】

ゴルフは年間 924 万人がプレーする（平成 23 年社会生活基本調査；総務省）人気のあるスポーツである。しかし，2 年間でプロ
ゴルファーの 60％，アマチュアゴルファーの 40％ に何らかの外傷，オーバーユース等による障害が発生しているとの報告

（Gosheger G, et al., 2003）がある。素振りでは問題ないが，ショットの際に過度な動きをしていることが多く，受傷原因に関係
していると考えられる。そこで，ボールの有無がゴルフスイングに与える影響を調査することとした。

【方法】

ゴルフ経験の有る健常成人 8 名（男性 4 名，女性 4 名，平均年齢 43.5±12.4 歳，以下経験者），ゴルフ経験の無い健常成人 8 名
（男性 4 名，女性 4 名，平均年齢 27.6±3.1 歳，以下未経験者）を対象とした。対象者は全員右利きであった。

計測は，ゴルフスイングの素振りと，市販の練習用ゴムボールをショットする動作とした。クラブは 7 番アイアンを用い，男性
はスチールシャフト，女性はカーボンシャフトを使用した。素振り，ショット時の COP の軌跡を下肢加重計（アニマ社製，ツ
イングラビコーダ GP�6000）を用いて計測した。計測したデータより，素振り，ショット時の総軌跡長（cm），外周面積（cm2），
左右，前後最大振幅（cm），左右動揺速度の最大値（cm/秒），左右前後総合 Center of Pressure（以下 COP）（cm），左右荷重量

（kgf）を測定し，左右荷重率（%）を算出した。なお，サンプリング周波数は 100Hz とした。

統計解析は SPSS ver.23 を使用し，各項目について，ボールの有無での比較を Mann�Whitney U 検定，Wilcoxon の符号付順位
和検定を用いて分析し，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

未経験者でボールの有無を比較すると，有意差を示す項目はなかったが，経験者でボールの有無を比較した場合，総軌跡長，総
合 COP 右，左荷重率でショット時のほうが有意に高かった。

【結論】

ボールの有無で比較すると，未経験者では有意差がなかったのに対し，経験者ではショット時に総軌跡長，右側への COP の動
き，左荷重率が有意に高かった。これは経験による，素振りと比較して遠くに飛ばそうという意識から，ショット時では大振り
になっていることが推測される。この差異が過度な動きとなり，繰り返すことによる，オーバーユース等の障害発生につながっ
ている考えられる。したがって，下肢加重計等を利用し，スイングを素振りに近づけることにより，受傷，あるいは受傷後の再
発予防に役立てられる可能性が期待される。また，年齢の違いが結果に与えた可能性も考えられるため，事例を増やし，検討す
る必要がある。
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P-SP-11-2

若年者でのダーツ経験の有無がダーツ投擲時の重心動揺に及ぼす影響

川井 智貴1），浦辺 幸夫2），前田 慶明2），堤 省吾2），沼野 崇平2），小宮 諒2），鈴木 雄太2），
藤下 裕文2）

1）広島大学医学部保健学科，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words ダーツ・重心動揺・生涯スポーツ

【はじめに，目的】

近年，ダーツは生涯スポーツやレクリエーションとして注目されており，介護施設などでも取り入れられている。さらにダーツ
は身体機能回復の効果があるともいわれているが，どのような身体機能に対して効果があるかを示した報告は少ない。ダーツで
は狙い通りにダーツを投げるために姿勢の安定性が重要なことから，高齢者でも楽しく実施でき，かつバランス能力改善を目的
としたエクササイズとして使用できる可能性がある。

本研究では，ダーツを継続することがダーツ投擲時の重心動揺にどのような影響を及ぼすかを若年者で検討し，今後高齢者が
ダーツを行うことの有用性について示唆を得ることを目的とした。

【方法】

対象は健常男性 12 名とし，ダーツ経験のない未経験群 6 名（年齢 22.1±1.5 歳，身長 171.0±3.9cm，体重 64.2±7.3 kg），2 年以
上の経験がある経験群 6 名（年齢 29.8±5.3 歳，身長 165.2±7.4 cm，体重 65.5±13.4 kg，経験年数 3.4±1.1 年）とした。対象は，
裸足で重心動揺計（竹井機器工業）上のスローラインに立ち，前方 237cm，上方 173cm に設置したダーツボードの中心（直径
4cm）を狙って，ダーツ投擲を 20 投刺さるまで行った。

対象の利き手の肩峰，上腕骨外側上顆，尺骨茎状突起に直径 20 mm のマーカーを貼付し，デジタルカメラ（Power Shot A2600，
Canon）1 台を 25Hz に設定し，3m 側方から撮影した。Image J ver. 1.48（NIH）で算出したマーカーの座標データをもとに，解
析区間を肘関節屈曲開始時（投擲前のテイクバック開始時）から最大伸展時（投擲後のフォロースルー終了後）と定義した。分
析項目は，ダーツボードの中心から刺さったダーツまでの距離（cm），解析区間内の単位軌跡長，前後方向単位軌跡長，左右方
向単位軌跡長とした。

統計学的解析は，各算出項目の群間比較に対応のない t 検定を用い，危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

ダーツボードの中心から，刺さったダーツまでの距離は経験群が 3.7±1.0 cm，未経験群が 8.2±0.9 cm であり，経験群はより中
心に近い位置に投げることができた（p＜0.05）。ダーツ投擲時の単位軌跡長は経験群が 26.6±5.9 mm/s，未経験群が 38.0±10.6
mm/s となり，前後方向単位軌跡長では経験群が 20.5±5.4 mm/s，未経験群が 30.6±8.6 mm/s であり，いずれも経験群が有意に
小さかった（p＜0.05）。左右方向単位軌跡長では経験群が 14.6±5.5 mm/s，未経験群が 17.4±4.5 mm/s であり，有意差はなかっ
た。

【結論】

本研究から，経験群は未経験群よりダーツの成績がよく，ダーツの成績向上には前後方向のバランス制御が重要であることが示
された。先行研究では，同一動作の反復により姿勢の安定性が向上するとされている（大畑ら，2003）。ダーツでは，上肢の投
擲動作とバランス制御が要求される。ダーツ経験者は投擲動作時のバランス制御能力が高いことから，今後はダーツが高齢者の
バランス能力改善目的のエクササイズとして有用かどうか確かめていく。
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P-SP-11-3

高校生バスケットボール選手の静的バランスに影響を与える身体的要因

浦辺 幸夫1），沼野 崇平1），前田 慶明1），中山 修一2），李 小由2），月村 直樹2），岩倉菜穂子2），
有本 久美3）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科，2）日本バスケットボール協会スポーツ医科学委員，
3）大阪府バスケットボール協会医科学委員

key words バスケットボール・メディカルチェック・外傷・障がい予防

【はじめに，目的】

バスケットボールは，急激なストップとダッシュなどが求められる。そのため足関節捻挫や膝前十字靭帯（Anterior cruciate liga-
ment；ACL）損傷など，外傷や障がいの発生頻度が高い。かねてより筆者らは ACL 損傷予防に取り組んできた。この ACL
損傷予防プログラムには筋力やバランス能力の改善，動的な下肢アライメントの修正を取り入れている。しかし，実際のバス
ケットボールプレイヤーのバランス能力について調査した研究は少なく，現状は不明な点が多い。今回，大規模な調査の機会を
得たので高校生男女バスケットボール選手での現状を報告し，外傷や障がい予防プログラムの進展にさらに役立てたいと考え
る。

【方法】

平成 28 年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技（広島県）の開催にあたり，7 月 30 日～8 月 5 日の 7 日間で測定
を実施した。対象は高校バスケットボール選手（男子 150 名，女子 283 名）である。測定項目は，閉眼片脚立位保持時間，全身
関節弛緩性，外反母趾，舟状骨アーチ高，knee�in，knee�out，toe�in，toe�out などとした。統計学的解析には EZR ver1.32
を使用した。静的バランス能力について，対象を閉眼片脚立位保持時間の結果から 30 秒未満群（低値群）と 30 秒以上（高値群）
の 2 群に分け，閉眼片脚立位保持時間に影響を与える身体的要因として，全身関節弛緩性，外反母趾，舟状骨アーチ高，knee�
in，knee�out，toe�in，toe�out との関連を検討した。knee�in と knee�out は荷重時に前額面上において膝関節中央が明らかに
正中位より内方に位置する場合を knee�in，外方に位置する場合を knee�out とした。toe�in，toe�out は第 2 足趾が正中位より
外方に位置するものを toe�out，内方に位置するものを toe�in とした。閉眼片脚立位保持時間を従属変数，身体的要因を独立変
数として単変量解析を行い，さらに関連を認めた項目を独立変数としたロジスティック回帰分析を行った。危険率は 5% 未満と
した。

【結果】

閉眼片脚立位保持時間について，男子は低値群 82 名であり，閉眼片脚立位保持時間は（平均±SD）10.7±7.5 秒，高値群 62
名で 53.3±10.2 秒，女子は低値群 160 名で 12.4±7.7 秒で，高値群 123 名で 54.0±9.9 秒だった。knee�in は男子で 16 名，女子で
40 名，knee�out は男子で 31 名，女子で 23 名であった。toe�in は男子で 3 名，女子は 9 名，toe�out は男子で 50 名，女子は 51
名であった。単変量解析の結果，片脚立位時間と関連を認めたのは，男子では，GJL のうち膝関節と足関節の項目，外反母趾，
女子ではアーチ高だった。ロジスティック回帰分析の結果，男女とも片脚立位時間に影響を与える因子は抽出されなかった。

【結論】

下肢アライメントが静的バランスに影響するか検討した。knee�in と toe�out という ACL 損傷のリスク要因はバランス能力と
は関係しないことが示された。抽出された下肢アライメントについてバランス能力との関係をさらに注意深く分析したい。
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P-SP-11-4

競技毎によるバランス特性についての検討
―姿勢安定度評価指標，修正姿勢安定度評価指標，閉眼片脚立ちを用いて―

鈴木 康裕1,2,3），清水 如代1,5），岩渕 慎也1），遠藤 悠介3,4），田邉 裕基1），加藤 秀典1,3），
羽田 康司1,5）

1）筑波大学附属病院リハビリテーション部，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻，
3）つくば糖尿病予防研究会，4）茨城県立医療大学理学療法学科，
5）筑波大学医学医療系リハビリテーション科

key words 運動競技・バランス・重心動揺検査

【はじめに，目的】バランス能力の定義は，静的と動的に大別できるが，アスリートの競技パフォーマンスと関連するのは，動
的バランスと考えられている。我々は，重心動揺計を用いた姿勢安定度評価指標（以下 IPS），その修正版である修正 IPS（以下
MIPS），また片脚立ちを，動的バランスと定義しているが，MIPS の測定方法である閉眼および軟面上立位で行う 2 重課題に注
目している。MIPS は視覚および感覚の負荷が同時にかかる難度の高いバランス検査であり，より高度なバランス能力を要求さ
れるアスリートに適合する可能性がある。我々は，MIPS を含めた複数の動的バランス能力の評価指標を用いて，健常者を対照
とし，様々な競技群との比較を行うことで，競技毎のバランス特性が明らかになるものと考えた。

【方法】動的バランス評価として，IPS，MIPS を測定し，また閉眼片脚立ち検査を行った。身体機能評価として，体性感覚は，
振動覚，二点識別覚，足底触圧覚，下肢筋力は，膝伸展筋力，膝伸展筋持久力，足関節背屈筋力，足趾筋力を測定し，また体組
成は，体脂肪量および除脂肪量を算出した。バランス特性を検討するため，IPS，MIPS，閉眼片脚立ちについて，10 名以上の被
検者が確保できた競技群と健常者による対照群との比較を，対応のない t 検定を用いて行った。また MIPS との関連要因を検討
するため，欠損データのない対象競技者において，MIPS と各身体機能を Pearson の積率相関関係を用いて相関関係の検討を
行った。使用統計ソフトは SPSS（ver21）を用い，全ての統計有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】対象は 179 名（男性 119 名，女性 60 名），平均年齢は 20.7±2.2 歳（19～29 歳）であった。対象となった競技は，全 11
種目（154 名）であったが，対照群（25 名）と比較を行ったのは，5 種目の競技群（水泳 33 名，野球 27 名，競艇 26 名，サッカー
30 名，体操 15 名）であった。対照群と各競技群の動的バランス評価を比較した結果，IPS は全ての競技群において有意に優れ
ておらず，MIPS は競艇群（p＜0.05）および体操群（p＜0.01）が優れ，水泳群が劣っていた（p＜0.01）。閉眼片脚立ちは，サッ
カー群および体操群が優れていた（p＜0.05）。すなわち MIPS および閉眼片脚立ちの双方が優れていたのは体操群のみであった。
全 11 種目の対象者に，MIPS との関連要因の検討を行った結果，身長，体重，足底触圧覚，足関節背屈筋力に有意な関連性が認
められた。

【結論】健常者を対照とし，各競技群との動的バランス評価の比較を行った結果，競艇・水泳・サッカー・体操・野球のバラン
ス特性が明らかとなった。
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P-SP-11-5

Star Excursion Balance Test における各方向へのリーチ距離に関連する因子の検討
―利き足・軸足間での比較―

成田 貴紀1,2），大山 祐輝1,3），山路 雄彦1）

1）群馬大学大学院保健学研究科，2）JCHO群馬中央病院，3）日高病院

key words 傷害予防・動的バランス・軸足

【はじめに，目的】

Star Excursion Balance Test（以下，SEBT）は動的バランスの評価指標であり，傷害予防や競技復帰の基準として頻用されて
いる。また，利き足と軸足には機能的な差が存在し，傷害発生率も異なるとの報告がある。そこで本研究は，SEBT において利
き足と軸足の違いがリーチ距離に及ぼす影響，そして利き足と軸足それぞれでの SEBT における各方向へのリーチ距離に関連
する身体機能について検討することを目的とした。

【方法】

対象は整形外科的疾患のない健常男性 20 名（年齢 23.1±2.4 歳，身長 173.2±4.2cm，体重 63.1±6.8kg）とした。SEBT のリーチ
の方向はリーチ側を基準に，前方，前外方，外方，後外方，後方，後内方，内方，前内方の 8 方向とした。リーチ距離は各方向
3 回の平均値を棘果長で除した値とした。ボールを蹴る側を「利き足」，反対側を「軸足」と定義し，対象者は利き足支持リーチ
を測定後，軸足支持リーチを測定した。身体機能として，足関節背屈角度，Navicular drop test，Q�angle，Leg Heel Angle，下
肢筋力（股関節屈曲・伸展・外転・外旋・内旋，膝関節伸展）を測定した。尚，Leg Heel Angle は非荷重位（以下，非荷重 LHA）
及び荷重位（以下，荷重 LHA）で測定し，両者の差を変化量（以下，LHA 変化量）とし算出した。また筋力評価はハンドヘル
ドダイナモメーター（Anima 社製 μ�TAS F�1）を使用し，各 3 試行の平均値を体重で除した値を用いた。統計処理には IBM
SPSS Statistics ver. 23.0 を使用し，各測定項目について Shapiro�Wilk 検定にて正規性を確認した後，利き足・軸足リーチ距離の
比較には対応のある t 検定を，各方向へのリーチ距離と各身体機能項目との関係性の検討には Pearson の相関係数あるいは
Spearman の順位相関係数を用いた。尚，有意水準は 5％ とした。

【結果】

SEBT の利き足・軸足リーチ距離の比較では，前方（利き足支持=0.89±0.09，軸足支持=0.95±0.08）と前内方（利き足支持=0.79
±0.06，軸足支持=0.83±0.06）にて有意差を認めた（p＜0.01）。利き足支持リーチに関して，足関節背屈角度が前方・前外方・
外方・前内方（r=0.45～0.49），荷重位 LHA が後内方（r=0.46）と正の相関を示した（p＜0.05）。また軸足支持リーチに関して，
足関節背屈角度が前方・外方・後外方（r=0.46～0.53），荷重位 LHA が外方・前内方（r=0.45，0.47），膝関節伸展筋力が後外方・
後方・後内方・内方・前内方（r=0.47～0.57）と正の相関を示した（p＜0.05）。

【結論】

SEBT の前方・前内方において軸足支持リーチが利き足支持リーチに比べ，有意に高値を示した。SEBT のリーチ距離に関連す
る因子として足関節背屈角度，荷重位 LHA，膝関節伸展筋力が示され，それぞれ利き足・軸足間で異なる傾向であった。傷害
予防の視点から利き足・軸足の考慮をしたうえでこれらの機能に対するアプローチの重要性が示唆された。
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P-SP-12-1

バレエダンサーにおけるポアントに必要な足部構造と機能の特性

小川 紘代，矢倉 千昭，木村 航汰

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科

key words ポアント・足部アーチ・足趾把持筋力

【はじめに，目的】

バレエには“ポアント”という，つま先が床から離れた時には常にしなければならない重要な肢位がある。正しいポアントでは，
足関節底屈，趾節間関節（以下 IP 関節）伸展，中足趾節関節（以下 MP 関節）屈曲となる。この動きはバレエ特有のものであ
り，バレエを長年習っていても，IP 関節が屈曲してしまう人もいる。そこで本研究では，正しいポアントができる人の足部構造
と機能の特性を明らかにし，指導方法の開発に生かすことを目的とする。

【方法】

対象はクラッシックまたはモダンバレエ歴 6 年以上の女性 18 名，平均年齢 17.9±4.4 歳であった。長座位となって両足でポアン
トをしてもらい，IP 関節が伸展しているポアント群と IP 関節が屈曲している非ポアント群に分けた。足部構造として，内側縦
アーチをアーチ高率，横アーチを開張率で評価した。アーチ高率は足長に対する舟状骨高の割合，開張率は足長に対する足幅の
割合で求めた。どちらも測定は自然立位とし，足長は踵骨後面から第 1 中足骨頭までの距離とし，足幅は第 1 中足骨頭と 5 中足
骨頭を結ぶ線とした。足部機能として足趾圧迫力と足趾把持力を評価した。足趾圧迫力は自作のキットに等尺性筋力計 μTas
F�1（アニマ）を設置し，第 2～4 趾で押す力を測定した。足趾把持力は足指筋力測定器 II（竹井機器）を用いて測定した。測定
肢位は上肢を胸の前で組んだ端座位とした。左右 2 回ずつ測定し，最大値を体重で除した体重比で算出した。統計学的分析とし
て，ポアント群と非ポアント群の比較は対応のない t 検定を用い，さらに効果量 d 値を計算した。

【結果】

右足において，ポアント群は 6 名，非ポアント群は 12 名で，アーチ高率はポアント群 23.1±3.9％，非ポアント群 19.0±2.5％ で
有意差があった（p＜0.05，d＝1.34）。一方，左足では，ポアント群は 5 名，非ポアント群は 13 名で，足趾圧迫力はポアント群
0.85±0.18N/kg，非ポアント群 0.56±0.18N/kg（p＜0.01，d＝1.55），足趾把持力はポアント群 0.54±0.11kg/kg，非ポアント群
0.33±0.12kg/kg（p＜0.01，d＝1.70）で有意差があった。また，左のアーチ高率は，ポアント群 23.7±3.6％，非ポアント群 20.4
±2.8％（p＝0.055，d＝1.09），開帳率はポアント群 53.5±3.8％，非ポアント群 50.3±2.8（p＝0.071，d＝1.02）で有意差はなかっ
たが効果量は大きかった。

【結論】

両足ともにポアント群は非ポアント群に比べてアーチ高率が高く，左足のポアント群は非ポアント群に比べて足趾筋力が強
かった。IP 関節屈曲を防ぐには，内在性の足趾伸展筋群（虫様筋と骨間筋）を常に同調して働かせる必要がある。正しいポアン
トを行うためには内在性の足趾伸展筋群が働きやすい構造を持ち，さらに足底筋群の筋機能が高い必要があると考えられる。ま
た，アーチ高率は足趾圧迫トレーニングによって増加するとの報告もあることから，今後はポアントができるための指導方法を
開発し，検証していきたい。
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新たな方法による足部内側縦アーチ計測の信頼性と妥当性

大見 武弘，相澤 純也，廣幡 健二，大路 駿介，加地 真也，榎本 光裕，柳下 和慶

東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センター

key words 足部内側縦アーチ・舟状骨・信頼性

【はじめに，目的】下肢スポーツ傷害のリスクファクターの一つに足部内側縦アーチの低下が挙げられる。足部内側縦アーチを
客観的に評価する方法には主に画像評価法と Navicular drop（ND）法がある。前者は信頼性が高く，デジタル写真と X 線画像
法との高い相関関係が示されている。ND 法は臨床で簡便に用いることができるが，この信頼性は研究間で異なる。理由の一つ
として，立位では対側下肢が骨指標の確認を遮ってしまうということがある。解決策として，タンデム肢位での計測方法が考案
されているが，走行などの肢位よりも歩隔が狭く，また計測肢の股関節が屈曲・内転位となることが問題となる。以上の問題点
を解消するために，我々は立位で非計測肢を片膝立位にすることで，計測肢の股関節中間位で骨指標の確認が容易な独自の方法
を考案した。本研究の目的は，我々の方法による計測値の信頼性を確認することと ND 法との基準関連妥当性を検討し，足部
アーチの新たな測定方法を示すことである。

【方法】対象は健常成人 12 名と女性アスリート 17 名とした。検者は臨床経験 8 年目の理学療法士（検者 A）と理学療法士養成
学校生とした。被検者の足部（舟状骨結節，第一中足骨骨頭，踵内側部）にマーカを貼付し，50% 荷重時（50%PWB）と 100%
荷重時（FWB）の計測肢足部内側面をデジタルカメラで撮影した。50%PWB の姿勢は，非計測肢の膝関節屈曲・股関節中間位，
骨盤水平位，体幹直立位での立位とした。FWB の姿勢では，50%PWB の姿勢から非計測肢を軽度挙上させた。両側，各 3 回測
定した。撮影した画像から，Image J を用いて舟状骨結節と第一中足骨骨頭，舟状骨結節と踵内側部とを結ぶ線でなす角度（MLA
角）と，舟状骨結節から床までの垂線の距離（NH）を計測した。さらに ND 法を健常成人のみ実施した。統計学的解析は，各
検者が測定したデータから，級内相関係数（ICC）を求め，検者内信頼性 ICC（1，3）と検者間信頼性 ICC（2，3）を算出した。
50%PWB と FWB の MLA 角および NH の差と ND 法測定値の間で相関分析をおこなった（Spearman の順位相関係数）。女性
アスリートの測定は検者 A のみが行い，検者内信頼性 ICC（1，3）を算出した。統計は SPSS23.0 J を用い，有意水準 5% とした

【結果】健常成人を対象とした MLA 角，NH の ICC（1，3）は，両検者とも 0.95 から 0.99 であった。同様に ICC（2，3）は 0.74
から 0.88 であった。MLA 角差と NH 差の ICC（1，3）は，0.78 から 0.91 であり，ICC（2，3）は 0.63 と 0.56 であった。MLA
差，NH 差と ND 法測定値の相関係数はそれぞれ，r＝0.43（p＝0.04），r＝0.41（p＝0.06）であった。女性アスリートを対象と
した MLA 角，NH と MLA 角差，NH 差の ICC（1，3）は 0.99，0.98，0.90，0.87 であった。

【結論】我々が考案した足部内側縦アーチ計測法において良好から優秀レベルの信頼性が確認できた。ND との関連も確認され，
足部内側縦アーチの評価として有用である可能性が示唆された。
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足趾かみが下腿前傾角度に与える影響
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1）公益財団法人スポーツ医・科学研究所，2）日本福祉大学健康科学部

key words 足趾かみ・下腿前傾角度・足部アーチ

【はじめに，目的】

スポーツ外傷の発生に関係する問題として，下腿前傾角度の減少がある。下腿前傾角度の減少には，足関節背屈可動域制限など
の機能的要因の問題に加え，動作時の足趾かみも関係すると言われている。本研究は，下腿前傾時の足趾かみの有無が下腿前傾
角度に与える影響を確認することを目的とした。

【方法】

対象は，高校生女子バスケットボール選手 18 名で，測定側は左下肢とした。対象に，安静立位から下腿前傾を伴う前方への踏
み込み動作を行わせ，側方よりデジタルビデオカメラ（日本ビクター株式会社製）で撮影した。踏み込み動作は，第 3 趾が骨盤
幅になるように立ち，ステップ幅は 50% 転子果長とした。最大下腿前傾時の足関節背屈角度を，最大下腿前傾角度としてゴニオ
メーターで測定した。画像よりダートフィッシュ（ダートフィッシュジャパン社製）を用いて，安静立位時と最大下腿前傾時に
おける母趾趾節間関節（以下，母趾 IP 関節）屈曲角度と舟状骨高，アーチ長を測定した。安静立位時と最大下腿前傾時のアー
チ高率を算出し，アーチ沈降率（安静立位時から最大下腿前傾時のアーチ高率の変化率）を求めた。機能的要因として，足関節
背屈，母趾中足趾節間関節（以下，母趾 MP 関節）伸展の各可動域を測定した。最大下腿前傾時，視覚的に母趾 IP 関節屈曲位
と判断した屈曲群（9 名）と，中間位と判断した中間群（9 名）に分類し，測定項目を 2 群間で比較した。統計学的解析は，対
応のない t 検定を用い有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

最大下腿前傾時の母趾 IP 関節屈曲角度は，屈曲群（7.7±4.6 度）が中間群（1.3±2.0 度）より有意に大きかった（p＜0.01）。最
大下腿前傾角度は，屈曲群（36.2±3.6 度）が中間群（39.8±3.0 度）に比べて有意に小さく（p＜0.05），アーチ沈降率は，屈曲群

（9.9±6.1％）が中間群（4.2±2.4％）に比べて有意に大きい（p＜0.05）結果となった。母趾 MP 関節伸展可動域は，屈曲群（77.2
±13.9 度）が中間群（65.6±8.5 度）に比べて有意に大きかった（p＜0.05）。

【結論】

最大下腿前傾時の母趾 IP 関節屈曲角度における 2 群間の有意差は，足趾かみと判断した対象の足趾が実際に屈曲位であったこ
とを示している。屈曲群では，中間群に比べて最大下腿前傾角度が小さく，アーチ沈降率が大きかった。動作時の足趾かみと，
下腿前傾角度の減少や足部アーチ降下との関連が確認され，踏み込み動作などで足趾かみの有無を確認する必要性が示された。
また，屈曲群で母趾 MP 関節伸展可動域が大きかったことは，足底腱膜の緊張低下を示すものと考えられ，代償として足趾屈曲
筋の収縮により足部の剛性を高めた結果，足趾かみを呈した可能性が考えられる。足趾かみに関係する機能的要因として，足底
腱膜の緊張低下の確認が必要となることが示された。
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三次元動作解析装置を用いたアキレス腱断裂術後一症例の歩行パラメータの変
化
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【はじめに，目的】

アキレス腱断裂は 10 万人当たり 6～37 人の頻度で発生し，整形外科分野ではでは遭遇しやすい疾患の一つである。術後のリハ
ビリテーションではまずは歩行の獲得，歩容の改善が目的となる。しかし，アキレス腱断裂術後患者の歩行を経時的に調査する
論文は渉猟し得ない。今回アキレス腱断裂患者の歩行を経時的に分析をする機会を得たので報告する。

【方法】

症例は 20 歳代後半の男性。ソフトバレーボール大会中，切り返し動作時に受傷。病院受診し，左アキレス腱完全断裂の診断と
なり，翌日手術となった。術名はアキレス腱縫合術，術後プロトコルは，手術～2 週ギプス固定，免荷。3～4 週ヒール付きギプ
ス固定，全荷重許可。5～8 週ギプス抜去し，アキレス腱装具での歩行。段階的に踵の補高を除去。9 週目～フリー歩行開始。リ
ハビリテーションは術後 4 週より，足関節背屈可動域練習，筋力増強練習，歩行練習を実施した。

歩行評価はフリー歩行開始となってから実施した。歩行分析は，赤外線カメラ 8 台で構成される三次元動作解析装置（Vicon
Motion Systems 社製，Vicon Nexus）および床反力計 1 枚（AMTI 社製，400mm×600mm）を使用した。サンプリング周波数
は 100Hz とした。三次元動作解析装置に設定されている Plug�in Gait Full Body モデルに従い，直径 14mm の赤外線反射マー
カーを対象者の身体の 35 か所に貼付した。また，解析には解析ソフト Polygon4 を使用した。計測内容は，歩行速度，ストライ
ド長，足関節底屈モーメントとした。また，身体機能として，荷重位での足関節背屈可動域，MMT による底屈筋力を測定した。
計測は術後 9 週目，11 週，13 週，15 週に実施した。

【結果】

各データの結果を 9 週，11 週，13 週，15 週の順に示す。歩行分析での歩行速度（m/s）は 1.06，1.21，1.30，1.38，ストライド
長（m）（右/左）は 1.09/1.15，1.23/1.25，1.40/1.36，1.43/1.42，足関節底屈モーメント（N/kg）（右/左）は 1.6/0.6，1.6/1.2，1.8/
1.5，1.9/1.6 であった。足関節背屈角度（̊）は，20.3，26.8，29.9，33.7 であった。MMT 左足関節底屈は 2+，2+，3，4 であった。

【結論】

本例は，術後 13 週，フリー歩行を開始してから 4 週でストライド長，底屈モーメントの左右差が減少した。同時期に身体機能
面では底屈筋力の向上がみられ，MMT3 となっていた。このことから底屈筋力が MMT3 以上有していれば歩容の改善が見込ま
れることが明らかとなった。

本症例は術後早期より歩行量が保たれており，装具歩行となってからは 1 日 5000 歩程度の歩行量であった。底屈筋力トレーニ
ングはセラバンドによる底屈運動やカーフレイズを行っていたが，それほど運動量は多くなかった。そのため，フリー歩行獲得
までは歩行量を多くすることが底屈筋力の回復を促すことが明らかとなった。

今後はより長期にわたる動作解析および歩行難渋例の解析を行っていく必要がある。
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振り向きテストにおける足関節不安定症の定量的評価の再現性
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【目的】足関節外側靭帯損傷は，スポーツ外傷の中で多くみられる傷害の 1 つである。損傷の程度によっては長期間の固定や手
術が必要なことがある。足関節不安定性を残したまま競技復帰した場合，スポーツ活動時のパフォーマンスの低下や再受傷率が
高く，50％ 程度が慢性的足関節不安定症（Chronic ankle instability：CAI）に移行するとされている（van Rijin, et al., 2008）。こ
の足関節不安定性を荷重位で評価する方法として，川野による振り向きテストなどの検査が知られている。しかし，患者の不安
感の有無をもって判断をする検査であり，定量化や再現性について検討が必要になる。近年，膝関節回旋不安定性を三軸の加速
度計を用いて定量化が試みられている（Berruto, 2013. Zaffagnin, 2014.）。そのため，三軸の加速度計を用いることで振り向きテ
ストでの不安定性を定量化できると考えた。そこで，本研究の目的は，三軸の加速度計を用いて，振り向きテスト時の足関節不
安定性を定量化することとした。

【方法】対象は健常成人 17 名 34 足（男性 3 名，女性 14 名，平均年齢 20.8±0.94）とした。被験者は，複数回の足関節捻挫の既
往があり，日常生活での giving way があるものを CAI 群（12 名 17 足），それ以外のものを control 群（12 名 17 足）とした。
三軸の加速度計（Microstone 社）を 6G，100Hz に設定し，計測側の外果上方に，下腿に対して平行になるようにアンダーラッ
プで固定した。振り向きテストの方法は川野の方法に準じて，片足ずつ 3 回実施した。振り向きテスト時の加速度計の波形から
x 軸（前後），z 軸（側方）の負の peak 値を Ax，Az として求めた。また y 軸（垂直軸）周りの回転速度（Gy）のピーク値も算
出した。Ax，Az，Gy の 3 回の平均値を代表値とし，CAI 群，control 群の違いを検討した。さらに，Ax と Az の合成ベクトル
Ac 後外側方向への動揺として算出した。統計学的処理は，unpaired t�test を用い，有意水準 5％ 未満とした。

【結果】Ax は，CAI 群�4.19±0.65m/sec2，control 群�3.03±0.93 m/sec2であり，CAI 群と control 群に有意差を認めた（P＜0.05）。
Az は，CAI 群�2.53±0.95 m/sec2，control 群�1.74±0.40 m/sec2であり，有意差を認めた（P＜0.05）。Gy は，CAI 群�140.07±53.1
deg/sec，control 群�84.64±32.89 deg/sec であり，有意差を認めた（P＜0.05）。Ac は，CAI 群�4.82±0.76 m/sec2，control 群�
3.68±0.93 m/sec2であり，有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】本研究の結果，CAI 群は control 群に比べて，側方，後方，後外側への加速度波形のピークが大きい値を示していた。Zaffag-
nin らは膝 ACL 損傷例において，Pivot shit test 時の動的安定性の欠如時には下腿近位部につけた加速度のピークが大きくなる
ことを示している。つまり，本研究の結果は足関節後外側方向への不安定性を示していると考えた。後外側方向への不安定性を
定量化することは，足関節内反捻挫後の競技復帰に向けた効果判定に有用と考えられる。
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P-SP-13-1

高校男子サッカー部におけるウォーミングアップ及びクールダウン時間が傷害
発生頻度に与える影響の検討

塩田 麻人，前谷 大地，鈴木 学

群馬パース大学保健科学部理学療法学科

key words サッカー・スポーツ傷害・ウォーミングアップ時間

【はじめに，目的】

1 年間でのサッカーによるスポーツ傷害発生率（外傷を除く）は 3.66％ で，様々なスポーツの中では比較的少ないとされている。
また傷害発生部位に関して村上らは，膝関節・腰部・足関節で全体の 60％ 以上の傷害発生があると報告している。

これらスポーツ傷害発生の予防に関して，永井らは先行研究でウォーミングアップ（以下，W�up）は予防効果が期待されると
述べている。クールダウンは大きな目的の一つに疲労回復の促進が挙げられる。運動による疲労は，傷害や疾病の原因となるた
め可能な限り素早く疲労を軽減させることは重要であると報告している。

現在，サッカー競技におけるメディカルチェックで W�up 及び C�down 時間や強度が決定するデータはなく，これらが傷害発生
頻度に関係するという報告は極めて少ない。

本研究では，サッカー競技の練習において練習前に実施されている W�up 及び練習後に実施されている C�down 時間と傷害発
生頻度との関連を検討し，障害発生の予防の一助とすることを目的とした。

【方法】

対象は 4 高校の男子サッカー部員 239 名とした。アンケートは郵送式で，項目の質問｛学年，W�up 時間（全体時間，ストレッ
チ，体操，ジョギング，その他），C�down 時間（全体時間，ストレッチ，体操，ジョギング，その他），現在に至るまでの傷害
発生回数，傷害部位名および時期からなる。アンケート用紙に自由記載での回答とした。統計処理は対応のない T 検定を用いて，
傷害経験者と非傷害経験者の練習時間の差異を検討した。またピアソンの積率相関分析を用いて，各練習内容の時間と傷害発生
回数との関係についても検討した。統計ソフトは SPSS23 を使用し，有意確率は 5% 未満とした。

【結果】

アンケートの回収率は 69％ であった。W�up 時間に関しては，全体及びその他が最大（60 分）で，体操が最小（15 分）であっ
た。C�down 時間に関しては全体が最大（30 分），その他が最小（8 分）であった。現在に至るまでのサッカー競技時での傷害
発生回数の全体は最大（15 回）であり，部位別では足部が最大（1.31 回）であった。傷害経験者と非傷害経験者の練習時間は，
W�up 時間のうちジョギング及び全体で前者が有意に多かった（p＜0.05）。そして W�up のジョギング時間は傷害発生回数のう
ち，体幹（r=�0.203），足部（r=�0.200）及び全体との間（r=�0.182）で有意な正の相関がみられた。

【結論】

結果では傷害経験者と W�up でのジョギング時間との有意差がみられたことから傷害発生の回数に関連していることが考えら
れる。このことから W�up 時間の調節が必須であり，軽度なものから行った方が効果的とされていることから，ジョギングによ
る身体的負荷を考慮する必要があると考えられる。
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P-SP-13-2

大学女子硬式野球選手のスポーツ傷害と健康の実態調査

橋本 留緒1），浦邉 幸夫2），前田 慶明2），森田 美穂2），利根川直樹1），辰巳廣太郎1）

1）広島大学医学部保健学科，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

key words 大学女子野球・スポーツ傷害・健康調査

【はじめに，目的】

近年，女子硬式野球の競技人口が増加しており，今後さらなる増加が予想される。しかしながら，男子硬式野球に比べると規模
は小さく，女子硬式野球の傷害を含めた先行研究は少ない。女性を対象とした調査では，女性アスリートの三主徴といわれる，
摂食障害，無月経，骨粗鬆症や，これらと関連する貧血など特有の問題を考慮する必要があると考える。本研究の目的は，大学
女子硬式野球でのスポーツ傷害と健康に関するアンケート調査を行い，傷害予防の一助とすることである。

【方法】

女子硬式野球部がある全 7 大学のうち，協力の得られた 5 大学 142 名を対象に，インターネットによるアンケート調査を実施し
た。調査項目はポジション，スポーツ傷害の有無，スポーツ傷害の部位，診断名，肩および肘関節の疼痛の有無と疼痛継続期間
などとした。スポーツ傷害は練習内容を制限した場合，1 日以上練習を休んだ場合，医療機関を受診した場合と定義した。健康
状況に関して，食事の際に栄養を考慮しているか，貧血症状の有無，月経不順の有無などについて調査した。

統計学的検定は，貧血症状のあり群，なし群の群間比較を行った。月経不順の比較に Mann�Whitney 検定，傷害の有無，栄養
を考慮しているかについてカイ 2 乗検定を用いた。危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】

142 名中 47 名から回答が得られ，有効回答率は 33.1% であった。47 名中傷害のあった者は 24 名 47 件（外傷 29 件，障がい 18
件）で，受傷率は 51.1% だった。受傷部位は大腿 11 件，肩関節 7 件，足関節 5 件の順で多く，大腿は全件肉離れだった。全体
としては，上肢に比べ下肢の傷害が多く，下肢傷害を呈した選手の 85.2% が内野手か外野手だった。野球に関連した肩および肘
関節の疼痛を経験した選手は 47 名中 32 名（68.1%）であり，現在も疼痛がある選手は 22 名（46.8%）だった。

貧血症状がある選手は 14 名（29.8%）で，月経周期は時々不順が 20 名（42.6%），不順が 6 名（12.8%）だった。貧血症状の有無
と傷害発生の有無，月経周期に有意な差はみられなかった。貧血症状がある選手のうち，栄養を考慮して食事している選手は 4
名，考慮していない選手が 10 名で，栄養を考慮していない人が貧血症状になりやすい傾向を示した（p=0.06）。

【結論】

大学女子硬式野球選手の 51.1% が何らかの傷害を発症しており，障がいよりも外傷の発生率が高かった。特に内野手と外野手の
下肢傷害が多くみられた。女子硬式野球選手の 68.1% が肩関節か肘関節に疼痛を経験していた。現在も女子選手の約半数が疼痛
を感じながらプレーをしていることから，疼痛が慢性化している実態が示された。健康状態では，29.8% の選手で貧血症状があっ
た。貧血にはさまざまな要因があるが，本研究では貧血症状がある選手は栄養への配慮が不足する傾向が示された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）13：00～14：00 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）【ポスター（スポーツ）P13】

P-SP-13-3

全国大会出場高校サッカー部におけるスポーツ外傷・障害の予防に関する実態調査
スポーツ外傷・障害発生の要因と一次予防介入のタイミングの検討

比護 幸宏

日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科

key words スポーツ傷害・高校サッカー・質問紙調査

【はじめに，目的】

スポーツ外傷・障害（以下傷害）への対応で重要なことの一つに傷害発生の予防があり，傷害により練習や試合に影響を及ぼす
ことは個人やチームにとって重大な損失となり得る。しかし高校部活のカテゴリーでは未だにその普及は十分とはいえない。本
研究では全国大会出場高校サッカー部に所属する生徒を対象に傷害の有無と発生時期，ウォーミングアップ（以下 WU）やクー
ルダウン（以下 CD）・栄養摂取などの傷害予防行動の実態を調査することで競技者への適切な介入や時期・傷害発生要因を検
討する目的で行なった。

【方法】

対象は，全国大会出場高校サッカー部で同一チームに所属する男性 78 名，平均年齢 16.9±0.77 歳。集合質問紙調査を実施し，
競技歴，傷害の有無・部位・発生時期・受傷機転，WU・CD の有無と時間，栄養に関する関心，現在も疼痛を有する者を傷害
群としてその傷害の影響について質問した。また統計学的分析では，傷害群と非傷害群間，公式戦登録選手と非登録選手間で傷
害予防に有効とされる WU・CD の有無と実施時間，栄養摂取に関して χ2検定の独立性検定を行った。有意水準は p＜0.05 およ
び p＜0.01 とした。

【結果】

競技開始年齢 6.5±0.3 歳，傷害を有する者 51％，傷害の原因となる受傷をした競技経験年数 8.36±2.9 年，傷害部位は足関節
36％，膝関節 18％，大腿 9％ で多かった。受傷機転は非接触 76％ で，そのうち足関節受傷は 37％ と最も多かった。傷害によっ
て練習に影響がでた割合は 69％ で，そのうち 8％ は半年間以上の練習内容の変更が必要であった。また試合に影響がでた割合
は 59％ で，そのうち 21％ が試合出場機会を失った。WU・CD は 100％ 実施されていた。栄養摂取に関して毎食の栄養バラン
スを意識している割合が 72％，そのうち実際に摂っている割合は 35％ であった。公式戦登録選手と非登録選手間での意識的な
炭水化物摂取と体重測定の有無（p＜0.01），蛋白質摂取の有無（p＜0.05）で有意な偏りを認め，公式戦登録選手では体調管理の
意識が高い結果となったが，傷害群と非傷害群間で有意な差は認めなかった。

【結論】

傷害発生による慢性疼痛や活動機会減少を防ぐ為の一次予防介入時期は，競技開始年齢と傷害の原因となる受傷をした競技経
験年数の和より高校入学以前が望ましいと示唆される。受傷率の高い足関節傷害は再受傷率が高いため一次予防に加え二次予
防が重要となる。また活動機会の多い公式戦登録選手では栄養摂取に関して意識が高い結果となった。傷害発生要因として傷害
群と非傷害群間で WU・CD の実施や必要栄養素の摂取に差があるのではと考えたが本調査はこの仮説を支持しなかった。しか
し，傷害群では試合や練習の機会を失う者もおり，今後の課題としてその他の内的・外的要因に関して傷害群と非傷害群間の差
を比較し，高校部活の競技レベルにおいて傷害予防に有効かつ実施可能な内容を検討する必要がある。
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腰痛を有する中学生サッカー選手の身体特性

村本 勇貴1），岩本 航4），我妻 浩二1），田中 直樹3），榊原 加奈2），村上 純一3），石渕 重充2），
松橋 朝也1），笠間あゆみ1），岡田 尚之4）

1）かつしか江戸川病院リハビリテーション科，2）江戸川病院スポーツリハビリテーション科，
3）メディカルプラザ市川リハビリテーション科，4）江戸川病院スポーツ医学科

key words サッカー・メディカルチェック・腰痛

【はじめに，目的】

青少年期のスポーツ選手において，腰痛はスポーツ活動の障害因子となっている。本研究の目的は，当院で行った中学生サッ
カー選手に対するメディカルチェックから，腰痛のある選手の身体特性を調査することである。

【方法】

男子中学生サッカー選手 21 名（平均年齢 13.0±0.5 歳）を対象とした。事前に身体状態に関するアンケート調査を行い，群分け
（腰痛群・非腰痛群）を行った。メディカルチェック項目は，下肢伸展拳上（以下，SLR）・殿踵距離（以下，HBD）・ディープ
スクワット（以下，DS）・ホップテスト（以下，Hop）とした。疼痛のためメディカルチェックを遂行できない者は除外した。
統計処理は群間比較には SLR，HBD，Hop については対応の無い t 検定を用い，DS についてはマンホイットニー U 検定を用い
た。有意水準は 5% とした。

【結果】

腰痛を有する選手は 21 名中 5 名（23.8%）であった。腰痛群は（身長：159.9±0.7cm，体重：45.8±5.4kg，BMI：17.9±1.3，SLR
（右：60.0±7.1̊，左：57.5±5.0̊），HBD（右：10.5±3.9cm，左：10.3±3.8cm），Hop（右：7.7±1.8 秒，左：7.7±0.5 秒），DS：2.2
±0.5 点）という結果であった。非腰痛群は（身長：157.2±0.7，体重：44.1±7.3kg，BMI：17.7±2.0，SLR（右：62.9±9.0̊，左：
62.4±7.7̊），HBD（右：4.9±4.2cm，左：4.0±3.1cm），Hop（右：7.3±0.5 秒，左：7.4±0.7 秒），DS：2.4±0.7 点）という結果で
あった。

HBD は腰痛群で有意に大きかった（右：p=0.05，左：p=0.03）。その他の項目では腰痛群と非腰痛群で有意差は認められなかっ
た。

【結論】

我々のメディカルチェックの結果では，腰痛群の HBD が有意に大きかった。HBD は股関節伸展位で行う膝屈曲テストであるた
め，今回の結果は大腿四頭筋の中でも 2 関節筋である大腿直筋の柔軟性低下による影響が考えられる。先行研究では腰痛を有す
る青年期のスポーツ選手は股関節屈曲筋の柔軟性が低下すると報告されている。またサッカー競技では，股関節伸展を腰椎の伸
展で代償する選手で腰椎に加わるストレスが増加すると報告されている。以上のことから，サッカー選手における股関節屈曲筋
群の柔軟性低下と腰痛とは関連があるものと考えられ，本研究での腰痛群で HBD が有意に増加したものと推測された。

本研究の結果，HBD が大きいサッカー選手は腰痛が生じやすいことが示唆された。今後は，腰痛を有するサッカー選手に対し
て HBD 改善の介入が有効であるか検証する必要があると考えられる。
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スポーツ現場におけるストレッチング実施状況の調査

武内 孝祐1,2），佃 文子1）

1）びわこ成蹊スポーツ大学，2）筑波大学

key words 静的ストレッチング・動的ストレッチング・アンケート

【はじめに，目的】

実際のスポーツ現場において，どのような頻度・時間・種類・目的のストレッチングが実施されているのかは明らかとなって
いない。スポーツ現場で利用可能なストレッチングを検討するためには，実際のスポーツ現場におけるストレッチングの実施状
況を明らかにする必要がある。本研究の目的は，スポーツ現場におけるストレッチングの実施状況を調査し，今後のストレッチ
ング研究における基礎的データを得ることである。

【方法】

対象はスポーツ指導者 140 名とした（年齢：40.2±12.3 歳，指導歴 16.0±11.7 年）。全ての指導者に，自身のスポーツ指導の中で
のストレッチング実施状況に関する自記式アンケートを行った。調査項目は，実施しているストレッチングの種類（静的スト
レッチング，動的ストレッチング），時間（1 回の実施時間，合計時間），実施タイミング（ウォーミングアップ，クーリングダ
ウン），目的（柔軟性向上，障害予防など），対象部位（全身計 15 部位）とした。

【結果】

スポーツ指導者 140 名のうち，ストレッチングを実施している指導者の割合は 91.4% であり，ストレッチングを実施していない
ものが 8.6% であった。また，実施しているストレッチングの種類は，静的ストレッチングのみ 33.6%，動的ストレッチングのみ
7.0%，静的ストレッチングと動的ストレッチングの併用 59.4% であった。ウォーミングアップに静的ストレッチを取り入れてい
る指導者の割合は 77.9% であり（1 回 21.8±13.2 秒，合計 489.9±343.4 秒）であり，クーリングダウンに静的ストレッチングを
実施している指導者の割合は 66.9%（1 回 25.5±17.1 秒，合計 538.5±392.9 秒）であった。静的ストレッチングの目的は障害予防
が 84.7％，柔軟性向上が 69.6% であった。ウォーミングアップに動的ストレッチを取り入れている指導者の割合は 90.6%（1
回 22.1±16.2 秒，合計 598.1±465.0 秒）であり，クーリングダウンに動的ストレッチングを実施している割合は 18.8%（1 回 38.5
±46.3 秒，合計 492.6±523.7 秒）であった。動的ストレッチングの目的は障害予防 64 名（75.3％），パフォーマンス向上 59 名

（69.4%）であった。ストレッチングの対象部位は，下腿後面，大腿後面，殿部の順で多かった。

【結論】

90% 以上のスポーツ指導者がストレッチングを実施していることが明らかとなった。また，障害予防を目的として静的ストレッ
チングと動的ストレッチンは共にウォーミングアップで実施されていた。本研究結果は今後のストレッチングに関する研究を
実施する上で重要な基礎的データとなる。
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呼気ガス分析指標とフィールドテストの関係
12分間走と Yo�Yo test の走行距離とスピードについて

吉田 昌平1），原 邦夫2）

1）京都がくさい病院運動器スポーツリハビリテーション科，2）鞍馬口医療センター整形外科

key words フィールドテスト・呼気ガス分析指標・全身持久力

【はじめに，目的】12 分間走や Yo�Yo テストは，全身持久力の評価が行えるフィールドテストとして広く用いられている。今回
我々は 12 分間走，Yo�Yo test の各走行距離と呼気ガス分析指標で得られる換気性作業閾値（AT），呼吸性代償開始点（RCP），
最大酸素摂取量（VO2max）の関係について検討すること。

【対象】高校生男子サッカー選手 18 名（年齢：16.8±0.5 歳，身長：169.7±7.8cm，体重：65.2±7.4kg）とした。

【方法】12 分間走は，1 周 200m のトラックを用いて 10m 単位で走行距離を測定した。Yo�Yo test は，intermittent recovery test
レベル 2 を用いて走行距離を評価した。呼気ガス分析（ミナト社製：AE�300S）を用いた各指標の測定は，トレッドミル（ミナ
ト社製 AR�200）を用いた多段階漸増運動負荷試験を症候限界性に行った。呼気ガス分析指標は，呼気終末二酸化炭素濃度

（ETco2）が一定で，呼気終末酸素濃度（ETo2）が上昇し始める点を AT として求めた。RCP は主に，AT 以降 ETco2が低下し
始める点として求めた。VO2max は，30 秒間の平均を体重比で求めた。フィールドテストで求めた各走行距離と呼気ガス分析で
得られた各指標の相関関係を求めた。さらに 12 分間走の平均スピード，Yo�Yo test の最高スピードを求め，AT，RCP の各指
標との関係について考察を加えた。

【結果】12 分間走の走行距離は，3007.2±132.4m，平均スピードは 15.0±0.7km/h であった。Yo�Yo test の走行距離は，629.3
±142.0m であり最高スピードは 17.6±0.2km/h であった。呼気ガス分析指標で求められた各指標は AT12.8±0.8km/h，RCP16.4
±1.1km/h，VO2max は 66.9±4.1mil/kg/min であった。12 分間走の走行距離と呼気ガス分析指標との関係は，AT r＝0.57，RCP
r＝0.75，VO2max r＝0.69 とそれぞれ有意な関係を認めたが，RCP が最も高い相関を認めた。Yo�Yo test の走行距離と呼気ガス
分析の各指標との関係は AT r＝0.29，RCP r＝0.64，VO2max r＝0.27 と RCP のみ有意な相関を認めた。12 分間走の平均スピー
ドは RCP よりもやや低い走速度であった。一方，Yo�Yo test の最高スピードは RCP よりも高い走速度を認めた。

【結語】トレッドミルを用いた漸増運動負荷試験では，持続的な運動中の換気応答を分析し全身持久力を評価する。そのため，
持続的な運動をフィールドテストとして行う 12 分間走においては，持久的指標とされている AT，RCP，VO2max とそれぞれ優
位な相関関係を認めた。一方，間欠的な運動をフィールドテストとして行う Yo�Yo test では，RCP のみ優位な相関関係を認め
た。呼気ガス分析指標で得られる RCP は，その走速度以上の持続的な運動では不可逆的な乳酸の上昇が始まる点とされている。
つまり RCP の走速度は，乳酸を除去しながら運動を可能とする最大スピードと考える。したがって，乳酸の産生と除去を繰り
返し行う間欠的な全身持久力の評価として用いる Yo�Yo test の走行距離と RCP に最も高い相関を認めたと考えた。
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大学生バスケットボール選手における functional movement screen と障害発生
の関連について

下浦佳南子1），田代 雄斗2），鈴木 祐介2），田坂精志朗2），松原 慶昌2），川越 美嶺2），園田 拓也2），
中山 恭章2），横田 有紀2），青山 朋樹2）

1）京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words FMS・バスケットボール・障害

【はじめに，目的】

近年，動作評価による障害リスク判定のツールとして Functional Movement Screen（FMS）が注目されている。FMS は Deep
squat（DS），Hurdle step（HS），In�line lunge（ILL），Shoulder mobility（SM），Active straight leg raise（ASLR），Trunk
stability push up（TSPU），Rotary stability（RS）の 7 種目をそれぞれ 0～3 点の 4 段階で採点を行い，合計 21 点満点で評価す
るものである。アメリカのスポーツ現場では広く用いられており，FMS の合計点が 14 点以下の場合障害発生のリスクが高いこ
とが報告されている。また，陸上の中長距離選手においては DS と ASLR の合計点数によりランニング障害の発生を予測できる
という報告があり，競技によって障害発生と関連の強い種目が異なる可能性がある。しかし，バスケットボール選手における
FMS の研究は少なく，各種目の点数と障害発生の関連について明らかにしたものはない。障害発生と関連の強い種目が明らか
となれば，より簡便に障害リスク判定を行うことができると考えられる。したがって本研究の目的は，バスケットボール選手に
おける FMS の各種目の点数と障害発生の関連を調べることである。

【方法】

対象は大学の男子バスケットボール部に所属する選手 81 名（年齢 20.1±1.3 歳，身長 178.3±8.1cm，体重 72.2±8.1kg）とした。
測定時に練習・試合に参加することが不可能な疾患を有する者は除外した。測定項目は FMS7 種目とアンケート調査を行った。
FMS の測定は採点基準に従い，正しく動作を行うことができれば 3 点，代償を用いて可能であれば 2 点，動作が不可能であれ
ば 1 点，動作中に痛みが生じれば 0 点とした。アンケート調査では，基本情報と過去 1 年間の障害発生状況を調査した。本研究
では先行研究に従って各種目の 2 点と 3 点を高得点群，0 点と 1 点を低得点群とした。また，過去 1 年間に 4 週間以上練習・試
合を休む障害の既往がある者を障害あり群，ない者を障害なし群とした。統計解析は FMS の合計点には U 検定，各種目の点数
にはカイ二乗検定を用い，FMS の合計点・各種目点数と障害発生の有無の関連を検証した。統計学的有意水準は 5％ 未満とし
た。

【結果】

全対象者 81 名のうち，障害あり群は 13 名（16.0％），障害なし群は 68 名（84.0％）であった。U 検定の結果，障害あり群と障
害なし群の間で FMS 合計点に有意差はみられなかった（障害あり群：12.62±4.6，障害なし群：14.29±2.3，p=0.378）。一方カ
イ二乗検定の結果，DS と HS において障害発生と有意な関連がみられた（p=0.028，p=0.001）。

【結論】

本研究の結果，男子大学生バスケットボール選手の過去 1 年の障害発生と FMS の DS，HS の点数には関連があるという結果が
示された。よって，バスケットボール選手においては FMS7 種目の中でも DS，HS に特に着目する必要がある可能性が示唆され
た。今後は縦断的な研究を行い，DS，HS の点数による障害発生予測の妥当性を検討する必要がある。
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高校サッカー選手の傷害既往とActive Straight Leg Raise，Hurdle step，Inline
lunge 動作の特徴

遠藤 康裕1,2），武井 健児2），小保方祐貴2），猪股 伸晃2），大河原和也2），奥井 友香2），
佐々木沙織2），中川 和昌2,3）

1）医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院，2）PsLab.，3）高崎健康福祉大学理学療法学科

key words スポーツ傷害・評価・予防

【はじめに，目的】

スポーツ傷害の要因として，筋力や筋柔軟性，関節可動域と同等に姿勢，動作の安定性，適切さは重要である。スポーツ選手の
基本的な動作の評価として Cook は Functional Movement Screen（以下 FMS）を提唱している。我々も FMS を使用し，高校サッ
カー選手，陸上選手の障害要因，フィールドテストとの関連を検討してきた。しかし，課題として FMS の各項目の左右差や項
目間の関連を詳細に検討することが挙げられた。今回は，FMS のうち Active Straight Leg Raise（以下 ASLR），Hurdle step，
Inline lunge の動作を評価し，左右差，項目の組み合わせから傷害要因を検討した。

【方法】

高校生サッカー部員 164 名を対象とし，定期的に実施しているコンディションチェックの結果から傷害歴と ASLR，Hurdle
step，Inline lunge の結果を抽出した。傷害歴は IOC の基準を基に傷害の部位・種類・原因を精査し分類した。ASLR，Hurdle
step，Inline lunge は Cook らが提唱している FMS の方法に準じて実施し，0～3 点で判定した。各項目内で左右の点数が異なる
場合は陽性，左右とも同じ点数の場合は陰性と判定した。尚，左右とも 1 点の場合，0 点を含む場合は解析対象から除外した。
その後，3 つの項目の左右差陽性，陰性の組み合わせで 8 グループに分類し，各グループ内で下肢傷害を有する者，有さない者
の人数を比較した。

【結果】

164 名のうち，下肢傷害の既往を有する者は 103 名いた。解析対象者について ASLR，Hurdle step，Inline lunge の結果をみる
と，ASLR 陽性は 36 名，Hurdle step 陽性は 45 名，Inline lunge 陽性は 54 名であった。項目の組み合わせで ASLR 陽性，Hur-
dle step 陰性，Inline lunge 陰性の者は 15 名であった。この群のうち 14 名が既往あり，1 名は既往なしで明らかに下肢傷害を有
する者が多かった。それ以外の組み合わせでは明らかな傾向はみられなかった。

【結論】

ASLR は大腿後面の筋柔軟性，Hurdle step は下肢・体幹の安定性，Inline lunge は足・股関節・体幹の可動性，筋力，安定性を
評価できる。その点で今回の結果は，柔軟性に左右差があり，下肢・体幹の筋力，安定性に左右差がないことが，サッカーに必
要な動作のなかで過剰な負荷を生じさせ，下肢傷害の一要因となることが示唆された。FMS の結果と傷害の関連については，
総合点とは有意な関連がないといった報告があり，Cook 自身も左右差の有無が重要であると述べている。今回，左右差，項目
間の組み合わせと傷害の関連がみられたことは新しい評価基準となるだろう。
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高校男子サッカー選手においてHeel Buttock Distance は柔軟性評価として有
用か

井上 純爾1,2），山本 沙紀3），佐竹 勇人1,2），川原 勲1），岩田 晃3），河口 泰之2），熊井 司2）

1）医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科，
2）医療法人和幸会阪奈中央病院スポーツ関節鏡センター，
3）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words HBD・柔軟性・大腿周径

【はじめに，目的】

大腿直筋などの大腿前面筋の柔軟性評価として，踵殿間距離（Heel�Buttock Distance，以下 HBD）が一般的に用いられる。し
かし，活動レベルが高く大腿部の筋が発達している対象者においては，大腿後面筋の厚みが HBD の制限因子となり，大腿前面
筋の柔軟性を反映していない可能性が否定できない。そこで，本研究では活動レベルの高い対象者としてサッカー部に所属する
男子高校生を対象とし，HBD が本当に柔軟性を反映したテストであるかを検討することを目的とした。

【方法】

対象は高校男子サッカー選手 46 名とした。測定項目は，身長，体重，利き足の HBD および大腿周径，立位体前屈（Finger Floor
Distance，以下 FFD）とした。なお，利き足はボールを蹴る側として規定した。HBD は，腹臥位の対象者の膝関節を他動的に
屈曲させ，踵と殿部の距離を定規にて測定した。大腿周径は膝蓋骨上縁 15cm での周径とし，メジャーにて計測した。FFD は膝
関節伸展位で最大前屈させた時の床面と指尖の距離をメジャーにて計測した。データ処理は，HBD が 0cm の群を HBD 低値群，
HBD が 0cm よりも高値の群を HBD 高値群として群分けし，2 群間における身長，体重，大腿周径，FFD を対応のない t 検定
にて検討した。統計解析には JMP10.0 を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

HBD を群分けした結果，HBD 低値群は 24 名，HBD 高値群は 22 名となり，HBD 高値群の値は 8.6±2.8cm であった。また，対
象者の属性（HBD 低値群：HBD 高値群）は，年齢（歳）は 16.2±0.7：16.2±0.9，身長（cm）170.0±5.5：171.2±6.5，体重（kg）
58.6±5.8：61.3±8.2，大腿周径（cm）47.2±2.3：49.2±3.8，FFD（cm）4.5±6.4：2.6±7.3 であった。t 検定の結果，大腿周径に
おいてのみ HBD 高値群で有意に高い結果（p＜0.05）を認めたが，他の項目では有意差を認めなかった。

【結論】

全身の柔軟性には一定の関連があることが Herman らによって明らかにされているため，本研究では HBD に加えて FFD も計
測し，その関係から HBD の特性を検証した。結果より，2 群間において FFD や体重は有意差を認めず，大腿周径のみ HBD
低値群で有意差に高かった。すなわち，HBD は柔軟性の指標として有用とは言えず，大腿部の筋量によって変化することが示
唆された。また，体重も群間で差を認めなかったため，単なる体格の差ではなく，大腿部の筋の発達が HBD に影響しているこ
とが考えられた。以上より，HBD を評価指標として用いる際，サッカー選手のような大腿部の筋群が発達している対象者に対
しては注意が必要ということが示された。
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可動性に対するコレクティブエクササイズが Functional Movement Screen の
スコアに及ぼす影響

小山 貴之1），中丸 宏二2），相澤 純也3），新田 収4）

1）日本大学文理学部，2）寺嶋整形外科医院リハビリテーション科，
3）東京医科歯科大学附属病院スポーツ医学診療センター，4）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words 動作スクリーニング・可動性・コレクティブエクササイズ

【はじめに，目的】近年，アスリートに対する動作スクリーニングとして Functional Movement Screen（FMS）が用いられてい
る。FMS は 7 つの動作（ディープスクワット；DS，ハードルステップ；HS，インラインランジ；IL，ショルダーモビリティリー
チング；SMR，アクティブストレートレッグレイジング；SLR，トランクスタビリティプッシュアップ；TSP，ロータリースタ
ビリティ；RS）からなり，定義された動作指示のもとに各動作を行い，0～3 点（21 点満点）で点数付けされる。FMS が 14
点以下の場合に重症外傷の頻度が有意に高くなるとの報告から，外傷予防の観点でシーズン前に FMS を実施する意義は高い。
加えて，FMS の各動作のスコアから課題を探り，修正のためのエクササイズを重点的に実施することで，外傷を予防できる可
能性がある。本研究は，可動性に焦点を当てたコレクティブエクササイズの実施が FMS のスコアに及ぼす影響を明らかにする
ことを目的とした。

【方法】対象は大学アメリカンフットボール選手 95 名とした。学年は 1 年生が 39 名，2 年生が 23 名，3 年生が 18 名，4 年生が
15 名，ポジションは OL が 13 名，QB が 3 名，WR が 23 名，RB が 10，DL が 12 名，LB が 14 名，DB が 20 名だった。オフシー
ズン期である 2016 年 2～3 月にベースラインの FMS を測定し，4 月から 12 週間，コレクティブエクササイズを週 3 回実施した
後，終了時の FMS を再測定した。この間，怪我等で練習を一定期間中止した選手は除外した。FMS の点数付けは，FMS level
1 のライセンスを持つ理学療法士から十分な指導を受けたスタッフが理学療法士の監視のもと行った。ベースライン測定の結果
から，可動性の改善に焦点を当てたコレクティブエクササイズのプログラムを作成し，選手への点数のフィードバックとともに
実技指導した。統計学的分析は，FMS の総合スコアと各動作スコアについてベースライン時と終了時の差を比較するため，Wil-
coxon の符号付順位検定を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】各スコアの中央値（四分位範囲）は，ベースライン時・終了時の順に総合スコアが 15（14�16）・16（15�17），DS が 2
（2�2）・2（2�3），HS が 2（2�2）・2（2�2），IL が 2（2�3）・2（2�3），SMR が 3（2�3）・3（2�3），SLR が 3（2�3）・3（2�3），
TSP が 2（2�3）・2（2�3），RS が 2（2�2）・2（2�2）だった。検定の結果，総合スコアと DS，SMR，SLR，TSP においてベー
スライン時よりも終了時のスコアが有意に高かった。

【結論】コレクティブエクササイズの実施により，12 週間で FMS スコアの改善が認められた。FMS の各動作は相互の影響があ
り，可動性の低下は DS や HS のスコア低下につながることが多い。本研究では可動性の改善に焦点を当てたコレクティブエク
ササイズを実施したことで，可動性を主な要素とする SMR や SLR だけでなく，DS や TSP の改善にもつながったと考えられ
る。
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後期高齢者におけるフレイルとソーシャルキャピタルとの関係性
小学校区レベルでの検討

松本 大輔1,2），高取 克彦1,2）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）畿央大学ヘルスプロモーションセンター
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【はじめに，目的】我が国の高齢化率は 27.3％ と世界で最も高く，さらに後期高齢者（75 歳以上）の増加が見込まれている。後
期高齢者の多くの場合，フレイルという中間的な段階を経て，徐々に要介護状態に陥ると考えられており，フレイルの一次，二
次予防は喫緊の課題である。フレイルの実態について，各都道府県，市町村レベルでは検討されているものはあるが，実際に予
防的介入を進めるあたって必要な小地域での検討されているものは少ない。また，近年，高齢者において，地域のつながり等を
示すソーシャルキャピタル（以下 SC）が豊かな地域に住む人は健康であると言われている。しかし，フレイルとソーシャルキャ
ピタルとの関連性を示した報告は少ない。そこで，本研究の目的は，地域在住の後期高齢者に対し，フレイルの実態を小学校区
レベルで把握し，フレイルとソーシャルキャピタルとの関連性を検討することとした。

【方法】対象は奈良県 A 市在住で，要支援・要介護認定を受けていない 75 歳以上の後期高齢者 6517 名から基本チェックリスト
を含む自記式質問紙を配布し，情報提供に署名にて同意した者で，欠損値を除外した 5918 名（男性 2968 名，女性 2950 名，平
均年齢 79.9±4.2 歳）を解析対象とした。評価項目は基本チェックリスト（運動，栄養，口腔，閉じこもり，認知，うつについ
ての 25 項目）を用い，各リスク該当数と Satake らの基準に基づき，点数から 0～3 点をロバスト（健常），4～7 点をプレフレイ
ル，8 点以上をフレイルと判定した。また，質問紙票にて SC をその 3 要素である近隣住民への信頼および交流，社会参加の多
さについて聴取した。

データ解析はフレイルの有病率，基本チェックリスト該当数，SC 等について小学校区間での比較を χ 二乗検定および一元配置
分散分析および多重比較検定を，個人レベルおよび小学校区レベルでの各項目との関連性については Spearman の相関係数を
用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】個人レベルではフレイル 742 名（12.5％），プレフレイル 1785 名（30.2％）であった。フレイルと SC について信頼，交
流，社会参加のすべてに弱い相関が認められた（p＜0.01）。また，小学校区間の比較ではフレイル 8.3～19.0% で有意差を認め，
小学校区レベルでの SC との関連については，ボランティアの参加（ρ=�0.79）および社会参加の多さ（ρ=�0.58）に有意に強い
相関が認められた（p＜0.01）。

【結論】今回，小学校区間の比較ではフレイルの有病率が約 2.3 倍の格差があり，また，個人・小学校区レベルともフレイルと
SC の関連性があることが示唆された。この結果は，より小地域での検討の必要性を示し，特に個人レベルよりも小学校区レベ
ルではフレイルと SC の強い相関が認められ，社会参加を促進される介入がフレイルを予防する可能性を示唆された。各市町村
の実情に合わせ，より地域に根差した介入が求められると考えられる。
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【はじめに，目的】

我々は，基本的日常生活活動（BADL）能力の「自立度」と「困難感」を評価する新たな指標（Functional Independence and
Difficulty scale；FIDS）を開発し，信頼性と併存妥当性を報告してきた。しかしながら，在宅高齢者における将来の健康問題に
対する FIDS の予測妥当性は検証されていない。この予測妥当性が明らかとなれば，将来の健康問題に対するリスクを有する在
宅高齢者をスクリーニングする指標として，FIDS を活用することが可能となる。本研究の目的は，将来の健康問題に対する
FIDS の予測妥当性を検証することである。

【方法】

平成 26 年 4 月に A 県 B 村で行われた住民健康診断に自主参加した在宅高齢者の中から研究参加者を募り，面接法によるベー
スライン調査（調査 1）を行った。2 年後の平成 28 年 4 月に，郵送法による追跡調査（調査 2）を行った。本研究における将来
の健康問題は，「手段的日常生活活動（IADL）能力の低下」と「転倒」とした。

取り込み基準は，65 歳以上，簡単な質問に口頭で回答可能，除外基準は，要介護認定を受けた者，全盲の者，とした。

調査 1 の調査項目は，一般属性，Barthle Index（BI），老研式活動能力指標（TMIG），FIDS である。FIDS は，14 項目の BADL
動作で構成され，14 点から 42 点の得点を示し，高得点ほど BADL 能力が高いことを示す指標である。

調査 2 において，TMIG と転倒経験を調査した。調査 2 において，TMIG の「手段的自立」の下位項目の合計得点が調査 1 より
1 点以上低下した者を「IADL 能力低下」，過去 1 年間に 2 回以上の転倒を経験していた者を「転倒あり」と定義した。

統計学的手法は，将来の健康問題の有無により対象者を 2 群に分け，調査 1 の各指標を χ2 乗検定と Mann�Whitney の検定を用
いて群間比較した。次に，二項ロジスティック回帰分析を行った。従属変数は将来の健康問題の有無（0=問題なし，1=問題あ
り），独立変数は性別，年齢，FIDS とし，強制投入法を用いた。統計解析には PASW Statistics 18 を用い，危険率 5% を有意水
準とした。

【結果】

調査 1 の対象者数は 225 名であった。その中で，調査 2 において調査票を返送し，かつ，欠損値がなく解析可能であった者は，
140 名（平均年齢 75.1 歳，男性 56 名，FIDS の平均点 41.1 点，BI の平均値 99.3 点，TMIG の平均値 12.4 点）であった。この 140
名が解析対象者となった。

調査 2 において，IADL 能力が低下した者が 15 名，転倒経験を有していた者が 14 名であった。これらの健康問題が生じた者は，
生じなかった者より，調査 1 における FIDS の得点が有意に低値を示した（P＜0.05）。

二項ロジスティック回帰分析の結果，将来の「IADL 能力低下」と「転倒経験」に対して FIDS は有意に関連する要因であり，
オッズ比はそれぞれ 0.745（95% 信頼区間：0.568�0.978，p=0.034）と 0.657（95% 信頼区間：0.489�0.883，p=0.005）であった。

【結論】

FIDS は，要介護認定を受けていない在宅高齢者における，2 年後の IADL 能力低下と転倒に対する予測妥当性を有す指標であ
る。
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地域高齢者における自覚的年齢と運動機能，主観的健康度および転倒との関係
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【はじめに】高齢者における心理状態は健康行動に影響すると考えられており，前向き思考の高齢者は運動習慣が定着しやすい
など，健康状態に良好な影響を与える可能性が高い。また自覚的年齢が実年齢より若いことは心疾患などによる死亡率や骨折後
の機能回復などと関連すると報告されている。しかし，自覚的年齢と実年齢との差が歩行能力や下肢筋力などの運動機能や主観
的健康度と関連するかについては十分な検討はなされていない。本研究の目的は地域在住高齢者の自覚的年齢と心身機能およ
び転倒経験との関連性を明らかにすることである。

【方法】対象は奈良県 A 市在住の地域在住高齢者 465 名（平均年齢 77.5±6.7 歳）である。自覚的年齢は「あなたの気持ちの年齢
は実際の年齢より若いですか」との設問と具体的な自覚的年齢を記載するようにし，実年齢との差を年齢ギャップとして定義し
た（実年齢より若い場合をプラス表記）。その他の評価として，身体機能面では複合動作能力の指標として Timed Up and Go
Test（TUG），脚力の指標には 30 秒立ち上がりテスト（CS�30）を用い，身体柔軟性の評価には椅座位体前屈距離を測定した。
また質問紙票にて個人レベルのソーシャルキャピタル強度をその 3 要素である近隣住民への信頼および交流，社会参加の多さ
で評価し，主観的健康度および過去 1 年の転倒有無についても聴取した。主観的健康度は「よい=5 点」から「よくない=1 点」
の 5 段階 Likert scale で評価した。データ解析は年齢ギャップと各評価指標との関連についての相関分析と転倒経験の有無によ
る年齢ギャップの比較を中心に行った。

【結果】対象者の自覚的年齢は 67.9±9.2 歳であり実年齢よりも有意に若く（p＜0.01），実年齢とのギャップは 8.3±6.2 歳であっ
た。年齢ギャップの大きさと運動機能との単純相関分析では全ての項目に有意な相関を認めた。年齢ギャップと TUG では有意
な負の相関を示し（r=�0.22，p＜0.01），CS�30（r=0.14，p=0.02）および椅座位体前屈距離（r=0.12，p＜0.05）とは正の相関を
示した。また年齢ギャップは主観的健康度とも正の相関を示した（ρ=0.25，p＜0.01）。転倒経験の有無による比較においては統
計学的な差は検出されなかったが，転倒経験者において年齢ギャップが大きい傾向を示した（p=0.09）。

【結論】地域高齢者において実年齢より若いと感じる大きさは運動機能の高さと関連し，自身の健康度に影響を与えている可能
性が示唆された。本研究は横断的調査のため，これらの因果関係については明らかではないが，気持ちを若く保つ事が運動機能
予後に関連し，このことは健康増進・介護予防領域における行動変容アプローチへの一助となる可能性がある。今後は同評価を
経年的に実施し，自覚的年齢の変化および心身機能面の変化を前向きに調査していく予定である。
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地域在住高齢者における身体機能と身体組成の評価指標による加齢変化の違い

牧迫飛雄馬1），島田 裕之1），土井 剛彦1），堤本 広大1），李 相侖1），李 成喆1），堀田 亮1），
中窪 翔1），裵 成琉1），鈴木 隆雄1,2）

1）国立長寿医療研究センター，2）桜美林大学老年学総合研究所

key words 歩行・筋力・筋量

【はじめに，目的】筋力や歩行の身体機能は加齢で低下し，体重や筋量などの身体組成指標も加齢の影響を受ける。しかし，こ
れらの指標の加齢変化が日本人高齢者でどのような特徴を有しているかは十分なデータが示されていない。本研究では，身体機
能評価の握力，椅子の立ち座りテスト（Five�Times�Sit�to�Stand：FTSS），歩行速度および身体組成評価の体重，脂肪量，四
肢筋量の各指標における加齢変化を確認し，これらの加齢変化パターンが指標によって異なるかを横断データで検証した。加齢
の影響を考慮するうえで重視すべき指標を提唱することが本研究の意義となる。

【方法】健診に参加した地域高齢者 10885 名のうち，パーキンソン病・脳卒中の既往者，MMSE18 点未満者を除く 10092 名（平
均 73.6 歳）を対象とした。身体機能は握力，FTSS，歩行速度で評価した。身体組成は多周波体組成計 MC�980A（TANITA）で
体重，脂肪量，四肢筋量を計測し，体重を身長の二乗で除した body mass index（BMI）と四肢筋量を身長の二乗で除した appen-
dicular skeletal mass index（ASMI）を算出した。統計解析では，各指標と年齢との関係は相関分析で調べ，各指標における加
齢変化パターンの相違を検証するために，65～69 歳の測定値が基準となるように 65～69 歳の男女ごとの平均値と標準偏差から
個人の T スコア（50＋10×（測定値－65～69 歳の平均値）/65～69 歳の標準偏差）を算出した。身体機能（握力，FTSS，歩行速
度）および身体組成評価（BMI，ASMI）について，年齢（5 歳区分）と各指標を要因とした二元配置分散分析を行った（危険
率 5% 未満）。

【結果】身体機能のすべての指標が年齢と有意な相関関係を認め，加齢に伴い身体機能が低下していた。身体組成では，体重と
四肢筋量が年齢と有意な負の相関関係を認め，脂肪量は男性で年齢との相関は有意ではなく（r=�0.02，P=0.19），女性では非常
に弱い相関関係であった（r=�0.05，P＜0.01）。T スコア変化から各指標の加齢変化パターンを比較すると，男女ともに身体機能
および身体組成のいずれにおいても有意な交互作用を認め（身体機能：F=10.0（男性），F=15.0（女性），P＜0.01；身体組成：
F=19.7（男性），F=58.0（女性），P＜0.01），指標によって加齢変化パターンが異なっていた。男性では握力，女性では歩行速度
で加齢による低下が顕著であり，身体組成は BMI よりも ASMI で加齢による低下が男女ともに顕著であった。

【結論】身体機能の加齢変化は指標によって異なり，男性では握力，女性では歩行速度の低下が顕著であり，身体組成では体重
よりも四肢筋量が加齢の影響を受けやすいことが示唆された。四肢筋量の低下が顕著であることより，身体組成の評価のなかで
も骨格筋量の加齢変化を抑制することは重要であることが確認された。加齢で低下しやすい指標は異なることが示唆されたこ
とは，身体機能および身体組成の加齢低下の抑制を推進するうえで，考慮すべき重要な情報になると考えられた。
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O-TK-01-5

認知的フレイルが認知症発症に及ぼす影響

島田 裕之，牧迫飛雄馬，土井 剛彦，堤本 広大，中窪 翔，牧野圭太郎

国立長寿医療研究センター

key words フレイル・認知障害・認知症

【はじめに，目的】認知的フレイルは，身体的フレイルと認知障害を合併した状態として定義され，概念的枠組みが整理されつ
つある。ただし，その概念を操作的に測定可能な変数に定義して，認知的フレイルが認知症発症に対する影響を調べた研究はな
い。そこで本研究では，高齢者を対象として，身体的フレイル，認知障害，そしてそれらを合併した認知的フレイルの状況を調
べ，認知症発症を追跡調査することで，認知的フレイルと認知症発症との関係を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象者は愛知県大府市に在住する 65 歳以上の高齢者 4,072 名であった。身体的フレイルは，歩行速度低下，筋力低下，
疲労感，身体活動低下，体重減少の 5 つの項目のうち 3 つ以上の異常とした。認知障害は，National Center for Geriatrics and
Gerontology�Functional Assessment Tool の記憶，注意，実行機能，処理速度検査を用いて，5 歳年齢階級の平均値から 1.5 標準
偏差以上の認知機能の低下が 2 つ以上ある状態を認知障害ありとした。認知症の発症情報は，診療情報明細書情報から取得し，
24 か月間の追跡調査を実施した。統計解析は，混乱要因を調整した Cox 比例ハザードモデルを用いて，健常，身体的フレイル，
認知障害，認知的フレイルの各群における認知症発症を比較した。

【結果】身体的フレイル，認知障害，認知的フレイルの有症率は，それぞれ 5.1%，5.5%，1.1% であった。追跡期間中，認知症を
発症した者は 81 名（2.0%）であった。健常，身体的フレイル，認知障害，認知的フレイルの各群における認知症発症率は，そ
れぞれ 1.3%，5.8%，6.3%，18.6% となり，認知的フレイルにおける発症率が高かった。Cox 比例ハザードモデルによる分析の結
果，健常な高齢者に対するハザード比は，身体的フレイル 1.95（95% 信頼区間：0.97�3.91），認知障害 3.85（95% 信頼区間：2.09�
7.10），認知的フレイル 6.19（95% 信頼区間：2.73�13.99）となり，認知的フレイルにおいて高い認知症発症の危険性が認められ
た。

【結論】身体と認知的問題を合併した高齢者は，認知症になる危険性が高いことが明らかとなった。今後は，これらの高齢者に
有効な認知症予防の介入方法を検証していく必要がある。
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O-TK-01-6

Characteristics of Physical and Mental Function in Community Dwelling Eld-
erly Women with Pain

Teppei Abiko1），Shin Murata1），Hironori Ohsugi2），Katsuyuki Madoba1,4），Kunihiko Anami3），
Kayoko Shiraiwa1），Jun Horie1）

1）Kyoto Tachibana University，2）Josai International University，3）Yamato University，
4）Kyoto Hakuaikai Hospital

key words pain・physical functions・subjective health satisfaction

【Purpose】

Japan is an aged society, and musculoskeletal disorders are of great concern for a healthy life expectancy. One component of
geriatric syndromes is pain caused by musculoskeletal disorders. However, it is unclear whether the number of painful areas
and the degree of pain influence physical and mental function. The purpose of this study was to investigate the functional dif-
ferences between community�dwelling elderly women with and without pain.

【Methods】

A total of 186 elderly women participated in this study（mean age：72.5 years, SD：5.9）. All volunteers provided signed in-
formed consent. The study was approved by the Ethics Committee of Kyoto Tachibana University（approval No. 14�5）. We as-
sessed physical function（grip power, isometric knee�extension strength, raising the upper body, sit and reach test, one�leg
standing time, Timed Up and Go test［TUG］, mental function（scores on the 5�item version of the Geriatric Depression Scale,
sleep quality, subjective health satisfaction）. After classification of subjects by number of painful areas（pain�free, single painful
area, 2 or more painful areas）and degree of pain（mild pain, more than moderate pain）, we performed an analysis using analysis
of variance and multiple comparisons.

【Results】

TUG performance in the group of 2 or more than painful areas and more than moderate pain degreased than that in the group
of pain�free. Subjective health satisfaction degreased in groups with 2 or more painful areas compared with the group of pain�
free. Sleep quality degreased in groups with more than moderate pain than the group of pain�free.

【Discussion】

It is insufficient to assess differences in physical and mental function by the presence of pain alone. These findings suggest that
it is necessary to assess the association between physical and mental function and pain according to the number of painful ar-
eas and degree of pain.
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O-TK-02-1

熊本地震における大阪 JRATの初期活動について
理学療法士の視点から

大垣 昌之1）

1）社会医療法人愛仁会愛仁会リハビリテーション病院，2）国立循環器病研究センター

key words 熊本地震・JRAT・初期活動

【はじめに，目的】2016 年 4 月 16 日に発生した熊本地震において，リハビリテーション（以下リハ）の支援活動を組織的に行う
ため，JRAT（Japan Rehabilitation Assistance Team）の活動が行われた。現地対策本部の設立と先遣隊による情報収集のあと，
23 日より全国からの派遣チームの活動が開始となり，大阪 JRAT の第 1 隊として参加した。初動体制から関わった活動を整理
し，見えてきた課題などについて考察を交え報告する。

【方法】4 月 18 日付けの JRAT 代表からの養成を受け，大阪府理学療法士会では災害時支援対策特別委員会メンバーを中心に初
期体制を構築した。大阪 JRAT 第 1 隊は 4 月 23 日から 26 日まで活動を開始した。構成は医師 1 名，理学療法士 2 名で益城町を
中心に活動を開始した。

【結果】DMAT（災害派遣医療チーム），JMAT（日本医師会災害医療チーム）などの他の医療チームや保健師定時ミーティング
に参加し，情報収集と JRAT の活動広報を行った。具体的には，災害前にリハ支援を受けていたが現在は受けていない方の紹介
を受け，廃用予防のための動作練習，歩行練習，家族指導，環境調整などを行った。次第に，各避難所を担当している保健師か
ら依頼が増え，JRAT が認識されるようになった。避難所支援活動としては①避難所内の要援護者（特に高齢者・要支援者・要
介護者）のリハ・トリアージ②生活不活発病（活動性低下）に対する助言および介入③生活環境の評価（福祉用具などの利用も
考慮）④他チーム（医療班・保健師）へ情報提供および共有⑤地域内既存の医療・介護サービスへの連携などが挙げられる。避
難所支援以外にも初期隊として①支援体制のスタンス明確化②指示命令系統の確認③活動記録の方法決め④継続性を担保する
ための後続隊への申し送り標準化などを行った。

【結論】大阪府理学療法士会では，2014 年度より災害時支援対策特別委員会が中心となり，災害支援対策の研修会を実施してき
た。初期対応メンバーは，災害時研修を企画および受講しており災害支援の知識を有していたことで大きな混乱はなく支援活動
を行うことができた。災害時の支援として，理学療法士としてできることは多いが，災害時はあくまで組織だった行動が大事で
あり，その事を平時より知識として保有していることが重要である。避難所支援においての初期時は，情報が錯綜しており他の
チームとの連携が重要であるが，特に保健師チームとの連携が重要である。情報共有のみでなく JRAT の活動内容を理解してい
ただくためにも，初期より保健師チームのミーティングに参加することは重要である。避難所生活において高齢者や障がい者
の，生活不活発病および震災関連死につながることが東日本大震災でも明らかとなり，組織的なリハ支援を行うために JRAT
として活動が行われた。継続的な支援をするためには，今回の活動を振り返り，活動マニュアルとして残しておくことが大切で
ある。
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O-TK-02-2

平成 28年熊本地震における JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）活動報告
―益城町における応急仮設住宅初期改修対応―

河野 将光1），佐藤 亮2），三宮 克彦3）

1）特定医療法人萬生会合志第一病院，2）医療法人社団恵生会勝久病院，
3）医療法人社団寿量会熊本機能病院

key words 災害支援・住宅改修・地域リハビリテーション

【はじめに，目的】熊本地震発災後の平成 28 年 6 月 14 日，震源地である益城町で応急仮設団地入居が開始された。JRAT は益
城町役場隊を配置。役場の各関係課と協力して仮設住宅初期改修対応を進めてきた活動内容を報告する。

【方法】5 月 21 日仮設住宅 950 世帯の 1 次募集開始。5 月 23 日益城町役場内に役場隊配置。保健師と共に高齢者，障がい者等に
対し，抽選時にスロープ付仮設住宅への入居マッチングを提案（却下）。そこで JRAT が避難所で個別対応した 237 名と仮設住
宅当選者との突合を相談（交渉難航）。6 月 9 日仮設住宅抽選発表。6 月 14 日初の仮設団地鍵渡し実施。役場隊は関係課より仮
設住宅平面図を入手，住環境確認。6 月 18 日別の仮設団地鍵渡しに役場隊が参加し初期改修の説明実施。6 月 22 日保健師情報
より JRAT 個別対応者のうち仮設住宅当選者が 47 名と判明。6 月 21 日役場隊が関係課と協議し仮設住宅 2 次募集の申込書に
は「移動が車椅子」の選択肢が入る。初期改修の流れを関係課で統一。6 月 25 日初期改修対応開始。JRAT 活動中の初期改修依
頼は 40 件，7 月 30 日迄で JRAT が受けた訪問調査は終了した。

【結果】初期改修対応は各関係課が混乱多忙状態，個人情報提供が困難等により初期改修希望申請に対応する，とした。仮設住
宅は 1DK，2DK，3DK の 3 タイプ，基本設計はどの仮設団地も概ね同じ。玄関外に 2～3 段の段差，トイレ浴室前，浴室入口に
約 10cm の段差。玄関内部，トイレ内部，浴室扉部には手すりがあった。初期改修受付は復興課が窓口となり役場隊へ情報提供。
役場隊は日程調整し活動隊が現場で評価し必要最小限の改修案をまとめ役場隊へ報告。役場隊は復興課へ報告書を提出した。初
期改修の状況について，対象者は高齢者 38 名，未成年 2 名であった。また 1 名を除き被介護保険者または身障手帳，療育手帳
を持っていた。対応内容は，段差対応が 31 件。内訳は玄関への対応が 26 件中段差昇降用手すり設置 17 件，スロープ設置 8
件であった。またトイレ前・浴室前の段差の手すり設置は 14 件であった。

【結論】仮設住宅は構造上段差が生じるため，段差昇降が困難な高齢者や車いす生活者は不自由が生じる。初期改修は段差対応
が多く，構造上段差部改修対応は予め予測できた。活動隊は，復興費用を使った改修対応を意識し必要最小限の改修を心掛けて
もらった。また仮設住宅に対しては，我が国が超高齢社会であるため段差部へはあらかじめ手すりの設置，さらには段差がない
仮設住宅の開発を望みたい。また，JRAT 活動期間中に初期改修対応手順が構築できた要因としては，震災後の混乱の中役場隊
が益城町の各関係課の状況を理解し，日々変化する状況への対応し，錯そうする情報を整理しながら信頼関係を構築したことに
より JART 活動を啓発できたことがあげられた。今回の経験から有事に際し，発災直後から自治体に JRAT が組み込まれた枠
組みの構築が望まれる。
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O-TK-02-3

熊本地震における JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）活動報告
益城町役場でのリエゾン業務を中心に

佐藤 亮1），三宮 克彦2），河野 将光3）

1）医療法人社団恵生会勝久病院，2）医療法人寿量会熊本機能病院，3）特定医療法人萬生会合志第一病院

key words 災害リハビリテーション・JRAT・リエゾン

【はじめに・目的】

H28 年 4 月 14 日を前震とした熊本地震にて JRAT は実質的初の大規模災害支援活動を約 3 ヶ月行った。15 日に益城町の現地
調査を行い，県内チーム中心で対応可能と判断したが 16 日よもやの本震。東京本部，県外チームを加えた延べ約 2900 名での活
動を余儀なくされた。5 月 23 日，私は最も被害が甚大であった益城町に情報収集，現地調査，現地キーパーソンとの情報交換，
支援の必要性の判断・決定などを行い，支援チームの活動が効率的に行えるようリエゾンとして派遣された。今回は 7 月 16
日 JRAT 撤退までの活動を報告する。

【方法】

（1）会議への参加

（2）二次避難所，福祉避難所への対応

（3）応急仮設住宅への対応

【結果】

（1）各会議に出席し JRAT として可能な支援活動を啓発し情報収集や提供を行い，内容により本部に連絡し支援体制を整え，支
援チームが円滑に活動できるよう調整した。

（2）地域の医療介護サービスが徐々に再開し，二次避難所での個別ケースのニーズは低くなり，施設責任者や保健師，支援団体
と共に，避難所全体の自立支援，共助意識の構築を考え活動した。また福祉避難所の巡回を PCAT と連携し行った。益城町は
要援護者用にトレーラーハウスを全国で初めて導入することとなり，トレーラーハウスの評価を行い，精神障害者，妊産婦，乳
幼児のいる家族，感染者（家族），多目的ルームとしての使用を提案した。

（3）一時募集抽選後，保健師から要援護者のスロープ付き仮設住宅への割り振りに関して JRAT からも担当課へ提案してほしい
との要望あったが，担当課は混乱しており介入は困難であった。二次募集からは町から要請を受け仮設住宅への対応に協力する
こととなり，スロープ付き仮設住宅の必要性の判断がしやすいよう申込書の変更を提案し了承を得た。また二次募集抽選後は，
保健師から提供された要援護者情報を基に避難所で評価を行いスロープが必要な 5 世帯を担当課へ情報提供し割り当てて頂い
た。初期改修については担当課と連携し初期改修のフローを決め，支援チームが仮設住宅でスムーズに活動出来るよう現場視
察，地図や家屋図等の資料を準備し，改修案としては屋内外の手すりなど 5 団地 11 世帯 21 ヶ所を提出した。

【結論】

約 2 ヶ月間継続した支援を益城町内で行った。町職員や保健師等に必要とされる支援を提案し求められた案件への対応を行い
徐々に信頼を得ることができたことで，多くの情報を提供して頂けるようになり効率的かつ円滑な支援活動につながった。今回
の活動を通して被災地のマネジメントは地元のリハ職が行うべきだと考えるが，支援活動をコーディネートできる人材を育成
し負担を分散することの必要性を感じた。災害リハの最終的な目標は，被災者が自律した生活に戻ることであり，発災直後から
復興に向けた一連のリハ支援活動が円滑にできるよう，平時からリハ関連職は地域や行政と良好な関係を構築することが重要
である。
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O-TK-02-4

宿泊型新保健指導における運動指導方法の検討

喜瀬 真雄1），荒川 雅志2），津下 一代3），村本あき子3），花城 和彦1），青木 一雄1）

1）琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座，2）琉球大学大学院観光科学研究科，
3）あいち健康の森健康科学総合センター

key words 運動指導・健康増進・糖尿病

【はじめに，目的】

日本理学療法士協会は平成 27 年度宿泊型新保健指導試行事業において，長野県で検証事業を実施している。先行検証事業とし
て平成 26 年度に行われた厚生労働省地域健康増進促進事業「沖縄における宿泊型の新たな保健指導プログラムの開発と効果検
証・事業可能性検証事業」に参画した取り組みを報告し，宿泊型新保健指導における運動プログラム選択の妥当性について検討
する。

【方法】

対象は，糖尿病予備軍の 40�50 代成人男性 72 名（首都圏在住宿泊参加群 18 名，首都圏在住宿泊非参加群 18 名，沖縄地域住民
宿泊参加群 18 名，沖縄地域住民宿泊非参加群 18 名）。そのうち，欠損値のない 68 名を分析対象とした。対照群を設定した非ラ
ンダム化比較試験に準拠し，結果の相対的比較を可能とする検証をおこなった。

「沖縄における宿泊型の新たな保健指導プログラム」（以下，本事業）は「3 泊 4 日宿泊プログラム」（運動プログラム，栄養プログ
ラム，ウェルネスプログラム）と「宿泊プログラム後の継続支援」（保健師/管理栄養士等による電話・E�Mail 等の通信手段を用
いた保健指導，宿泊プログラムに関与した医療スタッフ，運営スタッフからの励まし・応援メッセージの配信）から構成された。

【結果】

沖縄在住参加群と首都圏在住参加群とを統合し，宿泊群と対照群（宿泊保健指導に参加しなかった対象者）を比較分析した結果，
宿泊群では体重，腹囲，BMI の減少が見られた。沖縄対象者と首都圏対象者に分類し比較分析した結果では，体重の減少幅は沖
縄宿泊参加群に大きく 2.1kg の減少であった。血液検査の結果，中性脂肪や肝機能指標の AST（GOT），ALT（GPT），γ�GP

（γGTP）の値は，宿泊群，対照群ともに減少がみられた。

【結論】

本事業による宿泊型保健指導は一定の効果がみられたと評価できる。平成 27 年度に日本理学療法士協会が実施した「運動器痛
等に配慮した医師・保健師・管理栄養士・理学療法士等の協働による宿泊型保健指導」（以下，JPTA 事業）も有効であったと報
告されている。山中らによると宿泊を伴う保健指導の効果は明らかとなっているが，各プログラムの効果性への寄与度は明らか
にされていない。運動プログラムの実施方法について集団型と個別型の効果検証も必要である。本事業での運動プログラムは健
康運動指導士が集団型で実施し，JPTA 事業における運動プログラムは，運動器に痛みを有する参加者に対し個別型で実施され
ている。先行研究からこの運動プログラム選択は適切であることが示唆された。

宿泊型新保健指導プログラムを成立させるには，地域の医療機関，保健指導機関，観光事業者，自治体など多様な異業種間の連
携が必要である。滞在メニュー全体においても多職種連携，専門性を重視した連携が必要なことが示唆された。
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介護予防事業で使用可能な参加の指標の開発に向けて
ICFに準拠した参加のコードの精選
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【はじめに，目的】市町村が行う介護予防事業において，リハ専門職に対する期待が高まる一方，活動や参加に焦点をあててこ
なかったことに対し苦言が呈されている。活動と参加は ICF では心身機能・身体構造と共に生活機能の要素であり，特に参加は
家庭や社会生活で役割を果たすこととされ，QOL の維持向上に重要な要素である。しかし，参加の概念は個人の価値観や文化
的背景により異なり複雑であり，また参加を評価する指標も乏しい。そこで，介護予防事業において，リハ専門職および事業の
対象者自らが参加を評価できる尺度を ICF に準拠し開発することを目的とし，基礎調査を実施した。【方法】重要度の高い項目
を精選するため，3 回の調査で構成されるデルファイ法を用いた。対象は茨城県リハ専門職協会に市町村担当者として登録され
る PT（42 名），OT（40 名），ST（24 名），計 106 名。質問項目は ICF の第 6 章から第 9 章の第 3 レベルのコードを採用した。
その際，第 2 レベルの分類で終了し，それ以上細分類されていないコードは第 2 レベルのコードを採用し，下 1 桁の数値が 8，
9 のコードを除外し最終的に 83 コードを質問項目とした。初回調査は，①介護予防事業において対象者の参加を継続的に評価す
ることを目的とし，②ICF に準拠し，③リハ専門職種および介護予防事業の対象者自身がチャート式評価用紙にて簡便に評価で
きるものという 3 つの基準を設け，各項目に 0；不必要から 4；必要の 5 段階のリッカートスケールで回答を得る調査用紙を作
成し，調査を実施した。第二次調査では，初回調査に有効な回答を得られた回答者に対し，初回調査と同様の内容で実施した。
その際，参考値として，初回調査の回答で 3；やや必要，4；必要と答えた者の割合を全体，PT，OT，ST 別に，また不必要か
ら必要をそれぞれ 0 点から 4 点に得点化した際の平均点及び標準偏差を示し，初回調査の結果を踏まえ回答を求めた。第三次調
査では第二次調査に有効な回答を得られた回答者に対し，初回調査・第二次調査と同様の内容・方法で実施した（3 回ともに郵
送による自記式調査）。最終的に 3；やや必要，4；必要と答えた者の割合が 80% を超え，四分位範囲（IQR）が 1 以下，IQR%
の値が 80% 以上のコードについて同意を得たとした。【結果】初回調査の回答者数は 79 名（74.5%），第二次調査は 72 名（91.1%），
第三次調査は 67 名（93.1％）。3 回の調査を経て，第 6 章からは 10/26 コード（採択率 38.5%），第 7 章 16/27 コード（59.2%），
第 8 章 2/17 コード（11.8%），第 9 章 6/13 コード（同 6.2%）が同意を得たコードであった。【結論】第 7 章の対人関係や第 9
章のコミュニティライフ・社会生活・市民生活などは同意を得たコード数の割合が比較的高く，QOL の維持向上にも有用な項
目である。教育や仕事などを含む第 8 章の主要な生活領域は同意を得たコード数の割合が低く，介護予防事業の対象者の年齢層
に合ったコードの精選ができたものと思われる。
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第 6�8 頚髄損傷者を対象とした植物工場の作業効率の向上にむけて開発した簡
易な補助具による作業時間と筋活動変化の検討

岡原 聡1），奥田 邦晴2），片岡 正教2），尾上美有紀2），島 雅人3），大原 均4），宮垣 慶子5）
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3）大阪保健医療大学，4）株式会社椿本チエイン，5）大和ハウス工業株式会社

key words 頚髄損傷者・植物工場・補助具

【はじめに，目的】

我々は頚髄損傷者が農業就労できることを目指して，完全人工光型植物工場のユニバーサルデザイン化について研究を進めて
きた。これまでに植物工場の座位作業に適した環境や実践的作業による身体的・心理的影響を明らかにしたが，頚髄損傷者の就
労にむけて作業効率の向上が課題となっていた。そこで，頚髄損傷者に植物工場の作業体験及びモニタリングを行い簡易な補助
具を作成した。

本研究では，第 6�8 頚髄損傷者を対象に植物工場を想定したモデル環境と実際の植物を用いた実践的な作業量を設定し，補助具
を使用しない場合と使用した場合の作業時間と筋活動を測定し，比較した。

【方法】

対象は男性第 6�8 頚髄損傷者 5 名（年齢 34.2±8.1 歳）とした。作業課題は，縦 30cm×横 60cm のスポンジに種を蒔く播種，縦
50cm×横 50cm のトレーに植えられたレタスの収穫とし，各々 150 株を行わせた。Protocol を設定し，Protocol A では，播種は
素手もしくはスプーンを用い，収穫は安全に配慮した刃のない模造型裁断機を用いた。Protocol B では，播種は左右へスライド
させると均等に種が蒔ける改良型播種器を用い，収穫はトレーの下に回転盤を設置し，手のひらサイズの皿を横にスライドする
と収穫できるように開発した簡易収穫器を用いた。作業時間は，作業開始から終了までを測定した。筋活動は，表面筋電計（No-
raxon 社製）を用いて作業中の筋電図電位を記録し，作業開始から作業終了までを解析区間とした。対象筋は，座位作業時に疲
労の出現しやすい利き手側の僧帽筋上部（UT），三角筋前部（AD），上腕二頭筋（BB）の 3 筋とした。測定波形は整流化し，
各筋の最大随意収縮を基準に正規化（%MVC）し，各作業の平均％MVC を求めた。また，各作業の%MVC の二乗平均平方根

（RMS）値を算出した。統計処理は，2 群間の比較を Wilcoxon signed�rank test を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

Protocol A では，作業時間は播種が 533.8±195.2 秒，収穫が 1157.6±405.5 秒であり，平均%MVC は播種時に UT：12.4±6.3%，
AD：9.0±4.1%，BB：1.9±1.0%，収穫時に UT：18.9±8.0%，AD：19.8±17.7%，BB：3.3±2.4% であった。Protocol B では，作
業時間は播種が 101.4±26.9 秒，収穫が 833.4±198.4 秒であり，平均%MVC は播種時に UT：14.7±9.6%，AD：13.5±6.0%，BB：
3.6±2.2%，収穫時に UT：19.5±11.1%，AD：16.2±12.5%，BB：3.1±0.9% であった。

播種時の作業時間，UT と AD の%MVC RMS 値は，Protocol A に比べ Protocol B が有意に低値であった。播種時の AD の平
均％MVC は，Protocol A に比べ Protocol B が有意に高値であった。

【結論】

本研究により，第 6�8 頚髄損傷者の播種は，モニタリングを経て開発した補助具の使用により作業時間が有意に短縮することが
分かった。補助具の使用は，上肢挙上に関わる僧帽筋や三角筋の平均筋活動が高まるが作業時間が短くなることで相対的に総筋
活動量が減少するため，作業効率の向上や身体的負担の軽減に期待できる。
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運転を中止した高齢者における孤独感と公共交通機関利用との関連
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【はじめに，目的】加齢に伴う注意機能などの低下により運転の安全性が損なわれ，高齢者は運転を中止せざるを得ない状況に
陥る。しかし，運転中止により先行研究では死亡率の増加や生活の質の低下，うつの増加に加えて，社会ネットワークの減少や
孤独感の増加が報告されている。特に，高齢者において孤独感が高いことは日常生活動作能力の低下や死亡率の増加につながる
とされており，孤独感の増加を防止することは重要である。しかし，運転中止による悪影響に対して緩和策を検討している研究
はほとんどない。バスや電車などの公共交通機関は運転に代わる移動手段であり，公共交通機関へのアクセシビリティが生活の
質及び活動量と関連していると報告されていることから，公共交通機関利用によって運転中止による健康への悪影響が緩和さ
れると考えられる。本研究の目的は，運転を中止した高齢者において孤独感と公共交通機関利用の関連を検討することである。

【方法】対象者は 65 歳以降に運転を中止した地域在住高齢者 35 名のうち，欠損値を有する者，Mini Mental State Examination
（MMSE）が 24 点未満の者を除く 34 名（平均年齢±標準偏差：77.7±4.9 歳，女性：12 名）とした。公共交通機関利用に関して
は公共交通機関を 1 週間に 1 日以上利用する者を利用あり群，1 週間に 1 日未満しか利用しない者を利用なし群とした。孤独感
の評価には日本語版 UCLA 孤独感尺度の短縮版（UCLA 孤独感尺度）を用いた。UCLA 孤独感尺度は点数が高いほど孤独感が
高いことを示す。その他に，年齢，性別，教育歴，同居人の有無，自己評価健康状態，MMSE を測定した。統計解析は，対応
のない t 検定を用い，UCLA 孤独感尺度を公共交通機関利用の有無で比較した。その後，目的変数を UCLA 孤独感尺度，説明
変数を公共交通機関利用の有無，先行研究から交絡変数を年齢，性別，教育歴，認知機能，同居人の有無，自己評価健康状態と
した強制投入による重回帰分析を行った。

【結果】対応のない t 検定の結果，公共交通機関の利用あり群と比較して，利用なし群の UCLA 孤独感尺度は有意に高値を示し
た（利用あり群：10.3 点，利用なし群：12.8 点，p=.017）。交絡変数の調整後においても，公共交通機関利用の有無（β=�.46，
p=.013）が UCLA 孤独感尺度と有意な関連を示した。

【結論】運転を中止した高齢者において公共交通機関利用を利用しているものは孤独感が低いことが示された。本研究結果より，
公共交通機関利用が運転中止による孤独感の増加を緩和する可能性が示唆された。
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最大等尺性筋力の 10%を負荷とした等張性低強度筋力トレーニングの介入効果
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【はじめに，目的】

筋力トレーニング直後に生じる筋厚の増加（筋腫張）は血流増加，血管透過性亢進による組織間液増加に起因し，筋肥大に必要
な低酸素状態や代謝物蓄積の程度を反映すると考えられている。我々は高齢者を対象に最大等尺性筋力の 10％ の負荷での膝関
節伸展運動を 10 回 1 セットとして 5 セット実施した結果，1～2 セット後には筋腫脹がみられず，3 セット以降から筋腫脹が生
じることを報告した（第 2 回基礎理学療法学会，2015）。筋腫張は筋肥大を引き起こす重要な要素とされているが，筋腫脹が生
じる最低限の運動量でトレーニング介入をした場合に筋肥大効果が得られるかは明らかではない。そこで本研究では高齢者を
対象に，最大等尺性筋力の 10% の負荷で筋腫張が生じる最低限の運動量を用いて 12 週間の低強度筋力トレーニング介入を実施
し，介入効果が得られるか検討した。

【方法】

対象は健常高齢者 26 名（男性 3 名，女性 23 名，年齢 75.0±4.2 歳）とし，介入群 13 人，対照群 13 人にランダムに割り付けた。
介入群のみ週 3 回（1 回監視下運動，2 回自主練習），12 週間の低強度膝伸展筋力トレーニングを実施した。運動負荷として，椅
子坐位，膝関節 90̊ 屈曲位で測定した最大等尺性筋力の 10% の重錘を用いた。膝関節屈曲 90̊ から 0̊ の範囲での膝関節伸展運動

（求心相 3 秒，保持 3 秒，遠心相 3 秒）を 10 回 1 セットとし，3 セット行なった。セット間の休息は 1 分とした。

介入前後に筋力，筋厚を測定した。筋力の測定には筋力計（OG 技研製マスキュレーター GT30）を用いて椅子坐位，膝関節 30，
60，90̊ 屈曲位で最大等尺性膝関節伸展筋力を測定した。筋厚の測定には超音波診断装置（フクダ電子社製）を用いて，背臥位，
膝伸展位で大腿直筋（RF），中間広筋（VI），外側広筋（VL），内側広筋（VM）の筋厚を測定した。測定部位は RF，VI が上前
腸骨棘（ASIS）～膝蓋骨上縁の 50%，VL が大転子～大腿骨外側上顆の 50%，VM が ASIS～膝蓋骨上縁の 80% の高さの 5cm
内側とした。超音波画像は各筋 2 枚撮影し，平均値を解析に用いた。

統計解析は群と時期を 2 要因とした分割プロットデザインによる分散分析を行なった。なお，有意水準は 5% とした。

【結果】

12 週介入後の測定が可能だった介入群 12 名（男性 2 名，女性 10 名，年齢 75.9±4.0 歳），対照群 10 名（男性 1 名，女性 9 名，
年齢 73.7±3.3 歳）を解析対象とした。低強度筋力トレーニングにおいて用いた重錘の重さは 2.2±0.7kg であった。分散分析の
結果，すべての膝関節角度の膝関節伸展筋力において交互作用を認めなかった。また大腿四頭筋各筋の筋厚も交互作用を認めな
かった。

【結論】

本研究では先行研究によって明らかとなった最大等尺性筋力の 10% の負荷で筋腫脹を生じさせる運動量（セット数）を用いて
12 週間の低強度筋力トレーニング介入を行っても筋力増強，筋肥大効果は得られないことが示唆された。低強度筋力トレーニン
グでも効果を得るためには運動量を増やす必要があると考えられる。
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地域在住高齢者における転倒と多様な下肢筋力・筋機能との関連についての前
向きコホート研究
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key words 転倒・運動機能・前向きコホート研究

【はじめに，目的】

これまで地域在住高齢者における転倒と運動機能との関連については数多くの報告がされており，バランス能力や下肢筋力と
の関連が明らかにされている。しかし，転倒と下肢筋力との関連に着目した研究の多くは膝関節伸展筋力のみを指標とした研究
であり，膝伸展筋力以外の様々な下肢筋力との関連，あるいは筋力以外に筋パワーや筋持久力など多様な筋機能との関連につい
て，大規模サンプルで前向きコホート研究にて調べた報告は見当たらない。高齢者の転倒予防のための運動プログラムを処方す
る際，どのような下肢筋力・筋機能が特に転倒と関連するのかを明らかにすることは重要である。

本研究の目的は地域在住高齢者を対象に，転倒と多様な下肢筋力・筋機能との関連について，1 年間の前向きコホート研究にて
明らかにすることである。

【方法】

対象は 65 歳以上の地域在住高齢者でベースライン時に運動機能評価を行った 1506 名中，1 年後に転倒追跡調査を実施できた
562 名（男性 201 名，女性 361 名，年齢 70.5±4.2 歳）とした。なお，重度の神経学的・整形外科的障害や認知障害を有する者は
対象から除外した。

ベースライン測定として運動機能の評価を行い，1 年後に転倒歴についてのアンケート調査を実施した。転倒歴については 1
年間における転倒の有無を調査し，一回以上の転倒歴を「転倒あり」とした。

運動機能として下肢筋力（膝関節伸展，股関節伸展・屈曲・外転，足趾屈曲，セッティング），下肢筋パワー（5 回立ち座り時間），
下肢筋持久力（段差昇降テスト），バランス能力（開眼片脚立位保持時間，TUG），通常・最大歩行速度を測定した。

下肢筋力はそれぞれ 2 回測定し，その最大値からトルク（Nm）を算出した。なお，セッティング筋力は専用の筋力測定機器
（アルケア製ロコモスキャン）を用いた。段差昇降テストは利き脚を 20cm 台に乗せたまま非利き脚を 30 秒間でできるだけ速く
昇降させた際の回数を測定した。

統計処理として，1 年間の転倒の有無を従属変数，ベースライン時の年齢，性別，下肢筋力，5 回立ち座り時間，段差昇降テス
ト，開眼片脚立位保持時間，TUG，歩行速度を独立変数として多重ロジスティック回帰分析（ステップワイズ法）を行った。有
意水準は 5％ とした。

【結果】

転倒調査の結果，ベースライン測定からの 1 年間で転倒歴があったのは 85 名（15.1％）であった。多重ロジスティック回帰分析
の結果，股関節外転筋力（オッズ比 1.099）と段差昇降テスト（オッズ比 1.035）が転倒の有無に関連する有意な因子として抽出
された。

【結論】

地域在住高齢者を対象に転倒と運動機能との関連について多面的に検討した結果，転倒に関連する因子として股関節外転筋力
と段差昇降テストが抽出されたことから，地域在住高齢者の転倒予防のためには股関節外転筋力や下肢筋持久力の維持向上に
対する介入が重要である可能性が示唆された。
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地域在住高齢者の身体機能・認知機能における過去の職種の影響
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key words 地域在住高齢者・職業・機能評価

【はじめに，目的】

高齢者の身体特性は様々な要因に作用される。我々はその中でも過去の職種という要因に着目し，過去の職業従事によって培わ
れた能力が，高齢になってからの身体特性に影響を及ぼすと仮説を立てた。既存の職種は，農業や肉体労働系職種のブルーカ
ラーと，会社員や事務系職種のホワイトカラーに大別される。しかし，高齢者の身体機能や認知機能を，過去に従事していた職
種がブルーカラーであるか，ホワイトカラーであるかの影響に着目して調査した研究は，ほとんど認められない。従って本研究
では，地域在住高齢者の身体機能・認知機能における，過去の職種の影響を検討することを目的とした。

【方法】

要介護認定を受けていない地域在住の 65 歳以上の高齢者 110 名（平均年齢：75.1±6.09 歳，女性 83%）を対象に，自記式質問紙
を配布し，基本属性（年齢，性別，身長）と，過去最も長く従事した職業の種類を聴取した。過去の職業は，種類によってブルー
カラーとホワイトカラー，その他に分類した。また身体機能として，10m 歩行速度，5 回立ち座りテスト，Timed up and go test，
Functional reach test，左右握力の計測を，認知機能として Scenery Picture Memory Test（以下 SPMT），Mini�Mental State
Examination（以下 MMSE）の計測を行った。さらに，Inbody430（株式会社インボディ・ジャパン製）にて各対象者の体成分
を測定し，骨格筋指数（以下 SMI=四肢筋肉量（kg）/身長（m）2）を四肢，上肢，下肢に分けて算出した。統計解析は従属変数
に各身体機能，認知機能の測定値，各 SMI 値を，独立変数に過去の職業の種類を，調整変数に性別，年齢，教育歴（従属変数
が認知機能時）を投入した重回帰分析を各々行った。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

回答データに欠損がなく，且つ過去最も長く従事した職業がブルーカラーとホワイトカラー以外に分類されるもの，現在も仕事
に従事しているものを除いた 61 名を解析対象とした。対象者のうち，過去従事していた職種に関して，15 名（25%）がブルー
カラー，46 名（75%）がホワイトカラーに分類された。重回帰分析の結果，5 回立ち座りテスト（過去の職種がブルーカラーに
該当時：偏回帰係数=2.07，p=0.007，95% 信頼区間（CI）0.583�3.562），SPMT（過去の職種がブルーカラーに該当時：偏回帰係
数=�2.56，p=0.013，95%CI�4.565��0,561），MMSE（過去の職種がブルーカラーに該当時：偏回帰係数=�1.335，p=0.029，95%
CI�2.526��0.143）が，過去の職種と有意に関連していた。

【結論】

本研究結果より，過去にブルーカラーの職種に従事していたものは下肢筋力が高く，過去にホワイトカラーの職種に従事してい
たものは認知機能が高くなる傾向が明らかとなった。今後，高齢者特性を考慮する際は，過去の職種にも着目する必要性がある
と考えられる。
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地域在住高齢者に対する咳嗽力改善プログラムの長期効果の検討
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【はじめに，目的】

咳嗽力の指標である咳嗽時最大呼気流量（CPF）は誤嚥性肺炎予防に重要な要素の一つである。地域在住高齢者の約 2 割は自己
排痰に必要な CPF が保たれておらず，誤嚥性肺炎のリスクを高めないためにも CPF 低下の予防が必要と考えられる。我々は先
行研究にて CPF 改善を目的とした 1 カ月間の咳嗽力改善プログラムを作成し，プログラムの咳嗽力改善に対する有効性を報告
した。そこで本研究では 6 カ月間のプログラムの長期効果について検証した。

【方法】

対象は地域在住で介護予防事業（一次予防事業）に参加している 65 歳以上かつ歩行が自立している高齢者 37 名（男性 13 名，
女性 24 名，平均年齢 78±6 歳）とした。咳嗽力改善プログラムはハーフカットポール上背臥位（5 分間/日），呼気筋トレーニン
グ（25 回/日），CPF の確認（数回）からなり，自宅にて週 5 回以上，4 週間行うように指導した。呼気筋トレーニングは逆向き
にした Threshold IMT を用い，最大呼気圧（MEP）の 30～50％ の呼気抵抗負荷で呼気を行わせ，2 週後に MEP の再測定を行
い，呼気抵抗負荷を調整した。CPF の確認にはピークフローメータを用いた。また，プログラム開始から 4 週間は実施状況を確
認するための日誌を記録させた。その後は日誌の記録は指示せず，各自のペースで最低週 1 回はプログラムを行うよう指導し，
6 カ月後に 4 週以降の実施状況を聴取した。介入前，介入後（1 カ月後），6 カ月後における測定項目は咳嗽力として CPF，呼吸
機能として努力性肺活量（FVC），最大吸気圧（MIP），MEP，胸腹部可動性とした。CPF 測定にはフェイスマスクとピークフ
ローメータを用い，最大吸気位から最大努力での咳嗽を行わせた。FVC 測定にはスパイロメータを，MIP と MEP 測定には口腔
内圧計を用い，それぞれガイドラインに準じて測定を行った。CPF，FVC，MIP，MEP の測定は各 3 回行い，最大値を採用し
た。胸腹部可動性は呼吸運動測定器を用いて，上部胸郭，下部胸郭，腹部における深呼吸時の呼吸運動の大きさを呼吸運動評価
スケール（0～8）で表し，スケール値の合計（0～24）を 2 回測定し最大値を求めた。介入による長期効果を検証するため，時
期（介入前，介入後，6 カ月後）を要因とした線型混合モデルと多重比較検定を用いた。

【結果】

FVC 以外の CPF，MIP，MEP，スケール値において，時期に主効果を認めた。時期の比較では，介入前と比較し，CPF は介入
後に有意な増大を認め，MIP は介入後と 6 カ月後に有意な増大を認めた。MEP とスケール値は介入前と比較し，6 カ月後に有
意な増大を認めた。

【結論】

地域在住高齢者に対する 1 カ月間の咳嗽力改善プログラムの結果，CPF と MIP が有意に増大した。また，6 カ月後の長期効果
として，MIP の維持と MEP，胸腹部可動性を増大させる可能性が示唆された。今後もより効果的なプログラム作成のため，内
容や期間を検討していく必要があると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）14：10～15：10 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（地域）03】

O-TK-03-6

居住地域の標高と加齢変化からみたボリビア人の身体的特徴
健康障害予防策への提言
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【はじめに，目的】

ボリビア多民族国（以下，ボリビア）は南米の内陸国である。その国土は地理的な特徴を有し，標高によって高地高原地帯，渓
谷地帯，平原地帯に分けられる。このうち標高 2400m 以上の渓谷地帯および高地高原地帯は低圧・低酸素環境であり，経皮的
動脈血酸素飽和度（SpO2）の低下など，身体・生理機能へ影響を与える。また，近年ボリビアでは肥満率が増加していると指摘
されている。肥満は糖尿病や心疾患など生活習慣病のリスク因子であり，体格（栄養状態）の管理をすることが重要である。一
方でボリビアの健康に関するデータは信頼性に乏しく，基礎データの集積および分析が疾病予防には必要である。本研究の目的
は，ボリビア国内の標高が異なる地域に住む人々の血圧，SpO2，身長，体重，Body Mass Index（以下 BMI）の加齢に伴う特徴
を明らかにし，標高によって異なる身体機能に適合した健康障害予防策の必要性を提言することである。

【方法】

対象者は，ボリビア国内において標高の異なる 4 地域（250～2850m）に居住する 589 名の身体に明らかな障害のない成人ボリ
ビア人（年齢 46±18 歳，男性 209 名，女性 380 名）とした。身長，体重，収縮期血圧（以下 SBP），拡張期血圧（以下 DBP），
SpO2，を測定し，BMI を求めた。データ分析では，4 地域を標高により低地群と高地群に分類し，各標高群の対象者を 10 歳ご
とに 6 階級に区分した。統計解析には，各測定項目に対し標高と年齢階級を要因とした二元配置分散分析を用いて主効果と交互
作用について検討した。有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】

二元配置分散分析の結果，標高の主効果が SBP，DBP，SpO2に認められ，いずれの項目も高地群が低い値を示し，SBP に対す
る標高と年齢階級の交互作用が認められた。また，年齢階級の主効果がすべての項目に認められた。高地群では 55 歳以上の血
圧値が 34 歳以下よりも有意に高かった。低地群では 55 歳以上の血圧値が 35 歳以下よりも有意に高く，65 歳以上の SBP の分散
が有意に大きかった。BMI は両群ともに 18～24 歳よりも 35～54 歳が高値を示した。

【結論】

高地居住者は血圧値が低い一方，その背後に動脈の加齢変化が存在する可能性があり，壮年期以降は血圧値を注意深く観察する
必要がある。低地居住者に対しては，壮年期前から血圧測定を実施し，65 歳以上の高血圧罹患率を減少させる積極的な管理が必
要である。BMI では両群ともに 18～24 歳以外の年齢階級すべてが過体重に相当し，加齢とともに増加して 35～54 歳の平均値は
29 台である。肥満は全身の炎症反応，インスリン抵抗性，交感神経活動の亢進を喚起し，動脈硬化症から生活習慣病を発症させ
るため，生活習慣や活動量へ目を向けた肥満対策が必要である。本研究で標高と加齢の影響によるボリビア人の身体的特徴を示
し，居住地域に応じた疾病予防の必要性を提言できた点は，今後のボリビアの健康傷害予防に対して有益な情報提供になると考
える。
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要支援・要介護者に対する集団体操が自己効力感に与える影響
～健康管理，在宅運動に着目して～

山本 光1），谷口 圭佑1），滝澤 恵美2）

1）医療法人青洲会神立病院ケアセンター元気館通所リハビリテーション，
2）茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科

key words 自己効力感・集団体操・行動変容

【はじめに，目的】

要支援・要介護者の健康管理や在宅運動の習慣といった「自助」の促進は重要な課題である。ある行動の獲得や習慣化に際して
自己効力感（self�efficacy：SE）が重要視されており，SE に関する報告は散見されるが，集団体操を通じた SE の変化に関する
報告は少ない。そこで本研究は，「自助」の促進を目的とした集団体操が，健康管理に対する SE（健康 SE）と在宅運動 SE への
影響を検討することを目的とした。

【方法】

通所リハビリテーション利用者 10 名（男性 5 名，女性 5 名，年齢 79.9±7.4 歳）を対象とした。主疾患は中枢神経疾患 2 名，整
形外科疾患 7 名，心疾患 1 名であった。Mental Status Questionnaire 8 点未満の者は調査から除外した。集団体操は，1）遂行行
動の達成（目標に対する達成度を対象者自身で記録），2）代理的体験（他者が称賛される様子を対象者同士が観察できるよう配
置），3）言語的説得（称賛や励ましの声掛け），4）生理的・情動的状態（体操前後に血圧・脈拍を対象者自身で測定・記録）の
SE を高める 4 つの情報源（石毛，2010）に対応させて実施した。集団体操は 1 回 40 分，週 1～2 回，3 か月間実施した。なお，
集団体操で実施した内容を自主トレーニングとして行うように指導した。介入前後で対象者の身体機能テスト 5 項目（握力，膝
伸展筋力，5m 最大歩行時間，Timed Up and Go test（TUG），Functional Reach（FR）），および SE2 項目（健康管理に対する
SE 尺度（横川，1999），在宅運動 SE 尺度（有田，2014））を調査した。統計学的解析は Wilcoxon の符号付順位和検定を用い，
統計学的な有意水準は 5％ とした。

【結果】

介入前後の結果を以下に示す（介入前/介入後，p 値）。握力（kg）（22.0±5.4/22.1±5.4，p=0.95），膝伸展筋力（kg/体重）（0.37
±0.12/0.38±0.11，p=0.41），5m 最大歩行時間（秒）（5.2±0.9/5.2±1.1，p=0.51），TUG（秒）（12.1±2.1/11.8±2.4，p=0.38），FR

（cm）（22.7±6.6/23.9±6.5，p=0.72）であり身体機能の有意な変化は認められなかった。一方，健康 SE（42±4.9/45.5±4.5，p
＝0.02）では有意に上昇した。なお，在宅運動 SE（18.2±4.8/22.3±3.9，p=0.05）は有意な変化を認めなかったが，介入前より
介入後に上昇した。

【結論】

本プログラムによって身体機能に有意な変化は認めなかったが，健康 SE の上昇の効果を認めた。セラピストと対象者，また対
象者同士の関わりを工夫することで，対象者自身が健康を管理する動機付けを促進させると推察された。これより，集団体操は
SE の変化に正の効果をもたらすと考えられた。健康 SE を向上させた活動として，自己または他者のトレーニングの成功体験や
代理的体験，さらに血圧・脈拍の自己管理の導入が考えられた。在宅運動 SE は上昇傾向にあることから，今後，自宅での活動
に変化が現れれば身体機能の維持・改善も期待される。今後は SE の上昇に伴う実際の行動変容を確かめる必要がある。
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要介護高齢者の要介護度改善に影響を及ぼす認知機能について
8868 名における 2年間の追跡調査

林 悠太1），波戸真之介1），島田 裕之2）

1）株式会社ツクイ，2）国立長寿医療研究センター

key words 要介護高齢者・要介護度・認知機能

【はじめに，目的】

著者は，要介護度の改善と運動機能との関連について調査（林ら，2015）したところ，軽度要介護高齢者の改善には運動機能は
有意な関連を示さず，認知機能の関連が窺えた。そこで本研究では，要介護 1，2 の軽度要介護高齢者（以下，軽度），要介護 3～
5 の重度要介護高齢者（以下，重度）を対象に要介護度の改善に影響を与える認知機能を分析し，介護予防に対する効果的なサー
ビス提供につなげていくことを目的とした。

【方法】

対象は，通所介護サービスを 2 年以上継続利用していた軽度要介護高齢者 7073 名（年齢 82.0±6.3 歳，男性 2432 名，女性 4641
名），重度要介護高齢者 1795 名（年齢 81.7±7.1 歳，男性 732 名，女性 1063 名）とした。測定・調査項目は，サービス利用開始
時の FIM 認知項目（以下，認知 FIM）を測定し，ベースライン時から 2 年間の毎月の要介護度を追跡した。ベースライン時か
ら 2 年間で要介護度が改善した群を改善群，維持または悪化した者を維持・悪化群として 2 群に分けた。

群間における認知 FIM の差を比較するため単変量分析を行った。有意な関連が認められた項目は，点数が 6 点以上を自立，5
点以下を非自立として，ダミー変数化し 2 値化した。この 2 値化した項目を独立変数，改善群と維持・悪化群を従属変数として
多重ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

単変量分析の結果から，軽度は認知 FIM 項目すべてで，改善群が維持・悪化群に比べ有意に自立度が高く，重度でも同様の結
果を示した。ロジスティック回帰分析の結果，軽度に関しては，問題解決，記憶が重度化に影響を与える要因として抽出された。
これらの要因の改善に対するオッズ比（odds ratio：OR）と 95％ 信頼区間（confidence interval：CI）は，問題解決（OR 1.56，
95%CI 1.04�2.33，P＜0.05）記憶（OR 2.19，95%CI 1.52�3.17，P＜0.01）であった。重度に関しては，社会的交流，問題解決が抽
出され，これらの OR と 95％CI は，社会的交流（OR 1.65，95%CI 1.18�2.30，P＜0.01）問題解決（OR 1.80，95%CI 1.28�2.52，
P＜0.01）であった。

【結論】

軽度・重度の要介護度改善に影響を及ぼす要因として，問題解決能力が共通して抽出された。問題解決能力とは，金銭的，社会
的，個人的な出来事に関して，合理的かつ安全にタイミングよく決断，実行する能力である。問題解決能力が低下している場合，
身体機能が高くても ADL を遂行出来ない可能性があり，要介護度の改善を阻害することが予測される。及川は，社会認知スコ
アと服薬管理，セルフケア能力に関連が認められたと報告していることからも，要介護度改善を図る上で，問題解決能力の評価
やアプローチの必要性が窺える。また，社会的交流や記憶も抽出されており，対人交流を通して社会認知能力を維持・向上させ
るプログラムが必要であると考えられる。
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歩行トレーニングに電気刺激を併用した訪問リハビリテーションの試み

伊勢 高也1），柳澤 幸夫2），福池 映二1）

1）小川病院リハビリテーション部，2）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words 電気刺激・訪問リハビリテーション・歩行トレーニング

【はじめに】近年，在宅医療の推進とともに訪問リハビリテーションの需要も大きく増加してきている。しかし，課題として訪
問リハビリテーション（以下：訪問リハ）ではその効果を可視化することや，より有効なアプローチの実施に向けた取り組みが
重要となっている。今回，訪問リハビリテーション患者に対し，歩行時に電気刺激（以下：EMS）を併用した歩行トレーニング
を試みた。その結果，筋肉量，筋力，生活の広がりに改善を認めた症例を経験したことから，若干の考察を含め報告する。

【方法】症例は 70 歳代，女性，身長 153.1cm，体重 63.7kg，BMI27.2。現病歴，6 年前に胸椎圧迫骨折後に胸腰椎後側方固定術を
施行し退院。その後，疼痛の増悪により活動性が制限され，5 年前より訪問リハビリテーション開始。現在，要介護度 2 であり，
歩行は T 字杖歩行レベル。週 3 回の訪問リハビリーションを利用し，在宅療養中である。週 3 回のうち，2 回に EMS 機器であ
るひざトレーナー（Panasonic 社製）を歩行トレーニング時に併用した。EMS を併用した歩行トレーニングは 15 分とした。EMS
併用は 6 ヶ月間実施した。測定は EMS 介入前，3 か月後，6 か月後の計 3 回とした。測定項目は In BodyS10 を用いて筋肉量及
び四肢骨格筋指標（以下：ASMI），等尺性筋力計ミュータスを用いて下肢筋力，その他に握力，FRT，生活の広がりの指標（以
下：LSA），TUG を測定した。なお，結果は各測定値を前後比較し，検討を行った。

【結果】EMS 介入前では，全身筋肉量 33.7kg，両下肢筋肉量 10.9kg，ASMI6.08kg/m2，下肢筋力 18.2kgf，握力 12.8kg，FRT34.5
cm，LSA42，TUG19.6 秒であった。3 ヶ月後，全身筋肉量 33.6kg，両下肢筋肉量 10.8kg，ASMI6.07kg/m2，下肢筋力 18.4kgf，
握力 12.5kg，FRT34.5cm，LSA51，TUG18.8 秒であった。6 ヶ月後では全身筋肉量 35.6kg，両下肢筋肉量 12.0kg，ASMI6.55kg/
m2，下肢筋力 19.8kgf，握力 14.8kg，FRT34.0cm，LSA51，TUG19.2 秒であった。

【結論】今回の介入結果から，全身筋肉量，両下肢筋肉量，ASMI，握力，下肢筋力，LSA に改善が認められた。FRT と TUG
は著名な変化は認めなかった。これらの改善効果については，歩行トレーニング負荷に EMS の負荷が付加されたことで，通常
の歩行トレーニングよりも運動単位の増加，筋出力の増加につながり，生活の広がりにも影響を及ぼしたと考えられた。また，
FRT および TUG の結果はバランス機能への効果が少なかったことが影響していると考えられた。今回，1 症例であるが従来の
歩行トレーニングに EMS を併用することにより，下肢筋肉量増加，筋出力増加を得ることができた。今後さらに症例数を増や
し，詳細に検討することが必要である。
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スパイダーを利用した運動療法の長期効果の検討
シングルケースデザインを用いた 2症例検討

早乙女雄紀1），大沼 亮1,2），松田 雅弘3）

1）介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう，2）埼玉県立大学大学院，
3）植草学園大学保健医療学部理学療法学科

key words 要介護高齢者・体重免荷運動・シングルケースデザイン

【はじめに】スパイダーは現在，小児理学療法領域で体重免荷によって姿勢制御能力向上の目的にて使用され，奥田ら（2015）は
重症心身障害者における関節可動域と下肢筋活動の改善を報告した。このスパイダーとはユニバーサルフレーム（アシスト社
製）に 8 本のゴムを取り付け，そのゴムと身体を結び付けて体重免荷環境をつくり，転倒リスクなく自発運動・抵抗運動が可能
となる。我々は高齢者に対してのスパイダーを使用した運動療法の即時効果を報告した。今回，シングルケースデザイン（BAB
法）を用いて，長期的な効果の検討を目的とした。

【方法】対象は当施設通所サービス利用者 2 名（A；72 歳女性，パーキンソン病，要介護 1，B；80 歳男性，パーキンソン病，要
介護 1）を対象とし，各 2 週間の BAB 法を用い，通常理学療法（個別 20 分）+スパイダー介入期（B1 期），通常理学療法とスパ
イダーと同様の運動の基準水準期（A 期），B1 と同様のスパイダー介入期（B2 期）に分け，介入前後でバランス機能・運動機
能を測定した。バランス機能は FRT，TUG，運動機能は 5 回の立ち座り時間（STS）を計測した。スパイダーの設定はゴムを
8 本身体に装着し，スクワット運動 10 回，ステップ練習等を実施した。統計的な処理は，介入の変化値の比較をウィルコクソン
の順位和検定を用いて分析した。

【結果】被験者 A は初期から最終時と平均 1 回の変化量，B1 期 FRT13.6cm→18.2cm，2.1±0.4，TUG13.6→13.7sec，�0.8±0.8，
STS7.1→8.3sec，0.1±1.2，A 期 FRT19.5cm→14.5cm，�0.3±0.6，TUG13.6→12.6sec，�0.1±0.6，STS8.9→6.4sec，0.1±0.6，B
2 期 FRT13.2cm→21.7cm，1.0±3.6，TUG12.3→11.3sec，�0.4±0.8，STS6.1→5.6sec，�0.1±0.7 となり，B 期で変化量が大きい傾
向があった。被験者 B は B1 期 FRT13.6cm→18.2cm，5.9±4.3，TUG13.6→13.7sec，�0.6±1.0，STS7.1→8.3sec，�1.4±0.5，A
期 FRT10.5cm→12.3cm，4.1±1.6，TUG12.8→13.8sec，�0.2±0.3，STS10.9→8.3sec，�1.1±0.7，B2 期 FRT13.6cm→18.2cm，5.9
±1.7，TUG13.6→13.7sec，�1.1±0.4，STS7.1→8.3sec，�0.9±0.5 となり，B 期において特に FRT で改善がみられ，各スパイダー
介入前後で有意に FRT，TUG，STS とも改善の効果がみられた。

【考察】スパイダーによる運動療法でバランス能力の即時効果を報告したが，今回 2 症例の長期的な検討でバランス能力の改善
に効果があることが示唆された。易転倒者は立位制御能力の低下しており，高齢者でスパイダーを利用することで転倒の危険や
不安が取り除かれ，免荷による立位姿勢制御能力の向上に対する運動療法が可能であり，バランス能力の改善に有効的な手段で
あることが考えられる。サービス利用者は易転倒者，立位保持が困難な者が多く，通常の理学療法だけではなく，立位の不安性
を軽減したなかで自発的な運動を実施することで，立位バランス能力を相乗的に高められることが考えられる。
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訪問リハビリテーション従事者に対するアセスメント能力の向上を目的とした
介入の長期効果

平野 康之1），井澤 和大2），夛田羅勝義3），川間健之介4）

1）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科，2）神戸大学大学院保健学研究科国際保健学領域，
3）徳島文理大学保健福祉学部看護学科，4）筑波大学大学院人間系

key words 訪問リハビリテーション・アセスメント・介入効果

【はじめに，目的】

我々は，訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）従事者が利用者の病状変化に気づくには，呼吸器疾患の経験やバイタルサ
イン，視診，呼吸音聴診などの標準的身体所見のアセスメント（以下，SPAS）の実施が重要であることを報告した。また，こ
れらの能力向上を目的とした単発的な介入は，短期的な SPAS 能力向上，利用者の病状変化の気づきの増加に寄与する（平野ら，
2015）。

しかし，長期的な効果や SPAS 能力の向上の詳細については明らかではない。本研究の目的は，SPAS 能力の向上を目的とした
介入の長期効果について明らかにすることである。

【方法】

対象は，SPAS 能力の向上を目的とした介入後に実施した質問紙調査の回答に不備のない訪問リハ従事者 23 名である。

介入方法は，内部障害疾患の病状変化の徴候や判断基準などの状態把握と，先に示した SPAS の知識や技術についての講義およ
び実技等の実施である。介入効果の指標には，病状変化の気づきやアセスメントの知識や実施に関する質問紙，主観的アセスメ
ント評価 Visual Analogue Scale（以下，AVAS）を用いた。これらの評価は介入前（以下，PRE），介入後 6 ヵ月（以下，P6
M），介入後 1 年（以下，P1Y）の時期に実施した。

解析にて我々は，P6M および P1Y における SPAS の改善項目数（SPAS を構成する 10 項目のアセスメントの知識や実施の程度
が PRE と比較して改善していた項目の数），PRE と P6M，P1Y における AVAS の長さ，利用者の病状変化の気付き回数を比較
した。統計学的手法は Wilcoxon の符号付き順位検定，一元配置分散分析を用いた。なお，これらの有意差判定基準は 5％ であ
る。

【結果】

SPAS の改善項目数は，知識および実施ともに PRE のそれと比較して P6M，P1Y で増加し，いずれも改善を認めた。しかし，
P6M と P1Y の比較では有意な増加はなかった〔P6M/P1Y（項目）：知識 7/8，実施 6/5〕。また，AVAS では，P6M と P1Y
の長さが PRE のそれと比較して有意に長かった〔PRE/P6M/P1Y（mm），AVAS1：41/54/56，AVAS2：39/52/54，AVAS3：
40/52/53，AVAS4：40/51/54，AVAS5：36/52/54，AVAS6：35/46/49，AVAS7：33/47/49，AVAS8：32/45/49〕。また，利
用者の病状変化の気づき回数は，P6M，P1Y ともに PRE のそれと比較して有意に増加した〔PRE/P6M/P1Y（回）：0/2/3〕。

【結論】

内部障害系の状態把握および SPAS の向上を目的とした介入は，訪問リハの臨床における長期的なアセスメントの実施や主観
的な能力向上の自覚，利用者の病状変化の気づきの増加に効果があることが明らかとなった。
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O-TK-04-6

気仙沼訪問リハビリステーションにおける活動報告

橋爪 佳代，森山 隆，小野寺裕志，米田 幸二，吉井真理子

一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団気仙沼訪問リハビリステーション

key words 訪問リハビリステーション・東日本大震災復興特別区域法・離島・僻地

【目的】

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災後，国は東日本大震災復興特別区域法（以下，特別区域法）を施行した（同年 12 月）。平成
24 年 10 月，「（一財）訪問リハビリテーション振興財団」が（公社）日本理学療法士協会，（一社）日本作業療法士協会，（一社）
日本言語聴覚士協会により設立され，特別区域法に基づいた訪問リハビリテーション事業所整備推進事業を展開している。平成
26 年 10 月宮城県気仙沼市に筆者らの所属する「気仙沼訪問リハビリステーション」が福島県・岩手県に続き，開設された。今
回は当事業所開設から現在までの経過について報告し，リハビリテーション資源の少ない地域での展開を考察する。

【活動報告】

宮城県北東部に位置する気仙沼医療圏は，震災以前から医療資源の少ない地域であり，人口 10 万人当たりの医師数は全国平均
224.5 人を下回る 115.3 人であった（平成 20 年 3 月現在）。震災後，生産年齢人口の減少（平成 22 年 3 月末の人口 74,926 人→平
成 28 年 6 月末 66,178 人）や高齢化率の上昇（平成 22 年 3 月末 30.1%→平成 28 年 6 月末 35.5%（大島 43%））が急速に進んだ地
域であり，現在，10 万人当たりの医師数は 124.9 人，介護保険における訪問リハビリテーション資源は，訪問リハビリテーショ
ン 2 事業所，訪問看護 1 事業所と極めて少なく，通所・施設系の資源も事業が縮小化している。また，気仙沼市には回復期リハ
ビリテーション病棟がないため，介護保険サービスが回復期に対するリハビリテーションの役割を担うことも多い。

特別区域法による単独型訪問リハビリステーションの特色は，地域のかかりつけ医が共同で活用できる事業所であること，リハ
ビリテーションの専門的視点から地域をマネジメントできる点である。一方，地域に則したサービス体系を構築するため，開設
より多職種と積極的に連携を深めてきた。現在まで明確な目標設定に基づく訪問リハビリテーションの実施により，終了者全体
の約 3 割（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）が目標達成で卒業している。また，訪問事業のみならず，気仙沼市から
の受託で介護予防事業等へも積極的に参加してきた。特別区域法は平成 29 年 3 月で終了を迎えるが，地域の方々から事業継続
を強く望まれているため，関係省庁へ働きかけを行っている。

今後は事業継続，訪問リハビリテーション終了後の追跡調査，医療保険でのサービス提供が課題と考えている。

【考察】

訪問リハビリ終了者の目標達成者が高値を示したのは，リハビリ専門職の予後予測に基づく，課題解決解散型のチームが数多く
構築できたことが影響していると思われる。また，単独型訪問リハビリテーションは，医療機関が乏しい離島・僻地にこそ必要
なサービスであると考えている。

【結論】

少子高齢化が進行している気仙沼の地で，医療機関等に属さない訪問リハビリテーション事業所の活動は，離島・僻地における
高齢化対策の一助になるものと期待している。
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O-TK-05-1

通所リハビリテーション利用者に対する社会的要因の評価
日本語版 Lubben Social Network Scale 短縮版を用いて

杉本 諭1），大隈 統2），古山つや子2），小宮山隼也2），関根 直哉2），中城 美香3），室岡 修3），
浅野 信一4）

1）東京医療学院大学，2）武蔵台病院，3）介護老人保健施設日高の里，4）つくばセントラル病院

key words 要介護高齢者・Lubben Social Network Scale・社会的要因

【はじめに，目的】地域在住高齢者の閉じこもりは，活動性減少による心身両面の活動力の低下を助長し，その結果，寝たきり
状態を招く恐れが高いと考えられる。先行研究では閉じこもりの原因として，身体的要因，心理的要因，社会・環境要因の関与
が報告されている。Lubben Social Network Scale 短縮版（LSN�6）は社会的要因の評価指標であり，ソーシャルネットワークに
関する 6 項目の質問について，ネットワークの人数を 6 件法で回答するものである。最高得点は 30 点であり，12 点未満の場合
は社会的孤立と表すと考えられている。本邦においても日本語版を作成し，信頼性と妥当性が報告されているが，健診に参加し
た地域在住高齢者が対象であった。要介護高齢者の多くは介護サービスを利用しているため，介護認定を受けていない高齢者と
は社会的要因の関わり方が異なる可能性がある。本研究の目的は，要介護高齢者を対象に LSN�6 を評価し，先行研究の結果を
ふまえ，要介護高齢者に対するソーシャルネットワークの関わりを検討することである。

【対象】通所リハビリテーション利用者のうち，本研究の趣旨に同意が得られ，以下の評価項目が可能な者 67 名を対象とした。
性別は女性 44 名，男性は 23 名，平均年齢は 78.5±10.6 歳であった。

【方法】身体的要因の評価には歩行能力（屋外自立，屋内自立，歩行非自立），心理的要因の評価には高齢者用うつ尺度短縮版
（GDS�S�J），社会的要因の評価には LSN�6 および村岡らが作成したソーシャルサポートの質問紙を用いた。GDS�S�J は 15 項目
の質問に対して 2 件法で回答するもので，6 点以上の場合には「うつ」症状が示唆される。ソーシャルサポート質問紙は，日常
生活における相談相手や援助の有無に関する 5 つの質問に「はい・いいえ」で回答するものである。分析は LSN�6 の分布を調
べた後，歩行能力，GDS�S�J，ソーシャルサポート，基本的属性との関連について分析し，先行研究との相違を比較し，要介護
高齢者のソーシャルネットワークの特徴について考察した。

【結果】LSN�6 の平均は 12.3±5.7 点であり，このうち 12 点未満（社会的孤独）の者は 28 名（41.7%）であった。GDS�S�J にお
いて 6 点以上（うつ傾向）を示した者は 58 名（86.5%）であった。ソーシャルサポートとの分析では，「はい」と回答した者の
LSN�6 得点が，「いいえ」と回答した者の得点よりも高く，5 項目のうち 3 項目は t 検定において有意差を認めた。他の評価項目，
基本的属性と LSN�6 との間には有意な関連は見られなかった。

【結論】先行研究と比較すると，社会的孤独やうつ傾向の割合が高いことが，要介護高齢者の特徴であると推察された。また LSN�
6 とソーシャルサポートとの関連も見られたことから，要介護高齢者の社会的要因の指標の 1 つとしても利用できると考えられ
た。今後は要介護高齢者の生活満足度や活動性の関連因子の 1 つとして LSN�6 を取り入れ，幅広い視点での分析を行っていき
たい。
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O-TK-05-2

通所リハビリテーション利用者におけるサルコペニアの有病率とその因子につ
いて

小長野 豊，松永 拓洋，池田 紀乃，山田 雄太

医療法人社団喜峰会東海記念病院通所リハビリテーション

key words サルコペニア・通所リハビリテーション・骨格筋量

【はじめに，目的】

サルコペニアは生活活動量の低下や ADL 能力が低い要支援・要介護高齢者では容易に発症，悪化しやすいとされている。しか
しながら，要支援・要介護高齢者におけるサルコペニアの有病率や，生活活動量や ADL 能力との関係性につての報告はまだ少
ない。そこで今回の目的は，当通所リハビリテーション（以下デイケア）におけるサルコペニア有病率を明らかにすることと，
その因子ついて検討することとした。

【方法】

対象者は，同意の得られた当デイケアの利用者 67 名（男性 42 名，女性 25 名，平均年齢 78.3±8.3 歳）である。対象者の要介護
度は，要支援 1：5 名，要支援 2：9 名，要介護 1：13 名，要介護 2：17 名，要介護 3：9 名，要介護 4：9 名，要介護 5：4 名で
あった。評価項目は，Skeletal Musclemass Index（以下 SMI），Body Mass Index（以下 BMI），Barthel index（以下 BI）生活
活動量を Life Space Assessment（以下 LSA）を用いた。SMI は生体電気インピーダンス法である In Body S10（インボディ・
ジャパン社製）を用いて測定した。サルコペニアの判定は，SMI，通常歩行速度，握力を求め，Asian Working Group for Sarco-
penia によるアルゴリズムに基づき判定し，サルコペニア群，非サルコペニア群として分類した。統計学的処理には，両群間の
比較を t 検定，マンホイットニーの U 検定，カイ二乗検定を用いた。また，SMI の関係を把握するためスピアマンの順位相関係
数を算出した。さらにサルコペニアの有無を従属変数とし，その他の項目を独立変数としたロジスティック回帰分析，ステップ
ワイズ法を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

当デイケアにおけるサルコペニア有病率は 40.3％ であった。男女別の有病率は，男性：55.6％，女性：53.6％ であった。要介護
度別では，それぞれ 0%，11.1%，21.4%，41.2%，66.7%，77.8%，75.0% であった。両群間の比較では，性別（男性：15 名：27
名，女性：12 名：13 名），年齢（80.4±8.3 歳，77.7±8.3 歳）では有意差を認めなかったが，BMI（19.9±3.3kg/m2，23.5±3.2
kg/m2），BI（65.2±25.5 点，90.8±13.2 点），LSA（34.4±6.9 点，56.6±15.5 点）においては有意差（p＜0.01）を認めた。SMI
との相関は，年齢（r=�0.29），BMI（r=0.79），BI（r=�0.31），LSA（r=�0.39）において相関を認めた。ロジスティック回帰分析
の結果，BMI（β＝0.436，p＜0.01）LSA（β＝0.260，p＜0.01）が抽出された。

【結論】

地域在住健康高齢者を対象とした先行研究と比較して，サルコペニアの有病率は高かった。要介護度が高いほど，サルコペニア
の有病率も高い傾向であった。SMI に影響を与える因子としては，BMI，LSA が抽出された。デイケアでは，血液検査などは
困難であるが，体重測定は安価かつ簡単に測定できるため，定期的な測定が望まれる。また，身体機能や ADL 能力だけではな
く，活動・参加面に注目し，生活活動量の向上を目指したアプローチが必要である。
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O-TK-05-3

通所リハビリテーション利用者における転倒のリスク因子についての検討
～脳血管疾患群と整形外科的疾患群での比較～

勝村 亘1,2），渡辺 大吾1），山口 修史1），岩井 浩一3）

1）神立病院ケアセンター元気館，2）茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科，
3）茨城県立医療大学人間科学センター

key words 転倒・要介護・通所リハビリテーション

【はじめに，目的】

転倒は介護予防における重要な問題であり，寝たきりや身体活動量の低下を引き起こす。地域在住高齢者と施設入所高齢者の転
倒リスク因子が異なることが報告されている（Rubenstein；1994）ように，対象者の機能レベルや主疾患，環境などにより転倒
のリスク因子は異なると推測される。そこで本研究の目的は，通所リハビリテーションを利用している要支援，要介護者の 1
年間の転倒情報を収集し，身体機能や Elderly�status Assessment（以下 E�SAS）の項目から主疾患ごとの転倒リスク因子を検
討することとした。

【方法】

対象者は，在宅での主な移動手段が歩行である半日型通所リハビリテーション利用者 98 名（年齢 76.1±9.8 歳）とした。今回は
主疾患ごとの転倒リスク因子の検討を行うため，脳血管疾患群 48 名と整形外科疾患群 50 名の 2 群に分け検討を行った。認知症
の診断があり，かつ改定長谷川式簡易知能スケールで 21 点未満のものは除外した。対象者の 1 年間の転倒情報は，平成 27 年 9
月から平成 28 年 9 月の期間，本人から聴取・記録し，その情報を基に転倒あり群と転倒なし群に分類した。測定項目は，年齢，
要介護度などの基本情報の他，身体機能面として Functional Reach test（以下 FR），片脚立位，5m 最大歩行テストなどを測定
し，E�SAS からも連続歩行距離などを聴取した。統計学的分析として，まず疾患群ごとに各測定項目を転倒あり群・なし群で
比較した。その後，転倒に影響を及ぼす因子を抽出するために各疾患群で多重ロジスティック回帰分析を実施した。従属変数は
転倒の有無とし，独立変数は上記の結果を踏まえた測定項目とした。統計学的処理には IBM SPSS ver22 を使用し，有意水準は
5% とした。

【結果】

脳血管疾患群で，1 年間の内に転倒を経験したのは 48 名中 15 名（転倒発生率 32%）で，整形外科的疾患群は 50 名中 19 名（転
倒発生率 38%）であった。多重ロジスティック回帰分析を実施した結果，脳血管疾患群は FR（odds 比：OR=0.866）と連続歩行
距離（OR=1.892）が選択され，モデルの χ2検定は有意（P=0.028）であった。整形外科疾患群では年齢（OR=1.411）と FR（OR
=0.887）が選択され，モデルの χ2検定は有意（P=0.00）であった。

【結論】

今回の結果から，転倒の予測因子として脳血管疾患群では FR と連続歩行距離が選択され，整形外科的疾患群では年齢と FR
が選択された。FR は，多くの先行文献で示されるように様々な疾患を有する要介護者の転倒リスクを把握する評価法として有
用であることが示された。その一方，脳血管疾患群では連続歩行距離が長いほど転倒リスクが増加する可能性があるという結果
となった。脳血管疾患を有する要介護者において，連続歩行距離の延長は転倒を惹起する一因である可能性があり，今後詳細な
歩行活動の質的研究が必要であると考えられる。理学療法士は，歩行機能の改善に対する支援だけでなく，継続した転倒に対す
るアプローチの検討が重要であることが示された。
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O-TK-05-4

通所リハビリテーションを利用した中等度および重度片麻痺者の歩行速度と下肢伸展筋力の関係
利用開始後 1年での検討

宮本 沙季1），山口 智史2,3），松永 玄1），井上 靖悟1），近藤 国嗣1），大高 洋平1,2）

1）東京湾岸リハビリテーション病院，2）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室，
3）日本学術振興会海外特別研究員（コペンハーゲン大学）

key words 運動麻痺・歩行能力・デイケア

【はじめに，目的】

脳卒中後の歩行能力の改善に下肢筋力が重要であることが示唆されている（阿部ら，1991）。しかし，その多くが膝関節伸展筋
力を計測しているため，膝関節運動が分離可能な軽度の片麻痺者が対象であり，麻痺が重い対象者の歩行速度と下肢筋力の変化
を縦断的なデータから検討した報告はない。そこで今回，当通所リハビリテーション（以下，デイケア）を利用し，膝関節運動
の分離が困難な中等度および重度片麻痺者に対し，座位でのペダル駆動による下肢伸展筋力を測定し，歩行速度および下肢筋力
の変化の関係を検討した。

【方法】

対象は，2007 年 5 月から 2014 年 7 月の間に，当デイケアを利用し，以下の基準を満たす脳卒中者 28 名（女性 16 名，平均年齢
64±12 歳）であった。選択基準は，Stroke Impairment Assessment Set にて Knee�Extension Test が 2 以下，初発片側病変の
脳卒中，歩行が監視レベル以上，当施設を 1 年間利用，研究同意が得られた者とした。除外基準は，下肢に整形外科疾患の既往
がある者とした。

評価項目は，歩行速度と下肢伸展筋力とし，利用開始時および 12 ヶ月後に測定した。歩行速度（m/s）は，16 m の歩行路を最
速速度にて 2 回実施し，その平均値を算出した。下肢伸展筋力は，多機能エルゴメーター（三菱電機エンジニアリング）を用い
て，麻痺側および非麻痺側の下肢最大伸展トルクを 5 回転分測定し，得られた最大値を体重で除した値（Nm/kg）を用いた。

解析には，歩行速度，麻痺側，非麻痺側下肢筋力について，初回と 12 ヶ月後の差分を用いた。統計には，歩行速度と麻痺側下
肢筋力および非麻痺側下肢筋，そして下肢筋力間の変化の関係を明らかにするために，Spearman の順位相関係数および偏順位
相関係数を用いた。有意水準は 5％ とした。

【結果】

歩行速度の中央値（25%，75% 四分位点）は，初回で 0.43（0.23，0.63），12 ヶ月後は 0.52（0.36，0.75）m/s であった。下肢伸展
筋力は，初回の麻痺側が 0.22（0.08，0.39），非麻痺側は 0.52（0.23，0.66），12 ヶ月後は麻痺側が 0.29（0.23，0.42），非麻痺側は
0.48（0.37，0.66）Nm/kg であった。

順位相関係数は，歩行速度の変化との関係は，麻痺側，非麻痺側下肢伸展筋力の順に，r＝0.72，r＝0.64 であり，有意な相関を
認めた（p＜0.01）。下肢筋力間は r＝0.62 で有意な相関を認めた（p＜0.01）。偏順位相関係数では，非麻痺側下肢伸展筋力を制御
変数とした場合，歩行速度と麻痺側下肢伸展筋力の変化において，有意な相関を認めた（r＝0.52，p＜0.01）。一方，麻痺側下肢
伸展筋力を制御変数とした場合には，歩行速度と非麻痺側下肢伸展筋力の変化に有意な相関を認めなかった（r＝�0.36，p＝
0.06）。

【結論】

本研究により，中等度および重度片麻痺者において，歩行能力の変化と麻痺側下肢伸展筋力の変化に関連があることが明らかと
なった。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）16：50～17：50 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（地域）05】

O-TK-05-5

リハビリテーションに特化したデイケアを利用した脳卒中者における利用終了
理由の検討

松永 玄1,2），山口 智史3,4），宮本 沙希1），鈴木 研1），近藤 国嗣1），大高 洋平1,3）

1）東京湾岸リハビリテーション病院，2）桜美林大学大学院老年学研究科老年学専攻，
3）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室，
4）日本学術振興会海外特別研究員（コペンハーゲン大学）

key words 通所リハビリテーション・後方視的研究・利用者動向

【はじめに，目的】

近年，通所リハビリテーション（デイケア）は，心身機能，活動，参加にバランスよく働きかけることによって，社会参加を維
持できるサービス等に移行する取り組みが推進されている（石川，2016）。当デイケアは，リハビリテーションに特化したデイ
ケア（リハ特化型デイケア）として，身体機能や歩行能力の改善，生活機能の向上を目的としたリハビリテーションを積極的に
提供している。その結果，脳卒中者において，身体機能や歩行能力が長期に改善することを報告した（松永ら，2016）。しかし，
改善の一方で，当リハ特化型デイケア利用者の利用終了理由を検討することは，今後のリハ特化型デイケアを考える上で重要と
考える。本研究では，当リハ特化型デイケアを終了した脳卒中者について後方視的に調査し，利用期間による違いから，終了理
由を検討した。

【方法】

対象は，2007 年 5 月から 2016 年 4 月の間に当デイケアを利用した 725 名のうち，利用を終了した脳卒中者 114 名（女性 32 名），
利用開始時の年齢 70±10 歳（平均値±標準偏差）とした。選択基準は主疾患が脳卒中とした。

調査項目は，デイケアの終了理由と利用期間（年）とした。データ解析は，全対象者の終了理由を，通所リハビリテーションの
適切な実施に関する調査報告書（平成 27 年度厚労省）を参考にカテゴリーに分類した。また，デイケアの利用期間を 1 年毎

（1 年未満，1 年以上 2 年未満，2 年以上 3 年未満，3 年以上 4 年未満，4 年以上 5 年未満，5 年以上）に分類し，終了理由をカテ
ゴリー別に分類した。

【結果】

全対象者の終了理由は，身体機能・動作能力・社会参加の改善（改善）が 21％，死亡が 14％，施設等への入所（入所）が 13％，
本人の拒否（拒否）が 13％，医療機関への入院（入院）が 8％，その他が 31％ であった。その他の理由として，送迎が困難，
介護サービスの変更が挙げられた。

利用期間別では，1 年未満が 32 名，1 年以上 2 年未満が 27 名，2 年以上 3 年未満が 16 名，3 年以上 4 年未満が 13 名，4 年以上
5 年未満が 11 名，5 年以上が 15 名であった。終了理由を改善，死亡，入所，拒否，入院，その他の順に割合（％）で示す。1
年未満では 16，9，6，22，6，31 であった。1 年以上 2 年未満では 11，19，11，11，4，44 であった。2 年以上 3 年未満では 31，
6，25，6，6，25 であった。3 年以上 4 年未満では 31，8，31，0，8，23 であった。4 年以上 5 年未満では 18，18，0，36，9，
18，5 年以上では 33，27，13，0，0，27 であった。

【結論】

終了理由として，改善者の割合が多く，リハ特化型デイケアの重要性を裏付ける結果であった。一方で，利用期間の違いにより
終了理由の傾向が異なっており，リハ特化型デイケアがどのように提供されていくべきか，さらなる検討が必要である。
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在宅復帰後の訪問リハビリテーションにより得られる生活機能の改善に影響を及ぼす要因とその相互関連性
―多施設共同研究データを用いたパス解析による検討―

石垣 智也1），平田 康介2），岸田 和也3），山野 宏章4），松本 大輔5）

1）訪問看護リハビリステーションフィットケア，2）東生駒病院リハビリテーション科，
3）訪問看護ステーションきづ川はろー，4）南大阪病院リハビリテーション科，
5）畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 訪問リハビリテーション・生活機能・多施設共同研究

【はじめに，目的】

訪問リハビリテーション（訪問リハ）による生活機能の改善が，どのような要因に基づいて得られているのかは明らかでない。
本研究の目的は，回復期リハビリテーション病棟（回復期リハ）退院から継続して訪問リハを利用する者の生活機能の改善に影
響を及ぼす要因と，その要因間の相互関連性について検討することである。

【方法】

回復期リハ退院から継続して訪問リハを利用する者を対象に，訪問リハビリテーション 2 施設，訪問看護ステーション 2 施設の
計 4 施設から得た縦断的な多施設共同調査データ（n=53）を分析に用いた。分析対象は，訪問リハの利用期間が 30 日以上，か
つ訪問リハ開始から 180 日後までを上限とした調査を終えた，または調査中にサービスを終了した，かつ欠損値がない 48 名

（平均年齢 78.9±9.5 歳）とした。分析に使用した評価項目は，基本属性（年齢，性別，疾患種別，要介護度など），生活機能と
して機能的自立度（FIM）と Frenchay activities index（FAI），心理要因としてリハ参加意欲を評価する Pittsburgh rehabilita-
tion participation scale（PRPS）など，そして，リハ要因として療法士が行う対象者教育（自主練習や動作，生活習慣に関する
指導）の頻度（回数）と内容（指導による行動変容の程度）などとした。リハ要因の評価は，訪問リハの臨床業務を行う療法士
ら 10 名から得た意見に基づいて独自に作成した定義と尺度を用いた。評価時期は訪問リハ開始時（初期）・30 日後・90 日後・
180 日後もしくは訪問リハ終了時（最終）とした。データ解析は運動 FIM と FAI の初期と最終の値を用いて Rehabilitation effec-
tiveness（改善率）を算出し，生活機能の改善を示す目的変数とした。PRPS と対象者教育は，調査期間の平均値も説明変数に
追加した。統計解析は運動 FIM と FAI の改善率と有意な相関を示す変数を用い，これら改善率を説明する仮説モデルを構築し
モデルの検証を行った。検証には共分散構造分析によるパス解析を用い，モデルの適合度とパスの有意性に基づいてモデルの修
正を行った。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

修正モデルは良好な適合度を示し（GFI=.95，RMSEA=.00），全てのパスが有意となった。標準化パス係数は 1：初期運動 FIM
から FAI 改善率へ 0.32（p＜.05），2：初期認知 FIM から初期 PRPS へ 0.71（p＜.01），さらに対象者教育の平均内容へ 0.57（p
＜.01），3：初期 PRPS から平均 PRPS に 0.86（p＜.01），4：対象者教育の平均内容から平均 PRPS に 0.18（p＜.01），5：平均 PRPS
から運動 FIM 改善率に 0.36（p＜.01），さらに FAI 改善率に 0.36（p＜.01），6：FAI 改善率から運動 FIM 改善率に 0.36（p＜.01）
であった。

【結論】

回復期リハ退院後の訪問リハによる生活機能の改善には，対象者が意欲的にリハビリへ参加することを促す教育的な働きかけ
と，社会的な生活活動を介して日常生活動作の改善に働きかけることが重要である。
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慢性期リハ利用者は LSAが高いと幸福なのか？
通所リハビリ利用者による検討

荒尾 雅文，渡邊 要一

医療法人永生会法人本部リハビリ統括管理部

key words 慢性期・LSA・幸福度

【はじめに，目的】平成 27 年度の介護保険の改訂では，リハビリテーションのアウトカムには活動参加が位置付けられ，理学療
法士にも活動参加レベルの向上が求められた。これは，機能偏重のリハビリテーションからの脱却を促していくもので正論と言
える。しかし一方，対象者は一概に活動参加が向上することを求めているわけではない。その人が求めるその人らしい生活は画
一的ではなく様々である。本研究では内閣府が行う国民健康調査で使用する幸福度，健康度の指標を用い，果たして活動参加レ
ベルが高い方は幸福で健康なのかについて検討する。

【方法】対象はデイケア利用の対象者 62 名（平均年齢 77.5±9.6，男性 26 名，女性 36 名，要支援者 9 名，要介護者 53 名）とし，
幸福度，健康度，BI，LSA を評価した。幸福度はとても不幸を 0，とても幸せを 10 点，健康度は健康であるを 1 点，健康でな
いを 5 点とした前述の国民健康調査の指標を使用した。また BI を車椅子利用者の ADL 自立とされている 80 点，LSA を敷地内
まで移動できているとされる 24 点をそれぞれカットオフ値とし，①ADL 低 LSA 低群，②ADL 低 LSA 高群，③ADL 高 LSA
低群，④ADL 高 LSA 高群の 4 群に分類した。その後①�②，③�④の 2 群間の幸福度，健康度について Mann�Whitney の U
検定にて差を検定した。

【結果】4 群間の分類の人数は①11 名，7.5±2.1，2.6±1.1，②7 名，③10 名，④34 名であり，幸福度，健康度の平均値はそれぞ
れ，①7.5±2.1，2.6±1.1，②6.1±2.5，3.6±3.1，③6.7±1.9，2.6±0.8，④7.3±1.9，2.6±1.2 であった。①�②，③�④の幸福度，健
康度はそれぞれ 2 群間に差が見られなかった。

【結論】本研究ではデイケアの利用者を BI，LSA にて層別化し，それぞれの幸福度，健康度を比較した。結果は BI が同レベル
の LSA 高値群と低値群では幸福度や健康度に差がなかった。このことは一概に活動範囲を広げることが対象者の幸福度を上げ
ることに直結しないことを示唆している。介護保険の改訂から活動参加への取り組みが大きく強調されている。その中で活動範
囲も LSA などの評価指標を使用しアウトカムの一つとして取り上げられているが，我々の目指す方向は対象者の一人一人が自
分らしい生活が送れるようにリハビリテーションを提供することである。特に慢性期障害者の方はリハビリテーションの目標，
アウトカム指標は個人個人に合わせ多様になる。この結果は目標を押し付けるべきではないこと，また一つの指標からリハビリ
テーション効果を判断できないことを示唆している。

この研究の限界は，本研究は症例数が少なく一部の利用者での結果であることあり，それを踏まえて結果を解釈する必要があ
る。
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O-TK-06-2

地域在住の慢性期脳卒中片麻痺者における視覚的手がかりを用いた歩行練習が
歩行パフォーマンスに及ぼす短期的効果

橋立 博幸1），鈴木 友紀2），原田 和宏3），笹本 憲男4）

1）杏林大学保健学部理学療法学科，2）医療法人笹本会おおくに通所リハビリテーション，
3）吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科，4）医療法人笹本会やまなしケアアカデミー

key words 慢性期脳卒中・歩行・視覚的手がかり

【はじめに，目的】急性期や回復期だけでなく慢性期の脳卒中者に対する歩行練習において外的手がかりが有用な介入手段にな
りうると考えられるが，慢性期脳卒中者では視覚的手がかりを用いた歩行練習の効果が十分に検証されていない。本研究の目的
は，1 か月間，通所施設で視覚的手がかりを用いた歩行練習を実施した慢性期脳卒中者の症例の経過をとおして，視覚的手がか
りを伴う歩行練習が歩行速度および歩数に及ぼす即時的かつ短期的な効果を検討することとした。

【方法】症例は，65 歳，男性，8 年前に脳出血右片麻痺を発症し，自宅退院後，週 2 回の通所リハビリテーションを継続してい
た。初回評価の時点では，Brunnstrom stage 右上肢 IV，右下肢 IV，右上下肢表在・深部感覚軽度鈍麻，歩行は T 字杖歩行が屋
内自立レベルであり，5m 歩行速度（5m 歩数）は通常速度 0.58m/s（15 歩），最大速度 0.82m/s（13 歩），timed up and go test

（TUG）は通常速度 23.3 秒，最大速度 16.7 秒であった。初回評価からの 1 か月間，週 2 回，通所施設にて，60 分間の通常のリハ
ビリテーションプログラムとともに，視覚的手がかりを用いた歩行練習を毎回 10 分間実施した。視覚的手がかりを用いた歩行
練習は，歩行路の直線進行方向に沿って床面に直線ライン状の目印となるテープを貼り，対象者に「非麻痺側の足でラインを踏
みながら直線進行方向へ歩いてください」と教示して往復直線歩行を行う非麻痺側下肢ラインステップ課題を付加した。毎回の
歩行練習実施前後において 5m 歩行時間と 5m 歩数を測定し，対応のある t 検定を用いて検討した。

【結果】通所施設での歩行練習は 1 か月間で計 8 回実施した。8 回の通所施設における歩行練習前後の歩行速度と歩数を比較した
結果，歩行練習実施後（n=8）は，歩行練習実施前（n=8）に比べて，通常速度および最大速度での 5m 歩行速度が有意な高値
を示し，5m 歩数は有意な低値を示した（p＜0.05）。また，8 回目の歩行練習実施後では，5m 歩行速度（5m 歩数）は通常速度
0.79m/s（12 歩），最大速度 1.22m/s（10 歩），TUG は通常速度 16.7 秒，最大速度 12.4 秒であった。

【結論】歩行練習前後において歩行速度の有意な増加と歩数の有意な減少が認められたことから，最大速度条件下での非麻痺側
下肢による身体外部への外的焦点に基づくライン上のステップを行う際に歩行中の麻痺側下肢への荷重が促進され，重複歩距
離が増加し，各練習前後における即時的な歩行速度向上効果が得られたと推察された。また，初回評価時と比べて 1 か月後では
歩数の減少とともに歩行速度の増加と TUG の成績向上を認めたことから，1 か月間の非麻痺側下肢ラインステップ課題を付加
した歩行練習は，慢性期脳卒中者の歩行パフォーマンスを改善する臨床的に有用な歩行練習方法であると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）18：10～19：10 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（地域）06】

O-TK-06-3

都市部在住脳卒中片麻痺者の生活空間と歩行自己効力感の関係

及川 真人1），伊藤 忠2），太田 智裕1），清水 夏生1），酒井 克也1），水村 十寅1），内山 奈保1），
馬袋 良悟1），金子 卓至1），時田 里美1），越後珠里亜1），山根 佑典1），葭原 祥平1）

1）初台リハビリテーション病院，2）愛知県三河青い鳥医療療育センター

key words 脳卒中片麻痺・生活空間・自己効力感

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺者における生活期リハビリテーション（以下リハ）において，移動にアプローチする際，歩行能力を評価すること
はもちろんであるが，屋外環境や歩ける見込み感，すなわち歩行自己効力感を評価することは重要な要素の一つであると考え
る。個々人において，身体機能及び生活周辺環境は異なり，また，それに伴う歩行自己効力感も異なると考える。歩行自己効力
感が高ければ，その人の運動イメージに対応できる身体機能を有している可能性が高く，移動可能な生活空間も広いと考えられ
る。本研究では生活空間の広狭を分類する要因を日本語版�改訂 Gait Efficacy Scale（mGES）の各項目（床板上歩行，芝生上歩
行，障害物回避，縁石降り，縁石昇り，手すり階段降り，手すり階段上り，階段降り，階段昇り，800m 歩行）から明らかにす
ることを目的とした。

【方法】

対象は，当院外来に通院している脳卒中片麻痺者で，屋外移動が自立しており，Life�space Assessment（LSA）と mGES を評
価可能であった 62 名とした（男性 40 名 女性 22 名 年齢 61.6±11.1 歳 発症からの経過日数 1258.1±1083.1 日）。LSA の最大
自立活動範囲から，最大自立範囲が居近隣・近隣の者を狭範囲活動群，町内・町外の者を広範囲活動群と定義した。統計学的手
法は，広範囲群と狭範囲群における mGES の各項目について Mann�Whitney の U 検定を用いて群間比較を行った。また，従属
変数を LSA における広狭とし，独立変数を有意差の認められた mGES 項目としたロジスティック回帰分析（ステップワイズ増
加法）を行った。なお，有意確率は 5％ 未満とした。

【結果】

広範囲群と狭範囲群の群間における mGES の各項目はすべて有意差が認められた（p＜0.05）。 ロジスティック回帰分析の結果，
縁石昇り（オッズ比 2.292），800m 歩行（オッズ比 1.763）が広狭を分類する要因として選択された（p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果から，生活空間の広狭を判別するにあたり，縁石程度の段差昇りおよび歩行持久力の自己効力感が影響しているこ
とが示唆された。生活期リハにおいて屋外生活空間の拡大は活動・参加における重要な目標設定の一つと考えられる。段差昇降
および持久力に対してアプローチし，本人の自己効力感が高まることで，生活空間に変化が起きる可能性を考えると，屋外縁石
への対応力，持久力について評価し，課題指向型アプローチを展開する意義は大きいと考える。
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O-TK-06-4

回復期リハビリテーション病棟入院中の外出・外泊経験が在宅復帰直後の家族介護負担感に影響する
―多施設共同研究―

平田 康介1），石垣 智也2），山野 宏章3），岸田 和也4），松本 大輔5）

1）東生駒病院リハビリテーション科，2）訪問看護リハビリステーションフィットケア，
3）南大阪病院リハビリテーション科，4）訪問看護ステーションきづ川はろー，
5）畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 介護負担感・在宅・回復期

【はじめに，目的】

在宅生活を継続させるためには，家族の介護負担感をいかに低い状態で維持させるかが重要である。しかし，回復期リハビリ
テーション（以下，回復期リハ）病棟入院中のどのような退院支援が，在宅生活の介護負担感に影響するのかを検討している報
告は少ない。

そこで今回，円滑な在宅生活への移行を目的に行われる，入院中の患者と家族のみでの外出・外泊の経験が，在宅復帰直後の家
族の介護負担感に及ぼす影響を検討した。

【方法】

回復期リハ退院から継続して訪問リハを利用した者を対象に，訪問リハビリテーション 2 施設，訪問看護ステーション 2 施設に
て調査を行った。分析対象は，回復期リハ病棟退院直後より訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）を利用した 49 名の中
から，何らかの見守りや介護が必要となる機能的自立度（Functional Independence Measure：以下，FIM）の運動項目（合計
点）が 65 点以下の者 15 名（男性 10 名/女性 5 名，平均年齢 80.5±7.4 歳）とした。基本属性として，利用者の年齢や性別，疾
患種別，開始時要介護度，合併症数）と主介護者の年齢や性別，続柄，同居人数を聴取した。また評価項目として，回復期リハ
病棟入院中の患者と家族だけでの外出・外泊経験の有無や FIM，主介護者の介護負担感には Zarit 介護負担尺度日本語短縮版

（J�ZBI_8）を用いた。評価時期は，退院時と訪問開始時の 2 時点とし，FIM は各時期に実施し，J�ZBI_8 は訪問初回時に行った。

統計処理は，入院中の患者と家族のみでの外出・外泊経験の有無（経験群 7 名/未経験群 8 名）で群分けした後に，年齢以外の
基本属性（利用者・家族）には χ2 検定を用い，利用者・家族の年齢や FIM（退院時・訪問開始時），訪問リハ開始時の介護負担
感（J�ZBI_8）は F 検定の後に，ウェルチの t 検定とスチューデント t 検定を用いて分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

訪問リハ開始時の介護負担感（平均点±標準偏差）は，経験群（3.7±3.0）に対して未経験群は（12.3±8.5）であり，経験群の介
護負担感は有意に低値を（p＜.05）示した。また未経験群は，経験群に比べて主介護者の年齢が有意に低い（p＜.01）が，年齢
以外の基本属性や各評価時期の FIM は，群間での有意な差は認められなかった。

【結論】

本研究から，何らかの見守りや介護が必要となる訪問リハ利用者には，回復期リハ病棟入院中から患者と家族だけで外出・外泊
を経験させることにより，訪問リハ開始時直後までの介護負担感を軽減できる可能性が示唆された。また主介護者の年齢が低い
場合は，仕事等の社会的要因の制約により，入院中から外出・外泊の機会を得ることが難しい可能性がある。そのため，入院中
から家族とより密な連携をとり，外出・外泊の経験につなげられる退院支援を行うことが，在宅復帰直後の介護負担感軽減に重
要である可能性が示唆された。
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O-TK-06-5

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の在宅復帰関連要因
―入院初期に得られる情報を用いた検討―

村上 達典1,2），樋口 由美1），藤堂恵美子1），上田 哲也1），北川 智美1），安藤 卓1），高尾 耕平1）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）JCHO星ヶ丘医療センター

key words 在宅復帰・脳卒中・高齢者

【はじめに，目的】

入院患者の在宅復帰を支援することは回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハ病棟）の重要な役割である。先行研究
の多くでは，退院時の状態における在宅復帰の関連要因が検討されている。しかし，実際には入院時カンファレンスで退院先が
決定されることが多く，入院早期に在宅復帰を促通する要因を把握する必要がある。そこで本研究の目的は，回復期リハ病棟に
入院した初期に得られる情報から，在宅復帰の関連要因を検討することとした。

【方法】

研究デザインは後ろ向き観察研究とした。2014 年 4 月から 2015 年 3 月に，脳卒中患者を受け入れる A 回復期リハ病棟を退院し
た 147 名のうち，年齢が 65 歳未満，入院前の生活場所が自宅以外であることを除外基準とした 81 名を分析対象とした。

調査項目は，（1）患者背景：年齢，性別，配偶者の有無，同居家族数，（2）治療経過に関する項目：疾患名，発症から回復期リ
ハ病棟入院までの期間（発症後日数），（3）理学療法評価（回復期リハ病棟入院時）：Glasgow Come Scale（以下，GCS），Stroke
Impairment Assessment Set 麻痺側運動機能上肢・下肢合計点（以下，SIAS），座位能力，Function Independence Measure
運動項目合計点（以下，FIM�M），FIM 認知項目合計点（以下，FIM�C）とした。

これらの項目について，退院先が自宅であった群（自宅群）と自宅以外であった群（施設等群）の 2 群間での比較検討を行った。
次に，有意差が認められた項目と在宅復帰との関連が報告されている項目を説明変数とし，施設群に対する自宅群を目的変数と
したロジスティック回帰分析（ステップワイズ法）を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

自宅群は 61 名（男性 34 名，平均年齢 75.3±7.1 歳），施設等群は 20 名（12 名，78.6±8.2 歳）であった。自宅群と施設等群との
比較において，GCS（自宅群 14.6±1.2，施設等群 13.1±1.8），SIAS（17.4±5.8，11.0±7.7），座位能力（自立である者の割合 71.7％，
21.4%），FIM�M（中央値 61.0，26.5），FIM�C（26.0，14.5），発症後日数（35.7±12.5，46.5±15.1）の 6 項目で有意差を認めた。
これら 6 項目に加え，年齢，配偶者の有無，同居家族数を説明変数とした在宅復帰に対するロジスティック回帰分析の結果，有
意な関連要因として抽出されたのは，年齢（調整オッズ比 0.87，95% 信頼区間 0.76�0.99），FIM�C（1.30，1.10�1.52），発症後日
数（0.92，0.85�0.99）であった。

【結論】

回復期リハ病棟に入院する脳卒中患者において，年齢が低く，FIM 認知項目が高く，回復期リハ病棟へ入棟するまでの期間が短
いことは，在宅復帰を促通する可能性が示唆された。回復期リハ病棟入院時にこれらの条件に該当しない患者においては，在宅
復帰に向けた取り組みをさらに強化する必要がある。
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O-TK-06-6

回復期病棟の転倒予防に対するスタッフの意識向上への取り組み

高木 志仁，池田 裕哉，上村 悠月，武田 好史，山本 政孝

医療法人社団藤聖会八尾総合病院

key words 転倒・多職種連携・回復期病棟

【はじめに，目的】

当院回復期リハビリテーション病棟（当病棟）では H23～24 年度の転倒件数は毎年約 100 件発生していた。転倒対策にはリハビ
リスタッフ（以下リハスタッフ）も個別で対応していたが，対応は担当者の判断に任せていた為，対策が徹底されず転倒に至る
場合がみられていた。そのため H25 度よりリハスタッフを含めた回復期病棟に関わる全スタッフの転倒に対する意識向上に向
けた取り組みを開始したので以下に報告する。

【方法】

取り組みは主に 3 つ行った。

①転倒勉強会による当病棟の傾向・対策の注意喚起

H24 年度の転倒に関わるインシデントレポートを集計し，転倒しやすい人・場所・時間帯について周知，対策を促した。

②合同評価による対策の徹底

当病棟に転棟直後から，患者の能力把握をして対策が行えるように合同評価を開始した。合同評価は転棟直後に間断なく行うよ
うにし，医師，看護師，介護士，PT，OT，ST，MSW と他職種が集まり評価を行った。評価は起居・移乗動作，居室内移動，
排泄動作，10m 歩行，TUG を評価後，病棟での活動度を決定，必要に応じて環境設定や離床グッズの設置などの対策を行える
ようにした。評価は生活カードに記録し，全スタッフに周知できるようにした。

③定期的な対策チェック，注意喚起

転倒リスク者は毎日朝礼で注意喚起を継続することにした。対策のチェックとして PT・OT・看護師・介護士で構成された転
倒予防係を中心に週 1 回転倒ミーティングを行い，全患者の転倒対策を再検討し，職員間で情報を発信することにした。また年
1 回転倒予防月間を作り，月間目標を決め毎朝確認することで転倒への意識向上を促すことにした。

【結果】

取り組み開始後 3 年後に転倒に関わるアンケートを全スタッフに実施した結果，離床グッズやインシデントレポートの記載，転
倒した際の対策の再検討に関して意識向上がみられた。

また当病棟の転倒件数は H25 年 98 件→H26 年 60 件→H27 年 68 件と減少がみられた。

【結論】

取り組み開始前から転倒対策は各患者の担当チームの判断で行われていたが，対策が不徹底な場合があり，対策されていても他
スタッフへの周知が不十分なことがあった。転倒に対する認識を統一するため，まず勉強会で転倒の傾向を周知することで，全
スタッフの転倒に関する視点を統一することができたと考える。合同評価の導入により，リハスタッフは多職種と共に能力評価
を行った結果をもとに，病棟内の活動度・リスクの双方を考慮して ADL 設定，転倒対策を他職種へ提案できるようになった。
初期から転倒対策・周知を漏れなく行い，定期的に対策をチェックすることで初期から～退院まで，全スタッフが初期から継続
して転倒への意識が向けられるようになったと考える。多職種で転倒に関わるシステムの確立と定期的な注意喚起を促すこと
により，スタッフの転倒への意識向上がみられた結果，転倒数の減少に繋がったと考える。
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O-TK-07-1

透析専門病院における理学療法業務と転帰先の調査
透析患者の地域包括ケア構築に向けて

松本 和1），内野 光浩1），上杉 睦3），大山 邦雄2）

1）医療法人社団善仁会横浜第一病院リハビリテーション部，2）医療法人社団善仁会横浜第一病院診療部，
3）医療法人社団善仁会医療技術本部

key words 透析・地域包括ケア・理学療法

【はじめに，目的】

最近では腎臓リハビリが普及し透析患者が理学療法を実施する機会も以前より増加している。しかし，現在の診療報酬では慢性
腎不全のみでのリハビリテーション料は算定できず，一般病棟では透析患者は合併症や他の診断のもとリハビリを実施する必
要がる。そのため，現状では透析患者が積極的に理学療法を実施できないことが多い。しかし，今後は透析患者数の増加や高齢
化の進展が予想され，透析患者に対する理学療法の充実が必要である。当院は一般病棟 52 床の腎疾患専門病院であり，入院患
者の 9 割が血液透析患者といった透析専門病院の特徴を持ち，理学療法士が常勤で勤務している。そこで，本研究では透析患者
に対する理学療法の基礎的調査として当院の理学療法業務と転記先等の調査を行ったので報告する。

【方法】

対象は当院で理学療法を実施した入院患者 3065 名（延べ人数：調査期間 H27 年 8 月～H28 年 7 月），男性 112 名，女性 68 名，
平均年齢 77（歳）±9.1 であった。調査項目は理学療法士の業務として I．理学療法の実施件数，II．理学療法実施の対象となっ
た疾患，III．転記先の調査，在宅復帰率の調査を行った。

【結果】

I．理学療法の実施件数の結果では年間合計 3599 単位の実施であり，月平均では 299.9 単位の実施であった。II．理学療法実施の
対象となった疾患の結果では整形外科疾患 59 名，呼吸器疾患 55 名，バスキュラーアクセス関連 55 名，透析導入 11 名，心疾患
11 名，消化器疾患 3 名，その他 193 名であった。III．転記先の結果では自宅が 91 名，施設 26 名，転院 44 名，死亡 21 名であ
り，在宅復帰率は年間平均 50.6% であった。

【結論】

透析患者の特徴として合併症では整形疾患や呼吸器疾患，心疾患の合併が多い特徴がある。また，シャントトラブル等などのバ
スキュラーアクセス関連による ADL の低下からの理学療法を実施する件数が多いのが透析患者の特性といえる。そのため，理
学療法士の役割は透析患者に対して整形疾患，呼吸器疾患，心疾患についての知識を持ち，効果的な運動強度の設定やリスク管
理についての専門職としての役割が必要とされる。また，転帰先では自宅が最も多く，地域包括ケアの構築のため多職種で連携
して透析患者の在宅生活継続に対応する必要がある。特に透析患者は週 3 回程度の通院を継続するため，介護保険サービスの検
討が特に重要であり，病院の理学療法士も地域との連携を取ることが今後さらに重要と考える。
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O-TK-07-2

精神疾患合併者に対する理学療法プログラムに乗せるための対応・工夫

倉持 正一1），菅谷 真大1），横山 聖1），田中 勝也2）

1）ホスピタル坂東リハビリテーション部，2）ホスピタル坂東院長

key words 精神疾患・FIM・対応方法

【はじめに，目的】

精神疾患を合併している患者に対して身体的リハビリテーション（以下，身体リハ）を実施する場合，精神症状が阻害的に働き
理学療法プログラム遂行が困難なことがある。それに対しての対応方法・工夫は担当者個人の経験によることが多いと思われ
る。そこで理学療法を実施している精神疾患合併患者に対しての対応方法や工夫にはどのようなことがあり，どのようなことが
多用されているのかを明らかにすることを目的とした。

【方法】

当院の理学療法士 8 名（経験年数 2～19 年）に日本理学療法士協会，精神心理領域部門主催，第 14 回精神心理領域理学療法セ
ミナーにて提出された症例および当院にて理学療法を実施した症例を提示。（認知症 2 例，統合失調症 2 例，うつ病 1 例，境界
型パーソナリティー障害 1 例，身体表現性障害 1 例）各症例を参照した後，プログラムに乗せるための対応方法・工夫を過去の
経験等から自由記載としてアンケートを実施した。アンケート結果を KJ 法におけるグループ分けの手法を使用して分類。2014
年 8 月～2016 年 8 月までに当院にて身体リハを実施した精神疾患合併者 98 名（男性 43 名，女性 55 名，平均年齢 71.2±15 歳）
のカルテから理学療法士の記録およびカンファレンスの記録を調査。分類した項目に該当する記録を拾い出現頻度としてカウ
ントした。その際，同一人物に同様の対応を複数回実施した場合は 1 回とした。結果については X2検定で偏りを有意水準 5％
として検定した。また，同様の対象者の機能的自立度評価法（以下，FIM）をリハ開始時，終了時で評価。得点を運動項目，認
知項目に分け開始時，終了時のそれぞれの得点を Wilcoxon の符号付順位和検定を実施。有意水準 5％ とした。

【結果】

理学療法平均実施期間は 56.3±40.4 日。FIM については運動項目開始時 24［14.3�53.8］，終了時 47［20.3�72］，認知項目開始時
17.5［12�26］，終了時 18［13�28］，合計開始時 43.5［28.3�78.5］，終了時 65.5［36.3�99.3］となり，すべて有意差がみられた（p
＜0.01）。

KJ 法による分類は，称賛，説明，無理しない，傾聴，環境設定（場所，時間，人），他部署との連携，プログラム内容の検討，
難易度調整の 10 項目になった。各項目の出現頻度は称賛 11，説明 20，無理しない 41，傾聴 27，場所 14，時間 9，人 4，連携
16，内容検討 21，難易度調整 7 となった（p＜0.00）。

【結論】

精神疾患を合併していても FIM 向上は可能であり，精神症状等の対応方法としては無理しない，傾聴，プログラム内容の検討，
説明の順に多く，患者に担当理学療法士が合わせ，寄り添うような対応が多用されていることが明らかになった。精神症状に対
しての対応方法・工夫の技術として選択肢を増やし，また，効果的な対応方法を体系化するため，経験的に行っていたことを意
識的に行うことで効果についての検証が可能になってくると考え，今後の課題としたい。
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リハビリ強化型入所における理学療法介入の効果検討
加速度計を用いた歩行の質的評価

瀧澤 快至1），江連 亜弥1），竹内 雄樹1），中村 高仁2）

1）医療法人敬愛会介護老人保健施設シルバーケア敬愛，2）医療法人敬愛会リハビリテーション天草病院

key words 生活期・集中的リハビリ・加速度計

【はじめに，目的】

介護保険を利用している在宅生活者は，在宅生活の中で定型的パターンの構築化や廃用性の機能低下を生じ，ADL 介助量が増
大することで，介護者の介助量負担や精神的ストレスの増大を招き，在宅生活が困難となる方を多く見受けられる。当施設では
在宅生活をしている方を対象に再び在宅で活動的な生活を送れるよう支援する為に，リハビリ強化型入所による個別リハビリ

（週 6 日，1 日 3 単位（内 2 単位は無請求））（以下，集中的リハビリ）を実施している。これまでに生活期での集中的リハの効果
についての報告は散見されるが，10m 歩行や TUG 等の量的評価がほとんどであり，歩容の変化や定常性等の質的側面の評価は
行われていない。本研究の目的は，生活期での集中的リハビリの理学療法効果を加速度計を使用して歩行の質的側面の評価から
検討することである。

【方法】

対象は当施設にリハビリ強化型入所（36.7±2.08 日）された脳卒中後遺症者 2 名（BRSV1 名（以下 A），BRSIII1 名（以下 B）），
整形疾患者 1 名（以下 C）の計 3 名（77.7±10.0 歳）であり，歩行が見守りレベルとし，高次脳機能障がい・認知機能低下の既
往を有する者を除いた。測定は慣性センサ（TSND121 ATR�Promotions 社製）を第 3 腰椎部に伸縮性バンドで固定し，至適
速度で 10m 歩行を行い加速度データを計測する。加速度データは 50Hz でリサンプリングを行い，フィルタ処理後に中央 5 歩行
周期分を解析に用い，定常性を表す指標として自己相関係数（Autocorrelation Coefficient：ACC）を算出した。統計解析は R
2.8.1 を使用し，入所時と退所時の比較を Spearman の順位相関係数を用い，優位水準は 5％ とした。

【結果】

以下に（入所時→退所時）で示す。A（VT：0.29→0.66，ML：0.5→0.63，AP：0.3→0.83，各 p＜0.01），B（VT：0.35→0.29，ML：
0.22→0.45，AP：0.83→0.86，各 p＜0.01），C（VT：0.56→0.78，ML：0.64→0.73，AP：0.66→0.83，各 p＜0.01）であり，入所時
よりも退所時の方が B の VT を除いて優位に ACC が高値を示す結果となった。随意性が保たれている者または整形疾患者で
は，随意性が低下している者に比べて特に VT・AP では ACC が高値を示した。

【結論】

本研究の結果，生活期の要介護認定者において，集中的リハビリを行うことで質的側面からも身体機能が向上する可能性が示唆
された。脳卒中後遺症者の比較では，随意性の他に装具装着の有無・歩行補助具の差異・痙性による拘縮・筋緊張等の因子が関
与することが考えられる。その為，今後の課題として，症例数の増加や疾患毎の傾向，普通入所・通所利用者との比較を行うこ
とで，集中的リハビリの効果検討を行う必要があると考える。

本研究は，生活期における要介護認定者に対して集中的リハビリを行うことによる理学療法の介入効果を質的側面から示した
点で，生活期でも理学療法介入することのエビデンスとなるデータを提示する上で貢献しうるものである。
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O-TK-07-4

高齢入院患者における要介護認定の新規申請に影響を与える身体・環境要因の
検討

小山 真吾1,2），堅田 紘頌1），石山 大介3），藤茂登順子2），木村 鷹介2），大路 駿介2），
田中 友也2），音部 雄平2），佐藤 惇史2），岡嶌由紀子2），谷 直樹2），山田 実2），山徳 雅人4）

1）聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科，
3）聖マリアンナ医科大学東横病院リハビリテーション室，4）聖マリアンナ医科大学神経内科

key words 高齢者・要介護認定・退院支援

【はじめに，目的】

高齢者は入院により ADL が低下し，入院期間が長期化するとされている。一方，急性期病院では機能分化の推進により入院期
間の短縮が求められている。そのため，ADL の回復が不十分な状態で退院する高齢者は少なくない。このような背景から急性
期病院は医療から介護への円滑な移行を促進するため，高齢入院患者に対して要介護認定新規申請（要介護申請）の必要性を判
断し情報提供をする必要がある。しかし，高齢入院患者における要介護申請に影響を与える要因は明らかではない。そこで，本
研究の目的は高齢入院患者における要介護申請に影響を与える要因を明らかにすることとした。

【方法】

対象は 2009 年 5 月から 2016 年 3 月までに当院へ入院した 75 歳以上の内科疾患患者 100 例（年齢 82.6 歳±5.13，女性 30%）と
した。包含基準は，自宅生活をしていた患者，独歩が可能であった患者，退院時に身体機能評価を行えた患者とし，除外基準は，
既に要介護認定を受けている患者，神経筋・脳血管疾患患者，疼痛が運動を阻害している運動器疾患患者，指示理解の得られな
い認知症患者，癌患者，転居や転院となった患者とした。調査測定項目は，要介護申請の有無，年齢，性別，Body Mass Index

（BMI），基礎疾患，Charlson Comorbidity Index，歩行補助具使用の有無，入院期間，リハ開始までの期間，同居者の有無，日
中同居者の有無，世帯構成人数，家屋環境，最大歩行速度（MWS）［m/s］，握力［kgf］，等尺性膝伸展筋力体重比（KE）［kgf/
kg］，片脚立位時間（OLS）［秒］とした。要介護申請の有無は，入院中に要介護申請が行われた場合，新規申請と定義し，申請
群，非申請群の 2 群に選別した。統計解析は，2 群間の比較を χ2検定，t 検定，U 検定を用いて行った。次に，ロジスティック
回帰分析（ステップワイズ法）を用いて要介護申請に影響を与える要因を抽出し，その要因であった MWS と日中同居者の有無
を組み合わせて 4 グループ（G1：MWS≧1.0m/s，日中同居。G2：MWS＜1.0m/s，日中同居。G3：MWS≧1.0m/s，日中独居。
G4：MWS＜1.0m/s，日中独居）を作成した。最後に，ロジスティック回帰分析（強制投入法）を用いて，4 グループの影響を
検討した。なお，有意基準は 5% 未満とした。

【結果】

100 例中，申請群は 30 例（30%），非申請群は 70 例（70%）であった。2 群間の比較では，BMI，入院期間，腎疾患，同居者の
有無，日中同居者の有無，世帯構成人数，MWS，握力，KE，OLS で差を認めた（p＜0.05）。ステップワイズ法で抽出された MWS
と日中同居者の有無の組み合わせを独立変数とした強制投入法の結果，G1 をリファレンスとした各グループのオッズ比は，G
2：2.71（95%CI：0.70�10.55，p=0.15），G3：8.16（95%CI：2.12�31.44，p＜0.01），G4：27.80（95%CI：2.26�342.15，p＜0.01）と
なり，日中独居かつ歩行速度低下の組み合わせが強く申請に影響していた。

【結論】

日中独居で歩行速度が 1.0m/s 未満の高齢入院患者は，要介護認定を申請する傾向が強くなることが明らかとなった。この結果
は，退院支援の一助となる可能性が示唆された。
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介護老人保健施設における脳卒中後遺症者に対しGait Solution Design と T�
Support を併用した訓練によって歩行機能が著明に改善した 1症例

大西 健太1），山本 周平2），五味 成美1），石原 隆史1），中込 俊太1）

1）介護老人保健施設フルリールむかわリハビリテーション科，
2）信州大学医学部付属病院リハビリテーション部

key words 脳卒中後遺症者・Gait Solution Design・T�Support

【はじめに】

近年，介護老人保健施設（以下老健）は，在宅復帰への取り組みが強化されている。また医療機関で習得した身体機能から移動
方法の確立や，在宅の環境調節等を行い在宅生活を支援している。今回は，Gait Solution Design（以下 GSD）と T�Support（以
下 TS）を併用した機能訓練を実施したことによって歩行の安定性が向上し，在宅復帰に至った症例を経験したので報告する。

【症例紹介】

症例は脳梗塞により左片麻痺を呈された 70 歳代の男性。既往に脳出血による右片麻痺がある。主訴は既往にある右足の感覚鈍
麻による歩行不安定性であり，歩行時の不安感を軽減させ，自宅で一人暮らしをしたいという HOPE があった。他病院で 6 ヶ月
間リハビリテーションを実施され，当施設入所となった。入所時より歩行は T 杖で可能であったが，疲労感や不安感の訴えがあ
り歩行車と車椅子を併用していた。歩行は右下肢立脚期の股関節伸展相が少なく，右足関節は常に背屈，足趾過伸展の状態で
あった。また，表在感覚は脱失しており，歩行時の不安感から全身的に筋緊張が高い状態であった。

【方法】

介入期間は 2 ヶ月間とし，週 3～5 回（1 回 20 分）の頻度で実施した。訓練時 GSD と TS を使用した歩行訓練を実施した。GSD
は右下肢踵接地時からの前脛骨筋の遠心性コントロール，TS は右下肢遊脚期の不随意な股関節屈曲を保証する事で，立脚期に
おける股関節伸展相の誘発を目的とした。評価項目として，10m 最大歩行速度および Time Up and Go test（以下 TUG）を計測
した。また，川村義肢社製 Gait Judge System（以下 GJS）を用いて歩行周期における右足関節底屈モーメントのモニタリング
を行った。

【結果】

歩行速度は初回時 0.69m/sec，1 ヵ月後 1.00m/sec，2 ヵ月後 1.14m/sec に改善を認めた。TUG では，初回時 18.4 秒，1 ヵ月後
14.3 秒，2 ヵ月後 14.7 秒と共に改善が見られた。背臥位より見られていた右足関節背屈位および足趾過伸展位は消失した。それ
に伴い，GJS における評価では，歩行時右側下肢荷重量の増加に伴い，右立脚期での底屈モーメントの増大が認められた。

【考察】

今回，在宅復帰を目的として歩行に着目した介入を実施し，退院時は T 杖歩行自立となり退所された。GSD と TS を併用した機
能訓練によって，歩行速度は生活の自立に必要な 1.00m/sec を超え，さらに TUG も転倒リスクのカットオフ値である 13.5 秒に
近い数値まで改善が認められた。GJS の結果から，この歩行速度の改善には過剰な筋緊張が抑制され，立脚後期における下腿三
頭筋が効率的に働いたことが影響していると考えられた。以上のことから，介護老人保健施設においても機能回復に着目した歩
行訓練を積極的に実施していく必要性があると考えられた。
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O-TK-07-6

医療再編に伴い新生した当院の現状と，地域性を踏まえた今後の取り組み

中島 亮，桑原 勇，佐藤 純，佐藤 由梨，田中 優子，清水 直之，五十嵐美紀，
高山 竜輔，清水 小雪，中林百合恵，今井知恵美，小川菜々子

一般財団法人魚沼医療公社魚沼市立小出病院

key words 医療再編・地域連携・高齢化社会

【はじめに，目的】

魚沼医療圏は 3 市 2 町からなり，県内 7 医療圏域最大の面積を誇る。魚沼医療圏の問題点として医師不足を含めた医療資源不足
や医療の拠点となる病院がなく，高度医療が提供できないこと。また，山間地帯の中に分散した集落が多く散在しているため救
命救急センターへの搬送に時間がかかる，などが挙げられる。こうした問題を解決するために，2015 年 6 月，圏域の拠点医療を
担う「基幹病院」と，住民に身近な医療を担う「周辺病院」に再編し，他の地域医療機関を含めた機能分化とネットワーク化を
進めることにより，前述した問題を解決する目的で医療再編は行なわれた。当院は魚沼市に位置し，元々，県立小出病院として
地域の中核的な役割を担っていたが，医療再編に伴い，地域住民のためのプライマリケア病院機能を担うため，新たに魚沼市立
小出病院として新生した。開院して 1 年経過した当院リハビリテーション科（以下リハ科）の現状と地域の特性を踏まえた今後
の課題について報告する。

【方法】

平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日の間に当院に入院し，リハビリテーション科で実施した 409 件（平均年齢 82±10
歳）を対象とし，当院での疾患別内訳，平均在院日数，在宅復帰率などを後方視的に調査した。

【結果】

疾患別内訳は運動器疾患 138 件，脳血管疾患 65 件，呼吸器疾患 114 件，廃用症候群 92 件。平均在院日数は 35.8 日。在宅復帰率
は 85.6％ となった。

【結論】

当院の位置する魚沼市は介護保険施設の入所可能数が人口 1 万人に対して 76.5 人，南魚沼市・湯沢町地区は 127.9 人，十日町
市・津南町地区は 170.5 人と同医療圏内の他地域と比較して特に低い。また，人口 1 万人に対する療養病床数も 10.6 人と少ない。
この点を踏まえると当院は開院 1 年で在宅復帰率は 85.6％ という結果を得たが，介護ベッド数不足という問題点を踏まえた結
果とも言える。本市は医療資源不足に加え，高齢化率は 33％ を超え，単身高齢者や高齢者夫婦のみの世帯も増加してきている。
こうした状況の中，家族だけで日常生活を支えるには限界があり，地域や社会全体で支えるシステムの構築が必須である。当院
リハ科の取り組みとしては入院患者に対して退院カンファレンス・退院前訪問を積極的に実施し，在宅ケアスタッフとの情報
共有の充実化。また，当院主催の在宅ケアスタッフとの意見交換を目的とした病院連絡会の開催や地域ケア会議などへ積極的に
参加することで地域住民・在宅ケアスタッフとのさらなる連携・協働を推進していきたい。
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P-TK-01-1

通所介護事業所におけるリハビリテーション専門職が提供する生活リハビリテーションが居宅でのADLに与える影響
要介護度軽度群・中重度群別での検討

若井 陽香1），上野 貴大2），山口 大輔2），成尾 豊1），田中 俊一1），堀切 康平3）

1）越谷リハビリケアセンター，2）松伏町訪問リハビリ看護ステーション，
3）越谷リハけあまねステーション

key words 通所介護・生活リハビリテーション・中重度要介護者

【はじめに，目的】平成 27 年の介護報酬改定では，通所系サービスに中重度ケア体制加算が新設され，中重度要介護者の居宅生
活継続へ向けた取り組みが課題となっている。当事業所では，生活リハビリテーション（以下生活リハ）にリハ専門職が従事し
ており，中重度要介護者に対して立位・歩行活動を盛り込んだ生活リハを提供している。我々は第 51 回日本理学療法学術大会
にて，リハ専門職による生活リハが利用者の居宅でのしている ADL を有意に改善させることを報告したが，症例数の不足のた
め詳細な検討に至っていない。そこで本研究では，通所介護事業所においてリハ専門職が提供する生活リハが利用者の 12 ヶ月
後の居宅でのしている ADL に与える影響について，要介護度に着目し検討することを目的とした。

【方法】対象は当事業所の利用を開始してから 12 ヶ月が経過した利用者 56 名（男性 34 名，女性 22 名）とした。対象者の特性
として，基礎疾患，要介護度，通所頻度を調査した。当事業所は，7 時間以上 9 時間未満のサービス提供時間を有する通常規模
の通所介護事業所であり個別機能訓練加算 I と II，生活相談員に常勤・非常勤の理学療法士を配置している。生活リハの主な支
援内容は，サービス提供時間を通じて必要場面における最大能力での移動介助，居宅環境を想定しての入浴介助やトイレ介助，
送迎車への乗降介助等であった。対象において利用開始時と開始 12 ヶ月後の機能的自立度評価法（以下，FIM）を調査した。
サービス開始時の要介護度により軽度群（要介護 2 以下），中重度群（要介護 3 以上）へ群分けを実施した。基本特性について
Mann�Whitney の U 検定，χ2独立性の検定のいずれかを用い群間で比較した。各群および全体において利用開始時と開始 12 ヶ
月後の FIM 得点について，Wilcoxon の符号付順位和検定を用い比較した。FIM 得点の比較は総得点に加え下位項目に対しても
実施した。利用開始時と開始 12 ヶ月後の FIM 得点の比較において，両群共に有意な差が確認された項目に対し，FIM 利得の群
間比較を Mann�Whitney の U 検定を用い実施した。統計的検討には SPSS for windows 10 を用い，有意水準 5% とした。

【結果】基本特性の各項目については群間において有意な差は認めなかった。対象全体の FIM 得点の推移ではセルフケア，移乗，
移動，運動 FIM，総得点の項目で有意な改善を認めた。中重度群ではセルフケア，移乗，移動，運動 FIM，総得点で有意な改
善を認めた。軽度群では移動，運動 FIM，総得点で有意な改善を認めた。両群ともに有意な改善を認めた 3 項目の FIM 利得は，
全ての項目において中重度群の方が有意に高値であった。

【結論】生活リハの提供の効果は軽度群と中重度群では現れ方が異なっていた。改善項目が多く FIM 利得が高いことから，通所
介護事業所におけるリハ専門職が提供する生活リハは，社会課題となっている中重度者の居宅生活の継続へ向けた取り組みと
して有用であると考える。
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P-TK-01-2

リハビリテーション専門職を配置した通所介護サービス利用者の要介護度変化
について

上野 貴大1,2），山口 大輔2），若井 陽香1），成尾 豊1），田中 俊一1），堀切 康平1）

1）越谷リハビリケアセンター，2）松伏町訪問リハビリ看護ステーション

key words 通所介護・要介護度・リハビリテーション専門職

【はじめに，目的】通所介護サービスは対象者の増加に伴い様々な特色を持って運営されているが，リハビリテーション専門職
（リハ専門職）が配置されている事業所は全体の 2 割にも満たない。更にその効果検証は報告数が少ない上に，身体機能や生活
行為力の変化に着目した報告がほとんどで，要介護度の変化に着目した報告は少ない。本研究では，リハ専門職を配置した通所
介護サービス利用者の要介護度の変化を明らかにし，通所介護サービスにおいてリハ専門職を配置することによる効果につい
て検討することを目的とした。

【方法】対象は当事業所に通所している要介護認定者のなかで，要介護認定の更新を受けている者 66 名（男性 41 名，女性 25
名，平均年齢 73.9±11.2 歳）とした。サービス利用による効果判定としての妥当性を確保するため，要介護認定更新時期がサー
ビス利用開始から 3 ヶ月以内である場合は対象から除外した。当事業所は，7 時間以上 9 時間未満のサービス提供時間を有する
通常規模の通所介護事業所である。リハ専門職を常時 3 名配置しており，身体機能に対する取り組みだけでなく，定期的な居宅
訪問により把握した生活課題に基づき，移動や入浴，排泄といった通所施設内の生活場面でのリハを行っている。対象の基本特
性として年齢，性別，基礎疾患，利用開始から要介護認定更新までの経過年数，要介護認定後の初回更新か否か，1 週間あたり
の通所回数を調査した。サービス開始前および更新後の要介護度を調査した。複数回の更新が存在する場合，1 回目の更新後の
要介護度を採用した。サービス開始前の要介護度により軽度群（要介護 2 以下），中重度群（要介護 3 以上）へ群分けを実施し
た。基本特性について，Mann�Whitney の U 検定，χ2独立性の検定のいずれかを用い群間で比較した。更新前後の要介護度に
ついて，各群および対象全体において Wilcoxon の符号付順位和検定を用い比較した。各群における要介護度改善例，維持例，
重度化例の割合について χ2独立性の検定を用い群間で比較した。統計的検討には SPSS for windows10 を用い，有意水準 5％ と
した。

【結果】基本特性の各項目における群間比較では，いずれも有意差を認めなかった。各群における要介護度改善例，維持例，重
度化例の割合を順に示すと，軽度群では 10.6%，59.6%，29.8%，中重度群では 52.6%，31.6%，15.8% であった。中重度群では要
介護度の有意な改善を認め，軽度群と比べ改善例の割合が有意に大きかった。軽度群では要介護度の有意な変化は認めず，中重
度群と比べ維持例の割合が有意に大きかった。

【結論】リハ専門職を配置した通所介護サービス利用者においては，軽度要介護者の要介護度が維持され，中重度要介護者の要
介護度が改善していることが示された。中重度要介護者に対し積極的な生活リハを提供できるリハ専門職の専門性は，中重度要
介護者の介護度改善をもたらす有効な選択肢と考えられる。
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P-TK-01-3

通所リハビリテーション利用者の生活活動度の関連因子と要介護度の変化につ
いて

川村 皓生1,2），川口 真奈1），島崎 博也3），加藤智香子2）

1）主体会病院，2）中部大学大学院生命健康科学研究科，3）小山田記念温泉病院

key words 通所リハビリテーション・生活活動度・関連因子

【はじめに，目的】

通所リハビリテーション（以下，通所リハ）において，特に軽度者に関しては心身機能の向上のみでなく，生活活動度にも焦点
を当てた目標設定と介入が重要である。生活活動度を構成する因子は多様であるが，様々な生活背景や既往歴を持つ高齢者の生
活活動度の関連因子について多方面から調査した研究は少ない。また生活活動度の違いがその後の要介護度変化に与える影響
については不明な点が多い。今回は通所リハ利用者に対し総合的な調査を行い，生活活動度の関連因子について検討すると共
に，約 1 年後の介護度変化について調査することを目的とした。

【方法】

2 ヶ所の通所リハ事業所利用者のうち，65 歳以上であり，要支援 1・2・要介護 1 いずれかの介護認定を持ち，屋外歩行自立，
MMSE≧20 の認知機能を有する者 83 名（平均年齢 78.5±6.8 歳）を対象とした。主要評価項目の生活活動度は Life Space Assess-
ment（LSA）にて評価した。LSA との関連を検討する副次評価項目として，一般情報（年齢，性別，既往歴，転倒歴など），身
体機能（握力，Timed Up and Go test（TUG），片脚立位，疼痛など），精神機能（活力，主観的健康感，転倒不安など），社会
機能（友人との付き合い，趣味，公共交通機関など）について調査した。また，調査開始時点から約 1 年後の要介護度について
追跡調査を行った。統計解析は，LSA を従属変数とし，spearman の順位相関係数または Mann�Whitney U test にて相関の見ら
れた因子を独立変数として重回帰分析（ステップワイズ法）を行い，標準化係数（β）を求め関連の強さを検討した。LSA と要
介護度変化との関係は，カイ二乗検定にて検討した。有意水準はすべて 5％ 未満とした。

【結果】

対象者の LSA 平均値は 55±25 点であった。重回帰分析の結果，TUG（β=�0.33），趣味の有無（β=0.30），友人の有無（β=0.29），
近隣公共交通機関の有無（β=0.26），握力（β=0.24）の順に LSA との関連を認めた（調整済み R2=0.56）。次に，利用終了による
介護度変化不明者 7 名および期間中認定更新のなかった 4 名を除いた 72 名を LSA 中央値 54 点で高値群，低値群に二分し，約
1 年後の介護度改善またはゴール達成による卒業群（10 名），介護度維持群（51 名），介護度悪化群（11 名）に分け比較したと
ころ，LSA 高値群において介護度改善または卒業した者の割合が高い傾向にあった（p=0.03）。

【結論】

通所リハ利用者の生活活動度には，歩行能力や筋力といった身体機能に加え，趣味や友人の有無といった外出目的となり得るこ
と，交通機関の有無といった外出手段を有すること，といった複合的な理由が関連していることが示唆された。また高い生活活
動度を有することにより，その後の介護度の改善や卒業に結びつけやすくなる可能性が推察された。通所リハにおいて高齢者の
生活機能向上および介護度改善のためには，身体機能だけでなく様々な側面に対しての評価・介入が必要であることが考えら
れる。
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P-TK-01-4

通所リハビリテーションを利用する維持期の脳卒中片麻痺患者に対する移動手
段・理学療法介入頻度とQOLの関連について

坂本 歩実，内田 木子，清水 葵，鈴木 学

群馬パース大学

key words 通所リハビリテーション・脳卒中片麻痺・QOL

【はじめに，目的】

quality of life（QOL）とは，身体機能，心の健康，社会生活機能の構成要素からなると考えられている。わが国では脳卒中患者
が極めて多いが，その後遺症を持った患者の QOL を測るツールは少なかった。脳卒中特異的 QOL スケール（Stroke�Specific
QOL Scale）は Williams らにより開発された HRQOL の疾患特異的尺度である。問川らは，軽度～中等度の脳梗塞患者に応用し
た場合，包括的尺度よりも鋭敏に HRQOL の変化を捉えることができる，と報告している。また，脳卒中後の QOL について
Stroke Impairment Assessment Set（SIAS）との関係について相関が認められると報告している。しかし，維持期の脳卒中片麻
痺患者の歩行手段・理学療法介入頻度と QOL との関係についての報告は極めて少ない。

本研究では移動手段の相違および理学療法の介入頻度と QOL との関係を明らかにし，理学療法の介入についての一助とするこ
とを目的とした。

【方法】

対象は A 県内の通所リハビリテーションを利用する脳卒中片麻痺患者 33 名とした。移動手段・理学療法介入頻度および QOL
に関してアンケート用紙を用いて，面接方式による聞き取り調査を行った。内容は移動手段を 5 段階評価（1=歩行～5=車椅子）
で，介入頻度は 1 ヵ月の平均通所リハビリテーション利用回数とした。QOL は 12 項目からなる SS�QOL を採用し，5 段階評価

（1=不可能～5=問題なし）とした。これらの結果を数値化した。統計処理は移動手段と QOL（身体面，精神面，全体），介入頻
度と QOL（身体面，精神面，全体）との関連についてスピアマンの順位相関分析を用いて検討した。さらに，説明変数を移動
手段・介入頻度，目的変数を QOL とした重回帰分析（ステップワイズ法）にて両者の因果関係を検討した。統計ソフトは
SPSSstatistics23 を使用し，有意確率は 5％ 未満とした。

【結果】

アンケート回答者は 33 名（男性 17 名，女性 16 名）で，年齢 76.1±9.3 歳であった。移動手段状況は，歩行が最も多く，歩行と
車椅子の併用が同頻度が最も少なかった。1 ヶ月介入頻度は，9.9±3.7 回であった。QOL は身体面 3.69±0.53，精神面 3.03±0.86，
全体 3.36±0.61 であった。

移動手段と身体面の QOL との間（ρ=0.67）に有意な正の相関がみられたが，その他はみられなかった（p＜0.05）。また身体面の
QOL では移動手段（β=0.23），全体の QOL では移動手段（β=0.14）のみ標準回帰係数に有意差がみられた。

【結論】

今回の結果より，移動手段で歩行の頻度が高くなるほど QOL が高くなることが明らかとなった。特に，移動手段が歩行に近づ
くほど身体面の QOL が高くなりやすいと示唆された。QOL を高めるためには，維持期の脳卒中片麻痺患者に対しても移動手段
を上げるような理学療法の介入が必要であると考えられる。しかし，移動手段と精神面の QOL に相関はみられなかったため，
今後，精神面の QOL 向上に影響する因子を検討していく必要がある。
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P-TK-01-5

通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用介入により活動範囲が拡大した一症例
意識変化に着目して

田牧 恭一1），澤田 智司1），南出 光章1），柳瀬 仁2）

1）しおりの里デイケアセンター，2）医療法人碧会

key words 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・活動範囲

【目的】通所リハビリテーション（以下，通所リハ）と訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）併用介入により本人，夫の
意識が変化し活動範囲が拡大した症例を経験したので報告する。

【症例提示】夫と二人暮らしの 60 歳代女性。平成 24 年 8 月に髄膜腫瘍摘出術施行も部分摘出となり残存腫瘍により脳梗塞を合
併し左片麻痺を呈す。その後入退院を繰り返したが，病状安定したため平成 25 年 3 月にリハビリテーション（以下，リハビリ）
目的で入院，同年 6 月に退院される。退院後，週 3 回の通所サービスを利用。在宅での自宅環境調整を目的に平成 27 年 7 月よ
り訪問リハ開始に至る。

【経過】訪問リハ介入時の Brunnstrom recovery stage は左上肢，手指，下肢ともに stage II。FIM は 64 点であった。自宅での
生活は日中ベッド上臥床中心であり，外出機会は通所サービスや受診のみであった。介入当初，通所リハでは明確な目的を持て
ないまま本人の希望に沿い歩行を中心に行っていた。そこで，まず本人の意識を変化させ身体機能に対するリハビリから外出課
題に対するリハビリに変更することを目標とした。訪問リハでは自宅環境調整に加え，本人や夫からの希望を聞き出すことで，
自宅から 30 分圏内の商業施設への外出という明確な目的を設定し，自発的に活動意欲を持つことを目指した。また，歩く姿を
夫に見せたいという本人の目的が通所リハ利用にも好影響を与え，リハビリに励む時間の増加に繋がった。介入時の 4 点杖歩行
は中等度であったが平成 28 年 5 月には軽介助となり，FIM も 68 点と向上がみられた。また，トイレ動作や自動車への移乗，歩
行に取り組む本人の姿を夫に見せることで，夫の関心も次第に高くなった。平成 28 年 7 月に，夫との外出時には車椅子でなく
自家用車の助手席に乗車し商業施設まで外出をされるようになった。また，移乗動作も安定したことから障害者用トイレ使用の
不安も次第に減少し，遠方への外出も実施されるようになった。

【考察】通所リハでは明確な目的が持てないまま歩行を中心とした訓練を行っていたが，訪問リハとの併用介入後は夫を巻き込
んだ話し合いができ，外出における課題を引き出し，訪問リハ，通所リハにて統一した目的を持つことで双方から前向きな姿勢
でリハビリを行う事が出来た。結果，外出に向けて自動車助手席への乗車が可能になり，本人のみならず夫の「以前のように妻
を外出させてやりたい」「助手席からの景色を見せたい」という希望も聞き出すこともでき，二人そろっての目的を設け活動範囲
の拡大を達成する事が出来た。
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P-TK-02-1

リハビリ特化型通所介護事業所における活動量向上エクササイズと体力測定の
関連性について

中島 文音

株式会社ルピナスリハビリデイサービスルピナス木津川

key words リハビリ特化型デイサービス・メッツ・活動量向上エクササイズ

【はじめに，目的】

第 51 回日本理学療法学術大会にて，リハビリ特化型デイサービスにおける活動量向上エクササイズ（以下活動量向上 ex）の効
果を報告した。引き続き，健康づくりのための運動指針 2006，2013 に基づいた活動量向上 ex を実施する中で，今回は，その結
果から得られる運動強度値（以下 METs），その値に運動時間を積算し，算出したエクササイズ値（以下 EX）と，1 ヶ月に 1
度実施する体力測定の四項目との関係性を調べ，活動量向上 ex による METs と EX が，通所介護事業所における介護予防や要
介護状態の軽減に，有用性な指標になるかどうかを検討した。

【方法】

活動量向上 ex とは，理学療法士により，利用者ごとに作成された起立，足踏み，歩行等，日常生活活動に関連する必要な運動
プログラムである。それは，通常の個別リハビリテーションに加えて実施しており，利用者の個々の動作レベルに応じたもので，
実施可能な動作から開始するものである。活動量向上 ex 中は関係スタッフ全員が活動量計（TANITA 製カロリズム SMART）
を用いて METs の測定を行っている。それに運動プログラムを実施した時間を掛けて，通所介護利用時の合計 EX を求めた。体
力測定は，30 秒立ち上がりテスト（以下 CS�30），Functional Reach Test（以下 FRT），握力，長座体前屈を 1 ヶ月に付き 1
度の頻度で実施した。平均年齢 79.7±8.5 の男性 36 人，女性 25 人の計 61 名が対象となった。被検者の平均利用回数は，1.7±0.8
回/週であった。起立，足踏み，平行棒内歩行，室内歩行の 4 つの動作の各 METs や，その動作を合計した EX の値と CS�30，
FRT，握力，長座体前屈の関係を検証した。検証にあたっては Excel2015 を用いて，相関行列にて，相関係数（r），相関係数の
95％ 信頼区間（CI），無相関の検定を実施した。

【結果】

各項目での相関分析において，起立時 METs と CS�30 に，相関（r＝0.43，p＝0.004，95％CI0.15～0.65）が認められた。足踏み
時 MSTs と FRT に，相関（r＝0.53，p＝0.002，95％CI0.22～0.74）が認められた。室内歩行時 METs と CS�30 に，相関（r＝0.65，
p＝0.00002，95％CI0.41～0.81）が認められた。合計 EX と各体力測定項目間での相関関係は，認められなかった。

【結論】

運動指針 2013 で運動強度 METs の有用性があるといわれている中，当デイサービスでの活動量向上 ex における METs もしく
は，EX と各体力測定項目の相関を検証した。起立時 METs と CS�30 では相関が認められた。よって起立時 METs は，下肢筋
力や立位バランス，起立動作に対する運動耐容能の指標になる可能性があると考える。足踏み時 METs と FRT で，相関が認め
られたことは，足踏み時 METs は，FRT と同様，動的バランス能力の指標になる可能性があると考え，転倒予防の指標として
有用性があると考える。室内歩行時 METs と CS�30 に相関が認められたことは，下肢筋力とバランス能力の変化が，歩行時の
活動性に繋がることが考えられ，屋内移動動作の指標に有用性があると考える。
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P-TK-02-2

新潟県内通所介護施設における「機能訓練」業務の実態
「機能訓練指導員」へのアンケート調査を用いた分析

福田 雅敏1），小林 量作2）

1）新潟医療福祉大学大学院保健学専攻理学療法学分野，2）新潟医療福祉大学理学療法学科

key words 通所介護・アンケート調査・機能訓練

【はじめに，目的】

近年，通所介護事業所は急速に増加し，通所介護利用者は介護サービス全体の概ね 3 人に 1 人が利用しているとされる。平成 27
年度介護報酬改定において，通所介護事業所では身体機能への支援のみならず，生活行為に対する支援の必要性が示された（厚
生労働省）。しかし，現状では「機能訓練」業務の実態が明らかになっていなく，「機能訓練」を行う上で「機能訓練指導員」の
資格要件（理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護師・准看護師，柔道整復師，あん摩マッサージ指圧師）による専門性や
役割は問われていない。

そこで本研究では，通所介護における「機能訓練」の現状を明らかにし，「機能訓練指導員」所持の専門資格による「機能訓練」
内容の違いを明らかにすることを目的とした。

【方法】

新潟県が公表している平成 28 年 4 月 1 日現在における指定事業所一覧の通所介護事業所 720 施設を対象とし郵送法にてアン
ケート調査を実施した。調査項目は①回答者の属性，②所属施設情報，③業務内容を選択回答及び自由回答方式にて求めた。所
持資格による業務の違いを比較するため，理学療法士，作業療法士を合わせたリハ専門職（以下リハ専門職）と，看護師と准看
護師を合わせた看護職（以下看護職）に分け，各調査項目とクロス集計を行った。統計分析は χ2検定，Mann�Whitney 検定を
用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

1．アンケートの回収数は 241 名，回収率は 33.5% であった。その中から同意書のないものを除いた 224 名を分析した。

2．回答者の平均年齢は 43.3（標準偏差 11.5）歳，資格取得後の経験年数は 19.6（11.7）年，機能訓練指導員の経験年数は 6.6
（5.0）年であった。回答者所持の専門資格は，看護師 31.3％，准看護師 29.5％，理学療法士 22.5％，作業療法士 9.3％，言語聴覚
士 1.3％，柔道整復師 5.3％，あん摩マッサージ指圧師 0.9% であった。事業所規模の内訳は小規模（地域密着型）20.5%，通常規
模 71.0%，大規模 I・II8.5％ であった。

3．機能訓練の内容では，「身体機能訓練」，作業療法（p＜0.05），日常生活活動指導，手段的日常生活活動指導，物理療法，義
肢装具装着使用練習（p＜0.01）において，業務としている割合はリハ専門職の方が看護職に比べ有意に高かった。一方で嚥下
練習においては，業務としている割合は看護職の方がリハ専門職に比べ有意に高かった（p＜0.01）。また計画書の作成有無，サー
ビス担当者会議出席有無，居宅訪問有無においてもリハ専門職の方が看護職に比べ有意に高かった（p＜0.01）。

【結論】

通所介護における「機能訓練指導員」の構成はリハ専門職 31.8％，看護職 60.8％ であった。リハ専門職は看護職と比べ業務とし
ている内容は，「身体機能訓練」，日常生活活動指導，計画書作成，サービス担当者会議出席が多い。このことより，「機能訓練
指導員」としてのリハ専門職の役割の重要性が指摘される。
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P-TK-02-3

在宅介護をしている介護者の介護負担感と生活活動の関連性について

武井 誠司，岡田 壮司，石原 望

社会医療法人財団新和会八千代病院総合リハビリセンター

key words 訪問リハビリテーション・在宅介護・生活活動

【はじめに，目的】

近年，要介護者の増加により家族の介護負担が問題となっている。この負担について鷲尾らは介護者の社会的要因や心身状態に
関連と報告している。山崎らは訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）の介入で介護負担が改善した報告をしている。在宅
生活の継続には介護者の心身の健康が必要であるが介護負担と関連性が明らかでない。そのため介護者の身体・精神的負担に
おける生活活動の関係を明らかにし，訪問リハの関わり方の一知見にすることを目的とした。

【方法】

平成 28 年 8 月から 10 月における当院訪問リハ利用の介護者を対象とした。評価として利用者と介護者の基本情報，介護期間，
IADL（以下，老研式活動能力指標），他者との関わり（以下，LSNS�6）および生活範囲（以下，LSA）を介護負担感（以下，
J�ZBI）の強弱で分類し比較した。統計的処理は，平均値比較は t 検定，構成比比較には χ2検定を用い，その有意水準は危険率
5％ 以下とした。

【結果】

同意が得られた介護者 49 名を対象者とし，利用者特性において男性で 63.3%，脳血管疾患で 59.2％ および要介護度 3 が 26.5％
で最も多かった。また，介護者特性として介護期間は 36.2±33.8 ヶ月で女性で 71.4％ と妻が 51.0％ で最も多かった。そして，J�
ZBI は 29.5±16.7，LSNS�6 は 13.7±5.4，LSA は 83.5±22.8 および老研式活動指標は 11.6±1.9 であった。この J�ZBI の平均以上
と以下で比較し LSA のみに平均以下で有意な減少を認めた（p＜0.05）。

【結論】

荒井らは介護困難者の J�ZBI は約 30 点と報告し，本調査も同様の結果から何らかの介護負担を抱えていると推測される。この
負担において先行研究では介護期間と関連を認めず，要介護度に影響せずおよび介護者は身体より精神の方が介護負担増大と
報告している。よって本調査も同様な傾向のため精神的負担の方が介護困難の要因となることが示唆された。この精神的負担に
おいて LSNS�6 では 12 点未満が社会的孤立を示すが本調査では認めなかった。また，老研式活動指標は同年代より高いことか
ら IADL も保たれていた。しかし，LSA において上岡らは介護負担感と有意に関連と報告し，本調査でも介護負担における生活
範囲で有意差を認めた。現在，訪問リハでは自助・共助への促しが求められており，J�ZBI で有意に改善したのは社会参加への
促し効果であったと推測される。この要因として訪問リハ利用中の介護者の特性として「人を家に上げる」という習慣から社交
性が高まったと考える。この社交性は家で人を迎えるよりも外出し社会と関わることの方がより精神的負担の軽減が高まると
予測される。以上のことから訪問リハによる利用者の ADL 改善，自宅の環境調整および介護者へ介護指導などの介入は，介護
者の社会参加を促すことで精神的健康の維持に貢献し，利用者と介護者ともに無理のない在宅生活の大きな役割を担っている
のではないかと考える。
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P-TK-02-4

在宅での移乗補助具導入についての一考察
―トランスファーボードを用いていた事例を通して―

生野 正芳，髙山 翔平

医療法人原鶴温泉病院リハビリテーション室

key words トランスファーボード・移乗・在宅

【はじめに，目的】

移乗方法のひとつに座位移乗がある。先行研究によると，座位移乗は立位移乗に比べて下半身の筋力や座位バランス能力が低く
ても身体を横に移動する上肢の能力があれば安全に楽に行うことができると報告されている。トランスファーボードは主に座
位移乗の際に用いる移乗補助具であり，利点として表面の摩擦が少なく対象者本人や介護者の移乗時の負担軽減を図れるとい
う点が挙げられる。近年，我が国の要介護者数の増加に伴い介護者の負担も増大しており，トランスファーボードをはじめとす
る移乗補助具の使用が推奨されている。今回，2 つの事例を通して移乗補助具導入についての考察を得たので報告する。

【方法】

（事例 1）70 歳代男性。妻と 2 人暮らし。脊椎カリエスと髄膜脳炎の既往があり，その後遺症による両下肢不全麻痺あり。加齢
とともに徐々に両下肢筋力低下が進行。今回，鼠径ヘルニア増悪のため入院し手術を受けるが，その後の安静期間に両下肢筋力
低下がさらに進行。加療後，自宅退院時にトランスファーボードを用いた移乗方法の指導を受けていたが，主介護者である妻は
小柄で非力であることに加え，移乗方法の理解が不十分だったためにかえって介助量が増大していた。

（事例 2）50 歳代女性。夫と 2 人暮らし。視神経脊髄炎による両下肢筋力低下。入院加療後，自宅退院時にトランスファーボー
ドを用いた移乗方法の指導を受けベッドと車いす間の移乗は近位見守りにて可能だが，それ以外の場所（トイレ・浴室など）は
トランスファーボードが使用できない環境のため，夫がほぼ全介助で移乗しており夫は腰痛を発症していた。

【結果】

（事例 1）短時間であれば両上肢を用いて殿部離床が可能だったため，殿部離床のタイミングに合わせて妻が後方から介助する方
法を提案し介助量軽減を図った。動作方法・介助方法を練習し，現在はトランスファーボードを使用せずに妻の後方からの軽介
助にて移乗を行っている。

（事例 2）両上肢の筋力は比較的保たれており，さらに両膝を過伸展させること両下肢の支持性を高めることができたため，立位
移乗を提案し動作獲得を図った。現在はベッドと車いす間の移乗はトランスファーボードを使用せずに立位移乗を自力で行い，
それ以外の場所では自力または夫の軽介助にて立位移乗を行っている。

【結論】

移乗補助具を用いた移乗にはそれぞれ特有の手順があり，導入する際にはご本人や介護者の移乗方法に対する十分な理解が必
要である。さらにご本人の能力・介護者の介護力・各家庭の環境は千差万別である。そのため在宅生活において移乗補助具を導
入する場合，それらすべてを十分に考慮したうえで検討していく必要があると考える。

本報告の限界は，あくまでも事例を通しての考察に留まっている点である。今後は事例数を増やすなどしてトランスファーボー
ドをはじめとする移乗補助具導入に関わる要素を詳しく把握することが必要であると考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）【ポスター（地域）P02】

P-TK-02-5

環境整備による生活動線の確保が転倒，介護負担軽減に繋がった 1症例

宇都宮 稜，井上 達貴

株式会社あかね

key words 環境整備・転倒・介護

【はじめに，目的】

地域理学療法ガイドラインでは，転倒予防や介護負担軽減を目的に介入する事が推奨されている。機能面の改善から転倒や介護
負担軽減について検討することが多い。しかし，環境面において生活動線の確保がどのような変化をもたらすかは不明確な部分
がある。そのため，今回の目的は環境整備による動線の確保が日常生活動作に与える変化を 1 症例より検討する事とした。

【方法】

本症例は 70 歳代女性，要介護度 3 である。既往歴は右片麻痺，慢性気管支炎，うっ血性心不全がある。在宅酸素療法を使用し，
主に寝室で生活している。ポータブルトイレ使用時は監視が必要であり，屋内歩行は T 字杖を使用し中等度介助レベルであっ
た。主介助者は 80 歳代で要支援 2 の夫である。既往歴に慢性心不全，肺気腫，難聴を呈する。主介護者の 1 番の悩みとして，
ポータブルトイレへ移動する際の歩行介助であった。近くに娘は居るが，多忙である事から十分な支援はできていない状態であ
る。そのため，週 2 回の通所リハビリテーション，訪問リハビリテーション，週 3 回の訪問ヘルパーが導入された。屋内は物が
多く散乱しており，生活動線が確保されていなかった。これが歩行介助量増加の主たる原因と考え，リハビリテーションの一環
として，物品や家具の移動，整頓，屋内の清潔維持を行った。生活動線を確保した段階で T 字杖から四点杖に変更した。トイレ
動作自立，歩行動作自立後，転倒が 1 ヶ月間に 3 回見られた。ポータブルトイレへの移動では転倒はないが，電話対応に向かう
際の転倒が多かった為，電話子機の導入を提案した。理学療法は運動療法，日常生活動作指導を行った。初期評価，5 ヶ月経過
後の評価を屋内歩行距離，FIM（Functional Independence Measure），Lawton らの IADL，MFES（Modified Falls Efficacy
Scale），Zarit の介護負担尺度を用いて評価し比較した。

【結果】

初期評価は，屋内歩行距離 3m，FIM88 点，Lawton らの IADL0 点，MFES24 点，Zarit の介護負担尺度 36 点であった。5 ヶ月
後は，屋内歩行距離 10m，FIM98 点，Lawton らの IADL3 点，MFES67 点，Zarit の介護負担尺度 16 点と変化が見られた。ま
た，4 ヶ月目以降の 1 ヶ月間は転倒回数 0 回であった。内省報告より，本症例は物が片付いて歩きやすくなった，主介護者は手
伝う事が少なくなって楽になった，という意見を頂いた。

【結論】

動線の確保により，屋内移動を可能とした事が歩行介助量軽減，歩行距離の延長に繋がった。転倒が確認されて以降は電話子機
の導入により，屋内を急いで移動する必要がなくなった為，転倒回数が減少したと考える。このことが MFES の結果に繋がっ
たと示唆する。結果，日常生活動作自立度が向上し介護者の負担が軽減した。在宅は病院と比較し，十分な管理が困難である為，
環境整備を行うことで安全な生活を支援し，転倒などの事故予防に努める事が重要である。
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訪問リハビリテーション利用者における在宅生活中止となる原因の実態調査

大沼 剛1），吉松 竜貴2），原 毅3），橋立 博幸4），阿部 勉1）

1）リハビリ推進センター株式会社板橋リハビリ訪問看護ステーション，
2）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，3）国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室，
4）杏林大学保健学部理学療法学科

key words 在宅・肺炎・転倒

【はじめに，目的】訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）の効果として日常生活活動の向上や離床時間の延長などが報告
されており，訪問リハは安定した在宅生活を継続するための一助として期待できる。一方で，訪問リハを必要とする要介護者は，
何らかの心身機能低下を有しており，入院や死亡などによって在宅生活が中止となることも少なくない。これまでに，こうした
訪問リハ利用者の入院や死亡に関する十分な報告はなされていない。そこで，本研究は訪問リハ利用者が死亡や入院に至った原
因を後方視的に調査し，実態を明らかにすることを目的とした。

【方法】2005 年 9 月 1 日～2015 年 12 月 31 日（10 年 4 ヶ月）の間に訪リハを新規に利用開始し，期間中に訪問終了となった 393
名（開始時年齢 78.7±11.1 歳）を対象とした。対象者の訪リハ開始時における基本情報および身体的，社会的情報を訪問看護シ
ステム「コスモス Ver1.80」，カルテ，指示書及び居宅サービス計画書から収集した。年齢，性別，要介護度，主疾患，罹患年数，
疾病の有無といった個人的要因のほか，身体的要因として歩行自立度，認知症高齢者の日常生活自立度，社会的要因として同居
の有無，サービス利用に関わる要因として終了理由，訪問継続期間についてのデータを収集した。終了理由は，死亡，入院，施
設入所，目標達成，その他に分類した。また死亡および入院の場合は，原因となった疾患や状態を指示医もしくは家族，ケアマ
ネジャーより聴取した。死亡や入院で終了となった者のうち原因ごとに群分けし，χ2 検定および対応のない t 検定を用いて，各
調査項目を比較した。【結果】終了者 393 名のうち，終了理由別の人数は死亡が 79 名，入院が 105 名，施設入所が 36 名，目標
達成が 37 名，その他が 136 名であった。死亡や入院の原因となった疾患や状態を調べたところ，186 名中 164 名で原因の調査が
可能であり，肺炎や肺炎疑いが 26 名，転倒や転倒に関連する骨折が 17 名，心血管系疾患が 14 名，呼吸器系疾患が 14 名，脳血
管障害発症が 11 名，消化器系疾患が 11 名，老衰が 8 名，がん発症や悪化が 7 名などであった。χ2 検定の結果，最も多かった肺
炎が原因で死亡や入院となり終了した群では，その他の原因で終了となった群と比較し，認知症を有している，要介護度が重度，
歩行が困難な者の割合が多かった。

【結論】訪問リハ利用者の死亡や入院の原因となった疾患や状態異常を調べたところ，肺炎が最も多く，次いで転倒や転倒に関
連する骨折，心血管系や呼吸器系，消化器系の状態悪化であった。平成 26 年高齢社会白書によると 65 歳以上の高齢者の主な死
因別死亡率では，がん，心疾患，肺炎，脳血管疾患，老衰の順に多いとされている。地域在住高齢者の安定した在宅生活継続を
支援するためには，訪問リハ利用者のリスク管理において，これらの疾患や状態異常（特に肺炎や転倒）に十分留意する必要が
あることがわかった。
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当院における訪問リハビリテーション終了者の現状

酒井 祥平
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【はじめに，目的】

地域包括ケアシステム構築に向けて在宅ケアの充実が重要視される。訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）は，生活機能の
維持・向上に努め，在宅生活の継続を図る事である。しかし，一方で病状悪化や介護負担の増加により在宅生活が困難になる
ケースも少なくない。本研究では，当院訪問リハ利用者の終了理由より，利用者の属性及び介護環境について調査し検討した。

【方法】

平成 25 年 1 月から平成 27 年 12 月までに当院訪問リハを利用する 65 歳以上の要介護者で終了となった 54 名（男性 24 名，女性
30 名，平均年齢 81.3 歳）を対象とした。訪問リハ終了理由より，目標達成や他サービス移行など在宅継続群 22 名，入院・入所
又は死亡など非在宅群 32 名に分類した。調査項目は年齢（前期高齢者，後期高齢者），性別，要介護度（要支援 1～要介護 2，
要介護 3～要介護 5），障害高齢者の日常生活自立度（自立～A2，B1～C2），同居者の有無，世帯構成（高齢者のみ世帯，その他
世帯），主介護者の有無，他の居宅サービス利用の有無についてカルテ情報より後方視的に調査した。統計学的検討は在宅継続
群と非在宅群の両群間の差異を比較するためカイ 2 乗検定を用いて，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

在宅継続群と非在宅群を比較すると，基本属性は，性別，障害高齢者の日常生活自立度において有意差が認められた。また介護
環境は，他の居宅サービス利用の有無，訪問看護併用の有無において有意差が認められた。その他の基本属性や介護環境に関し
ては，有意差は認められなかった。

【結論】

本研究では，在宅継続群で女性が多い事が示唆された。家事や趣味活動など家庭内での役割を見出しやすく，通所系サービスへ
の移行も行いやすいためと考えられる。在宅継続群で自立～A2 が多い事が示唆され，日常生活において，自宅内だけではなく
外出支援の必要性もわかった。また，自立した生活範囲が屋内やベッド上のみになる事で，活動性の低下や廃用症候群などから
全身機能の低下をきたしやすいと考えられ，介護者への支援や住環境の整備を図り積極的に離床をすすめる事も重要だと考え
る。一方，介護環境では，非在宅群で他の居宅サービス利用者，訪問看護併用者が多い事が示唆された。様々な生活課題に対し
て専門職が関わる事で，生活機能の維持・向上や介護負担の軽減を図る目的があり，他職種と連携をより図る必要があると考え
る。また，訪問看護併用者では医学的管理が必要であり，重症度の高い者が多いためと考えられる。そのため，様々な疾病に対
するリスク管理が必要だと考える。在宅生活を支援する訪問リハにおいて，利用者を取り巻く環境は様々であり，環境を把握す
る事で，より良いサービスの提供につながるものと考える。
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訪問リハビリテーションプログラムが生活機能に与える影響

藤堂恵美子1,2），樋口 由美1），北川 智美1），今岡 真和3），上田 哲也1），安藤 卓1），
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2）医療法人マックシール巽病院訪問看護ステーション，3）国立長寿医療研究センター予防老年学研究部

key words 訪問リハビリテーション・生活機能・高齢者

【はじめに，目的】

訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）の効果はエビデンスが確立されているものの，ADL のみを指標にした研究が多く，
活動・参加を含めた生活機能への効果は十分明らかではない。また，先行研究では訪問リハプログラムの違いによる効果は検証
されていない。しかしながら，実際は評価に基づき優先順位をつけ複合的に介入している。そこで本研究は，訪問リハプログラ
ムの優先性が生活機能に与える影響を検証することを目的とした。

【方法】

対象は，平成 26 年 4 月～平成 28 年 3 月に A 訪問看護ステーションの介護保険による訪問リハを開始し，3 ヶ月間追跡可能で
あった 30 名（平均年齢 82.4±7.5 歳，女性 24 名）とした。全介助の者，本研究の主旨を理解できない者は除外した。調査項目
は基本属性に加え，生活機能として身体機能（立ち座り動作テスト），精神機能（GDS5，転倒自己効力感，主観的健康感），ADL

（FIM），IADL（老研式活動能力指標），生活空間（LSA）を調査した。訪問リハプログラムは身体機能，活動，環境因子の 3
つに対して最も優先した介入を，担当理学・作業療法士に記入させて追跡後に集計した。

統計解析は，ベースラインの群間比較には χ2 検定または Mann�Whitney U 検定を用い，p 値が 0.1 未満の項目を説明変数，介
入の優先性を目的変数としたロジスティック回帰分析を行った。ベースラインと 3 ヶ月後の比較には χ2 検定または Wilcoxon
の符号付順位和検定を用いた。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

主疾患名は運動器疾患 19 名，脳血管疾患 6 名，その他 5 名であった。なお，入院歴がある者は 15 名であった。

訪問リハの優先プログラムは，全訪問回数のうち 50％ 以上が活動であった者は 19 名，環境因子は 11 名で，身体機能への介入
が 50％ を超えた者はいなかった。そこで，活動優先群と環境優先群の 2 群で分析した結果，ベースラインでは基本属性や身体
機能，活動に差はなく，GDS5 得点のみ環境優先群は有意に高かった。探索的に年齢と FIM の移動項目で調整しても，GDS5
は環境因子への介入優先に対する独立関連因子であった（調整オッズ比 3.34）。ベースラインと 3 ヶ月後の生活機能の比較では，
LSA で両群共に有意な改善がみられ，活動優先群は 15.3 点から 29.3 点に，自宅圏外へ外出可能な者が 6 名から 15 名に増加，環
境優先群は 16.5 点から 28.3 点に，自宅圏外へ外出可能な者が 5 名から 9 名に増加した。加えて，活動優先群では立ち座り動作
で上肢支持が不要な者が有意に増加し，環境優先群では転倒自己効力感が有意に改善した。その他の項目では有意差を認めな
かった。

【結論】

訪問リハ開始から 3 ヶ月間では，活動および環境因子への介入の優先性が高かった。介入の優先性によって身体機能や精神機能
への効果が異なるが，生活空間は介入の優先性に関わらず拡大することが示唆された。
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運動機能の異なる訪問リハビリテーション利用者 3症例における身体活動量の
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2）訪問看護リハビリステーションフィットケア，3）畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 訪問リハ・身体活動量・座位行動

【はじめに，目的】

近年，高齢者の活動指針として運動以外の身体活動が注目されており，運動の習慣化だけでなく座位行動の削減に向けた取り組
みが進められている。一方，訪問リハビリテーション（訪問リハ）では疾病を有するものが対象となるため，その重症度や背景
因子も含めた包括的な視点で取り組む必要があり，各利用者で座位行動を削減するための戦略や標的となる身体活動は異なる
ことが考えられる。本研究では運動機能の異なる 3 症例を対象に，訪問リハを通した身体活動量の変化特性について活動量計を
用いて調査することを目的とした。

【方法】

対象は回復期リハ病棟退院後に訪問リハを開始した 3 症例である。症例 1 は要介護 2 の大腿骨頸部骨折を受傷した 90 歳代男性
で歩行能力は屋内伝い歩き（自立）/屋外歩行車歩行（見守り）であった。症例 2 は要支援 2 の腰椎椎体骨折を受傷した 80 歳代
女性で歩行能力は屋内独歩（自立）/屋外杖歩行（見守り）であった。症例 3 は要介護 3 の脊髄梗塞を発症した 80 歳代男性で歩
行能力は屋内歩行器歩行（自立）/屋外歩行器歩行（軽介助）であった。各症例における訪問リハの目標として，症例 1 は散歩や
筋力増強運動の習慣化と自宅内の役割再開，症例 2 は屋外への社会参加の促進，症例 3 は妻との歩行練習やペダリング運動の習
慣化と通所介護への参加を設定した。身体活動量の評価は活動量計（HJA�750C Active style Pro，オムロンヘルスケア社製）を
用い，訪問リハ開始時と 3 ヶ月後に 7 日間の測定を行った。分析方法は活動強度別に 1.5 Mets 以下の座位行動，1.6�2.9 Mets
の低強度活動，3.0 Mets 以上の中高強度活動の時間を算出した。また，座位行動の中断（Break）回数と 10 分未満・以上継続す
る低強度以上の身体活動（Bout）回数も算出した。

【結果】

1 時間当たりの身体活動量の結果，症例 1 では座位行動時間の減少（48.4±3.6 分→41.7±2.7 分）と Break 回数の増加（3.1±0.8
回→4.0±0.7 回）を認め，Bout 回数では 10 分未満（1.3±0.6 回→1.9±0.4 回），10 分以上（0.2±0.1 回→0.5±0.1 回）ともに増加
した。症例 2 では座位行動時間（35.9±3.6 分→27.1±2.1 分），Break 回数（5.0±0.9 回→4.8±0.3 回）ともに減少を認め，Bout
回数では 10 分以上でのみ増加した（0.7±0.1 回→1.2±0.2 回）。症例 3 では座位行動時間の変化はなかったが（54.0±1.0 分→54.4
±1.3 分），Break 回数（1.7±0.3 回→2.0±0.3 回）と 10 分未満の Bout 回数（0.8±0.4 回→1.0±0.2 回）で若干の増加を認めた。
訪問リハの目標に関して症例 1 と症例 2 では全て達成したが，症例 3 では妻との歩行練習が習慣化せず部分的な達成となった。

【結論】

今回の結果，訪問リハを通した身体活動量の変化は運動機能の違いによってその内容が異なることが確認された。訪問リハ利用
者の自立支援を促進するためにも，各利用者の標的となる身体活動を明確化し，その増進/管理に向けて取り組んでいくことが
重要であると考える。
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【はじめに，目的】

平成 27 年度の介護報酬改定により，居宅サービスにおいては生活機能の維持向上を目指すことが重要とされている。我々は第
67 回北海道理学療法士学術大会において，慢性期片麻痺利用者に対し振動刺激を用いることによりデイサービスと週 2 回（理学
療法士：以下 PT1 回，作業療法士：以下 OT1 回）の訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）の併用により筋緊張の軽減が認
められ，歩容の変化に至ったことを報告した。今回，同一利用者に対し目標志向的アプローチを週 3 回（PT2 回，OT1 回）の
訪問リハのみで行った結果，慢性期片麻痺利用者の生活機能の向上が認められたため報告する。

【方法】

対象は右被殻再出血により，X 年に自宅退院。その後 X+7 年に当院訪問リハを利用した 60 歳代，左片麻痺女性。主目標は「転
倒せず買い物に行き調理をしっかりしていきたい」であった。初期評価時，Brunnstrom stage 上肢 5，手指 4，下肢 4。歩行は
T�cane を使用し 3 動作揃え型歩行（0.10m/s）。連続歩行距離は 100m。歩行に対しての満足度は Numeric Rating Scale（以下
NRS）0。Barthel index（以下 BI）は 95，Frenchay Activities Index（以下 FAI）は 30，Life�space Assessment（以下 LSA）は
29 であった。研究デザインはのシングルケースデザインを用い，ベースライン期をデイサービスと訪問リハ利用時（A 期：47
週）とし，介入期を訪問リハのみ利用時（B 期：21 週）とした。なお，A 期ではデイサービスと訪問リハで身体機能に対するア
プローチを中心に行い，B 期では主目標に対して生活行為向上マネジメント（以下 MTDLP）を用いて主目標を細分化しアプ
ローチを行った。それぞれの最終週に評価項目として身体機能面では歩行速度，歩行に対する満足度では NRS を用いた。生活
機能では BI，FAI，老研式活動能力指標，LSA を用いて評価を行った。

【結果】

ベースライン期，介入期の順で示す。歩行速度は 0.16m/s，0.22m/s。連続歩行距離は 400m，400m。NRS は 8，9。BI は 100，
100。FAI は 37，39。老研式活動能力指標は 12，13。LSA は 42，48 であった。主目標は「新幹線に乗って東京に行きたい」に
変化した。

【結論】

今回，目標志向的アプローチを行うことで週 3 回の訪問リハのみで生活機能および満足度の向上が認められた。A 期ではデイ
サービスへの参加や家事，畑仕事など「できる活動」が主体の生活であった。今回，目標志向的アプローチを MTDLP を用いて
行うことで利用者・PT・OT が各生活機能レベルや活動・参加状況を把握することが可能となり，「できる活動」から「やりた
い活動」へと変化し，近所の人と話すために毎日区内（400m）を歩くなど生活の場での活動頻度の増加，参加の拡大が認めら
れたことで生活機能の向上が認められた。かつ，生活機能の向上が歩行速度の向上や MAS の改善など身体機能面や歩行に対す
る満足度等の精神機能面にも般化していくことで限られた回数の訪問リハにおいても生活機能の向上が可能である可能性が示
唆された。
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【はじめに，目的】

高齢者の健康寿命の延伸の妨げとなる要因として，骨密度の減少に起因する骨折後の寝たきりがある。骨密度は加齢によって減
少することが報告されているが，軽度要介護者の現状は不明な部分が多い。また，高齢者の骨密度は，過去の生活習慣に影響を
受けると報告されている。要介護者の過去の生活習慣を調査し，骨密度との関連を明らかにすることは，健康寿命の延伸を考え
る上で大きな意義があると考える。そこで本研究では，軽度要介護者の骨密度に関連する過去の生活習慣を明らかにすることを
目的とした。

【方法】

大阪府内 3 ヶ所の通所介護施設を利用する 65 歳以上の高齢者を対象とした。取り込み基準は，要支援 2～要介護 2 の認定を受け
た者，屋内歩行自立している者，本研究課題を理解できる認知機能のある者とした。基準を満たした 35 名（平均年齢 80.4±8.0
歳，女性 20 名，57.1％）を分析対象とした。対象者に 10 代からの生活習慣の聞き取り調査，骨密度測定を実施した。聞き取り
内容は運動歴，職業歴（形態，通勤手段，通勤時間，勤続年数），カフェイン摂取歴，アルコール摂取歴，喫煙歴を聴取した。
形態は立ち仕事あるいはデスクワークで，通勤手段は徒歩主体あるいは自動車主体で，通勤時間および勤続年数はそれぞれ平均
値と中央値で 2 群化した。嗜好品に関しては，有無や摂取量の違いで 2 群化した。年齢は 65～74 歳，75 歳以上で 2 群化した。
骨密度は，超音波骨密度測定装置を用い，座位にて踵部の若年成人平均値（young adult mean 値：以下 YAM 値）を測定した。
統計学的分析は，YAM 値の性差に t 検定を用いて比較した。次に，YAM 値を平均値で 2 群化し，YAM 値に対する年齢，性別，
生活習慣項目の単変量解析を χ2検定または Fisher の正確確率検定にて行った。さらに YAM 値の増加の関連要因を明らかにす
るために，目的変数として YAM 値，説明変数として探索的に p 値が 0.2 未満であった変数を強制投入したロジスティック回帰
分析を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象者の YAM 値の平均値は 63.0±10.0％，男性 66.2％，女性 60.6％ で性差を認めなかった（p=0.13）。対象者は全員自宅外での
勤務をしており，専業主婦や在宅勤務の者はいなかった。ロジスティック回帰分析では，YAM 値の説明変数として運動歴，職
業歴（通勤時間），職業歴（勤続年数），カフェイン摂取歴を探索的に強制投入した。その結果，通勤時間が長いこと（オッズ比
8.9，95％ 信頼区間 1.2�63.7）が YAM 値を平均値以上にさせる独立関連因子であった。通勤手段における 2 群の通勤時間の比較
を行ったところ，徒歩主体 74.2 分，自動車主体 36.4 分であり，徒歩主体の通勤は有意に時間を要していた（p=0.007）。

【結論】

軽度要介護者の骨密度は，男性でも顕著な低下を認めた。過去の生活習慣では，運動歴より長時間の徒歩を主とした通勤スタイ
ルが有意に影響していた。
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【はじめに，目的】

要介護者では健常高齢者の 3 倍の転倒率が報告されている。また転倒は身体機能や活動，環境など諸要因の不均衡によって生じ
るとされている。身体機能の低下が顕在化している要介護者ではこの不均衡が存在するものほど転倒が多発する可能性がある。
また転倒に伴う骨折などの外傷により日常生活動作（ADL），生活関連動作（IADL）の予後が不良であることが考えられる。本
研究の目的は要介護者について，身体機能と活動の不均衡と転倒発生の関係，また転倒者の生活予後について前向きに調査する
こととした。

【方法】

対象は週 1 回以上，一年間通所リハビリテーション（通所リハ）を継続利用する要介護者で，自宅内移動手段が歩行であるもの
とした。毎回来所時に，前回利用以降の転倒の有無について一年間聞き取り調査を行った。調査結果をもとに対象者を非転倒群，
転倒群に分類し，基本属性と評価値の比較を行った。身体機能と活動の関係については各群の調査開始時の Timed up and go
test（TUG）と FIM を Spearman の順位相関係数にて調査した。TUG と FIM に加え，Frenchay Activities Index（FAI），要
介護度を調査期間の前後で評価した。統計解析には各群の群内差を Wilcoxon の符号付順位検定，群間差を Mann�Whitney の U
検定と Fisher の正確確率検定にて検証した。また要介護度は要支援 1 から要介護 5 までを 7 段階の順序尺度化してノンパラメ
トリック法にて解析した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

45 名が調査対象となり転倒群は 30 名（81.9±8.6 歳，女性 18 名），非転倒群は 15 名（76.1±9.4 歳，女性 10 名）で関節疾患の罹
患率のみ転倒群が有意に高かった（p＜.01）。両群とも TUG と FIM には有意な相関がみられたが，非転倒群（ρ=.70，p＜.01），
と比べ転倒群（ρ=.39，p=.04）では相関が低かった。調査期間の前後で非転倒群は FIM（点）が 109.9±9.6 から 109.1±8.8（p
=.3），FAI（点）が 17.4±7.6 から 17.6±7.0（p=.9），TUG（秒）が 19.2±8.5 から 18.1±7.8（p=.39），要介護度は 3.2±1.0 から
3.0±1.0（p=.5）といずれも有意な変化はみられなかった。転倒群では FIM が 109.9±9.4 から 105.5±14.1（p＜.01），FAI が 15.3
±7.8 から 13.0±7.2（p=.02），TUG が 20.1±15.9 から 20.5±18.3（p=.84），要介護度は 2.8±1.4 から 3.1±1.3（p=.02）と TUG
以外の評価において有意な増悪を示した。転倒群では 67 件の転倒，10 件の骨折（転倒件数の 14.9％）が発生し，3 名が脱落し
た。

【結論】

TUG と FIM の相関について非転倒群では類似した対象における先行研究と同様の結果であったのに対し，転倒群では低く，身
体機能と活動の不均衡が存在する可能性が示唆された。両群の基本属性には大きな差がみられないことからも転倒発生の一要
因であると考えられた。また転倒群では，ADL と IADL が低下し要介護度も増悪することが示された。ただし両者の因果関係
については本研究では明らかにできていない。
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【はじめに，目的】

超高齢化社会において要介護状態を予防することは必修であり，活動的な状態にある高齢者の生活機能，精神・身体・社会の各
相における活動性を維持・向上させることが重要である。このような活動性の評価として，運動機能及び動作能力指標と，心理
社会的評価項目から成る Elderly Status Assessment Set（E�SAS）がある。本研究では，地域在住高齢者を対象とし，E�SAS
を用いて運動機能や地域における生活環境の変化とその関連性を調査することを目的とする。

【方法】

対象は，地域在住高齢者で 4 か月間理学療法士が治療介入した外来患者 22 名（81.6±1.4 歳，男性 2 名，女性 20 名），通所利用
者 42 名（83.8±1.2 歳，男性 14 名，女性 28 名）入所者 14 名（85.7±1.7 歳，男性 6 名，女性 8 名）とした。運動機能や地域の生
活環境に関する評価は E�SAS を用い，生活のひろがり（LSA），ころばない自信，入浴動作，TUG，休まず歩ける距離，人との
つながりの 6 つの評価項目を治療介入前後で実施した。統計解析方法は，1）各測定項目における各群間の比較には Bonferoni
法による多重比較検定を用い，2）各対象群のそれぞれの経過を比較検定するために paired t test を用いて解析した。3）E�SAS
の各項目の関連性については Spearman の相関係数を求め，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

1）外来患者，通所利用者および入所者間の比較では，E�SAS の初回評価では，TUG 以外の 5 項目において有意差がみられ，入
所者が有意に低値であった（p＜0.01，p＜0.001）が，TUG では有意差が認められなかった。2）各対象者の治療介入前後の比較
では，外来患者では各項目で有意差は認められなかったが，通所利用者ではころばない自信（p＜0.05）に，入所者では人とのつ
ながり（p＜0.01）において有意差を認めた。3）LSA と各 5 項目の関連性については，ころばない自信（外来 r=0.74，通所 r
=0.52，入所 r=0.82）入浴動作（外来 r=0.62，入所 r=0.76），TUG（外来 r=�0.65），休まず歩ける距離（外来 r=0.62），人とのつ
ながり（通所 r=0.48，入所 r=0.65）で相関関係がみられた。

【結論】

介護予防においては，身体機能の向上を図ることで日常生活での活動性が維持されると認識されている。しかし，今回の結果か
ら，地域在住高齢者において運動機能能力が生活機能や生活環境に大きな影響を及ぼしているのではないことが判明した。高齢
者の健康増進と在宅生活を維持していくためには，運動機能面のアプローチだけでなく，高齢者が生活している環境や活動範
囲，社会参加などのさまざまな要因を考慮しながら介護予防や健康増進に対する取り組みを行う必要性が示唆された。
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P-TK-04-4

転倒場所の違いから見た要介護高齢者の特性

渡辺 大吾，勝村 亘，山口 修史

神立病院ケアセンター元気館

key words 通所リハビリテーション・要介護・転倒

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は寝たきりや要介護状態の主要因であり，既に基礎疾患を有している要介護者は，健常高齢者より転倒のリスクが
高くなっている。転倒場所としては屋外と比較し屋内での報告が多く認められているが，転倒場所の違いによる転倒者の特性を
明らかにした報告は少なく，転倒者の特性を明らかにすることで，治療を検討する一助になるのではないかと考えた。そこで本
研究では，過去一年の転倒データをもとに，転倒場所の違いから転倒者の特性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象者は，基本的な移動手段が歩行である半日の通所リハビリテーション利用者 101 名（年齢：76.0±9.8，要支援 57 名，要介
護 44 名）とした。転倒状況の調査期間は平成 27 年 9 月から 28 年 9 月とし，体力測定期間は 3 月～9 月までの半年間とした。除
外基準は，認知症の診断があり，かつ長谷川式簡易知能スケールが 21 点以下の者とした。

対象者の一年間の転倒の有無，転倒場所は毎回通所した際に口頭で確認し，転倒場所を屋内，屋外に分け，両方で転倒している
者は屋内転倒と分類した。身体機能面を握力，長座体前屈，膝伸展筋力，Functional Reach test（FR），Timed Up and Go test

（TUG），5m 歩行により評価し，Elderly�status Assessment（E�SAS）の項目から連続歩行距離，Falls Self�Efficacy（FES），
Life Space Assessment（LSA）を聴取した。

Shapiro�Wilk 検定にて各指標の分布の正規性を確認した後に，統計学的解析を行った。転倒の有無と転倒場所により転倒無し
群，屋内転倒群，屋外転倒群の 3 群に分け，各評価項目を 3 群間で比較した。3 群間の比較には，Kruskal�Wallis 検定を用い，
Ryan 法により多重比較を行った。検定には SPSS（Statistical Package for Social Science）ver22 を使用し，有意水準は 5％ とし
た。

【結果】

対象者 101 名の内訳は，転倒なし群 58 名，屋内転倒群 36 名，屋外転倒群 7 名であった。TUG，5m 歩行，連続歩行距離におい
て，屋内転倒群と比較して屋外転倒群で有意に高く（p＜0.05），転倒無し群と比較して屋外転倒群で有意に高い結果（p＜0.01）
が得られた。FR において，転倒無し群と比較して屋内転倒群で有意に低かった（p＜0.05）。FES において，屋内転倒群と比較
して屋外転倒群で有意に高かった（p＜0.01）。握力，長座体前屈，膝伸展筋力，LSA においては各群間とも有意差を認めなかっ
た。

【結論】

今回の調査研究において，3 群間の中で屋外転倒者が最も身体機能が高いことが明らかになった。要介護者において FR が屋内
転倒を予測するための評価指標になることが考えられる一方，屋外転倒は身体機能面の向上を図るだけでは予防が困難である
ことが示唆された。屋外転倒を防ぐためには，身体機能面に限らず，さらに細かく心理的要因や環境要因について検討すること
や，今回含まれなかった認知機能や注意機能なども考慮して検討する必要があると考えられた。
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P-TK-04-5

過疎地域における生活空間の広がりと，介護予防事業の展開の検討
～地域包括ケアシステムを見据えて～

斉藤 慎吾1），飯島 祥子2）

1）知床らうす通所リハビリセンター，2）羅臼町地域包括支援センター

key words 地域リハビリテーション・地域連携・生活範囲

【はじめに，目的】

本邦の介護保険制度では，来る超高齢化社会に備えて，高齢者が自立した地域生活を継続可能とするための効果的な予防重視型
施策が求められている。しかし，その細部や施策の展開は各自治体に委ねられているのが現状である。北海道の知床半島にある
羅臼町は過疎地域とみなされており，町内は「羅臼地区」「上地区」「下地区」に分けられる。限りある介護保険財政の中，広い羅
臼町において，どのように介護予防の事業を展開していくかが町の課題となっている。近年，地域在住高齢者の身体活動を把握
するため，Life�space assessment（以下 LSA）を用いた報告が数多くなされている。本研究では過疎地域とみなされる羅臼町の
3 つの地区において LSA の得点の分布を比較し，地域によって LSA の点数に差がないか検討した。また本研究の結果が，今後
地域包括ケアシステムを考える上で，羅臼町で介護予防事業を展開していく際の方向性や留意点の検討材料となることを目的
とした。

【方法】

対象は，平成 28 年 2 月時点で当通所リハビリテーションを利用している要支援・要介護者 34 名（男性 17 名，女性 17 名，平均
年齢 76.2±8.1 歳）とした。全対象者に対して，基本情報として年齢，性別，要介護度，住んでいる地区，在宅生活時の介護者
の有無，日中独居の有無，外出時の車いす使用の有無，外出時の階段昇降の必要性の有無を調査した。また，生活空間の評価と
して LSA，日常生活動作の評価として FIM，歩行能力の評価として Time up and go（以下 TUG）を実施した。統計学的処理と
して，地域間の LSA 得点の差を Man�Whitney U 検定，地域間での LSA 以外の他の因子の比較を，カイ二乗検定を用いて実施
した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

本研究で「下地区」に分類された対象者はいなかった。LSA 得点は，「羅臼地区」で 33.1±15.3 点，「上地区」で 24.2±9.0 点で
あり，「羅臼地区」の方が有意に高得点であった（p＜0.05）。また，TUG の値に有意差が認められ，「羅臼地区」（20.5±11.7）の
方が「上地区」（35.4±18.6）よりも有意に短縮していた（p＜0.05）。

【結論】

先行研究では，高齢者の外出の目的は生活必需行動，余暇活動，他社との交流に分けられると述べており，公共機関や人口の多
い「羅臼地区」は他の地域よりもこれらの要因を満たしやすく，LSA の増大に繋がったと考える。また，生活範囲の狭小化は身
体機能の低下を引き起こす要因であると同時に，身体機能の低下が生活空間の変化に影響するといった反対方向の因果関係も
存在する可能性があるとも報告されており，生活空間の広がりが身体機能すなわち TUG の値にも影響したのではないかと考察
された。今後は，地域の高齢者に対しても一般化できるような対象や内容を抽出しつつ，本研究の地域特性の結果も含めて，

「羅臼地区」へのアクセシビリティの向上や周辺部の社会資源の充実などを自治体と協力し，検討していきたい。
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P-TK-05-1

靴下多重着用を好む対象者への生活指導の検討

池田亜利紗1），土岐 洋平1），垣内 健佑1），工藤 友治1），大場 靖子1），太田 夢未1），早川 翔一1），
山口 和希1），明比 健太1），中野 遥貴1），丹後 春菜1），庄司理沙子1），細谷 志帆2），佐藤洋一郎2），春名 弘一2）

1）IMS（イムス）グループイムス札幌内科リハビリテーション病院，
2）北海道科学大学保健医療学部理学療法学科

key words 靴下多重着用・生活指導・Timed Up and Goテスト

【はじめに，目的】

積雪寒冷地に住む高齢者には，習慣的に靴下を重ねて履くこと（以下，多重着用）を好む方が一定数存在する。転倒は歩き始め
や方向転換時に多いと言われている一方で，靴下多重着用条件が，歩き始めや方向転換時にどのような運動制御の変化をもたら
すかについては知見がない。本研究では，多重着用条件が，歩き始め，方向転換などの急激に加速度が変化する場面における運
動制御の変化を検討し，生活指導の一助を得ることを目的とした。

【方法】

対象は健常者 35 名（平均年齢 25.4±2.8 歳）とし，Timed Up and Go テスト（以下，TUG）を裸足，靴下，多重着用の 3 条件で
行い，ランダムに各 5 回試行した。床面の素材はフローリングとした。区間の割付けは，往路の直線を 1m 毎に A～C（A は立
ち上がり含む），方向転換を D，復路の直線を 1m 毎に E～G（G は着座含む）の 7 区間とした。パラメータは，各区間での時間
および歩数とし，算出には側面から撮影したデジタルビデオカメラを使用した。統計分析は SPSSver.20 を用いて繰り返しのあ
る一元配置分散分析を適用し，有意水準は 5％ 未満とした。また，試行回数による，滑る区間および滑る人数の割合を調査する
目的で，1 から 5 回の試行において，それぞれの滑った人数を区間ごとにカウントした。滑った区間の特定には，デジタルビデ
オカメラの動画を用い，判定条件は 2 名の理学療法士の両名が同一判断をすることとした。

【結果】

統計学的差異を認めた項目を下記に示す。裸足，靴下，多重着用の順に TUG 総歩数：11.7±1.9 歩，12.3±2.0 歩，12.8±1.9 歩。
D 区間歩数：2.5±0.7 歩，2.8±0.7 歩，3.2±0.8 歩。試行回数による，滑る区間および滑る人数の割合は，裸足条件 D 区間は全試
行で 0％。靴下条件 D 区間で 1 回目：9％，2 回目：6％，3 回目：6％，4 回目：6％，5 回目：0％。多重着用条件 D 区間では，
1 回目：37％，2 回目：31％，3 回目：34％，4 回目：31％，5 回目：34％ であった。

【結論】

本研究で設定した区間の意味づけは，歩き始めを A 区間，方向転換を D 区間，減速を G 区間としている。靴下と多重着用条件
の比較では，多重着用で方向転換時に歩幅を短くするという運動制御の変化を示した。一方で，試行回数による，滑る区間およ
び滑る人数の割合は，多重着用条件の方向転換時において 1 から 5 回とも 30％ 以上であった。本研究の結果から，多重着用条
件では方向転換時に歩幅を短くするという運動制御変化が出現するが，健常者のように歩行速度の速い対象者では滑ってしま
う可能性を示唆した。靴下多重着用を好む対象者に対する生活指導としては，急いで歩いた際の特に方向転換時に歩幅を短くす
るという運動制御を促し，かつ，滑らないかを確認した上で，滑る場合には環境因子も含めて介入する必要があると考える。
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P-TK-05-2

脳卒中後遺症者における生活空間と運動能力，日常生活活動能力および転倒関
連自己効力感の関係

田代 英之1），井所 拓哉2），武田 尊徳3），中村 高仁4），星 文彦5）

1）札幌医科大学保健医療学部理学療法学科第一講座，2）公立藤岡総合病院リハビリテーション室，
3）上尾中央総合病院リハビリテーション技術科，4）リハビリテーション天草病院リハビリテーション部，
5）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 脳卒中・生活空間・予防

【はじめに，目的】

生活空間の拡大は日常生活活動（ADL）能力の低下を予防するために重要であるが，脳卒中後遺症者の生活空間に関連する要因
は明らかでない。脳卒中による様々な機能障害や活動制限により生活空間が狭小化している脳卒中後遺症者では，歩行速度やバ
ランス課題の遂行能力といった運動能力や ADL 能力が生活空間と関連すると考えられる一方，転倒関連自己効力感が地域での
活動や参加を抑制する可能性があることが報告されている。そこで本研究の目的は，脳卒中後遺症者の生活空間と運動能力，
ADL 能力および転倒関連自己効力感の関係を検討することとした。

【方法】

通所型介護サービスを利用する脳卒中後遺症者 39 名（年齢 74.1±5.7 歳，男性 21 名，女性 18 名，発症後 74.6±64.9 ヶ月）を対
象とした。対象者は年齢が 65 歳以上で，脳卒中発症後 6 ヶ月以上が経過し，少なくとも屋内歩行が自立した者とした。また，
指示の理解が困難な者，脳卒中以外の神経疾患や整形疾患による歩行障害を有する者，重篤な心疾患や呼吸器疾患を有するもの
は除外した。生活空間の指標として Life�Space Assessment（LSA），運動能力の指標として最大歩行速度，Mini�Balance Evalu-
ation Systems Test（Mini�BESTest），Timed Up and Go test（TUG），転倒関連自己効力感の指標として Fall Efficacy Scale In-
ternational（FES�I），ADL 能力の指標として Barthel Index（BI）を評価，測定した。統計学的解析は，LSA と基本属性および
各評価指標の関連を明らかにする目的で Pearson の相関係数もしくは Spearman の順位相関係数を求めた。続いて，LSA を従
属変数，単変量解析にて p＜0.10 であった変数を独立変数としたステップワイズ法による重回帰分析を行なった。有意水準は
5% 未満とした。

【結果】

LSA と最大歩行速度，Mini�BESTest，TUG，BI は有意な相関を認めた（p＜0.01）。LSA と年齢（p=0.31），性別（p=0.15），
診断名（p=0.18），麻痺側（p=0.27），発症後期間（p=0.82），FES�I（p＝0.06）は有意な相関を認めなかった。重回帰分析の結
果，LSA と関連する要因として最大歩行速度［β（標準化偏回帰係数）=0.465，p＜0.01］，BI（β=0.348，p=0.01），FES�I（β
=�0.222，p=0.04）が抽出された。回帰式は LSA=�7.102+18.823×最大歩行速度+0.539×BI�0.283×FES�I（一元配置分散分析 p
＜0.01，調整済み決定係数 R2=0.589）であった。

【結論】

本研究の結果から，脳卒中後遺症者では歩行速度や ADL 能力が高いことが生活空間の拡大と関連し，転倒関連自己効力感が低
いことが生活空間の狭小化と関連する可能性が示された。また，得られた回帰式の適合性が高いことから，脳卒中後遺症者にお
いて，歩行速度，ADL 能力，転倒関連自己効力感が生活空間を決定づける重要な要因であることが示唆された。
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P-TK-05-3

認知症に対する機能訓練システムの開発
Four�Dimensional Assessment System（4DAS）の指導介入とその効果検証

大谷 啓尊1），中西 誠司2），岡野 裕3），吉水由香里2），山口 美保4），斧渕 利雄4），眞杉 佳憲4），
柿木 達也4）

1）神戸国際大学，2）有馬高原病院，3）明石福祉介護サービス，4）兵庫県

key words 認知症・機能訓練・通所介護

【はじめに】通所介護事業所では常勤のリハビリテーション専門職（リハ専門職）が配置されていない場合があり，認知症高齢
者の個々の問題点や課題を抽出し機能訓練を実施することに難渋している事業所は多い。そこで，我々はこの問題を解消するた
めに Four�Dimensional Assessment System（4DAS）を開発した。4DAS は，椅子からの立ち上がり可否と地域包括ケアシステ
ムにおける認知症アセスメントシート（DASC）の認知機能障害と生活機能障害のプロファイル得点に基づき対象者の特性に応
じたタイプに分類した上で，タイプに応じた機能訓練プログラムを提供することを可能にしたシステムである。本研究では，兵
庫県西播磨圏域を中心に 4DAS 指導研修を実施しその介入効果を検証した。

【方法】対象は兵庫県西播磨圏域の通所介護を行う 11 事業所を利用している 41 名とした。4DAS 指導研修を導入前期に実施し，
初回，4DAS 導入前（初回から 3 ヶ月後），導入後（6 ヶ月後）に専門の評価者が各事業所を訪問して評価を行なった。認知・生
活機能及び BPSD の評価として DASC�21，DBD13，認知機能及び認知症重症度の評価として MMSE，CDR，身体機能の評価
として Functional reach test，Timed Up ＆ Go Test，30 秒椅子立ち上がりテスト，介護負担の評価として J�ZBI_8 を行なった。
最終評価では，4DAS 導入が良好であったか否かを各事業所から聴取し，その情報をもとに導入良好群と導入不良群に分類し
た。統計学的分析では，調査開始時における対象者の基本特性として年齢，性別，要介護度人数，デイサービス利用頻度，リハ
専門職の配置人数，独居について，カイ二乗検定，対応のない t 検定を用いて 2 群間で比較した。各評価項目は，時間的要因と
群内要因を 2 要因とした反復測定分散分析を用いて主効果と交互作用を確認した。事後検定として Holm 法による多重比較を
用い，調査時期毎の群間比較には対応のない t 検定あるいは Mann�Whitney の U 検定により比較した。統計学的有意水準は 5%
とした。

【結果】リハ専門職が配置されている事業所は両群ともに 2 事業所ずつであった。通所介護サービスの平均利用頻度において，
導入良好群は 3.8 回，導入不良群は 2.7 回で導入良好群が有意に多かった（p＜0.05）。各評価項目において交互作用は認められな
かったが，導入良好群のみの検討では調査開始時と比較し 4DAS 導入後の J�ZBI_8 は有意な改善を認めた（p＜0.05）。導入後の
DBD13 は導入不良群と比較し有意に低かった（p＜0.05）。一方，導入不良群では調査開始時と比較し 4DAS 導入後の DBD13，
Functional reach test は低下した（p＜0.05）。

【結論】本研究の結果より，リハビリテーション専門職の配置が限られた通所介護事業所において，4DAS を適切に導入できた
場合，4DAS は BPSD および介護負担の軽減に寄与することが示唆された。また，導入良好群は導入不良群よりも介入頻度が多
かったことが，これらの効果に寄与したものと考えられた。
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P-TK-05-4

要支援，要介護者における骨盤底筋群トレーニング効果の検証
高齢者集団体操，自主トレーニングの提供による効果

菊池 奏恵1），講内 源太2），佐藤 斎3），高島 恵4）

1）社会福祉法人若竹大寿会介護老人保健施設リハリゾート青葉，2）医療法人社団愛友会訪問看護ステーションゆーらっぷ，
3）合同会社リハビリコンパス地域リハビリケアセンターこんぱす春日部，
4）学校法人康学舎上尾中央医療専門学校教育部理学療法学科

key words 骨盤底筋・尿失禁・集団体操

【はじめに，目的】高齢者において尿失禁の問題を抱えている者は多く，尿失禁ガイドラインによれば在宅高齢者の 10％ に尿失
禁があると言われている。しかしながら，年齢のせいにし諦めていたり，尿失禁の種類によっては改善が可能であることを知ら
なかったりする者も多い。また，改善の方法があることは知っているが，具体的な方法がわからない者もいる。このような状態
に関して骨盤底筋体操を含む行動療法は，合併症を生じることなく溢流性尿失禁を除く尿失禁の頻度を減らすことができると
言われているが，要支援ならびに要介護高齢者に限定した報告は少ない為，要支援ならびに要介護高齢者の集団体操にて骨盤底
筋群を中心とした体操と自主トレーニングを実施し，その効果を検証することを目的とした。

【方法】対象は通所サービスを利用している要支援および要介護高齢者で，本研究の趣旨を説明し，同意を得られた 16 名（男性
7 名，女性 9 名），年齢は 83.19±5.73 歳，平均介護度は 1.24，HDS－R は 26.38±3.04 点である。対象者に週 1 回骨盤底筋を中心
とした集団体操を 10 週間実施し，骨盤底筋体操のリーフレットを制作し配布したうえで自主トレーニングを行うように指導を
した。また，初回体操前と最終日にアンケートを実施した。アンケートは，国際失禁会議質問票短縮版（International Consulta-
tion on Incontinence Questionnaire－Short Form，以下：ICIQ�SF），キング健康調査票（King’s Health Question，以下：KHQ），
生活満足度－K（Life Satisfaction Index�K，以下：LSI�K）の 3 種類を実施。最終日に自主トレーニングの頻度，効果の実感に
ついても合わせてアンケートを実施した。途中で体操への参加を中断した者や，データに不備があった者を除く 10 名（男性 4
名，女性 6 名）を，自主トレーニングを週 3 回以上実施した群と，3 回未満の 2 群に分け，体操参加前後の ICIQ�SF，KHQ，LSI�
K の結果について，Mann Whitney の U 検定を実施した。統計処理は R version2.8.1 を使用した。

【結果】ICIQ�SF において，P=0.0361（P＜0.05）となり，自主トレーニングを週 3 回以上した群の方が，週 3 回未満の群に比べ
て ICIQ�SF のスコア改善に有意な差が見られた。KHQ，LSI�K については 2 群間で有意差が見られなかった。

【結論】今回の結果から要支援ならびに要介護者においても骨盤底筋の体操を中心とした集団体操と自主トレーニングを実施す
ることで，尿失禁の改善に効果が出る可能性が示唆された。今回の体操では骨盤底筋群収縮の効果を実感できるようになるまで
個人差はあるが，数週間かかっていた。実施期間が 10 週間と短かった為，体操，自主トレーニングを継続することでより効果
が得られる可能性もあると考えられた。また，今回少人数での調査であった為，今後は対象者を増やし，要支援ならびに要介護
高齢者の尿失禁への効果について更に検討をしていく必要があると考える。
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P-TK-05-5

前期高齢者時期の運動習慣と後期高齢者時期の介護保険の認定調査の「基本調
査」の得点との関連について

小菅 汐莉，田村 瑞季，鈴木 学

群馬パース大学保健科学部理学療法学科

key words 運動習慣・後期高齢者・介護認定

【はじめに，目的】

日本の高齢化率は，戦後より年々増加しているが，「健康寿命」が延びていると一概に言えない。加齢に伴う生活機能低下に対
して運動が有効なことがわかっており，古名らは，筋力維持活動を習慣的に 4 年間実施している地域在住高齢者は，4 年前の運
動機能水準の維持が可能，といい，村田らは，運動習慣のない高齢者群と比して，ある群で身体機能が有意に高い，と報告して
いる。しかし，過去の運動習慣が現在の能力に与える影響についての縦断的な研究は少ない。本研究では，前期高齢者時代の運
動習慣が現在の基本動作や ADL の能力に与える影響について検討し，今後の高齢者の生活指導の一助とし，生活の質を向上さ
せることを目的とした。

【方法】

対象は，通所サービスを利用する 32 名の後期高齢者とした。

研究方法は，前期高齢者時代の運動習慣の調査はアンケートを独自に作成し，10 項目の運動内容と各々の頻度・実施時間を選択
式，実施期間を自由記載とした。現在の ADL 能力については介護保険の「基本調査」による介護度判定を行った。これは 5
つの中間項目について各々 10 問前後の質問とし，2～5 段階評価で結果は得点化した。

統計処理は運動習慣の有無による介護度の相違をクラスカル・ウォリス検定にて検討した。また運動の時間と中間項目得点と
の関係を，スピアマンの順位相関分析を用いて検討した。統計ソフトは SPSSstatistics23 を用い，有意確率は 5％ 未満とした。

【結果】

32 名中 32 名（男性 11 名，女性 22 名）から回答を得て，平均年齢は 84.9±4.4 歳，介護度は要支援 2 が最も多かった。運動習慣
の内容分布は，散歩が 31％ と最も多く，体操・太極拳は 3％ と最も少なかった。運動習慣の有無による介護度に有意差は認め
みられなかった。運動内容と介護度判定との関係ではグランドゴルフの実施時間のみ有意差が認められた（ρ=0.49）が，その他
には認められなかった。

【結論】

運動習慣の有無は介護度に影響しないことが示唆された。また，運動時間も中間項目得点の差に影響しないことが示唆された。
しかし，運動習慣の中でも特にグランドゴルフの実施時間により介護度判定に差が生じた。グランドゴルフは全力を出す場面
と，集中力や調整力を発揮する場面を組み合わせた運動であり，また競技性も高い為，楽しみながら全力で取り組むことができ
る活動であることが現在の能力に影響し，更に介護度判定に差が生じた一因であると考える。
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P-TK-06-1

在宅高齢者に対するBerg Balance Scale の有用性に関する検討
―生活機能との関連性に着目して―

久野 智史1），坂野 裕洋2）

1）医療法人利靖会前原訪問看護・リハビリステーション豊明，2）日本福祉大学健康科学部

key words 在宅高齢者・Berg Balance Scale・生活機能

【はじめに】

Berg Balance Scale（以下，BBS）は，日常生活と関連したバランス機能を必要とする 14 動作について，その遂行状況を 5 段階
で評価する評価表であり，高齢者のバランス機能評価を目的に 1989 年に Berg K らによって開発され，国際的に用いられている
評価表のひとつである。BBS と生活機能に関する先行研究では，BBS 得点と日常生活能力や生活範囲の広がりとの間に相関が
認められること，BBS 得点が自己効力感や転倒恐怖感と関連していることなどが報告されている。しかしながら，BBS の各動
作項目と在宅高齢者の自己効力感や転倒恐怖感，日常生活能力や活動範囲といった生活機能に関わる諸要因との関連性やその
貢献度については明らかでない。そこで本研究では，在宅高齢者に対する BBS の有用性について明らかにすることを目的に，
生活機能との関連性に着目して検討した。

【方法】

対象は当事業所の訪問リハビリテーション利用者のうち，調査協力の得られた 56 名（平均年齢 77.3±9.8 歳）である。評価項目
は BBS，FIM，GSES，LSA，MFES とし，バランス機能，日常生活（セルフケア，排泄，移乗，移動）の機能的自立度，自己
効力感，生活範囲，転倒恐怖感を評価した。統計学的解析は，BBS の各項目の得点と FIM，GSES，LSA，MFES の得点の相関
を Spearman の順位相関係数，FIM，GSES，LSA，MFES の得点を従属変数とし BBS の各項目の得点を独立変数として重回帰
分析を行った。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

BBS 項目の「立ち上がり」「着座」「移乗」「閉脚立位」「リーチ動作」「床から物を拾う」「後ろを振り向く」「360̊ 回転」「段差踏み換え」
「継ぎ足立位」「片足立位」はセルフケア，排泄，移乗，移動，LSA，MFES と有意な相関を認めた。また，「立位保持」「閉眼立位」
はセルフケア，排泄，移乗，移動，MFES と有意な相関を認めた。重回帰分析では，セルフケアを従属変数とし BBS 各項目を
独立変数として抽出された項目は「閉眼立位」と「移乗」，排泄を従属変数として抽出された項目は「閉眼立位」「移乗」「立ち上
がり」「着座」，移乗を従属変数として抽出された項目は「床から物を拾う」「移乗」「立位保持」，移動を従属変数として抽出された
項目は「移乗」と「片脚立位」，LSA を従属変数として抽出された項目は「片脚立位」，MFES を従属変数として抽出された項
目は「360̊ 回転」と「着座」であった。

【結論】

本研究結果から，BBS は日常生活における機能的自立度や活動範囲といった生活機能，および自己効力感や転倒恐怖感といった
日常生活や生活の質と関連する自己認知的な側面と関連しており，特に BBS 項目の「移乗」や「閉眼立位」は在宅生活におけ
る機能的自立度を評価するうえで有益な情報となりうる可能性が示唆される。
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P-TK-06-2

14 年ぶりに主目標を達成した高齢腰部脊柱管狭窄症患者の理学療法の経験

高岡 克宜，田野 聡，田岡 祐二

橋本病院

key words 主目標・通所リハビリテーション・腰部脊柱管狭窄症

【はじめに，目的】

腰部脊柱管狭窄症 Lumber spiral Canal Stenosis（以下，LCS）は腰椎において神経組織と血管のスペースが減少することにより
殿部痛や下肢痛等がみられる症候群であり，関与する因子によって症状が増悪したり軽快し，運動や特定の体位により神経性跛
行が惹起される（North American Spine Society）。また 50 歳以上の LCS60 例を対象とした RCT 研究において殿部痛や下肢痛
の緩和に理学療法（以下，PT）が有効であることを報告している（Whitman JM, et al.）。一方で，高齢 LCS 患者や様々な症状
の改善に確立された PT は未だないのが現状である。そこで今回，高齢 LCS 患者の主目標を達成するために PT を行った結果，
良好な結果が得られたので報告する。

【方法】

対象は 80 代男性，独居。診断名は LCS（保存療法），変形性腰椎症。既往は腹部大動脈瘤ステントグラフト術施行（2007 年）。
キーパーソンは姪。ADL は入浴動作のみに介助が必要で，IADL は掃除や洗濯，調理等に週 3 回程度の姪や訪問介護士の訪問に
て対応している。社会参加としては 55 年間バレエ研究所の主宰を務めており月に 3 回程度のレッスン指導を行っていた。経過
として 2008 年より当院通所リハビリテーション（以下，デイケア）を利用していたが，徐々に腰痛等の悪化を訴えることが多
く，特に 2014 年 2 月頃から立ち上がり時の腰痛による活動制限やレッスンへの参加に支障を来たすことが多くなってきたた
め，本人と相談しレッスン指導の再開と以前から熱望していた 14 年ぶりの舞台への出演を主目標としたリハビリテーションを
展開することとした。PT 評価としては L4 から S1 領域までの神経学的所見の一致はなく，足背動脈や後脛骨動脈の触知も可能
であった。しかしながら LCS サポートツールは 12 点，5 回立ち座りテスト（以下，5CST）30 秒，動作時 Numeric Rating Scale

（以下，NRS）は 6/10 と高値を示していた。そこで主目標に対する main outcome を 5CST と NRS とし立ち上がり動作改善に焦
点をあてた 20 分間の PT を週 2 回の頻度で 4 か月間実施した。

【結果】

PT 直後の 5CST は 20 秒，1 か月後 19 秒，2 か月後 18 秒，3 か月後 18 秒，4 か月後 16 秒となった。また治療直後の NRS は 0/
10 となり，治療を継続していた 4 か月間はほぼ腰痛の出現を留めることが可能であった。さらに PT1 か月後にはレッスン再開，
4 か月後には主目標を達成することが可能であった。

【結論】

高齢 LCS 患者の立ち上がり動作時の腰痛改善には，動作改善に焦点をあてた PT を一定期間継続して実施することが効果的で
あると示唆された。近年，デイケアにおいては活動，参加に着目した PT が必要であるとされ，臨床推論の中で可能な限りその
要因である身体，環境，個人因子等を把握することが極めて重要である。今後はいかに個々の症例に応じたオーダーメイド化さ
れた PT を提供できるかを考える必要がある。
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P-TK-06-3

Honda 製歩行アシストがデイサービス利用者の歩行機能にもたらす効果につい
て

原田 浩史

KOBE須磨きらくえん

key words 歩行アシスト・デイサービス・歩行機能

【はじめに，目的】

Honda 製歩行アシスト（以下，歩行アシストと略）は，対象者の股関節の屈曲・伸展運動をアシストするトルクを発生させるこ
とで，理想的な歩行に誘導する装着型装置である。

近年，脳血管疾患後片麻痺患者の歩行再建など，治療を目的とした歩行アシストに関する報告は散見されるが，デイサービス利
用者を対象に介入した報告はみられない。

本研究の目的は，歩行アシストがデイサービス利用者の歩行機能に与える効果について検証することである。

【方法】

対象は，当デイサービス利用者で，著しい認知機能の低下，歩行に影響を及ぼすような麻痺・整形外科的な問題を有さず，平地
歩行を見守りで連続 6 分間行える 7 名（平均年齢 86.9±6.3 歳，女性 7 名）とした。

方法は，歩行アシストを装着して 1 回 20 分の歩行練習を週 1～2 回，計 20 回実施した。

評価は，介入前・20 回の介入後に，アシストトルクを発生していない状態で 10m 歩行テストおよび 6 分間歩行テストを施行し，
最大歩行速度，歩幅，歩行率（歩数/分），6 分間歩行距離を検討項目として抽出した。

また，介入後に，歩行アシストトレーニングについての感想を自由記載方法で調査した。

統計学的解析は，対応のある t 検定を用い，有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

最大歩行速度は介入前 1.1±0.3m/秒から介入後 1.4±0.2m/秒へ，歩幅は介入前 49.7±9.3cm から介入後 59.0±7.3cm へと有意に
向上した（p＜0.01）。6 分間歩行距離は介入前 315.7±73.3m から介入後 378.6±37.2m へと有意に向上した（p＜0.05）。一方，歩
行率には有意差はみられなかった。

介入後に行ったアンケート調査では，「歩くことに自信がついた」「若い頃の歩き方に戻ったみたい」など，対象者自身が歩行機
能の向上を実感していたほか，「外出の機会が増えた」など，生活に変化が生じていると答えた対象者もいた。

【結論】

歩行アシストは歩行比（歩幅/歩行率）を増すように，すなわち歩行率より歩幅を大きく誘導することで歩行速度を向上させる
特徴がある。本研究において，歩行速度が向上した主たる要因は，歩行率ではなく，有意に拡大した歩幅の影響であることが示
唆され，今回の結果は機器の特徴を反映した結果であったといえる。

また，これまでに脳卒中片麻痺患者や，転倒歴のある高齢者を対象に歩行アシストが使用され，歩行速度が向上することが報告
されている。今回，デイサービス利用者を対象にした介入においても，先行研究と同様の結果が得られた。これらのことから，
生活期にあるデイサービス利用者にとっても，歩行機能を改善し，生活範囲を広げる手段と成り得る効果的な介入方法であるこ
とが示唆された。

今後は対照群を設定し，より大規模標本による無作為化比較試験を行っていくことで，理学療法の発展に寄与するものと思われ
る。
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回復期リハビリテーション病棟退院後より継続した訪問リハビリテーションの利用がもたらす介護負担軽減に関係する要因の検討
多施設共同研究

岸田 和也1），石垣 智也2），平田 康介3），山野 宏章4），松本 大輔5）

1）訪問看護ステーションきづ川はろー，2）訪問看護リハビリステーションフィットケア，
3）東生駒病院リハビリテーション科，4）南大阪病院リハビリテーション科，
5）畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 訪問リハビリテーション・介護負担・家族指導

【はじめに，目的】

在宅復帰後生活を継続させるためには，いかに家族の介護負担感（以下，介護負担）を軽減させるかが重要な課題となる。介護
負担軽減に関して，訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）の利用による効果が報告されているが，その関係要因は十分に
明らかにされていない。そこで本研究では，回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハ）退院後より継続して訪問リハ
を利用した，日常生活に介護を要する者の介護負担軽減と関係する要因を検討することを目的とした。

【方法】

回復期リハ退院から継続して訪問リハを利用した者を対象に，訪問リハビリテーション 2 施設，訪問看護ステーション 2 施設に
て調査を行った。分析対象は，訪問リハの利用期間が 30 日以上であり，訪問リハ開始から 180 日後までを上限として調査を終
えた，または調査中にサービスを終了した者で，かつ機能的自立度（FIM）の運動項目の合計点が 78 点未満の者 17 名（平均年
齢 79.2±7.9 歳）とした。評価項目は，主介護者の介護負担の評価として Zarit 介護負担尺度日本語短縮版（J�ZBI_8）を用い，
訪問開始時（以下，開始時）と訪問開始 30 日後（以下，30 日後），訪問終了時または訪問開始 180 日後（以下，終了時）それぞ
れの J�ZBI_8 の変化量（軽減は負の値を示す）を目的変数とし，基本属性（年齢，訪問回数等），利用者家族関係（双方への関
心や介護等に対する適切な行動の程度），FIM，Frenchay activities index（FAI），リハ要因として療法士が行った家族教育（介
護等への指導と行動の程度）， ケアマネジャーとの連携（問題点の解決に向けた連携の程度）等の頻度と内容を説明変数として，
その関係を Spearman 順位相関係数にて分析した。利用者家族関係，リハ要因の評価は，訪問リハの臨床業務を行う療法士ら 10
名から得た意見に基づいて作成した独自の定義と尺度を用い，終了時のリハ要因は開始時・30 日後・訪問開始 90 日後・終了時
の各時点での変数の平均値を算出し分析に用いた。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

30 日後の J�ZBI_8 変化量とは訪問回数（ρ=�.62，p＜.01），30 日後の利用者家族関係（ρ=�.51，p＜.05），家族教育頻度（ρ=�.79，
p＜.01），ケアマネジャーとの連携行動内容（ρ=�.55，p＜.05）が高いほど介護負担が軽減するという有意な負の相関を認めた。
終了時の J�ZBI_8 変化量とは家族教育頻度平均（ρ=�.50，p＜.05），家族教育内容平均（ρ=�.50，p＜.05）と有意な負の相関を認
めた。

【結論】

回復期リハ退院直後からの訪問リハにおいて，日常生活に介護を要する者の介護負担軽減を図るには，療法士による家族教育が
重要であることが示された。加えて短期的には，頻回な訪問やケアマネジャー等他職種との密な連携，利用者と家族の良好な関
係の構築への支援，長期的には家族が介護等に対して適切な行動を行えるよう支援することが重要であることが示された。
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両側全人工膝関節置換術後 1症例の大腿四頭筋に対するホームエクササイズと
しての神経筋電気刺激の影響

歌川 貴昭1,2），山口 浩貴3），中谷 充志3），喜多野章夫4），庄本 康治2）

1）関西学研医療福祉学院理学療法学科，2）畿央大学大学院健康科学研究科，
3）喜多野診療所訪問リハビリテーション，4）喜多野診療所

key words 電気治療・訪問リハビリテーション・ホームエクササイズ

【はじめに，目的】

訪問リハビリテーション利用者のホームエクササイズに関する研究は多いが，神経筋電気刺激（NMES）をホームエクササイズ
として実施した研究はほとんどない。本研究は，両側全人工膝関節置換術（TKA）後症例の大腿四頭筋にホームエクササイズと
して NMES を実施し，その実用性と最大筋力（MVC），筋力の立ち上がり（RFD），筋肉量および歩行速度への影響を明らかに
することを目的とした。

【方法】

対象は両側 TKA 術後（手術日，右：2 年 7 ヵ月前，左：9 ヵ月前），訪問リハビリテーション開始後約 7 ヵ月経過した 70 歳代女
性である。NMES 対象筋は両側大腿四頭筋であり，NMES の刺激パラメーターは二相性矩形波，パルス幅 300μsec，周波数 80
Hz，刺激強度は筋収縮が起こらない感覚レベル，2 チャンネル，1 日に左右 30 分間ずつ刺激した。NMES 機器はエスパージ

（伊藤超短波株式会社製），電極は 5×9cm で合計 4 枚使用し，大腿神経と大腿直筋，内側広筋，外側広筋のモーターポイントに
貼付した。NMES 治療実施期間は 6 週間とした。NMES 実施前に使用方法について指導を行い，週 1 回の電話，患者宅への訪
問を実施し，使用状況について確認した。また，刺激時間，強度について本人に記録してもらった。評価項目は最大歩行速度，
両側の膝伸展 MVC，RFD（RFD0�50，RFD0�100，RFD0�200）を CYBEX NORM（Cybex International 社製）で，下肢筋肉量を生
体電気インピーダンス法で（InBody S10，InBody 社製），介入前と介入 6 週後に測定した。介入後，治療に関するアンケートを
実施した。

【結果】

1 日のみ左側を実施できなかったが，患者は 6 週間，自宅で継続して NMES を実施することができた。最大歩行速度は 1.61
から 1.87m/秒となった。MVC は右 60.88 から 70.92Nm，左 54.38 から 57.63Nm となった。RFD は右 RFD0�50が 206.2 から 398.8
Nm・s�1，右 RFD0�100は 187.1 から 301.1 Nm・s�1，右 RFD0�200は 178.3 から 251.5 Nm・s�1，左 RFD0�50は 238.6 から 309.0 Nm・s�1，
左 RFD0�100は 219.7 から 265.7 Nm・s�1，左 RFD0�200は 186.4 から 204.7 Nm・s�1となった。筋肉量は右 4.53 から 4.36kg，左 4.72
から 4.54kg となった。

【結論】

在宅患者のホームエクササイズとして 6 週間の NMSE は適切に実施可能であり結果的に最大歩行速度，左右の膝伸展最大筋
力，膝伸展 RFD が改善した。筋肉量は左右ともわずかに減少し，筋力増強の原因として神経系全体の機能改善が起こったと考
えた。
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回復期リハビリテーションにおいて理学療法士・作業療法士が認識する脳卒中
介護者の介護負担感の要因とその対応策：半構造化面接法を用いた質的研究

杉田 翔1），藤本 修平2,3），今 法子4），小向佳奈子5），小林 資英1）

1）練馬駅リハビリテーション病院，2）京都大学大学院医学研究科，
3）株式会社リンクアンドコミュニケーション，4）河北リハビリテーション病院，5）ポートアイランド病院

key words 介護うつ・家族介護者・テーマ分析

【はじめに，目的】

脳卒中者を介護する家族（家族介護者）の介護負担感に関連する主な要因は，主に介護の協力・相談相手の乏しさ，将来への不
安といった身体的・精神的要因である（杉田ら，理学療法科学，2016）。しかし，理学療法士（PT）・作業療法士（OT）の介護
負担感に対する認識や介入の意思決定がそのような先行研究の証拠を元にしているか不明である。そこで本研究では，脳卒中者
の家族介護者について介護負担感の要因に対する PT・OT の認識と， その要因に対する対応策について調査することとした。

【方法】

対象は，回復期リハビリテーション病棟に所属する PT・OT 16 名（PT・OT 各 8 名，平均経験年数 5.8 年，範囲 2�11 年）とし，
事前に作成したインタビューガイドに沿って半構造化面接を行った。面接の内容は，1）家族介護者の介護負担感が強くなると
感じた脳卒中患者の特徴，2）退院後に家族介護者が介護負担を感じる状況，3）介護負担感を軽減させるために行っている対応
策の 3 点とし，目的とする内容把握の聴取に努めた。なお，面接は個室で個別に行い，聴取した内容は，IC レコーダー（ICD�
PX440；SONY 製）にて録音した。

得られたデータについて，帰納的テーマ分析を行った。まず，録音した音声から逐語録を作成した。逐語録から介護負担感の要
因と，介護負担感への対応策に関する語句を抽出し，コードを割り当てた。次に，類似したコードをまとめ一次カテゴリを作成
した。さらに一次カテゴリのうち類似したものをまとめ，二次カテゴリを作成した。分析は，2 名の医療者が独立して行い，妥
当性の担保に努めた。2 名の意見が一致しなかった場合は，第三者を含む医療者 4 名のディスカッションを踏まえ，カテゴリを
決定した。なお，分析はインタビュー実施毎に行い，カテゴリが理論的飽和に達するまで行った。

【結果】

データを分析した結果，PT・OT が挙げた介護負担感の要因は，「身体的な介助量」「入院中と在宅生活での能力の差」「介護者に
合わせた家族指導」などの身体的要因と「介護者への必要以上の依存」が抽出された。身体的要因の対応策として，「福祉用具
の提案」，「在宅を想定したリハビリテーション」，「レスパイトケアの情報提供」が挙げられたが，「介護者への必要以上の依存」
への対応策は抽出されなかった。

【結論】

PT・OT は，介護負担感に関して身体的な介助量に着目し，介助方法や福祉サービスの情報提供を行っていた。先行研究では介
護負担感と日常生活能力の関連については一定の見解がなく，家族介護者に相談相手がいないこと，不安といった精神状態と強
く関連していることが示されている（杉田ら，理学療法科学，2016）。つまり，PT・OT と脳卒中者の家族介護者には，介護負
担感に関する認識と対応策に乖離がある可能性が示唆された。ただし，本研究デザインは質的研究を用いており量的な側面の把
握に限界があるため，今後の課題としたい。
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回復期病棟入院患者における集団起立練習の効果

佐藤 慎，稲田 晴生

公益財団法人化学療法研究会化学療法研究所附属病院

key words 回復期・FIM・集団起立練習

【はじめに，目的】

当院では個別リハビリテーションに加え，病棟看護師と連携し自主練習を促しており，その一環として集団起立練習を実施して
いる。当院での集団起立練習は日曜祝日を除いた曜日で実施し，1 日 150 回を限度としている。先行研究で集団起立練習に関す
る効果を明確に検証しているものは少ない。本研究は当院で実施した集団起立練習が効果的であったのかを後方視的に調査し
た。

【方法】

過去 2 年間に当院回復期病棟に入院した患者データ 165 名分のうち，集団起立練習を実施した 1 年間分（81 名）と，集団起立練
習を実施しなかった 1 年間分（84 名）のデータを使用した。このうち，欠損データを除いた 111 名分が解析対象であった（集団
起立練習群：75 名分，対照群：36 名分）。解析データは，年齢，性別，疾患分類，入院期間，集団起立練習実施回数，入退院時
の機能的自立度評価表（Functional Independence Measure：FIM）の運動項目得点であった。また集団起立練習群に関しては
週 3 日以上かつ 1 日 30 回以上という条件を満たす群（44 名分）と満たさない群（31 名分）で 2 群に分けた。統計学的解析は FIM
の運動項目得点の群間比較に Mann�Whitney の U 検定を用いた実施した。また，集団起立練習群の FIM の運動項目得点に関連
する因子の検討に重回帰分析を用いて実施した。統計解析には EZR（バージョン 1.33）を使用した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

集団起立練習群と対照群の入院時と退院時の FIM の運動項目得点を比較したところ，両群間に有意差は認められなかった（p
＞0.05）。また，集団起立練習群の条件を満たす群と対照群の入院時と退院時の FIM の運動項目得点を比較したところ，両群間
に有意差は認められなかった（p＞0.05）。次に，集団起立練習群の条件を満たす群と満たさない群の入院時と退院時の FIM の運
動項目得点を比較したところ，入院時では有意差が認められなかったが（p＞0.05），退院時では有意差が認められた（p=0.03）。
集団起立練習群の FIM の運動項目得点に関連する因子の検討を行ったところ，年齢，性別，疾患分類，入院期間，集団起立練
習の条件（週 3 日以上，1 日 30 回以上）が挙がった（p=0.00，R2=0.36）。

【結論】

当院回復期病棟入院患者における集団起立練習の効果を FIM の運動項目得点を用いて調査した。集団起立練習の実施状況（回
数，頻度）の影響を考慮しても，集団起立練習導入の前後で FIM の運動項目得点に変化は無かった。また，集団起立練習実施
群の FIM の運動項目得点に関連する因子の検討を行ったところ，年齢，性別，疾患分類，入院期間，集団起立練習の条件（週
3 日以上，1 日 30 回以上）が挙がったが，これらの因子は予測精度が低かった。以上の結果から，当院で実施した集団起立練習
は効果的ではなかったと考えられる。そして FIM の運動項目得点には様々な因子が関連していることが示唆され，今後はその
因子を明らかにする必要性があると考えられる。
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P-TK-07-3

当院回復期リハビリテーション病棟入棟患者における栄養障害の実態調査

寺井 正樹1），与儀貴美子2），馬庭 義徳1），松田 充弘1），岩田 辰夫1）

1）総合犬山中央病院リハビリテーション科，2）総合犬山中央病院栄養科

key words GNRI・回復期リハビリテーション・骨粗鬆症

【はじめに，目的】回復期リハビリテーション病棟（以下回復期リハ）入棟患者の栄養障害の報告は多々ある。西岡ら（2015）に
よると，回復期リハ 9 施設において，入棟時に栄養障害を有する患者の割合は 43.5％ であった。当院は急性期病棟と回復期リハ
を併設しており，管理栄養士が継続的な栄養評価を行っている。その際には主に Body mass index（以下 BMI），血清 Alb 値を
用いて，必要エネルギー量の調整を行っている。一方，Bouillanne ら（2005）が発表した，Geriatric Nutritional Risk Index（以
下 GNRI）は，血清 Alb 値，体重，理想体重の 3 項目により算出される栄養指標であり，死亡率や合併症発症率，握力などの身
体指標との関連が報告されている。今回，GNRI を用いて当院回復期リハにおける栄養障害の実態を調査するとともに，これま
での栄養評価との関連を調査する事とした。

【方法】対象は，平成 28 年 1 月 1 日から 9 月 30 日の間に当院回復期リハに入棟した患者 115 名のうち，データ欠損例，他院か
らの入棟患者を除いた 70 名（脳血管疾患 37 名，整形疾患 33 名）とした。回復期リハ入棟時の調査項目は，基礎情報（年齢，
性別，身長，現疾患），栄養指標（GNRI，体重，BMI，血清 Alb 値，栄養摂取状況（栄養管理法，摂取エネルギー量）とした。
栄養指標と栄養摂取状況については，急性期入院時データと比較した。2 変量の差の検定には t 検定または Mann�Whitney の U
検定，wilcoxon 順位和検定を，相関関係の検定には Pearson 積率相関係数または Spearman の順位相関係数を用いた。統計解析
には R2.8.1 を使用し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】平均年齢 80.4±7.5 歳，男性 27 名（38.6%），女性 43 名（61.4%），身長は 154.5±9.0cm，脳梗塞 23 名，脳出血 10 名，硬
膜下血腫 4 名，骨粗鬆症関連 32 名，変形性関節症 1 名であった。急性期入院時から回復期リハ入棟時における栄養指標の変化
は，GNRI96.4±10.1→86.2±8.7，体重 52.6±10.6→49.6±8.9kg，BMI21.9±3.1→20.7±2.8 kg/m2，血清 Alb 値 3.7±0.5→3.2±0.4
g/dl（いずれも p＜0.01）であった。摂取エネルギーは，941.2±405.6kcal→1176.2±315.7kcal（p＜0.01）であった。GNRI につい
て，死亡率が増加するとされている 92 未満の患者は，急性期入院時 24 名（34.3％）から，回復期入棟時 49 名（70.0％）と有意
に増加した。なかでも骨粗鬆症関連の患者が多く（27 名，84.4％），さらに急性期入院時においても他疾患よりも有意に多かっ
た（14 名，48.3％）。血清 Alb 値 3.5 未満の患者は，19 名（27.1％）から 50 名（71.4％），BMI18.5 未満は 10 名（14.3％）から 15
名（21.4％）に増加した。血清 Alb 値の変化が GNRI の変化と類似していた。

【結論】

栄養指標として GNRI を用いたところ，回復期リハ入棟患者の多くが低栄養状態である事がわかった。なかでも骨粗鬆症関連の
患者に多く，急性期入院時から低栄養状態であった。Alb 値の経過でも栄養障害の検出は可能であることが示唆されたが，当院
では急性期から積極的な栄養療法の介入が必要であると考えられた。
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P-TK-07-4

歩行能力により分類した回復期リハビリテーション病棟入院患者の特徴について
クラスター分析を用いた検討

藤井 一弥1,2），小林 将生1），佐藤みゆき1），浅川 康吉2）

1）公益財団法人老年病研究所附属病院，2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words 回復期・実用歩行・在宅生活

【はじめに，目的】

居宅内歩行では直線歩行に加え曲線歩行（曲がる，方向転換）が求められる。回復期病棟入院患者では在宅復帰に向け直線と曲
線の両方の歩行能力を向上させる必要がある。本研究は，直線歩行と曲線歩行の能力を組み合わせて入院患者を分類し歩行能力
からみた入院患者の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は回復期病棟入院患者 24 名（平均年齢±標準偏差 74.8±10.3 歳；脳血管疾患 11 名，運動器疾患 13 名）とした。測定は直
線歩行テストとして 5m 歩行テスト（歩行速度，重複歩距離，歩行率），曲線歩行テストとして Figure of 8 Walk test（以下，F
8W）（所要時間），3m Zigzag Walk test（以下，3ZW）（所要時間）を実施した。解析は歩行速度，F8W，3ZW の結果を Z 得点化
し平方ユークリッド距離を基にした階層的クラスター分析（Ward 法）を用いた。対象者を各クラスターに分類し，各測定項目
について一元配置分散分析，Kruskal�Wallis 検定および多重比較を用いてクラスター間の比較を行った。統計学的解析には
SPSS21.0 for Windows を用いた。

【結果】

クラスター分析の結果，クラスター 1（80.5±5.1 歳，6 名；以下，A 群），クラスター 2（66.8±7.2 歳，6 名；以下，B 群），クラ
スター 3（69.5±8.9 歳，6 名；以下，C 群），クラスター 4（82.3±9.5 歳，6 名；以下，D 群）の 4 クラスターを得た。一元配置
分散分析，Kruskal�Wallis 検定の結果，全ての測定項目でクラスター間に有意差を認めた。多重比較の結果，直線歩行では，歩
行速度（m/sec）は，A 群は 0.63±0.09，D 群は 0.69±0.09 で A.D 群間に有意差を認めず，B 群は 1.23±0.07，C 群は 1.01±0.05
で B.C 群間に有意差を認めた。A.D 群は B.C 群と比べ有意に低値を示した。重複歩距離（m/steps）は，A 群は 0.67±0.09，D
群は 0.76±0.13 で A.D 群間に有意差を認めず，B 群は 1.04±0.08，C 群は 1.02±0.07 で B.C 群間に有意差を認めなかった。A.D
群は B.C 群と比べ有意に低値を示した。曲線歩行では，F8W は，A 群は 15.0±1.5，D 群は 11.5±1.4 で A.D 群間に有意差を認め，
B 群は 6.7±0.6，C 群は 9.1±0.9 で B.C 群間に有意差を認めた。A.D 群は B.C 群と比べ有意に高値を示した。3ZW は A 群は 11.4
±0.7，D 群は 8.6±0.9 で A.D 群間に有意差を認め，B 群は 4.7±0.6，C 群は 6.7±1.0 で B.C 群間に有意差を認めた。A.D 群は B.
C 群に比べ有意に高値を示した。

【結論】

回復期病棟入院患者は 4 つのクラスターに分類された。A.D 群は B.C 群に比べて直線歩行と曲線歩行の能力はいずれも低下し
ていたが，A 群は D 群に比べ直線歩行能力は同様であるが，曲線歩行能力がより低下していた。B.C 群は A.D 群に比べ相対的
に歩行能力は高いが，B 群は C 群に比べて重複歩距離は同様であるが，曲線歩行能力が低下していた。歩行能力の中でも特に曲
線歩行能力が低下している対象が存在していることが分かった。今後はデータの種類を変えるなどして 4 群の分類が妥当であ
るかどうか検証を加える必要がある。
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P-TK-07-5

病院勤務するセラピストの地域包括ケアシステムに対する意識調査

久住 治彦，西郡 亨，半沢 嘉基，原 泰裕，岩佐 健示

医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院リハビリテーション科

key words 地域包括ケアシステム・セラピスト・意識

【はじめに】

現在，リハビリ専門職は総合事業への参画や介護予防の推進など，地域包括ケアシステムに対する積極的な関わりが求められて
いる。しかし，地域の活動においては介護保険下で従事するセラピストの割合が多い印象を受ける。先行研究では医療・介護施
設に勤務する理学療法士を対象に，地域への推進意識に影響する要因を調査。報告では『経験年数 5 年未満』，『介護予防事業や
組織との関わり』が強く影響した要因としているが，病院勤務するセラピストのみを対象とした報告は見受けられない。そこで，
本研究では病院勤務するセラピストを対象に地域包括ケアシステムに対する意識調査を実施。また先行研究の結果より参画の
意識に関わる要因として，介護予防事業の経験に着目し，調査結果の検討を行った。

【方法】

対象は A 病院に勤務するセラピスト 85 名（男性 32 名，女性 53 名）とした。調査方法はアンケート調査にて行い，対象者の情
報は職種・経験年数・介護予防事業の経験を調査した。アンケート構成は 2 つの設問分類とし，①地域包括ケアシステムへの興
味，言葉の理解・②地域包括ケアシステム・介護予防への参画意識を調査した。興味・言葉の理解については設問 3 項目に，は
い・いいえの 2 択の構成，参画意識については設問 7 項目に「全く思わない=1」から「非常に思う=4」の 4 段階にて共感度を
指数化した。アンケート結果より①興味・言葉の理解は単純集計にて傾向を調査，②参画意識は介護予防事業の経験にて対象者
を群分けし，指数化した共感度の合計点を比較した。統計学的手法は Mann�Whitney の U 検定を用い，解析には R2.8.1 を使用
した（有意水準 5％）。

【結果】

アンケートは 85 名中 62 名（PT45 名，OT11 名，ST6 名，平均経験年数 4.4 年）に解答が得られ，回収率は 72.9％ であった。ア
ンケート結果は，『地域分野に興味がある』88.7％，『地域活動の情報を知るツールがある』14.5％，『フレイルと言う言葉を知っ
ている』38.7％ であった。また，介護予防事業の経験の有無（有 6 名，無 56 名）にて，地域包括ケアシステム・介護予防への
参画意識を比較した結果は有意差を認めなかった（n.s）。

【結論】

解答者の 88.7％ が地域分野に興味があり，参画意識を介護予防事業の経験にて二群比較した結果は有意差を認めなかった。この
結果は職場外研修の経験に関わらず，病院勤務するセラピストの多数は地域の活動に意識が向いている事を示唆した。しかし，
地域活動を知るツールの周知度は 14.5％ と低値であった。この事から，『関わり方がわからない』と言った問題があり，活動に
繋がりにくい現状があると考える。また，フレイルへの理解も 38.7％ と不十分であり，組織的に地域に関わるため，共通の認識
や知識を習得できる科内研修等も必要と考える。今後は，病院勤務するセラピストが地域の活動へ円滑に参画できるよう，活動
報告等にて具体的な方法を提示する事を課題とした。
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P-TK-08-1

退院後の家屋改修フォローアップ調査の新たな取り組み
―人工膝関節全置換術後の症例を通して学んだこと―

安藤 可織1），志摩 雅昭1），竹原 典子1），宮下 広大1），廣川 晴美2）

1）独立行政法人国立病院機構岡山市立金川病院，2）独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

key words 家屋改修・退院後フォローアップ調査・地域連携

【はじめに，目的】

家屋評価は退院先での生活を見据えた家屋改修に対する提案や指導に不可欠である。しかし，退院後に家屋改修の適正を確認す
ることはできていない。当院では 2016 年 4 月より，入院中に家屋調査を行い同意が得られた症例に対して退院 1～3 週間後に担
当 PT/OT と看護師，MSW，ケアマネージャーのチームで再度自宅に訪問し，生活状況の把握や家屋改修の適正を確認するフォ
ローアップ調査を開始した。今回，フォローアップ調査を行い，反省すべき事例があったので報告する。

【方法】

症例は 70 歳代，男性，身長 156.3cm，体重 55.7kg。介護度は要支援 1，軽度認知症を有するものの，入院前の ADL は自立，独
歩で散歩及び畑仕事等を行っていた。今回，他病院で左変性性膝関節症に対して左人工膝関節全置換術を施行し，術後 12 病日
に当院へ転院し，リハビリを開始した。介入当初，左膝可動域屈曲 135̊，伸展�15̊，大腿四頭筋力 MMT4，FIM85 点，杖歩行
速度は極めて遅く，体幹の左右への動揺がみられた。入院時の地域カンファレンスで自宅退院希望の確認を行い，術後 32 日目
に家屋調査及び動作確認を実施した。指導内容及び家屋改修は，現在利用している段差が多くある屋外トイレから新たに手摺り
を設置した屋内トイレの利用に変更し，勝手口と風呂場と脱衣所に手摺りと段差スロープを設置した。田畑に行くまでの道のり
に足場の悪い段差が多数あり，畑仕事は行わないよう指導した。家屋改修終了し術後 58 日目に自宅退院した。退院時の評価で
は膝伸展可動域―5̊，FIM100 点まで改善しているものの，動作能力は 2 本杖使用で TUG40 秒，10m 歩行 44 秒と時間を要する
状態であった。そして，退院後 18 日目に再び自宅を訪問し生活状況及び動作確認を行った。

【結果】

フォローアップ調査では入浴や勝手口の出入りなどは設置した手すりを使用し問題なく経過していた。しかし，段差もない廊下
に 2 か所出血痕を発見し転倒したのではないかと予測した。トイレでは日中は住宅改修を行っていない屋外トイレを使用して
いた。また，田畑には行かないよう指導していたが，毎日田畑にいっていた。

【結論】

今回，退院後のフォローアップ調査を行うことで退院後も入院前の生活を継続していたことが判明した。このように生活スタイ
ルを変更することが難しい場合，入院前の生活を考慮した上での安全な環境設定を構築する必要があった。家屋改修フォロー
アップ調査は，その適正を確認し，不足していた要素を知ることができると共に地域連携を築き，地域全体のサービス向上に繋
がると考える。
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P-TK-08-2

地域包括ケア病床における 80歳台と 90 歳台の自宅退院患者の決定要因の相違
について

西山 保弘，江濱 勇気，工藤 公晴，柴田 良子

医療法人社団仁泉会畑病院

key words 地域包括ケア病床・自宅退院・多重ロジステック回帰分析

【目的】

2025 年に向けて地域包括システムの構築が急がれる中，地域の特性に応じたマネージメントが不可欠である。当院は，地域高齢
化率 31.9% の地域に拠点を置く地域密着型支援病院である。今回，当院地域包括ケア病床（以下，包括病床）を利用した 80
歳台と 90 歳台の患者の自宅退院の可否に影響を及ぼす要因の相違を多重ロジステック回帰分析で検討したので報告する。

【方法】

対象は 2014 年 6 月～2015 年 5 月までの期間に当院包括病棟に入院した患者 108 名のうち，本研究の関連因子のデータ欠損が
あった症例，死亡例を除外した 90 名（男性 22 名，女性 68 名，平均年齢 82.7 歳）とした。その内，80 歳台 47 名（平均 84.5
歳），90 歳台 19 名（平均 93.9 歳）を抽出し，ロジステック回帰分析（変数増加法尤度比）を用いて自宅退院の可否を決定する
関連因子を検討した。説明変数となる関連因子は年齢，性別，退院先，入退院時 Barthel Index（BI），退院時 BI の各項目点数，
リハビリテーション（リハ）実施日数，家族構成数（家族数），在院日数，リハ実施総単位数，1 日の平均リハ実施単位（平均単
位/日），栄養状態として BMI，入退院時 Alb，入院時 TP，食事形態，嚥下障害，排尿・排便障害，要介護度，認知度，住宅状
況（入院前住居），等 20 項目をカルテより後方視的に調査した。統計処理は，マン・ホイットニーの U 検定，カイ二乗検定，自
宅退院の可否を従属変数，影響を与える関連因子で有意差を認めた因子を独立変数として尤度比変数増加法にて多重ロジス
テック回帰分析を行った。有意水準 5% 以下で実施した。

【結果】

全対象 90 人の自宅退院群と非自宅退院群の 2 群間において定量的データにマン・ホイットニーの U 検定を行った結果，入院時
BI，退院時 BI，平均単位，家族数で有意差を認めた。カテゴリーデータのカイ二乗検定で 2 群間に有意差を認めた項目は，食
事形態，排尿・排便障害，認知度，住宅状況であり嚥下障害，要介護度は有意差を認めなかった。80 歳台は年齢，入院時 BI，
退院時 BI，家族構成数，平均単位/日に有意差を認め，多重ロジステック回帰分析では，入院時 BI，家族数が選択された。90
歳台は，入院時 BI，退院時 BI，リハ日数，排尿排便障害に有意差を認め，多重ロジステック回帰分析では，入院時 BI とリハ日
数が選択された。

【結論】

本研究では 80 歳台の自宅退院者は，入院時 BI，排尿コントロール，入浴，家族数が多いなどの要因が同様に上がり，90 歳台に
なるとこれらの条件が変わった。慢性期の高齢者の地域包括ケア病床の自宅退院条件は 80 歳台と 90 歳台で異なることが分
かった。
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当院のおける地域包括ケア病棟開設 1年間の実態とその役割

栗田 慎也1），尾身 諭1），小磯 寛1），高橋 忠志1），尾花 正義2）
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key words 地域包括ケア病棟・専従理学療法士・亜急性期

【はじめに，目的】

近年，地域包括ケア病棟（以下，ケア病棟）の動向は注目されており，その実態や役割に関する報告は増えている。しかし，そ
の報告の多くはケア病棟を最も利用される整形外科疾患患者についてである。当院は 40 床のケア病棟を開設し，国や地域包括
ケア病棟協会の提起する運営が行えていた。今回，当院のケア病棟に入院された患者の特徴や経過からケア病棟の役割を明らか
にする。

【方法】

対象は当院のケア病棟開設より 1 年間に入退院した患者 250 名とした。疾患名，年齢，同居家族の有無と人数，発症・受傷前居
場所，入棟前居場所，入棟目的，入棟前の在院日数，ケア病棟の在院日数，リハビリテーション（以下，リハ）介入者の人数，
入退院時の移乗・歩行の自立者の人数，転帰先，疾患名や発症・受傷からの期間により回復期リハ病棟（以下，回復期）への受
け入れが不可能であった患者数を診療録から後方視的に調査を行った。

【結果】

疾患名は整形外科疾患 97 名，脳血管疾患 79 名，廃用症候群 74 名であり，平均年齢 72.8±13.3 歳。同居家族有が 171 名，その
うち 71 名では 65 歳以上の高齢者が介護者・被介護者になる老老介護であった。発症・受傷前居場所は自宅 233 名，病院 3 名，
介護老人保健施設 7 名，有料老人ホーム 6 名，特別養護老人ホーム 1 名。入棟前居場所は当院急性期病棟 82 名，他病院 101
名，自宅 67 名であった。入棟目的はリハ継続 215 名，退院調整 15 名，他科治療の併用 13 名，その他 7 名。入棟前日数 30.5
±36.4 日，ケア病棟平均在院日数 36.6±16.7 日。リハ介入者は 250 名全例。入退院時の移乗動作自立者は 145 名→193 名，入退
院時の歩行自立者は 132 名→174 名。転帰先は自宅 221 名（88%），療養型病院 3 名，介護老人保健施設 13 名，有料老人ホーム
12 名，特別養護老人ホーム 1 名。回復期受け入れ不可能患者数は自宅からの入院患者を除いた 183 名のうち 76 名であった。

当院のケア病棟の特徴としては，当院を含めた急性期病院からの患者が 183 名（73%）と多く，急性期後の亜急性期の役割をは
たしていた。さらにこれらの患者のうち 76 名は疾患や発症・受傷からの期間などから回復期へ転院ができなかった患者であっ
た。また，在宅からの患者は 67 名（27%）であり，その中には腰痛による ADL の低下や痙縮に対するボツリヌス治療目的など
の患者が含まれていた。以上のことから，当院ケア病棟は国や地域包括ケア病棟協会が提起している在宅復帰に向けた急性期病
院からの患者と在宅からの患者の受け入れが行えていた。特に，急性期病院入院中の様々な理由から回復期への転院ができなく
なった患者の受け皿としても機能していることが明らかになった。

【結論】

当院ケア病棟は在宅からのリハ目的の受け入れだけでなく，急性期病院からの受け皿を担っていた。また，回復期へ転院ができ
なかった場合にも在宅復帰にリハで支援できる役割を持っていると考える。
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ADL 維持向上等体制加算からみた急性期リハビリテーションの実施促進効果
―診療報酬からの分析―

江口 雅彦1），黒澤 和生2）

1）国際医療福祉大学福岡保健医療学部，2）国際医療福祉大学小田原保健医療学部
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【はじめに】

平成 26 年度の診療報酬改定で，急性期病棟におけるリハビリテーション（以下リハ）専門職の人員配置に対する評価として，
ADL 維持向上等体制加算（25 点）が新設された。ADL 維持向上等体制加算の目的は，入院患者の ADL の維持・向上等を図る
ため，病棟における定期的な ADL 評価，ADL の維持・向上等を目的とした指導，患者・家族への情報提供，カンファレンスの
開催などであり，急性期リハの重要性に対する評価といえる。また，平成 28 年度の診療報酬改定で，その評価が 25 点から 80
点へ大幅な増点が行われ，急性期リハの実施促進が診療報酬制度の運用によって推し進められている。本研究の目的は，ADL
維持向上等体制加算が新設され，急性期リハ実施促進策が取られているものの，依然として届出施設数は限られていることか
ら，その要因について診療報酬の面から分析することである。

【方法】

ADL 維持向上等体制加算の算定状況については，厚生労働省「社会医療診療行為別統計（各年）」を用いて算出した。また，ADL
維持向上等体制加算を算定しない理由として「減収となる」「マンパワー不足」などがあげられており［日本理学療法士協会

（2014）］，診療報酬面からの分析も行った。

【結果】

ADL 維持向上等体制加算の算定回数は，平成 26 年度が 84,185 回（約 210 万点），平成 27 年度が 145,293 回（約 363 万点）であ
り，算定回数は 1 年で 1.73 倍増加した。一方，入院におけるリハ関連診療費全体（7,234 億）に占める割合は平成 27 年度におい
てもわずか 0.005％ に過ぎなかった。現在，ADL 維持向上等体制加算は患者 1 人につき 1 日 80 点であるから，50 床規模の病棟
で仮に全ての患者に算定したとすると，週 28,000 点となる。しかし，300 床規模の医療機関でのリハ実施率は 28.15％［民医連

（2012）］であり，その数値を算定率にすると，週 7,840 点となった。

【結論】

病棟専属の理学療法士を配置した場合の効果については，ADL の早期回復，入院日数の短縮など，その効果がすでに報告され
ている［平田ほか（2010），平野・加藤（2015）］。急性期リハの評価である ADL 維持向上等体制加算の新設は，医療機関に急性
期リハの実施を促すインセンティブを与えるものである。しかしながら，算定要件の問題や理学療法士 1 人が 1 週間あたり算定
可能な点数が疾患別リハ（心大血管リハ 30,240 点，脳血管リハ 34,560 点など ※早期リハ加算，初期加算含む）と比較すると
大幅に低いことから，その届出医療機関数は 32（2014 年 7 月）とごく一部の医療機関に限られている。今後，さらに急性期か
らのリハを充実・促進させる観点から，急性期病棟においても休日におけるリハ実施体制など，質や密度の充実を図っている届
出医療機関については，ADL 維持向上等体制加算の評価を引き上げ，急性期リハの充実をさらに促す施策を早急に検討する必
要があろう。
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リハ実施単位数増加の効果

舟橋 宏樹，田上 裕記，生駒 直人，佐々木ゆき，中井 智博

愛知県厚生連足助病院

key words 地域包括ケア病棟・単位数・退院時FIM

【はじめに，目的】

当院では平成 27 年 4 月に地域包括ケア病棟が開始された。地域包括ケア病棟の施設基準に『リハビリテーションを提供する患
者については 1 日平均 2 単位以上提供している』とあり，急性期後から回復期を担い，リハビリを行い在宅・生活復帰の支援を
行っていく病棟である。当院でも病棟の機能転換に伴ってリハ提供単位数を増加している。

リハ提供時間と効果に関する報告は様々あるが，病棟の機能転換で同様の対象者の単位数が増加した効果を検証した報告は少
ない。本研究は，地域包括ケア病棟開始前と地域包括ケア病棟に入院した整形患者において，リハ提供単位数の増加の効果を検
証する。

【方法】

対象は平成 26 年 9 月～12 月に退院した整形疾患患者（以下開始前）82 名。および平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月に地域包括ケ
ア病棟へ入退院した整形疾患患者（以下開始後）104 名である。このうちデータに欠損のあったもの，増悪・合併症等により転
院転棟となったもの，運動器不安定症のものは除外とした。対象の転帰先，1 日当たりの平均リハ実施単位数（以下単位数），在
院日数，退院時 FIM 各項目をカルテより後方視的に抽出した。統計処理には転帰先は χ2乗検定を用い，単位数・在院日数・退
院時 FIM 各項目は Mann�Whitney の U 検定を用い統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象者の属性は開始前が男性 26 名女性 56 名・平均年齢 81.80±8.5 歳。開始後が男性 36 名女性 68 名・平均年齢 79.27±14.1 歳
であった。開始前後の比較で転帰先は自宅退院が開始前 82 名中 77 名で，開始後 104 名中 99 名で有意差はみられなかった。単
位数が開始前 1.51 単位から開始後 2.28 単位，在院日数が開始前 37.01 日から開始後 53.08 日と有意に増加した（P＜0.01）。FIM
では階段が開始前 4.67 から開始後 3.53 で有意差がみられた（P＞0.05）。その他の項目の結果（開始前 vs 開始後）は食事（6.82
vs6.81）・整容（6.15vs6.42）・清拭（6.15vs6.42）・更衣上半身（6.28vs6.30）下半身（6.15vs6.21）・トイレ動作（6.30vs6.36）・排尿
管理（6.29vs6.52）・排便管理（6.34vs6.45）・移乗ベッド椅子車いす（6.40vs6.50）トイレ（6.32vs6.44）浴槽シャワー（5.59vs5.91）・
移動（5.90vs6.31）・理解（6.26vs6.33）・表出（6.5vs6.63）・社会的交流（6.30vs6.41）・問題解決（6.01vs6.16）・記憶（6.22vs6.13）・
合計（110.54vs111.53）で有意差がみられなかった。

【結論】

地域包括ケア病棟の開始前後の比較により，リハ実施単位数は有意に増加した。しかし，在院日数は有意に長くなり，退院時 FIM
では階段が有意に低下し，転帰先や階段以外の FIM 項目には有意差はみられなかった。先行研究においても単位数と各アウト
カムには関連性がないとの報告が多く，今回も同様の結果となった。

しかし，有意差はみられなかったものの，転帰先や FIM の項目の多くが改善傾向を示していたため，今後は単位数の増加に足
して病棟生活の質の向上に努めることにより更なる改善を求めていきたい。
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ショートステイ利用前後における要介護者の神経精神症状の変化に関連する要
因
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【はじめに，目的】

介護者のレスパイト目的などで利用されるショートステイにおいて，介護負担感と関連している要介護者の神経精神症状（以下
NPS）の変化に関連する要因を明らかにすることは重要である。しかし，これまでショートステイでの各要因が要介護者の NPS
に与える影響については十分に検討されていない。離床時間は廃用症候群の予防のためにも重要であるが，ショートステイ中に
具体的にどの程度の離床時間が適切なのか明らかでない。そこで本研究の目的は，ショートステイ利用前後における要介護者の
NPS の変化に関して，離床時間を含めた各要因との関連について検証することである。

【方法】

対象は介護老人保健施設のショートステイを利用した要介護者 50 名（男性 23 名，女性 27 名），平均年齢 84.0±9.8 歳である。
除外基準は，調査期間中に急な体調の変化が生じた者，要介護者の普段の生活の様子を観察できる介護者がいない者，介護者か
ら正確な情報を得ることが困難な者とした。データ収集は利用前の状況は入所 2 日前から前日の状況，利用後の状況は退所翌日
から 2 日目の状況について，主介護者から回答を得た。評価項目は基本属性，ショートステイ利用状況，個別リハビリテーショ
ン実施加算の有無，NPS については The Neuropsychiatric Inventory（以下 NPI）を改変した NPI 重症度 2 日間評定版（以下
NPI 2d）を用いて調べた。また，離床時間は 1 日のうち座位および立位の姿勢を取っていた時間として，自宅の状況は主介護者
から，施設の状況は介護スタッフから情報を得た。さらに施設の離床時間から自宅の離床時間を減じた値（以下 離床時間の差）
を求めた。統計学的検定は，NPI 2d の利用前後の変化値から改善群と非改善群に分類し，各項目の差を Mann�Whitney の U
検定，対応のない t 検定，χ 二乗検定を用いて比較し，有意差が認められた項目を独立変数，NPI 2d の変化を従属変数としたロ
ジスティック回帰分析を行った。抽出された因子について ROC 曲線により感度・特異度，カットオフ値を算出した。有意水準
は 5% とした。

【結果】

改善群（18 名）と非改善群（32 名）を比較した結果，利用前 NPI 2d（p＜0.01），施設の離床時間（p＜0.05），離床時間の差（p
＜0.01）に有意差を認めた。ロジスティック回帰分析の結果，利用前 NPI 2d（odds 比=3.484，95% 信頼区間 1.287�9.431，p＜0.05），
離床時間の差（odds 比=1.297，95% 信頼区間 1.004�1.676，p＜0.05）が独立した有意な関連因子として抽出された。改善群と非
改善群を分けるカットオフ値は利用前 NPI 2d が 1.5 点（感度：0.824，特異度：0.727），離床時間の差が 2.5 時間（感度：0.647，
特異度：0.879）であった。

【結論】

ショートステイ利用後の要介護者の NPS の改善には，利用前の NPS，施設と自宅の離床時間の差が関連していることが示され
た。今回の結果は，ショートステイにおける理学療法士の効果的な関わりの手がかりになる可能性がある。
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P-TK-09-2

老人保健施設入所中の要介護高齢女性におけるADL得点要因

貞清 秀成1），磯 実花子1），高野 輝明1），貞清 香織2），石坂 正大2）

1）介護老人保健施設マロニエ苑リハビリテーション室，2）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words 高齢者・握力・ADL

【はじめに，目的】握力は生命予後の予測に有用と報告されており，握力測定の重要性が指摘されている。また握力は全身の筋
力や ADL と関連があると報告されている。最大下腿周径についても栄養状態や ADL と関連すると報告されている。しかしな
がら要介護状態の老人保健施設入所中の高齢女性では握力や最大下腿周径と ADL との関連について報告されたものは少ない。
ADL と握力や最大下腿周径などとの関連性の有無やこれらの項目が ADL 得点の要因となるのかを検討することを目的とし
た。

【方法】対象は当老人保健施設入所高齢女性 140 名のうち女性 43 名（測定認知不可，神経難病，未治療のがん，下肢動静脈疾患，
コントロールされていない心不全，足背部を 10 秒押して圧痕が残る浮腫の有るものは除外）とした。年齢 86.3±9.3，63�104
歳，要介護度 3.1±1.5，1�5，BMI19.8±2.9，13.0�25.2kg/m2（平均±SD，最少�最大）であった。握力はスメドレー式握力計に
より握力を 2 度測定し左右の最大値を代表値とした。 最大下腿周径は MNACC メジャーを用い 2 度測定し最大値を記録した。
また ADL 指標として Barthel Index（以下 BI）を測定した。統計手法は BI と握力，最大下腿周径，BMI，年齢との単相関係数
を Spearman の順位相関係数で算出した。また BI を従属変数として握力，最大下腿周径，BMI，年齢を独立変数としてステッ
プワイズ法による重回帰分析を実施した。解析ソフトは SPSS を用い有意水準は 5% とした。

【結果】BI の中央値は 55 点，握力 6.3±5.1kg，最大下腿周径 26.7±3.7cm であった。相関係数は BI と握力で r=0.641，最大下腿
周径で r=0.491，BMI で r=0.180，年齢で r=0.351 であった。重回帰分析の結果は BI=3.915×握力＋1.279×年齢－91.826 で自由
度調整済み重決定係数は r2=0.458 で有意であった。標準回帰係数は握力（0.614），年齢（0.363）であった。

【結論】老人保健施設入所中の要介護高齢女性において握力は BI の得点要因になることが明らかとなった。握力は ADL と関連
することが報告されているが，要介護高齢女性でも同様の結果であった。今後は要介護高齢女性においても，握力がどのような
因子を反映しているかを明らかにしていく必要があるとともに介入による効果判定の可否を検討する必要があると考えられ
る。最大下腿周径は ADL の得点要因にはならなかったが，BI との相関は中程度あった。握力の測定認知が困難な対象も多かっ
たため，最大下腿周径の有用性も今後検討していく必要があると考えられる。また年齢が正の係数となった結果の解釈につい
て，90 から 104 歳の対象者が 19 名含まれており超高齢者は主として社会背景要因による入所で，比較的年齢の若い入所者は
ADL 低下によるためであると考えられた。
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P-TK-09-3

生活期におけるリハビリ強化型入所での集中的リハビリによる理学療法介入の
効果検討

江連 亜弥，瀧澤 快至，竹内 雄樹

医療法人敬愛会介護老人保健施設シルバーケア敬愛

key words 生活期・リハビリ強化型入所・介入効果

【はじめに，目的】

介護保険を利用している在宅生活者は，居宅サービス計画に従い，通所または訪問にて個別リハビリを受けられるが，頻度や時
間は回復期と比し大幅に減少し，制度上十分な個別リハビリが提供されているとは言い難い。当施設では，在宅生活者を対象に，
リハビリ強化型入所（以下リハ強化入所）を実施している。これは，40 日程度の短期間，療法士による個別リハビリを集中的に
週 6 日間 1 日 60 分の介入をし，より良い状態で在宅生活を送れるよう支援する目的がある。生活期利用者の集中的なリハビリ
の有効性を検証するため，過去に 3 回リハ強化入所を利用した方の変化を歩行機能に着目して経時的に示した。

【方法】

対象者は，70 代の男性で平成 23 年 9 月に左被殻出血を発症した右片麻痺の脳卒中後遺症者である。T 字杖と装具にて屋内歩行
は自立レベルであった。Brunnstrom recovery stage は上肢 II，手指 II，下肢 III であった。入所期間は 1 回目平成 26 年 6 月 2
日～平成 26 年 7 月 19 日，2 回目平成 27 年 1 月 27 日～平成 27 年 3 月 9 日，3 回目平成 27 年 6 月 16 日～平成 27 年 7 月 25 日で
あり，各期間週 6 日間 1 日 60 分の個別リハビリを提供した。個別リハビリは動作の反復練習や長距離歩行練習など量的介入に
とらわれず，身体の使い方や非対称性の改善を含む質的介入を行った。入所時及び退所時に 10M 歩行速度，歩数を評価した。
3 回目はそれに加え Timed Up and Go Test（以下 TUG）の測定も行った。

【結果】

1 回目 10M 歩行（入所時 48 秒 43 歩，退所時 35 秒 45 歩），2 回目 10M 歩行（入所時 30.7 秒 40 歩，退所時 29.8 秒 41 歩），3
回目 10M 歩行（入所時 31.3 秒 40 歩，退所時 29.2 秒 37 歩），TUG 右回り（入所時 50.9 秒，退所時 39.9 秒），TUG 左回り（入所
時 44.2 秒，退所時 41.2 秒）となり，入所時より退所時に歩行速度は改善がみられたが歩数は増減があった。各回ごとの歩行速
度の改善も認められた。TUG は入所時より退所時に速度が改善した。

【結論】

生活期の症例においても，集中的な理学療法介入により，心身機能や動作能力の向上を図ることができた。そのことにより，住
み慣れた地域でより長く在宅生活を送れることに繋がり，近年推奨されている地域包括ケアシステムの構築に向けての一助と
なると考えられる。今後もデータやエビデンスを蓄積し，生活期においても集中的なリハビリの介入効果が示されてゆくことで
利用者にとっても我々理学療法士にとっても理学療法の充実が図れる可能性があると考える。
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P-TK-09-4

決して「維持・慢性」期ではない老健リハビリテーション
～介入時間・内容の変更で長期間身体機能の変化を認めなかった入所者が機能改善した症例より～

青木佐知子

社会福祉法人長寿村介護老人保健施設大田ナーシングホーム翔裕園

key words 介護老人保健施設・維持期・慢性期

【はじめに，目的】

介護老人保健施設（以下老健）にてセラピスト増員によりリハビリテーション（以下リハビリ）の介入時間・内容の変更が可能
となり，入所から 2 年半以上身体機能の変化を認めなかった入所者が機能改善した症例を経験した。維持・慢性期とされる老健
だが，介入方法の量と質が確保できれば決して「維持・慢性」ではないと考える。

【方法】

50 歳代男性，H24 年 1 月クモ膜下出血，H24 年 1 月，同年 8 月多発性脳動脈瘤クリッピング術，H24 年 12 月入所，左麻痺 StageII�
II�II，高次脳機能障害，車いす生活，円背，仙骨座り，頚部右側屈・体幹左傾斜し自己修正や体幹回旋困難，麻痺側及び非麻痺
側上下肢の筋緊張亢進に伴い麻痺側屈曲パターン拘縮を呈し他動的に伸展困難，両側股関節屈曲位拘縮，起立移乗時に麻痺側下
肢の接地困難でバランス不良かつ動作性急。入所～H27 年 8 月の間に転倒 4 回。

セラピスト増員によるリハビリ介入方法の変更（H27 年 9 月～）；介入時間：最低 20 分→1 時間以上（週 2 回は変更なし），介入
環境：車いす座位→プラットホーム・ティルトテーブルも使用，介入内容：①頚部・体幹・非麻痺側への重点的アプローチ
②ティルトテーブルによる体幹へのアプローチ・麻痺側荷重位での正しいアライメントの経験 ③短下肢装具使用

【結果】

変更後約 6 か月で身体各所の ROM 拡大傾向を認め，約 1 年後に枕を使用せず頭部接地可能なまで円背が改善，骨盤回旋の自動
運動やブリッジ運動，頚部体幹アライメントの自己修正が可能，麻痺側上下肢及び両股関節伸展 ROM 拡大，下肢 StageIII に変
化，座位・立位姿勢改善，起立移乗時に麻痺側下肢の接地可能，動作性急が軽減，短下肢装具で 4 点杖歩行練習が可能。変更後
の転倒なし。

【結論】

維持期は廃用部分にアプローチすれば機能変化する可能性が非常に高いと思われる。今回は廃用を起こしていた頚部・体幹・
非麻痺側への介入，ティルトテーブルや下肢装具の使用により機能改善を認めたと考える。当症例は入院中に実用歩行困難と評
価され下肢装具は作製されなかった。維持期での機能改善のためには実用歩行の有無に関わらず入院中の下肢装具作製が望ま
れる。

施設や在宅等は「維持・慢性」期と呼ばれ「それ以上の回復がなく，維持が目標」という認識があるように思われる。また老健
は集団生活であり，マンパワーの量で ADL や QOL が制限される事もあり，あえて機能回復が図られない場合も経験する。そし
てセラピスト自身老健リハビリを臨床の最前線ではないかのように捉えている場合もある。しかし真摯に 1 人 1 人の身体機能
を評価し個別的プログラムで介入できれば，維持・慢性期でも機能改善しうると考える。そして老健におけるセラピストの十分
な人員配置も必要だと考える。

今後は老健で回復期病院のような機能を担うケースが更に増える可能性があり，また在宅復帰の知識も必要である。老健リハビ
リに対する卒前卒後教育もより充実されるべきだろう。
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P-TK-09-5

介護老人保健施設入所者における複数回転倒に関連する要因

加古川直己，大門 恭平，渕上 健

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター

key words 施設入所者・転倒・複数回転倒

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は，行動制限や寝たきりなど QOL を低下させる主な要因である。その中で，施設入所者の転倒発生率は，地域在
住高齢者と比較して 2～3 倍高く（Rubenstein；1994），介護場面において最も多い事故と報告されている（三田寺；2013）。近
年，施設入所者における転倒要因については多数調査されており，身体機能低下や環境及び服薬による影響が示唆されている

（角田；2008）。また，2 回以上の転倒（以下，複数回転倒）経験者は，転倒後の 1 年間で再び複数回転倒する可能性が高く，リ
スク要因を明確にする必要性が示唆されている（Nevitt MC；1989）。しかしながら，施設内における転倒者のみを対象とした，
複数回転倒に関連する要因に焦点を当てた報告は少ない。

よって，本研究の目的は，施設入所者における複数回転倒に関連する要因を検討することである。

【方法】

対象は，2012 年 10 月から 2015 年 9 月の期間に転倒した介護老人保健施設入所中の高齢者とした。調査方法として，事故報告書
から転倒記録を抽出し，転倒状況を後ろ向きに調査した。転倒基準としては，「本人の意思からではなく，床などのより低い面
に身体が接触すること」（Gibson；1990）とした。

調査内容として，転倒数，転倒場所，転倒時の行動目的（臥床，離床，食事，排泄，物を取る，不明），移動能力として Barthel
Index（椅子とベッド間の移乗，移動項目），理解力の有無，疼痛の有無といった項目を抽出した。

統計解析は，対象者の転倒数とその他の項目の関係性について Spearman の順位相関係数を算出し，転倒数を目的変数，転倒数
と相関のある因子を説明変数としたステップワイズ法による重回帰分析を行った。有意水準は 1% とした。

【結果】

調査期間中における転倒者数は 91 名（男性 28 名，女性 63 名）で，総転倒数は 218 回，複数回転倒数は最も多い者で 8 回であっ
た。転倒数は相関分析の結果，居室（ρ=.75，p＜.01），トイレ（ρ=.27，p＜.01），排泄目的（ρ=.59，p＜.01），離床目的（ρ=.38，
p＜.01）に正の相関関係を認めた。また，重回帰分析の結果，転倒数に影響する要因として，居室と排泄目的が選択され（修正
R2：0.84），標準偏回帰係数と有意確率は，居室が 0.48，p＜.01，排泄目的が 0.63，p＜.01 であった。

【結論】

介護施設における複数回転倒には，居室と排泄目的が関連していることが明らかとなった。つまり，居室における排泄目的での
行動が複数回転倒リスクを増加させる可能性が考えられる。よって，複数回転倒リスクを減少させるためには，入所者の排泄時
の行動観察や環境調整を実施していくことが複数回転倒を予防する有効な手段となることが示唆された。今後は詳細な転倒状
況を把握し，より効果的な転倒予防対策の立案に繋げていく必要性がある。
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講座後のアンケート調査から，認知症有病者への医療サービス提供や支援にお
ける課題を考察する

市川 保子

志豊会特別養護老人ホーム松葉園

key words 認知症サポーター養成講座・アンケート調査・多職種

【はじめに，目的】

平成 28 年 8 月，医療従事者を対象とした認知症サポーター養成講座の開催を経験した。受講後のアンケート調査から，認知症
有病者への医療サービス提供や支援における課題を考察したので報告する。

【方法】

対象は，平成 28 年 8 月に千葉県内某病院にて開催した認知症サポーター養成講座を受講した 200 名とした。対象者には全国
キャラバン・メイト連絡協議会製作 DVD 鑑賞後，認知症の基礎知識，認知症ケアのポイント，困難事例とその対策を紹介し，
講座終了後にアンケート調査を実施した。アンケート内容は 1．プロフィール（性別，職種，経験年数，年齢），2．業務の中で
認知症の方と関わることはあるか，3．認知症の方への対応で困った経験はあるか，4．その際どのような対応をしたか，5．講
座の内容は分かりやすかったか，6．講座を受けて認知症に興味を持ったか，7．講義を受けて今後の業務にどう活かすか，8．
認知症について知りたい内容はあるか等，自由記載を含めた 8 項目とした。

【結果】

アンケート回収率は 87％ であった。性別は男性 29％，女性 71％，年齢 20 代 35％，30 代 27％，40 代 23％，50 代 13％，60
代 2％ であった。職種は看護師 36％，パラメディカル 31％，事務職 26％，薬剤師 4％，医師 3％ で，経験年数は 0～5 年 47%，
6～10 年 22％，11～20 年 20％，21～30 年 10％，40 年 1％ であった。日常業務で認知症有病者と関わる頻度は，毎日ある 23％，
しばしばある 48％，ない 29% で，認知症有病者への対応で困った経験があると回答したのは 56% であった。講座の内容につい
ては，分かりやすかった 78%，分かりにくかった 14％，どちらともいえない 8%，講義を受けて認知症有病者への接し方に興味
を持ったかについては，興味を持った 79%，変わらない 20%，興味が減った 1% という結果となった。自由記載の回答では，認
知症有病者への対応で困った経験として，治療や検査を行えない，生活支援中の介護拒否等が多く挙げられた。また，講義を受
けて今後の業務にどう活かすかについて，接し方として笑顔を心掛ける，その場の状況だけでなく全体像を把握した上で対応す
る，自分だけで解決しようとせず周囲にも協力してもらう等の意見が多く挙げられた。

【結論】

アンケート調査により，71% の方が日常の業務の中で認知症有病者と関わっていると回答し，その半数以上で困った経験が有る
と回答している。日本における認知症有病率は，2025 年には 675 万人へと推移するとされ，医療に関わる職種が日常業務で認知
症有病者に関わる機会は今後も増加していくと予測される。認知症における中核症状や行動・心理症状（BPSD）は，認知症有
病者への医療サービスの提供や支援の妨げになることがあり，サービス提供側がこれを正しく理解し，個々のケースに合った対
応を考えられるようになることが重要であると考える。
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P-TK-10-2

介護保険制度におけるリハビリテーションの役割
介護老人保健施設の現状と課題について

吉川 記永

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

key words 介護保険制度・介護老人保健施設・リハビリテーション

【はじめに，目的】

介護保険制度は 2000 年に創設され，「介護の社会化」は日本で浸透してきている。しかし，サービスの増大に伴い介護給付費も
増大している。社会保障費の増大を抑制するために，介護報酬は引き下げられ，サービスの提供が縮小し家族の介護負担が増大
することが危惧される。本研究では介護老人保健施設（以下老健）のリハビリテーション（以下リハ）に視点を当て，リハ職種

（理学療法士，作業療法士，言語聴覚士）が制度やサービスについてどのような問題意識を持ち，その問題に対してどのような
取り組みを行っているかを明らかにする。リハ職種が抱えている問題点から，限られた財源を有効に使用するための提言を行
う。

【方法】

老健のリハ職種に対して介護保険制度に関する質問紙調査法を，2015 年 6 月 1 日から 7 月 15 日の期間に実施した。対象者は兵
庫県内の老健 21 施設，148 名のリハ職種に実施した。調査項目は選択肢方式として，リハ制度への疑問，リハ時間・回数への疑
問，リハ効果の理解，自由回答方式として，リハを行っていて時間や回数が必要であった症例，リハ効果の理解への取り組み，
今後の老健のリハ業務で必要なことで実施した。自由回答方式はカテゴリー分類を行った。

【結果】

20 施設，137 名から回答が得られ回収率は 92.5% であった。リハ職種は「利用者 1 人に対する 1 回のリハ時間」に対して不足が
入所 68.46%，通所 63.28%，訪問 21.43%，少し不足が入所 20.77%，通所 25.00%，訪問 57.14% であった。「利用者 1 人に対する
1 週間のリハ回数」に対して不足が入所 61.54%，通所 39.06%，訪問 35.71%，少し不足が入所 30.77%，通所 35.16%，訪問 21.43%
で「時間や回数が不足している」と思っていることが分かった。「リハ職種は，リハの効果に対する理解に違いがあると思って
いるか」の質問に対して利用者 70.07%，利用者の家族 67.15%，他職種 48.18%，一般の人 59.85% で違いがあると思っていること
が分かった。また自由回答方式より，症例によってリハの関わりに変化があるが，対応する制度や方法がないことに問題意識を
持っており，そのような中でリハの効果を理解してもらう取り組みを行っている。リハ職種が老健の業務で必要と感じているこ
とは，「老健の理念と役割」に基づいており，地域に根ざしたリハの発展を課題としていることが分かった。

【結論】

リハ職種が抱えている問題から，維持期（生活期）のリハの評価方法は EBM を考慮して，客観的な評価，経験的・主観的な意
見のブラッシュアップ，施設の体制の 3 つを加味した評価方法を構築する必要がある。また，地域の拠点である地域包括支援セ
ンター（以下包括）と老健が積極的に関わることにより，地域の社会資源を知ることができ自宅復帰や通所リハ終了後の利用者
に継続した支援が行える。限られた財源を有効に使用するためには，維持期（生活期）のリハの評価方法の確立と包括との関わ
りが必要である。
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P-TK-10-3

オムツ交換の難易度に関連する因子の検討

佐東 達雄，梶丸 和久，田辺 元

出水郡医師会立第二病院

key words オムツ交換・困難因子・関節可動域

【はじめに，目的】当院は 161 床の療養型病院であり，高齢で介護を要する患者が多い。その中でオムツ交換は，日常生活動作
の評価は全介助でも介護者・患者によって大変さは異なる。今回はオムツ交換の難易度と関節可動域・排泄状況・体重との関
連を検討した。

【方法】対象は，当院入院患者でベッド上でオムツ交換を行う 85 名（男性 35 名，女性 50 名）。平均年齢 81.3±9.75 歳。日常生
活自立度判定基準で C2 レベル 68 名，B2 レベル 17 名。方法は，オムツ交換に携わる看護・介護職員 76 名にオムツ交換の難易
度を患者毎に 5 段階で評価した。関節可動域は股関節屈曲・伸展・外転，膝関節伸展，体幹回旋を計測した。排泄状況は，オム
ツのもれ・下痢便・多量便の回数を 16 日間にわたり調査した。統計解析は，5 段階で評価した患者の難易度の中央値と関節可動
域ともれ・下痢便・多量便の回数，体重・身長・BMI との相関関係をスピアマンの順位相関係数を用いて全患者と中央値 2 点
以上の患者 45 名をそれぞれ検索した。

【結果】

オムツ交換の難易度と中等度相関（r＞｜0．4｜）のあった項目は，全患者では股伸展，膝伸展，股伸展+外転，股伸展＋膝伸展，
股屈曲＋伸展＋外転＋膝伸展，股外転＋膝伸展＋体幹回旋，股屈曲＋伸展＋膝伸展＋体幹回旋，股屈曲＋伸展＋外転＋膝伸展＋
体幹回旋の 8 項目であった（p 値は全て＜0.01）。

2 点以上の患者では，股屈曲＋伸展，股屈曲＋伸展＋外転＋体幹回旋，股屈曲＋伸展＋外転＋膝伸展，股屈曲＋伸展＋膝伸展＋
体幹回旋，股屈曲＋伸展＋外転＋膝伸展＋体幹回旋の 5 項目であった（p 値は全て＜0.01）。

【結論】

今回オムツ交換と関節可動域と臨床事項の相関関係を調査したが，関節可動域との関連が明らかになった。全患者では股伸展と
膝伸展が係わる項目が多く，中央値 2 点以上の患者では股屈曲・伸展が多く係わっていた。特に 2 点以上の患者では股関節屈曲
拘縮が多く屈曲から伸展の範囲がオムツ交換の難易度に関連していた。体幹回旋と股外転との関連では，他の可動域と組み合わ
せることで関連が増しすべての可動域が重要と考えられた。体重と BMI は弱い相関が認められ，排泄状況と漏れについて相関
は認められなかった。漏れの後処理は大変な作業であるが，評価した看護・介護職員がオムツ交換回数よりオムツ交換の難易度
が優先されると考えられた。下痢便とは弱い相関関係を認め，漏れ自体は便より尿によるものが多く，オムツの装着方法や素材
も関係しているのではないかと考えられた。

オムツ交換を容易にするには，下肢を伸展位に保つようなポジショニングと股屈曲と伸展の可動域の確保・拡大が大切である。
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P-TK-10-4

手すりにもたれて下衣の上げ下げを行う動作の効果

中村 豪志，川畑 翔，川野 裕也，萩原 純一

介護老人保健施設こんにちわセンター

key words トイレ手すり・下衣の上げ下げ・立位バランス

【はじめに，目的】

片麻痺者等に対するトイレの手すりとしては，便座に座って非麻痺側の壁に壁離れ寸法が数センチの L 字手すりを設置する
ケースが多くみられる。しかし，麻痺側上肢が機能しない場合，この環境では，健側上肢で手すりを把持すると，下衣の上げ下
げ動作が困難になる。そこで，壁離れ寸法を約 20cm とした手すりの縦部分に体幹をもたれると，下衣の上げ下げ動作が容易に
なるのではないかと考えた。本研究では，縦手すりにもたれて下衣の上げ下げをする動作の有効性を客観的に検証することを目
的とする。

【方法】

被験者は，A 県内の介護老人保健施設 B に勤務する健常な男性 10 名とした。平均年齢は 39.3±5.9 歳だった。測定は A 県内の
介護老人保健施設 B の機能訓練室にて，手すりの代わりにベストポジションバー（ホクメイ社製）を用いて擬似的な環境を設定
した。床に Wii ボード（任天堂社製）を置き，ノートパソコンをブルートゥースで接続した。矢状面の分析をするために，iPhone
5s（Apple 社製）で 3 m 離れた位置から動画を撮影した。被験者は，同施設のユニフォームの上から短パンを着用し，利き手を
アームスリングで上肢を固定した。まず，Wii ボード上でベストポジションバーにもたれない状態で短パンを腸骨上端部から膝
蓋骨上端部まで下げる動作，上げる動作を各 5 回実施した。次に，固定側の肩・胸部をベストポジションバーに付けてもたれる
姿勢を取り，同様の動作を行った。Wii ボードにより各動作の重心動揺を測定し，ノートパソコンに取り込んだ後，RA Clark
らが開発したソフトで解析した。矢状面を撮影した動画は，Quick Time7 Pro（Apple 社製）によりイメージシークエンスに変
換後，ImageJ（NIH 社製）によって被験者の耳垂下端の上下移動距離を測定した。時間，重心総軌跡長，矩形面積，耳垂移動
距離に関して，手すりなしと手すりにもたれた状態の間で対応のある t 検定を行った。手すりを使用した動作において有意差が
みられた項目については，各項目間でピアソンの相関係数を求めた。統計処理には，SPSS ver.22.0（IBM 社製）を用い，統計学
的有意水準は 5％ とした。

【結果】

重心総軌跡長，矩形面積，耳垂移動距離に関しては，下げ動作，上げ動作ともに手すりありの場合が，手すりなしの場合と比較
して有意に低かった。手すりを使用した動作における重心総軌跡長，矩形面積，耳垂移動距離の相関係数は，上げ動作における
重心総軌跡長と矩形面積が 0.659，下げ動作における矩形面積と耳垂移動距離が 0.734 と，それぞれ有意な正の相関を示した。

【結論】

縦手すりにもたれて下衣の上げ下げをすることで，重心動揺・上下移動が小さくなり，バランスが安定することが明らかになっ
た。また，縦手すりにもたれた動作の下げ動作においては，上下移動が少ない姿勢で動作を行うことが，より小さな重心線の移
動範囲で動作を行うことにつながるのではないかと推察された。
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P-TK-10-5

脊椎脊髄疾患患者における手段的日常生活活動の経時的変化

田島健太郎1,2），原田 亮1），飯塚 隆充1,2），臼田 滋2）

1）榛名荘病院リハビリテーション部，2）群馬大学大学院保健学研究科

key words 脊椎脊髄疾患・手段的日常生活活動・経時的変化

【はじめに，目的】

当院では脊椎脊髄疾患患者に対する手術後，リハビリテーションを担っている。身体機能も比較的高く，自宅退院が多いが退院
後の生活では不安や困難さがある場合も多い印象である。だが，退院後の生活状況の報告は基本的日常生活活動や他の疾患の報
告が散見する程度で，横断的な報告が多い。本研究の目的は，脊椎脊髄疾患患者における生活状況を調査し，手段的日常生活活
動の経時的変化を分析することである。

【方法】

対象は当院で手術を施行した脊椎脊髄疾患患者とした。基本情報として年齢，診断名，身体機能として入退院時の Timed Up
and Go Test（TUG），痛み・しびれ（NRS）を調査した。経時的な調査項目は Barthel Index（BI），Frenchay Activities Index

（FAI），SF�8（身体的・精神的サマリースコア：PCS・MCS）とした。FAI は各 0�3 点，15 項目，45 点満点で下位項目を家事
（食事の準備・片付け，洗濯，掃除，力仕事）・レジャー/仕事（外出，趣味，旅行，家や車の手入れ，仕事）・外出他（買い物，
屋外歩行，交通手段の利用，庭仕事，読書）の 3 領域に分け，各領域・全体の合計点を算出した。調査は入院時・退院時・退院
後 1 ヶ月（1M）・3 ヶ月（3M）・6 ヶ月（6M）に質問紙調査を行った。調査対象は調査時に同意が得られた 124 名，分析対象は
6M まで返信のあった 70 名（63.3±13.9 歳），頸椎疾患 21 名，胸腰椎疾患 49 名とした。統計解析は TUG，痛み・しびれは対応
のある t 検定または Wilcoxon の符号付順位検定を行った。SF�8（PCS・MCS）は反復測定分散分析後に多重比較（Tukey 法），
BI，FAI は Friedman 検定実施後に Wilcoxon の符号付順位検定をし，Bonferroni 補正を行った。統計ソフトは SPSS Statistics
22 を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

6M 時点の回収率は 92.0% であった。TUG・痛み・しびれは入院時に比べ退院時で有意に改善を認めた。BI は各時期ともほぼ満
点であったが，入院時に比べ退院時と 3M で有意に改善を認めた。PCS は入院時と比べ各時期で，退院時と比べ 3・6M で，1
M と比べ 3・6M で有意に改善を認めた。MCS は入院時に比べ 3・6M，退院時と比べ 6M で有意に改善を認めた。FAI 合計点は
中央値（四分位範囲）で入院時及び 1・3・6M で 22（16�29），19.5（14�27），25（20�32），27（23�31）であり，3 領域はそれぞ
れ，家事は 6.5（4�13），7.5（3�12），10（4.75�14），11（6�14），レジャー/仕事は 5（3�9），4（2�6），6（4�9），7（4.75�9），外
出は 9（7�11），9（7�11），10（9�12），11（9�12）であった。合計点・家事・外出は入院時に比べ 6M，1M に比べ 3・6M で有
意に改善を認めた。レジャー/仕事は入院時に比べ 1M で有意に低下した後，1M に比べ 3・6M で有意に改善を認めた。

【結論】

対象者は身体機能が比較的高く，BI もほぼ満点であった。しかし，FAI は退院直後から改善を認めず，時間経過とともに改善
を認め，各評価の経過は異なる結果であった。今後は精神面との関係性や退院後の痛み・しびれとも併せて検討する必要がある
と考える。
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P-TK-11-1

大腿骨近位部骨折術後症例における，受傷時施設入所者の身体機能と受傷状況
の特徴および再入所の可否に関わる要因

小川 幸恵，中山 裕子，野嶋 素子，保地真紀子

新潟中央病院リハビリテーション部

key words 大腿骨近位部骨折・身体機能・転帰

【目的】

施設入所者における大腿骨近位部骨折の受傷状況及び，再入所の可否に関連する身体機能，認知機能を明らかにするとともに，
施設ごとの特徴について検討する。

【方法】

対象は 2014.3～16.9 に入院した大腿骨近位部骨折症例 580 名中， 受傷時施設入所者 113 名（ショートステイ：以下 SS 群 42 名，
特別養護老人ホーム：特養群 33 名，グループホーム：GH 群 20 名，介護老人保健施設：老健群 18 名）とした。受傷前・退院時
移動能力及び移乗介助量，MMSE 得点，認知症周辺症状の有無，受傷状況，再入所の可否について後方視的に調査し比較検討
した。統計解析は一元配置分散分析，χ2検定を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

移動能力は，受傷前 SS 群歩行自立 22 名，介助 11 名，車椅子 9 名，特養群 9 名，6 名，18 名，GH 群 13 名，6 名，1 名，老健群
9 名，4 名，5 名，退院時は，SS 群 0 名，4 名，38 名，特養群 0 名，2 名，31 名，GH 群 0 名，1 名，19 名，老健群 0 名，0 名，
18 名であり，受傷前のみ施設間に有意差を認め，特養群は車椅子使用者が多かった。認知機能について，MMSE 得点は，SS
群 9.6±6.0 点，特養群 6.9±4.5 点，GH 群 8.5±4.6 点，老健群 8.8±5.4 点，周辺症状は，SS 群なし 24 名，あり 18 名，特養群 14
名，19 名，GH 群 11 名，9 名，老健群 8 名，10 名で共に差を認めなかった。受傷状況は，排泄に伴う転倒が全体の 25％（SS
群 26％，特養群 27％，GH 群 20％，老健群 27％），ベッド周囲の転倒が 19％（17％，18％，20％，11％）であった。誘因なく
骨折を来した症例は全体の 7％（2％，15％，0％，11％）に見られ，特養群に多く GH 群では見られなかった。再入所の可否に
関して，再入所しなかった症例は，SS 群 42 名中 9 名，特養群 33 名中 1 名，GH 群 20 名中 3 名，老健群 18 名中 1 名で，転帰先
は，SS 群は他施設，転院 8 名，自宅 1 名，GH 群は他施設 3 名であった。老健群，特養群は転院，死亡退院であった。SS 群と
GH 群の再入所群と他施設への入所を比較すると，移乗に 2 人以上の介助を要した症例が，SS 群は再入所群 33 名中 9 名（27％），
他施設への入所 8 名中 2 人（25％）と同程度であったが，GH 群では再入所群 17 名中 4 名（24％）に対し，他施設への入所 3
名中 2 名（67％）と多かった。また周辺症状を呈した症例は，SS 群は再入所群 33 名中 12 名（36％），他施設への入所 8 名中 5
名（63％），GH 群はそれぞれ 17 名中 7 名（41％），3 名中 2 名（67％）と，両施設とも他施設への入所が多かった。

【結論】

受傷状況は施設ごとに違いが見られ，排泄に伴う転倒やベッド周囲の転倒はどの施設でも一定数見られたのに対し，誘因なく骨
折を来した症例は特養に多く GH では見られなかった。これは両施設の移動能力に差を認めたことから，身体機能の違いが関係
していると考えられた。再骨折の予防にはこれらの特徴をふまえた対策が必要である。再入所の可否に関しては，SS は認知症
周辺症状の有無が，GH では周辺症状の有無に加え，移乗の介助量が関与していることが考えられた。
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P-TK-11-2

入院でリハビリテーションを利用した高齢者における療養場所移行パターンの
実態

光武 誠吾1），石崎 達郎1），田宮菜奈子2）

1）東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活ケア研究チーム，
2）筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ

key words 高齢者・移行期ケア・レセプトデータ

【はじめに，目的】

入院中にリハビリテーションを受けた高齢者は，入院治療終了後，よりふさわしいケアを受けるために他の医療機関や介護施
設，在宅への移行が求められる。本研究では，入院後の療養場所移行を安全かつ効率的に進める方策を検討するために，医療・
介護レセプトデータを用い，入院中にリハビリテーションを利用した高齢者を対象として，入院後半年間の療養場所移行パター
ンの実態把握を目的とする。

【方法】

分析データは，自治体 A（人口約 40 万人，高齢化率 22％）における後期高齢者の医療レセプトデータと介護レセプトデータ
（平成 24 年 4 月から平成 25 年 9 月分）である。平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月までの間に入院で疾患別リハビリテーション
を利用した者全員を抽出した。該当者の医療レセプトデータと介護レセプトデータを結合し，入院から 1 ヶ月後，3 ヶ月後，6 ヶ
月後の療養場所と 6 ヶ月後までの療養場所移行パターンを把握した。次いで，頻度の高い療養場所移行パターンを特定し，χ2

検定と残差分析を用いて，性・年齢階級別（75�79 歳，80�84 歳，85�89 歳，90 歳以上）に療養場所移行パターンの差異を分析
した。

【結果】

入院で疾患別リハビリテーションを利用した者は 1,867 名（男性：40.3％，平均年齢 85.3±6.4 歳）で，内訳は心大血管リハ 1.5％，
脳血管リハ 44.3％，運動器リハ 47.5％，呼吸器リハ 6.6％ だった。入院から 6 ヶ月後までに 1 度でも在宅に移行した者は，男性
74.9%，女性では 69.9% だった。年齢階級別では，男女ともに 90 歳以上でその割合は低かった。入院から 6 カ月後までの療養場
所の移行回数は，男性で 0 回 11.4%，1 回 81.0%，2 回以上 7.6％，女性で 0 回 12.5%，1 回 78.9%，2 回以上 8.3％ であった。性・
年齢階級別では，2 回以上の移行は男女ともに 90 歳以上で高かった（男性 10.4%，女性 10.8%）。療養場所移行パターンは，1 ヶ
月後に同一病院から在宅に移行した者の割合は 41.1％ と最も高く，性・年齢階級別では，男性 42.8％（年齢階級：36.0%～
48.4%），女性 40.0%（同：29.9～51.6％）と，女性において，75�79 歳で有意に高く（調整済残差=3.2），90 歳以上で有意に低かっ
た（調整済残差=�4.6）。次いで 3 ヶ月後に同病院から在宅に移行した者の割合は，男性 21.9%（年齢階級：20.9%～27.2%），女性
21.2%（同：15.9～22.4％）と，男性において，85�89 歳で有意に高く（調整済残差=2.0），80�84 歳で有意に低かった（調整済残
差=�1.9）。1 ヶ月後に同病院から介護施設に移行した者の割合は，男性 5.8%（年齢階級：3.3%～11.2%），女性 9.3%（同：3.8～
14.5％）と，男性の 90 歳以上で有意に高く（調整済残差=2.8），女性では 75�79 歳と 80�84 歳で有意に低く（共に調整済残差=�
2.6），90 歳以上で有意に高かった（調整済残差=4.0）。

【結論】

性別，年齢階級別で療養場所移行パターンに差が生じている可能性が示唆された。今後，追跡期間の延長と再入院を考慮した分
析が必要である。
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P-TK-11-3

一般内科病棟に入院した廃用症候群患者の自宅退院に関連する要因の検討

星本 諭，諸江 伸龍，原 大志

永生病院リハビリテーション部

key words 一般内科病棟・廃用症候群・自宅退院

【はじめに，目的】

当院では一般病棟に入院している廃用症候群患者の早期自宅退院を促している。今回，一般病棟からの早期自宅退院を促進する
ため，廃用症候群患者の自宅退院に関する要因を後方視的に検討した。

【方法】

対象は，病前は自宅で生活しており 2014 年 4 月から 2015 年 3 月までの間に当院に入院し，リハビリテーションが実施された廃
用症候群患者 64 例とした。

抽出した要因は転帰と入院期間，入院時の年齢，性別，本人意向，家族意向，世帯状況，要介護度，主な既往歴，身長，体重，
BMI，さらに入退院時の栄養摂取方法，Alb，TP，ALT，AST，Hb，CRP，WBC，BNP，E/A，EF，eGFR，RBC，FIM を診
療録等から後方視的に調査した。

分析は自宅退院群 43 例（年齢 80.2±9.5 歳，男性 16 例，女性 27 例）と，療養施設や老健施設等に退院したその他群 21 例（年
齢 86.6±6.4 歳，男性 9 例，女性 12 例）に 2 群化した。統計処理は，全ての数量データを Shapiro�Wilk 検定で正規性を確認し
た後，2 群間の各要因を χ2 乗検定，対応のない t 検定，Munn�Whitney の U 検定で比較した。

【結果】

自宅退院/その他の群間で差が見られた要因は，入院期間 56.8±44.8/85.5±54.2 日（p＜0.05）と自宅退院群の方が早期退院して
いた。年齢は 80.2±9.5/86.6±6.4 歳（p＜0.01）と自宅退院群が若年だった。

体重 48.3±9.5/39.1±8.6kg（p＜0.01），BMI20.3±3.9/17.4±4.1kg/m2（p＜0.01），入院時 Alb3.5±0.5/3.0±0.5g/dl（p＜0.01），退
院時 Alb3.4±0.4/2.9±0.5 g/dl（p＜0.01），退院時 TP6.7±0.8/6.2±0.7 g/dl（p＜0.05）であり，自宅退院群の方が栄養状態は良好
だった。入院時 WBC5700.6±1900.3/7600.1±3600.1μl（p＜0.05）は自宅退院群の方が低かった。

心機能指標では，入院時 E/A0.71±0.15/0.62±0.16（p＜0.05）と自宅退院群が有意に高値を示していた。又，有意差は認めない
が入院時 EF69.6±9.9/69.9±5.8%，入院時 BNP89.1±93.8/125.5±205.2pg/ml であり，入院前から心機能が低下したままで自宅で
日常生活を送っていたことが推察され，自宅退院には心拡張能が影響していることが示唆される。

退院時 FIM は運動合計 54.7±22.5/32.3±19.5 点（p＜0.01）， 認知合計 25.0±8.0/18.2±6.8 点（p＜0.01）と自宅退院群が高かった。
細項目でも入院時浴槽移乗，入院時階段以外の全ての項目で自宅退院群が有意に高値を示した。

【結論】

自宅退院群は入院時の年齢が若く，栄養状態が良好，WBC 低値，心拡張能の影響が示唆された。退院時も栄養状態や，FIM
得点が高値だった。これらの要因を参考にして，早期からの退院支援，転帰について検討することで，廃用症候群患者の早期自
宅退院の一助となれば幸いである。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（地域）P11】

P-TK-11-4

寝たきり状態の患者に対するポジショニングが身体可動域へもたらす効果の検証
～頚部に対するオーダーメイド枕の作成を中心とした検討～

東 真紀，吉田美沙希，濱川 仁美，坪内 美幸，井出わかな

江藤病院リハビリテーション部

key words ポジショニング・寝たきり状態・オーダーメイド枕

【はじめに，目的】

近年長期療養型施設に入院する患者様の中に，寝たきり状態の廃用症候群予防が必要とされているが，特に関節拘縮の予防が困
難となっている原因の一つに適切なポジショニングが実施できていないことが挙げられる。特に頚部に関しては適切なポジ
ショニングが実施困難な場合が多く，頚部周囲筋の過緊張による頚部過伸展位が誤嚥性肺炎の発症・再発の要因であると報告
されている。本研究では，①多職種の現状を実態調査し，現状の把握と課題の抽出を実施，②対象症例へのポジショニング対応
策の検討を実施し，適切なポジショニングが身体，特に頚部への機能的改善にどのような効果をもたらすのかについて検討を
行った。今回，その結果を報告する。

【方法】

当院医療療養病棟に入院中の症例 11 名（男性：3 名 女性：8 名 平均年齢：83.9±10.3 歳）で，ベッド上仰臥位の状態で頚部
に可動域制限を呈している症例を対象とした。症例 11 名は日常生活自立度 B2 以下の状態である。①多職種に対するアンケート
調査とポジショニングに関するテストを行い，それから集計した結果によるポジショニング・ミニ講義を多職種全員へ実施し
た。②①と同時並行で対象症例へのポジショニング方法の検討，クッション等のポジショニングに必要な用具の選定を実施し
た。③枕の作成時には頭頂部～肩甲下角までの距離・脊柱彎曲状態を測定する為に専用スケールを用いた。④全スタッフへの講
義終了時点で研究開始となり，その際に再テストを実施・集計した。対象症例には 2 ケ月に 1 回の関節可動域測定（手指・足趾
を除く）を実施。期間は 2015 年 10 月～2016 年 6 月の約 8 か月間とした。頚部関節可動域測定では，円背による生理的彎曲が破
綻している状態であった為，前・後屈の測定には第 7 頚椎棘突起と耳孔を結んだ線上を軸心とし，前・後屈可動範囲を紙面上に
起こしたものを分度器にて測定。また，脊椎後彎の強さを測定する為に座位円背指数を③の際に使用した専用スケールを用い算
出した。頚部の筋緊張に対しては筋硬度計（NEUTONE）を用い 3 回測定した値の中央値を測定値とした。

【結果】

他職種へのミニ講義実施前後の点数，各関節可動域・筋硬度の開始前後の値を比較する際に Wilcoxon の符号付順位和検定を用
いた。有意水準は 5％ 未満とした。多職種へ実施したテストはミニ講義実施前後で有意差がみられた（P＜0.01）。また，頚部可
動範囲・左膝屈曲（P＜0.05），左肩外転・右肩筋硬度（P＜0.01）にも有意差がみられた。

【結論】

今回の研究で関節可動域に改善がみられた。しかし，他職種共同での取り組みであった為，技術面での統一が困難な場面がみら
れた為，著明な改善を得ることは困難であった。今後は頚部の側屈・回旋に関与する因子や褥創・肺炎発生との関係性について
検討する必要があると考えられる。
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P-TK-11-5

10m歩行時間と 10m歩行時間の運動イメージが退院後 1ヶ月の患者の活動範
囲に与える影響

足立 睦未，今田 健

社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院

key words 活動範囲・歩行時間・運動イメージ

【はじめに，目的】

退院後の患者について，先行研究により ADL が低下する恐れがあると報告がある。浜岡らは，低活動者と要介護認定者で活動
範囲が狭くなったと報告しており，ADL と活動範囲には関連性がある。患者の ADL 向上は，退院後の活動範囲を広げることが
でき，理学療法士の重要な役割の一つである。活動範囲に影響を及ぼす一因として，運動イメージがある。山田は，運動イメー
ジの低下は，ADL や活動範囲を低下させる一要因となると報告した。退院後の患者は身体状況が徐々に低下する恐れがあり，
患者の身体能力だけでなく，運動イメージを評価し退院後の活動範囲を予測する必要があると考えた。本研究は，回復期リハビ
リテーション病棟を退院する患者に対して運動イメージの評価を行い，退院 1 ヶ月後の活動範囲に関連性があるか検証するこ
とを目的とした。

【方法】

対象は，当院へ入院し屋内歩行が歩行補助具の有無に関わらず見守りから自立で退院した 7 例であった。方法は，対象者の 10
m 歩行の実測時間と Mental Chronometry（以下，MC）を，環境の違う 3 箇所で計測した。10m 歩行は，速度を設定しない歩
行（以下，10m 快適歩行時間）と，なるべく最速で行う設定をした歩行（以下，10m 最大歩行時間）の 2 種類を計測した。MC
は，対象者を椅子に座らせた状態で 10m の歩行路を見せ，自らが歩行している姿をイメージするよう説明し，対象者に歩行の
開始から終了までをストップウォッチにて計測させた。運動イメージの評価は，10m 歩行の実測時間と MC を計測し MC から
実測時間を除した M/A 比を算出した。退院後 1 ヶ月が経過した際に，Life Space Assessment（以下，LSA）と転倒についての
質問紙を郵送しアンケート調査を行った。統計処理は，IBM SPSS statistics Ver.23 を使用し，Pearson の相関係数を行った。

【結果】

10m 快適歩行時間の M/A 比と LSA は r=0.664 と弱い相関を示し，10m 最大歩行時間の M/A 比と LSA は r=0.799 と強い相関
を示し有意差を認めた。10m 快適歩行時間と LSA は r=0.880，10m 最大歩行時間と LSA は r=0.829 と強い相関を示し，有意差
を認めた。

【結論】

10 m 快適歩行時間と 10m 最大歩行時間はどちらも LSA の総得点と強い相関を示し，運動イメージにおける活動範囲の影響は，
10m 歩行時間に比べ少ないことが示された。佐直らは，10m 歩行時間は ADL の予知に有用であると報告した。10m 歩行時間が
ADL に関連していることは周知されており，運動イメージを加えることなく，退院後の ADL は予測できる可能性がある。しか
し，10m 最大歩行時間の M/A 比と LSA は，強い相関を示し有意差を認め，快適歩行時間の M/A 比も弱い相関を認めた。Page
らは，脳卒中を呈した患者において，運動イメージの練習を併用した群で ADL の変化があったことを報告した。運動イメージ
は退院後の活動範囲に影響があることが示唆され，退院後の活動範囲を予測するため，10m 歩行時間だけでなく運動イメージを
用いた評価の必要性がある。
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P-TK-12-1

地域住民の介護予防（一次予防）に向けた体操教室開催の効果について

嘉数 直人1），西川 明子1），瀬戸口大介1），真田 将幸1），中川 法一2）

1）株式会社フルーション，2）医療法人増原クリニック

key words 介護予防・体操教室・基本チェックリスト

【はじめに，目的】

地域包括ケアシステム構築に向けて，介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）が展開される中，介護予防の機能を強化す
るために，理学療法士等リハビリテーション専門職の関与が促進されている。従来，一次予防，二次予防は主に自治体の介護予
防事業として取り組まれてきたが，新たな総合事業の発展のためには，自助・互助の促進，多様な資源が必要である。当社では
平成 28 年 5 月より，地域住民を対象とした体操教室を開催し，地域の介護予防促進に取り組んでいる。今回，総合事業におけ
るアセスメントとして活用される基本チェックリストおよび運動機能の変化から，体操教室での運動介入効果について検討し
たので報告する。

【方法】

体操教室に参加した地域住民 24 名のうち，初回と終了時の運動機能および基本チェックリストの調査が実施できた 20 名（男性
2 名，女性 18 名，平均年齢 73.5±9.1 歳）を分析対象とした。体操教室はデイサービスの空き時間を活用して開催し，理学療法
士が作成した運動プログラム 1 回 40 分を，週 1 回，全 8 回実施した。運動内容は，椅座位での筋力トレーニング，エロンゲー
ショントレーニング，サスペンショントレーニングとした。運動実施に際しては，DVD の映像を模倣させ，理学療法士が運動
指導やリスク管理を行なった。調査項目は，握力，5m 最大歩行時間，片足立ちバランス（OFS），Timed Up ＆ Go Test（TUG），
Functional reach test（FRT），2 ステップ値，立ち上がりテスト，基本チェックリスト，終了時のアンケート調査（運動の効果，
運動の継続）とした。各項目における初回と終了時の変化について，対応のある t 検定および Wilcoxon の符号付順位検定を用
いた。

【結果】

初回と終了時の運動機能の変化について，握力，立ち上がりテスト以外の項目で有意な向上を認めた（p＜0.05）。また，基本チェッ
クリストの総得点およびうつ傾向の項目において有意な改善を認めた（p＜0.05）。終了時のアンケート結果は，体力がついた

（9 名），今後も運動を継続したい（19 名），であった。

【結論】

介護予防において，運動介入の効果は数々の報告で明らかになっており，今回の体操教室においても，参加者の歩行やバランス
などの運動機能の向上が認められ，体操教室の効果が示された。また，基本チェックリストの改善がみられたことで，要支援・
要介護への移行を防ぎ，介護予防の推進に寄与できることが示唆された。介護予防の考え方として，個々の気づきや主体的かつ
継続的な取り組みが重要である。今回の体操教室では，運動機能評価や基本チェックリストによる気づきを促し，スタッフや参
加者同士の交流を深めながら楽しんで参加できたこと，運動効果が感じられたことで，運動継続の意識が高まったと思われる
が，今後は地域住民が，主体的かつ長期的に運動習慣を維持するための支援へ発展させていくことが課題である。
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P-TK-12-2

地域在住高齢女性における転倒恐怖感と姿勢制御能力および下肢筋力との関連

八木 悠太1），神谷 碧2），田島 稔生2），磯野 凌2），佐藤 駿介2），廣野 哲也2），加藤 丈博2），
荒田 大輝1），中島 貴洋1），豊田ひかり1），木村みさか3），渡邊 裕也4），池添 冬芽2）

1）京都大学医学部人間健康科学科，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，
3）京都学園大学健康医学部，4）同志社大学スポーツ健康科学部

key words 転倒恐怖感・下肢筋力・姿勢制御能力

【はじめに，目的】

高齢者における転倒に対する過度の恐怖感（転倒恐怖感）は日常生活活動の制限や行動範囲の縮小を引き起こすことから問題視
されている。高齢者の転倒恐怖感には下肢筋力や姿勢制御能力といった運動機能が関連することが報告されているが，下肢筋力
を膝伸展筋力だけでなく，股・足関節周囲筋も含めて詳細に評価した研究，あるいは姿勢制御能力を安定した支持面上だけでな
く不安定な支持面上での姿勢制御能力も含めて評価した研究は少ない。そこで本研究は地域在住高齢者を対象に下肢筋力およ
び姿勢制御能力を詳細に評価し，それらが転倒恐怖感に及ぼす影響について明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢女性 63 名（年齢 72.1±4.2 歳）とした。測定に大きな支障を及ぼすほどの重度の神経学的・整形学的障害や
認知障害を有する者は除外した。

下肢筋力として膝関節伸展，股関節外転，足関節底屈，セッティング筋力を測定した。なお，セッティング筋力は専用の筋力測
定機器（アルケア製ロコモスキャン）を用いて測定した。姿勢制御能力について，安定した支持面上での姿勢制御能力として，
足圧分布測定装置（フィンガルリンク製 Win�Pod）を用いて開眼片脚立位を 20 秒間保持させたときの前後および左右方向の足
圧中心（CoP）の偏差・平均移動速度を測定した。また，動的な姿勢制御能力としてファンクショナルリーチを測定した。不安
定な支持面上での姿勢制御能力として，不安定傾斜板（酒井医療製 DYJOC board plus）上で 20 秒間片脚立位保持させたときの
前後および左右それぞれの角度変動域・総角度変動を測定した。なお，角度変動域は傾斜した角度の絶対値平均で角度変動域が
大きいほど不安定であることを示し，総角度変動は変動した角度の総量で総角度変動が多いほど不安定板を動かす速度が速い
ことを意味する。

転倒恐怖感は質問紙にて屋外活動に対する転倒恐怖感について調査した。「屋外で転ぶのではないかと不安ですか」という質問
に対して，少しでも不安があると回答した者を転倒恐怖群，不安はないと回答した者を非転倒恐怖群に分類した。

統計は転倒恐怖感の有無を従属変数とし，下肢筋力および姿勢制御能力を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析（ステッ
プワイズ法）を行った。

【結果】

転倒恐怖群は 33 名，非転倒恐怖群は 30 名であり，2 群間で年齢の有意差はみられなかった。多重ロジスティック回帰分析の結
果，左右方向の CoP 偏差（オッズ比：2.23），左右方向の CoP 移動速度（オッズ比：0.876），不安定板の前後角度変動域（オッ
ズ比：3.99）が有意な関連因子として抽出された。

【結論】

本研究の結果，地域在住高齢女性における転倒恐怖感には下肢筋力よりも姿勢制御能力のほうが関連が強く，安定した支持面上
での姿勢制御能力のみならず，不安定な支持面上での姿勢制御能力も転倒恐怖感に影響を及ぼしていることが示唆された。
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P-TK-12-3

地域在住女性高齢者における近隣環境が歩行に与える影響

黒田 悠加，上出 直人，坂本 美喜，柴 喜崇

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

key words 地域在住高齢者・5m快適歩行時間・環境

【はじめに，目的】近年，身体活動（PA）と近隣環境との関係が報告され，PA と「近所の歩道の有無」・「近所の景観の良さ」な
どとの関係があることが明らかにされつつある（Inoue, 2011）。ところで，国際機能分類（ICF）では生活機能と背景因子間は相
互補完的とされているが，活動と環境因子間の関連を実証的に明らかにした研究は見当たらない。本研究の目的は ICF 分類の活
動（歩行）と背景因子（環境因子）との相互関係を実証研究において明らかにする事である。

【方法】対象者は，65 歳以上の要介護認定を受けていない地域在住女性高齢者 168 名（平均年齢 70.4±4.1 歳）である。なお，対
象者の募集は広報誌と新聞の折り込み広告により行った。調査は会場での自記式アンケートと快適条件 5m 歩行時間の測定を
行った。アンケートの内容は，年齢，体格指数，主観的健康感，抑うつ評価（GDS�5）に加え，近隣環境評価として International
Physical Activity Questionnaire Environmental Module（以下，IPAQ�E）から抽出した 7 項目とした。IPAQ�E から抽出した
項目は，①居住密度，②近所のスーパーや商店街へのアクセス，③近所の歩道の有無，④近所の運動場所の有無，⑤近所の交通
量，⑥近所の運動実施者の有無，⑦近所の景観の良さとし，それぞれの環境に対する主観的な評価を調査した。

IPAQ�E の各項目の回答は，先行研究（Inoue, 2011）を基に 2 群の名義尺度に変換し，その後の解析に用いた。統計学的解析で
は，Pearson の相関係数または対応の無い t 検定を用いて，快適条件 5m 歩行時間と有意に関連する変数を分析した。その後，
快適条件 5m 歩行時間と統計学的に有意な関連の認められた変数を独立変数とし，快適条件 5m 歩行時間を従属変数とする重回
帰分析を行った。なお，統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】快適条件 5m 歩行時間と有意な関連が認められた変数は，年齢（p＜0.01），BMI（p＜0.05），近所の交通量（p＜0.05），
近所の景観の良さ（p＜0.01）であった。その他の変数は，いずれも快適条件 5m 歩行時間と有意な関連は認められなかった。重
回帰分析の結果，年齢（p＜0.01），BMI（p＜0.05），近所の交通量（p＜0.05），近所の景観（p＜0.01）の全ての変数が 5m 歩行
時間と有意に関連した（R2=0.16）。すなわち，年齢が若い，BMI が低い，近所の交通量が少ない，近所の景観が良いと快適条件
5m 歩行が速い事が示された。

【結論】地域在住女性高齢者では，近所の交通量の少なさ，近所の景観の良さといった近隣環境因子と快適条件 5m 歩行時間が
速い事に関連が認められた。
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P-TK-12-4

介護老人保健施設入所高齢者の身体組成と握力の関係

貞清 香織1），貞清 秀成2），石坂 正大1）

1）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）介護老人保健施設マロニエ苑リハビリテーション室

key words 高齢者・身体組成・握力

【はじめに，目的】近年，サルコペニアやフレイルといった筋肉量減少症状が着目されており，地域在住高齢者を中心に身体組
成の研究が行われている。介護を必要とする施設入所高齢者の身体組成を検討している研究は少ない。身体組成の研究では加齢
に伴い減少する骨格筋量について多く報告されているが，加齢とともに身体を占める割合が増える脂肪量に着目した研究はな
い。体格栄養評価をする際，体格の影響を除いた除脂肪量指数（FFMI：fat�free mass index），脂肪量指数（FMI：fat mass in-
dex）が用いられている。FFMI，FMI は除脂肪量または脂肪量を身長の二乗で除した指数である。FFMI は加齢による変化が
少ないことから，高齢者の身体組成を評価する指標の一つとなる可能性があると言われている。

また，高齢者の虚弱を反映する身体機能評価の一つに握力がある。握力は全身の筋力や ADL と関連があるといわれている。そ
こで本研究では，介護老人保健施設入所高齢者の身体組成を計測し，FFMI と FMI と握力の関係と調査することを目的とした。

【方法】対象は，介護老人保健施設に入所している立位可能な高齢女性 9 名（年齢 90.8±4.8 歳）である。要介護度は 1�4（平均
2.1±1.1，最頻値 1，中央値 2），BI は 75�100 であり，施設内の移動（歩行 6 名，車椅子 3 名）が自立していた。身体組成測定に
は，家庭用身体組成計インナースキャン BC�622（TANITA 社製）を用いた。測定方法は，測定機器に定められている方法に従
い立位にて行った。測定された体組成から FMI，FFMI を算出した。握力の計測にはスメドレー式握力計を使用し，座位にて左
右計測し最大値を代表値とした。統計解析は Pearson の相関係数を求め，有意水準は 5％ とした。

【結果】対象者の FFMI は 13.2±0.7kg/m2，FMI は 6.3±2.4kg/m2であった。握力は 9.7±3.8kg であった。FFMI と握力は r=0.59
と中程度の相関がみられた。FMI と握力においては r=0.83（p＜0.01）と強い相関がみられた。FFMI と FMI においては r=0.89

（p＜0.01）と強い相関がみられた。

【結論】加齢とともに FMI は増加するといわれているが，介護老人保健施設入所高齢者の FMI は先行研究の結果より低値を示
した。また，FMI は筋肉量を含む FFMI より握力との関係が強いことが明らかになった。介護老人保健施設高齢者においては，
FMI が身体機能評価の一つである握力と関連することが示された。
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P-TK-12-5

運動感情が運動習慣化に与える影響と体組成の差について

石田 武希1），後藤 未来2）

1）化学療法研究所附属病院リハビリテーション室，
2）社会福祉法人十字の園トレーニング型デイサービスぷらすワン

key words 運動感情・運動習慣・体組成

【はじめに，目的】

運動の習慣化は，心身機能や歩行能力の向上，さらに心疾患・脳血管障害の発症予防，死亡率の低下，Quality of life（QOL）の
向上に大きく貢献する。そのため定期的な運動を国民は推奨されている。しかし現在の国民の運動習慣者は目標値よりも低い状
態であり，理学療法士も予防的観点から今後さらに国民の運動習慣化を促し，健康寿命の延長を促していく必要がある。運動習
慣化と関係があるものとして，身体機能や精神機能など様々な要因が考えられるが，近年運動の好き嫌い（運動感情）が考えら
れている。運動が好き，つまり運動感情が高いと身体活動量が高くなると言われており，運動習慣へ影響を与える可能性が考え
られる。

そこで本研究の目的は，運動習慣化に運動感情が与える影響を明らかにし，運動習慣化のためには運動感情を考慮した運動指導
もしくは環境設定が必要であることを明らかにすることとする。

【方法】

本研究は，後向き調査にて実施し，地域主催のイベント時に調査した項目を解析した。対象者は 40 歳以上の方 185 名（平均年
齢：61.7 歳，男性：41 名 女性：144 名），同意が得られ質問・評価を受けた方を対象とし解析を実施した。運動習慣化の有無
は質問 2 つから判断し，2 つの質問を満たした場合運動の習慣化がされているとみなした。運動感情については「はい」，「いい
え」の 2 択で答えて頂いた。体組成の評価として Inbody430（Biospase 社）を用い，骨格筋量と体脂肪率を評価し用いた。運動
感情によって運動好き群と運動嫌い群に分け，運動習慣化への影響と各群での体組成の差を解析した。

統計的解析は，運動習慣化への運動感情の影響をカイ 2 乗検定にて，体組成の差の検定を対応のない t 検定を用いて分析した。
また有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

体脂肪率は，運動好き群のほうが低い値を示す傾向が認められた。年齢については，群間で差は認められなかった。運動感情と
運動習慣化の間には有意な関係性が認められ，運動好き群は 9.4 倍，運動習慣化しやすいことが明らかとなった。また運動好き
群は，運動嫌い群よりも筋肉量が高い値を認めた。

【結論】

本研究の結果から，運動感情は運動習慣化に影響を与える可能性があることが示唆された。また運動感情により運動習慣化が促
されると，筋肉量が高い値を示す可能性も示唆された。以上のことより，運動の習慣化を促すためには，対象者の運動感情を高
くするような運動方法や環境設定が必要である。
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P-TK-13-1

退院前後における身体活動量の変化と心身機能・生活範囲の関連性

佐藤 貴之，富井 敬太，服部 純子，村田 智恵，谷口 良輔，杉本菜奈子，五十川由多佳，
伊藤 洋平，一色 高彰，山中 元樹，小崎 琢也，岡本 峰生

医療法人社団主体会小山田記念温泉病院

key words 身体活動量・心身機能・生活範囲

【はじめに，目的】

当院回復期病棟退院後の自宅生活において入院時よりも身体活動量が低下している症例がしばしばみられる。一方で，入院中か
ら自宅退院後に身体活動量の変化を捉え心身機能や生活範囲と関連付けている報告は少ない。そこで，本研究では身体活動量計
を用いて，回復期病棟入院中と在宅生活の身体活動量を計測し，その変化と心身機能，生活範囲との関連性を検討した。

【方法】

本研究の対象は，平成 26 年 12 月から平成 27 年 12 月に回復期病棟から在宅へ退院した者 20 名（男性 7 名，女性 13 名，平均年
齢 76.5±10 歳，運動器疾患 10 名，脳血管疾患 10 名）を対象とした。除外基準は，1）病棟内歩行が自立しなかった者，2）身体
活動量計の自己管理が不十分な者とした。

調査項目は，性別，年齢，疾患名，既往歴，発症日，在院日数，Body Mass Index，回復期病棟入院中のリハビリテーション総
実施量（以下，リハ実施量）とした。評価は，退院直前と退院 1 か月後に身体活動量の指標として歩数を計測し，評価期間は 1
週間とした。歩数は身体動量計（スズケン社，ライフコーダ）を各評価期間の睡眠時，入浴時以外に装着し計測した。退院直前
評価は，Functional Independence Measure（以下，FIM），膝伸展筋力（アニマ社 μ�tas MF�01），握力，6 分間歩行テスト，最
速 10m 歩行（以下，10m 歩行），Timed Up and Go テスト（以下，TUG），Berg Balance Scale（以下，BBS），30�seconds chair
stand test を実施した。退院後評価は，Apathy Scale（以下，やる気スコア），Life space Assessment（以下，LSA），Fall Effi-
cacy Scale（以下，FES）を実施した。

歩数は 1 週間計測したものから 1 日当たりの平均歩数を算出した。退院 1 ヶ月後の歩数（以下，自宅歩数）から退院直前時の歩
数（以下，在院時歩数）を差し引いたものを歩数の変化量（以下，歩数変化量）とした。統計は，在院時歩数と自宅歩数の比較
は，t 検定を用いた。歩数変化量との関連性については，性別や FIM，BBS，やる気スコア，LSA，FES は Spearman の順位相
関係数を用い，以外は Pearson の相関係数を用いた。有意水準は 5％ 未満とした。統計学的解析は IBM SPSS Statistics 22 を用
いた。

【結果】

在院時歩数は 4887±2962 歩，自宅歩数は 3554±3057 歩であり，有意に減少（�1333±2605 歩）した（p=0.03）。

歩数変化量と患側膝伸展筋力（r=0.52*），健側握力（r=0.50*），10m 歩行（r=�0.61**），TUG（r=�0.50*），リハ実施量（r=�0.56*）
が有意な相関を認めた。やる気スコアと LSA，FES は有意な相関は認められなかった（*：p＜0.05，**：p＜0.01）。

【結論】

本研究結果より，退院後の身体活動量は精神面や生活範囲と関与せず，筋力や歩行能力が関連した。退院後の身体活動量を維持
するためには入院中の積極的なリハビリ実施が重要であることが示唆された。
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P-TK-13-2

体脂肪率と 2STEP，CS30 との関係
～埼玉県八潮市の企業における身体計測を通して～

新井 龍一，勝呂加奈子，傳谷 綾子

八潮中央総合病院

key words 体脂肪率・2STEP・CS30

【はじめに，目的】

当院では勤労者が生き生きと働けるように「障害予防と健康の保持・増進」を提唱し，地域活動の一環として八潮市の企業との
契約を結び，身体計測と健康講座を年 2 回ずつ行っている。会議を通して企業側のニーズは「脂質の減少」であった。また現場
の意見を反映させるために職員にアンケートを実施した結果，「体脂肪率を改善したい」と答えた職員が多かった。一時はメタ
ボリックシンドロームと診断された市民が 2 割を超えたとされる八潮市としても肥満の改善は急務だと思われる。そこで今回
は身体計測から得られたデータをもとに体脂肪に影響を与える身体評価の検討として，体脂肪率と 2STEP，CS30 に関連性があ
るかを検討したため報告する。

【方法】

対象は八潮市にある一企業の社員，約 300 名とし在中する保健師が公募し同意を得た職員 83 名とした。その内，腰痛の為に評
価が行えなかった 1 名を除いた 82 名（男性 70 名，女性 12 名，平均年齢 45.7±9.1 歳，身長 170.2±6.4cm，体重 66.7±9.2kg）と
した。測定は社内にある会議室で行い，3 日間同時刻に行った。体脂肪率は InBody（InBody230）を用いて，2STEP テストと
CS30 はロコモティブシンドロームの評価を参考に実施した。2STEP テストは日本整形外科学会の評価法に基づき，両足を閉じ
た立位からできる限りステップをさせた。バランスを崩し静止立位が取れなかった場合は再度測定を行った。2STEP 値は記録
した値を身長で除した値を採用した。CS30 は座位にて両腕を胸の前に組み，両膝が完全に伸展するまでの立ち上がりを 1 回と
し，ストップウォッチで 30 秒間計測を行った。

統計処理として体脂肪率と 2STEP，CS30 の関係をみるために相関係数を求めた。検定に先立って，データが正規分布に従うか
どうかを Shapiro�Wilk 検定で確認した。有意水準は p＝0.05 とし解析のために SPSSver.23 を用いた。なお G*power 3 を用いて，
検出力分析を行い（有意水準 α=0.05，検出力 0.8，効果量 0.3）必要標本数は 82 例以上と算出された。

【結果】

体脂肪率は 22.9±6.6% となり，体脂肪量が「高」とされたのが 45.1％ であった。2STEP 値は 1.51±0.1，CS30 は 32±4.5 であり，
CS30 において正規性が確認できなかったため，Spearman の相関係数を求めた。体脂肪率と 2STEP 値に有意な相関は認められ
ず，体脂肪率と CS30 に有意な相関を認めた（r＝�0.31，p＜0.01）。加えて 2STEP と CS30 に有意な相関を認めた（r＝0.45，p
＜0.01）。

【結論】

今回体脂肪率と 2STEP，CS30 に関係があるかを検討した。体脂肪率と CS30 にやや相関がみられた。2STEP と CS30 ではより
相関が強くみられているにもかかわらず，体脂肪率と 2STEP 値に有意な相関を認めなかった。CS30 は筋力や瞬発力，2STEP
はバランスや柔軟性を特に現していると考えられることから，より筋力を示す身体評価指標が体脂肪率との関係を示す指標で
あると考える。勤労者のニーズは高齢者とは異なる。よってどのような評価が勤労者のニーズに合致するかを検討することは重
要であると考える。
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P-TK-13-3

徳島県西部地域における運動に関する地域特性

近藤 慶承

徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words 地域特性・運動習慣・高齢者

【はじめに，目的】

徳島県では全国に先駆けて，超高齢化が進んでいる。特に徳島県西部地域のみよし広域（三好市，三好郡 2 町）では，生産人口
の減少と合わさり，深刻な社会問題となっている。本地域では各地区にて文化の違いや生活環境の違いがあるため，それぞれの
地区に合う支援を考える必要性が高い。今回，運動に関するアンケートを実施することで，各地区の地域特性を調査検討し，よ
り効果的な介護予防事業を構築する。

【方法】

みよし広域在住の 60 歳以上の住民約 13,000 名を対象に運動に関するアンケートを実施した。方法は，郵送による書面でのアン
ケート（チェック式，生年月日のみ記述式）とし，郵送にて返信いただいた。アンケート内容は，基本情報として性別，生年月
日，また住まいについて旧市町村の地域に合せて 8 つの地域を選んでいただいた。運動に関する項目は，自覚的健康感，睡眠感，
食欲感について 5 段階評価とした。運動習慣については，運動習慣の有無，運動頻度，運動時間，運動内容を調査した。身体状
態の指標として，指輪っかテストを使用した。転倒経験については，過去 1 年間の転倒状況を調査した。また介護予防事業につ
いての意識調査 3 項目を実施した。統計処理については，R2.1.8 を使用し，シャピロ・ウィルクの正規性検定の後，8 地区に区
分してクラスカルワリス検定を行い，post hoc test として Steel�Dwass 検定を実施した。有意水準は 0.05 とした。

【結果】

返送があったのは 13,000 件中 7,268 件で，有効回答数は 5,080 件（男性 2,236 名，女性 2,844 名）であった。全体では，運動習慣
があると答えた者は 64.9% であった。運動頻度では，毎日群 26.5％，週 4�6 回群 14.8％，週 2�3 回群 17.3％，週 1 回群 4.5％，月
2�3 回群 1.8％ であった。1 回の運動時間では，2 時間以上群 8.6％，1�2 時間群 17.3％，30�60 分群 18.4％，20�30 分群 10.2％，
10�20 分群 6.6％10 分未満群 3.8％ であった。統計の結果，運動習慣については，池田町は旧三好町，旧三加茂町，山城町と比較
し有意に運動習慣がない方が多く，また三野町は旧三好町，旧三加茂町，山城町，東祖谷山村，西祖谷山村と比較し有意に運動
習慣のない方が多かった。運動頻度では，池田町は旧三好町，山城町，東祖谷山村と比較し，三野町は，井川町，旧三好町，旧
三加茂町，山城町，東祖谷山村と比較し有意に運動頻度が多かった。運動時間では，池田町は旧三好町，旧三加茂町，山城町，
東祖谷山村と比較し，三野町は旧三好町，東祖谷山村と比較し有意に運動時間が長かった。

【結論】

本研究の結果，運動習慣のあるなしでは山間部地域の方が，市街地域と比較し運動習慣のある方が多いことが明らかとなった。
しかし，運動頻度と運動時間の項目では，市街地域の方が，山間部地域と比較し運動頻度も多く，1 回の運動時間も長いことが
明らかとなった。これは，生活環境が運動習慣に与える影響を考察する一助となる結果である。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）【ポスター（地域）P13】

P-TK-13-4

奈良県橿原市にて地域コミュニティーの強化と活性化を目的とした多世代交流イベントについての報告
地域力向上を目指して

河合 成文，中川 勝利，中川 大樹，土橋 孝政，小林千恵子

医療法人良翔会訪問看護ステーションみそら

key words 多世代交流・地域力・行政

【はじめに，目的】

近年，共働きや少子高齢化により近隣同士の繋がりや，新旧住民の交流，多世代の交流，さらに家庭内でも交流が減少傾向であ
る。各家庭で多くの介護問題を抱えている現状がある。奈良県橿原市では，「地域の課題は，地域自らが解決する」との観点か
ら，市民が自主的かつ自発的に取り組む公益性のある活動や社会貢献活動を支援しており市民活動の活性化を図るとともに，市
民と行政とが協働して地域課題の解決に取り組み，住民サービスの向上を目指している。今回，イベントを通し橿原市，行政，
企業，住民同士，自治会，近隣の商店に至るまでの広くて強い繋がりをつくる事を最重要目的とした。地域全体で助け合える地
域力向上を目指し，その第一歩として，海のない奈良県で海の日に「第 1 回橿原ウォーターガンバトル」を実施した。

【方法】

地域で暮らす現役子育て世代を中心に 34 名で橿原市から公認された市民活動団体（WAKUWAKU＠橿原）を立ち上げた。キャ
ラクターを作成し，ポスターを市内の商店や遊技場，施設などに設置した。SNS を使い参加の募集をした。競技は，5 人で 1
チームとし，子供，大人の部をそれぞれ 16 チーム，未就園児 40 名の計 200 名が参加。勝敗は，頭にポイを装着し，制限時間は
2 分間とし水鉄砲で打ち合い破れると負け。最終，コートに残った人数が多いチームを勝ちとした。昼食は地域の名店街などで
とってもらい交流を図った。コート横に応援スペースを設置した。大会開催場所は橿原市資産経営課に使用許可を得て県立橿原
文化会館前広場で実施した。さらに県立橿原文化会館の更衣室，控え室，トイレも使用許可を得た。使用する水は，橿原市水道
局と連携し，競技用の水を給水車から直接使用。さらに防災意識の啓発活動も実施。イベント終了後に参加された方や孫を見に
来た方にアンケートをとった。

【結果】

応援スペースには孫を見ようと自ら会場まで足を運ぶ高齢者の方が多く，直接外に出ようというのではなく，2 次的に外出意欲
がでることが分かった。アンケートからは①家族で話す時間が増えた②近隣の人と話をするいい機会になった③近所にある飲
食店やお店を知った④市役所や行政の方と話がしやすくなった⑤相談窓口などの存在を知った⑥楽しかったので是非来年も参
加したいという意見が多かった。

【結論】

橿原市，橿原市教育委員会，橿原市水道局，近鉄八木駅前商店街振興会，近鉄八木駅名店街，橿原市市民協働課，橿原市資産経
営課，橿原市水道局，奈良県中和保健所，橿原警察署，橿原消防署と我々理学療法士含め，地域住民が関わることで，市役所や
行政の職員とも話がしやすくなったのではないかと考えられる。近隣でも介護の工夫などを共有することや，助け合える関係に
近付いたと考えられる。来年はシニアの部や障がい者の部も実施し，地域住民が顔見知りで相談できる環境になり，地域力向上
に繋がると考えられる。
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P-TK-13-5

中山間過疎地域における広域連合や町村と連携したスタッフ派遣事業の試み

柳澤 俊史，鶴田 哲也，木下絵梨奈，小松 昌久，大田 雄也，下野 由紀

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立木曽病院リハビリテーション技術科

key words 中山間地域・事業報告・地域在住高齢者

【はじめに，目的】団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて，地域包括ケアシステムの構築が急務となっており，その推
進にはリハビリテーション（以下，リハ）専門職種の関与が不可欠である。しかし市街地に比べ中山間地域においては，リハ専
門職種が在籍する施設が少なく，地域のニーズに十分応えるうるリハ資源の確保が困難な場合が多い。そういった状況の中，当
院では，平成 27 年度より広域連合と協力し，「地域巡回リハ」と銘打ってリハスタッフの派遣事業を開始した。当院は郡内唯一
の有床病院であり，リハ専門職種が在籍する数少ない施設のひとつである。町村との連携ついての現状の課題や今後の展開につ
いて検討したので報告する。

【方法】木曽郡は全 6 町村で構成され，ほぼ香川県の広さに匹敵する一方で，人口は 30,000 人弱という中山間過疎地域である。
木曽病院リハ技術科の人員体制は，理学療法士（以下，PT）12 名，作業療法士（以下，OT）5 名，言語聴覚士（以下，ST）3
名の計 20 名である。地域巡回リハを実施するに当たり，年度当初に木曽広域連合健康福祉課が主体となり，郡内町村から住民
を対象とした介護予防やリハに関連する事業の取りまとめが行なわれる。集約結果は当院に連絡され，その後は事業内容に応じ
て適当な担当スタッフが選定され，担当スタッフが町村と個別に数回の打ち合わせの後派遣される。各町村原則年 2 回，派遣ス
タッフは 2 名までと設定した。

【結果】平成 27 年度は，4 町村計 11 回の派遣となった。参加人数は，1 回につき 11 名～280 名であり，延べ約 500 名であった。
派遣職種は 1 回につき 1～2 名を派遣し，PT�延べ 12 名，OT�延べ 7 名，ST�延べ 2 名の派遣であった。派遣事業のテーマは，
集団体操指導，誤嚥性肺炎予防の講義及び実技，介護予防を目的とした講演など，多岐に渡っていた。平成 28 年度は，5 町村
12 回の派遣予定となっている。各町村からは，来年度以降も継続してほしいと声があった一方，対象事業が無い，あるいはリハ
専門職以外の職種が既に事業展開しているという理由から，派遣が出来なかった町村もあった。

【結論】中山間過疎地域においては，リハ専門職の地域に存在する病院は重要なリハ資源である。特に病院規模が中規模以下で
あったとしても，積極的なリハ専門職の派遣により，地域におけるリハ専門職や病院の存在意義を高めることが，地域格差のな
い地域包括ケアシステム構築に向けた重要な働きかけになると考える。また派遣できなかった町村については，リハ専門職以外
の職種が既に事業展開している場合や，介護予防事業自体が積極的になされていないといった町村による取り組みの差がみら
れた。それらに対しては，改めて啓発活動を行なうことや，聞き取りやアンケート等による実態調査をする必要があると考える。
リハ専門職は，その専門性を活かし，自治体の様々な活動に積極的に，かつ継続的に関わっていく必要があると考える。
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P-TK-14-1

講話による自覚症状変化の即時効果

小牧 隼人，脇本 大樹，小牧美歌子，原野 信人

馬場病院

key words 講話・自覚症しらべ・即時効果

【はじめに，目的】

地域への取り組みを進めるうえで，地域住民へ医学的知識を伝える場が増えて来ている。当院のある H 市では介護者や介護に関
心のある方を対象に，介護に関する講話及び交流会を多職種が講師となり年間を通じて開催している。地域住民へ講話を行なう
目的の一つとして，聴講者の行動変容が挙げられる。行動変容を促すには，強化刺激となるよう講話を通じて心身の変化を起こ
し，フィードバックすることが望ましい。今回，「カラダとココロを癒す体操」というテーマで自助・互助への意識付けや体操
の実技を取り入れた講話を実施した。そこで，講話により参加者の自覚症状に変化を与えられるのかを明らかにする事を目的
に，実施前後の変化を「自覚症しらべ」を用いて調査した。

【方法】

対象は参加された地域住民 27 名のうち実施前後のデータに欠落を認めなかった 15 名とした（男性 5 名，女性 10 名，平均年齢
69.6±7.1 歳）。講話は平日の午後に 60 分で実施し，痛みの概念や感情・姿勢・生活習慣との関係に関する講義と，脊柱や股関節
を中心としたセルフエクササイズの実技で構成した。講話実施前後に自記式にて産業疲労研究会が作成した「自覚症しらべ」に
回答して頂いた。自覚症しらべは 25 の質問項目に対し，「全く当てはまらない」から「非常によくあてはまる」の 5 段階（1～
5 点）で回答し，各項目はねむけ感，不安感，不快感，だるさ感，ぼやけ感の 5 群に分類される。統計処理は実施前後の変化を
Wilcoxon の符号付順位和検定にて危険率 5% にて実施した。

【結果】

講話実施前後の平均値±標準偏差（実施前/実施後）は，ねむけ感 7.2±0.9/5.5±0.3，不安定感 8.2±1.0/5.3±0.3，不快感 6.6±0.7/
5.2±0.2，だるさ感 9.2±1.2/5.7±0.4，ぼやけ感 7.1±0.8/5.2±0.2 であった。全群で実施前後に有意な差がみられた。25 項目中で
は，いらいらする 1.9±1.3/1.1±0.3，目がかわく 1.5±0.6/1.1±0.4，おちつかない気分だ 1.8±0.9/1.1±0.3，肩がこる 2.0±1.1/1.1
±0.3，腰がいたい 2.4±1.6/1.3±0.5，足がだるい 2.0±1.4/1.1±0.4 の 6 項目で実施前後に有意な差が見られた。

【結論】

講義による知識の伝達に加え，セルフエクササイズの実技を行なう事で肩や腰の身体症状に対する効果が得られた。また，いら
いらする，おちつかない気分だといった心理面に対しても影響を与えられており，「カラダとココロを癒す」というテーマに沿っ
た効果が得られた。今後は強化刺激としての測定結果の利用方法や，受講後の継続したフォローアップに関して検討していく必
要がある。
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P-TK-14-2

児童期における自覚的な日中の眠気と身体活動の関連

伊佐 常紀1），村田 峻輔1），鳥澤幸太郎1），海老名 葵1），近藤 有希1），坪井 大和1），奥村 真帆2），
重本 千尋2），松田 直佳2），三栖 翔吾1,3），小野 玲1）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）神戸大学医学部保健学科，
3）神戸市民病院機構神戸市立医療センター西市民病院

key words 就学児童・身体活動量・日中の眠気

【はじめに，目的】

文部科学省は，現代社会における情報機器の発達やライフスタイルの変化による児童の睡眠時間の短縮や身体活動の低下など，
生活習慣の乱れについて指摘している。その中で，授業中の眠気についても問題として提起している。自覚的な日中の眠気（Sub-
jective Daytime Sleepiness；SDS）は，注意力の低下，学習障害や学業不振の原因となることが報告されており，教育場面にお
ける SDS の対策が重要である。しかし，本邦における児童期の SDS の出現頻度は明らかでなく，その関連要因は十分にエビデ
ンスが蓄積されているとは言いがたい。特に，身体活動と SDS は関連すると考えられるが，この関連を報告した研究は極めて
少ない。本研究の目的は，児童期における SDS の出現頻度について調査し，SDS と身体活動との関連を明らかにすることであ
る。

【方法】

対象者は，神戸市内の小学 4 年生～6 年生の 350 名のうち，データに欠損がなかった 314 名（平均年齢 10.5 歳；男児 52.9%）と
した。SDS は，先行研究を用いて，「あなたは日中，眠気を感じますか？」の問いに 4 件法で回答し，「いつも」，「よく」と回答
した者を「SDS 有り群」，「ときどき」，「全くない」と回答した者を「SDS 無し群」に群分けした。身体活動は，日本語版 Physi-
cal Activity Questionnaire for Older Children（PAQ�C）を用いて調査した。PAQ�C は 1.00～5.00 点で身体活動を得点化し，得
点が高いほど身体活動が多いことを示す。その他の一般情報については，自己記入式質問紙と身体測定データを用いて調査し
た。統計解析は，SDS と身体活動との関連を検討するため，従属変数を SDS の有無，独立変数を PAQ�C の得点として，単変
量ロジスティック回帰分析を行った。その後，先行研究から交絡変数を学年，性別，BMI，夜間の小型電子機器の使用の有無，
睡眠時間とした強制投入法による多変量ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

SDS 有りと回答した児童は，4 年生が 10.8%，5 年生が 25.2%，6 年生が 28.6% であった。単変量ロジスティック回帰分析におい
て，PAQ�C の得点が高いことは，SDS がないことと有意に関連していた（オッズ比：0.67，95% 信頼区間：0.47�0.95）。また，
多変量ロジスティック回帰分析においても，PAQ�C の得点と SDS の有無は，有意に関連していた（オッズ比：0.59，95% 信頼
区間：0.39�0.89）。

【結論】

本研究の結果より，児童期の学年進行に伴い SDS を有している割合が高く，身体活動が少ないものは SDS を有することと関連
していた。身体活動の向上に対する介入により SDS の改善が図れる可能性が示唆された。
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P-TK-14-3

産後の月経再開が腰痛骨盤痛に与える影響

重本 千尋1），海老名 葵2），近藤 有希2），斎藤 貴2），村田 峻輔2），伊佐 常紀2），坪井 大和2），
鳥澤幸太郎2），福田 章真2），奥村 真帆1），松田 直佳1），小野 玲2）

1）神戸大学医学部保健学科，2）神戸大学大学院保健学研究科地域保健学領域

key words 産後・腰痛骨盤痛・月経再開

【はじめに，目的】妊娠中はホルモンの変化や体型変化により，多くの女性が腰痛骨盤痛（low back pain and pelvic pain；LBPP）
に悩まされる。妊娠中に発症した LBPP は産後持続する事が多く，睡眠障害やうつ病，不安感などを引き起こし，本人の日常生
活のみならず子供の発育に悪影響を与えることから解決すべき重要な課題である。妊娠中から産後に LBPP が持続する要因に
関する調査は行われているが，一定した見解は得られていない。近年，腰痛の関連因子の一つとして女性ホルモンが着目されて
おり，エストロゲンの低下は痛みの感受性を増加させることがわかってきており，閉経後女性における腰痛有病率の増加の一因
になっていると考えられる。一方，産後女性は産後無月経の期間が存在し，この期間は閉経後女性と同様にエストロゲンなどの
女性ホルモンの分泌が不十分と考えられる。しかし，産後女性において，女性ホルモンと LBPP の関連を明らかにした研究はな
い。本研究の目的は，妊娠中に LBPP を有していた女性において産後の無月経の期間と産後 4 ヶ月時の LBPP との関連を調査す
ることである。

【方法】対象者は，4 ヶ月児健診において，同意が得られた産後女性のうち，妊娠中に LBPP を有していた女性 99 名で，産後 4 ヶ
月に自記式質問紙に回答してもらった。一般情報に加え，妊娠中と産後 4 ヶ月時の LBPP の有無・強度，月経再開の有無・再開
時期を聴取した。痛みの強度は Numerical Rating Scale（以下，NRS）を用いた。統計解析は産後 4 ヶ月時の LBPP の有無と，
月経が再開してからの期間との関連を検討するためロジスティック回帰分析を用いた。他因子を考慮するために従属変数を産
後 4 ヶ月時の LBPP の有無，独立変数を月経が再開してからの期間，交絡変数を先行研究より年齢，BMI，出産歴，妊娠前の
LBPP の既往，妊娠中の NRS として，強制投入法による多重ロジスティック回帰分析を行った。統計学的有意水準は 5％ 未満と
した。

【結果】妊娠中に LBPP のあった女性において産後に LBPP を有していたものは 58 名（58.6%）であった。月経再開時期が早い
ほど，産後 4 ヶ月時の LBPP の有病率が有意に低かった（オッズ比=0.57，95% 信頼区間 0.34�0.96）。多重ロジスティック回帰分
析においても，産後 4 ヶ月時の月経が再開してからの期間は産後の LBPP と，他因子に独立して有意に関連していた（オッズ比
=0.54，95% 信頼区間 0.30�0.97）。

【結論】本研究により，産後月経が再開してからの期間が短い，もしくは再開していない女性は月経が再開してからの期間が長
い女性と比較して，LBPP の有病率が高いという結果が得られ，産後の無月経期間の長さは，産後の LBPP のリスクファクター
となる可能性が示唆された。
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P-TK-14-4

骨盤底筋群への理学療法アプローチの考察
便排出障害に対するバイオフィードバック療法の経験から

槌野 正裕1），荒川 広宣1），小林 道弘1），石井 美里1），中島みどり2），高野 正太3），山田 一隆4），
高野 正博3）

1）大腸肛門病センター高野病院リハビリテーション科，2）大腸肛門病センター高野病院検査科，
3）大腸肛門病センター高野病院大腸肛門機能科，4）大腸肛門病センター高野病院外科

key words 骨盤底筋群・理学療法効果・排泄障害

【背景】近年，排泄障害を有する患者は増加傾向にある。理学療法士学会にもウィメンズヘルス・メンズヘルス部門が立ち上が
り，排泄障害に関する研究や骨盤底機能障害への治療効果の検証も始まっている。我々は，大腸肛門病の専門病院として，排便
障害と骨盤底機能や姿勢に関する研究を重ねてきた。今回，便排出障害に対して理学療法士が行った Biofeedback（BF）療法の
効果を検討したので報告する。

【対象と方法】対象は，2014 年 4 月から 2016 年 9 月までに理学療法士が排出訓練を行った 145 例とした。方法は，retrospective
に電子カルテから診断に対する理学療法の内容と直腸肛門機能検査の結果をまとめた。また，治療後の症状転機を医師の診療録
から抽出し，PAC�QOL と Constipation Scoring System（CSS）で治療前後を比較して効果判定を行った。

【結果】145 例は男性 65 例（平均年齢 68.5±17.4 歳），女性 80 例（平均年齢 61.4±19.0 歳）より成り，排便障害の内訳は non�re-
laxing of puborectalis（PR）54 例，rectocele50 例，anismus22 例，intussusception21 例，slow transit14 例，腹圧低下 20 例，そ
の他 21 例（重複有）であった。結腸性の便秘は約 10％ であり，90％ は直腸性の便秘であった。直腸肛門機能検査の結果から，
non�relaxing of PR と anismus の症例は rectocele や intussusception の症例よりも怒責時の肛門内圧が高く，バルーン排出検査
で排出が困難な症例が多かった（p＜0.01）。バルーン排出訓練は骨盤底筋群の収縮と弛緩を反復することで肛門の弛緩を学習す
る訓練で，non�relaxing of PR の 45％，anismus の 43％ に行った。rectocele の 72％，intussusception の 76％ に draw�in の指
導を行ない，intussusception の 38％ には骨盤底筋群の収縮も併せて指導した。再来した患者 117 例のうち 93 例（79％）で症状
が軽減した。CSS で判定した 16 例は治療前の 9.8±3.0 点より治療後は 7.0±3.2 点と有意（p＜0.01）に低下し，特に排便困難感
は治療前の 2.3±1.5 点よりも治療後の 1.3±1.3 点へと有意（p＜0.05）に軽減した。また，19 例で治療前の 2.23±0.96 から治療後
は 1.86±0.87 へと有意（p＜0.01）に QOL が向上した。

【考察】排便障害に対する BF の効果を検証した。便排出障害に対する理学療法は症状に合わせて，non�relaxing of PR や anis-
mus では努責時の骨盤底筋群の弛緩方法を指導し，rectocele や intussusception では腹圧を会陰方向へ上手に加えるために腹横
筋の収縮方法を指導した。このように，運動器のスペシャリストとして理学療法士が体幹や骨盤底の機能改善を目的とした治療
を行うことで，CSS では排出訓練の効果と考えられる排便困難感が軽減し，QOL が向上したと考えられる。今回の結果から，
便排出障害に対して理学療法士が行う BF 療法の有効性が示唆された。
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P-TK-14-5

尿失禁に対する老健式活動能力指標各項目の関連性について
尿失禁から考える社会参加

講内 源太1），菊池 奏恵2），佐藤 斎3），高島 恵4）

1）医療法人社団愛友会訪問看護ステーションゆーらっぷ，
2）社会福祉法人若竹大寿会介護老人保険施設リハリゾート青葉，
3）合同会社リハビリコンパス地域リハビリケアセンターこんぱす春日部，4）学校法人康学舎上尾中央医療専門学校

key words 尿失禁・老健式活動能力指標・地域包括ケアシステム

【はじめに】

過活動膀胱における尿失禁等のトラブルは，日常生活範囲の縮小及び QOL へ多大な影響を与える。超高齢社会を迎えている日
本において，60 歳以上では 50％ 以上に尿失禁があると報告されている。排尿障害は羞恥心を伴うことが多く，治療に結びつき
にくく，隠れた阻害因子となり易い。理学療法士の役割として，排尿障害の改善を図るとともに，その先にある社会参加を実現
することが求められている。本研究は，尿失禁の程度に対して，日常生活の活動範囲の関連する項目を明確にし，社会参加を目
指す上での介入の一助とすることを目的とした。

【方法】

対象は，通所サービスを利用している要支援および要介護高齢者で，本研究の説明を行い，同意の得られた 16 名（男性 7 名，
女性 9 名）とした。年齢は 83.08±6.42 歳，平均介護度は 1.24，HDS�R は 26.5±3.32 点であった。調査項目は，国際失禁会議質
問票短縮版（International Consultation on Incontinence Questionnaire�Short Form 以下，ICIQ�SF）及び老健式活動能力指標を
用い，その回答を得た。調査期間は，平成 28 年 8 月下旬～9 月上旬に実施し，調査項目を配布し，後日回収する手法をとった。
統計方法は，ICIQ�SF の合計点数を従属変数とし，老健式活動能力指標の各項目を独立変数とした重回帰分析を実施した。さら
に，ICIQ�SF で加点のあった 12 名を対象に同様の統計方法にて実施した。統計処理は，R version2.8.1 を用い，有意水準は 5％
未満とした。

【結果】

ICIQ�SF 合計点数に対して，老健式活動能力指標の各項目は関連性を持たなかった。次に，ICIQ�SF で加点のあったグループ
のみ着目すると，多重共線性は認められず，ICIQ�SF 合計点数=11+�6×「新聞を読みますか（問 7）」であった。分散分析票の結
果は有意で（P＜0.036），R2は 0.63 であり，適合性は高いと判断した。

【結論】

尿失禁の程度に対して，老健式活動範囲指標の項目との関連性は，今回の研究では認められなかった。尿失禁に課題がある場合，
新聞を読んでいるほど，その程度は軽くなることが示唆された。新聞による情報は高齢者にとって健康を維持し，社会参加を促
す一助となると考える。しかし，超高齢社会の日本において，新聞を含むたくさんの健康に関する情報が氾濫している。理学療
法士の役割は，個々人の機能評価に合わせた情報を整理し，アプローチを伝えることが求められる。さらに，地域包括ケアシス
テムの視点から，地域住民に対して尿失禁の予防を促すことは，社会参加制限に起因する廃用症候群や軽度認知機能障害などの
出現を予防し，健康な地域を作る一助となると考える。総合事業等では，自助や互助を考え，参加者が自宅に帰り，得た情報を
再確認及び共有できるよう配慮すると効果的である。最後に，尿失禁を加齢に伴う継続的課題と捉え，次世代へ啓発することは
必要である。その世代へは，経済産業省の進める IoT を視野に推進することも一つの方法である。
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P-TK-15-1

在宅脳卒中者の活動性向上を支援する行動変容型介入プログラムの試行
通所リハビリテーション利用者を対象として

小沼 佳代1），吉満 倫光2），竹中 晃二3）

1）早稲田大学大学院人間科学研究科，
2）イムスグループ医療法人三愛会埼玉みさと総合リハビリテーション病院，3）早稲田大学人間科学学術院

key words 脳卒中・活動・参加・行動変容

【はじめに，目的】

リハビリテーション（以下，リハ）の目標は，生活の質（以下，QOL）の向上である（上田，2013）。しかしながら，現在のリ
ハにおいては，身体機能や日常生活動作能力の向上に偏った介入が展開されている（厚生労働省，2013）。いかにして，社会生
活における「活動および参加（以下，活動性）」を向上させていくかは，わが国のリハの課題である（厚生労働省，2015）。筆者
らは，自ら活動性を向上させていくこと，すなわち行動変容に着目し，脳卒中者の活動性向上を支援する行動変容型介入プログ
ラムを開発した。本研究の目的は，通所リハ利用者を対象に，本プログラムの試行的介入をおこない，活動性および QOL の変
化を明らかにすることである。

【方法】

〈プログラムの概要〉本プログラムは，健康行動変容を目的とした介入に用いられている「意図」，「計画」，および「行動」の関
係に焦点を当てている。冊子を用いた個別介入にて，活動実施意図の向上，および活動に対する具体的な計画の立案を促し，活
動性の向上を目指す。さらに活動性の向上が QOL に肯定的な影響を与えることを狙っている。

〈対象者〉通所リハ利用者のうち，脳卒中の既往があり，質問紙への回答が可能，かつ，口頭でのコミュニケーションが可能な
者とした。

〈手続き〉介入前（T1）の質問紙調査後，対面にて 20 分程度介入をおこなった。介入後の調査は，介入直後（T2），介入 1 ヵ月
後（T3），および介入 3 ヵ月後（T4）に質問紙調査をおこなった。

〈調査項目〉調査項目は，属性，活動実施意図，計画，活動性，および QOL であった。

〈分析〉各時期の得点について，一元配置分散分析および Bonferroni の多重比較検定を用いて比較した。効果量の大きさを明ら
かにするため，Cohen’s f を算出した。解析には，PASW Statistics22.0 および R version3.2.5 を使用した。

【結果】

分析対象者は 24 名（男性 11 名，平均年齢 73.7±9.9 歳，発症からの期間 7.3±7.1 年）であった。活動実施意図は T1 から天井効
果が確認され，介入前後の変化は確認できなかった（f=.27，p＞.05）。計画は，T1 から T2 にかけて向上し，T4 まで維持した

（f=.65，p＜.01）。活動性は，T1 から T4 にかけて時間の経過とともに向上した（f=.61，p＜.01）。QOL は，T1 と T4 の得点の
間に有意な差が確認された（f=.43，p＜.01）。

【結論】

本介入プログラムの試行後，通所リハを利用している脳卒中者の活動性および QOL の向上が確認された。本研究では，統制群
を設けていないため，介入の効果については言及できない。しかしながら，発症から 1 年以上経過した脳卒中者の活動性は変化
しにくい（Aziz, et al., 2008；Jansen, 2011）中で，発症から平均 7 年が経過した対象者の活動性において向上が得られたことは
肯定的な結果と解釈できる。本研究の結果は，いかにして社会生活における活動性を向上させていくかというリハビリテーショ
ンの課題解決において有益な知見である。
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P-TK-15-2

地域在住高齢者の改訂外出頻度に影響を及ぼす要因
男性と女性との違い

政所 和也1），大田尾 浩2），八谷 瑞紀2），藤原 和彦2），溝田 勝彦2）

1）医療福祉専門学校緑生館理学療法学科，2）西九州大学リハビリテーション学部

key words 外出頻度・地域在住高齢者・性差

【はじめに，目的】高齢者の外出頻度の低下は身体機能の低下を惹起することが知られている。だが，外出頻度には本人が能動
的に外出したとは判断できない通院回数も含まれる。我々は地域在住高齢者を対象に，週に何度外出するかを調査した従来の外
出頻度と，その外出頻度から通院回数を除いた改訂外出頻度とを比較検討し，従来の外出頻度と改訂外出頻度とは異なる内容を
捉えている可能性があることを指摘した（政所，2016）。しかしながら，男性と女性とでは社会との接点が異なる（西村，2000）
ことから，外出頻度や目的は性差を考慮する必要がある。そこで本研究は，改訂外出頻度についてその測定値に影響を及ぼす要
因を男女別にて検討した。

【方法】対象は，A 市が募集した要介護認定を受けていない地域在住高齢者 121 名（男性 52 名：平均年齢 75±4 歳，女性 69
名：平均年齢 75±4 歳）とした。測定項目は，外出頻度と通院回数の他に，握力，片足立ち，大腿四頭筋筋力，足指把持力，30
秒間椅子立ち上がりテスト（30�sec chair�stand test：CS�30），5m 歩行時間，Timed and up go test（TUG）とした。外出頻度
は最近 1 か月間において，1 週間のうち外出する平均的な外出回数から通院回数を減じたものを改訂外出頻度として採用した。
その外出頻度は，調査日の直近数か月間の平均的な外出した回数を想起してもらった。また，定期的な通院回数も併せて調査し
た。統計処理は，男性と女性に分類しそれぞれの改訂外出頻度に影響を及ぼす要因を抽出した。まず，群別に改訂外出頻度と各
測定値との関連をスペアマンの相関係数から検討した。次に，従属変数を改訂外出頻度，独立変数は各測定項目とし，ステップ
ワイズ法による重回帰分析にて外出頻度に影響を及ぼす因子を抽出した。なお，有意水準は 5% とした。

【結果】改訂外出頻度は男性：5.8±1.7 回/週，女性：5.3±2.1 回/週であった。ステップワイズ法による重回帰分析の結果，男性
の改訂外出頻度に影響を及ぼす要因は CS�30 が抽出され（p=0.014），標準偏回帰係数は 0.387 であった（R2=0.150）。一方，女性
の改訂外出頻度に影響を及ぼす要因は片足立ちが抽出され（p=0.033），標準偏回帰係数は 0.258 であった（R2=0.067）。

【結論】地域在住高齢者を対象に通院回数を除いた改訂外出頻度を調査し，性別に改訂外出頻度に影響を及ぼす要因を検討した。
改訂外出頻度に影響及ぼす要因は男性では CS�30 が，女性では片足立ちが選択された。以上の結果から，介護予防を目的とした
外出頻度へのアプローチの方法は，男性と女性とでは異なる可能性が示された。本研究結果より，地域在住高齢者の男性は下肢
の筋パワーを，女性にはバランス能力を向上することで外出頻度の改善を図れる可能性がある。
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P-TK-15-3

家族介護教室前後比較による介護負担感の変化

佐藤 斎1），講内 源太2），菊池 奏恵3），高島 恵4），袴田 徹5）

1）合同会社リハビリコンパス地域リハビリケアセンターこんぱす春日部，
2）医療社団法人愛友会訪問看護ステーションゆーらっぷ，3）社会福祉法人若竹大寿会介護老人保健施設リハリゾート青葉，
4）学校法人康学舎上尾中央医療専門学校教育部理学療法学科，5）合同会社リハビリコンパス

key words 介護負担感・家族介護教室・地域包括ケアシステム

【はじめに，目的】

老老介護やシングル介護による介護負担や介護疲れから，近年では事件に発展し大きな社会問題となっている。そのため理学療
法士は地域包括ケアシステムに参画し，自助と互助の観点から住民同士が支え合う仕組み作りを行うことは大切である。先の研
究では，主介護者の介護負担感と認知症の理解度に着目し，介護負担要因を検討した所，認知症の知識を持たない事が，介護を
必要とする状況に対する否定的な感情が高くなることが示唆された。今回はこの内容を踏まえ，介護の知識を伝達する機会と介
護をしている家族同士が介護の悩みを共有できる機会を家族介護教室という形で提供し，教室前後の介護負担感の変化を検討
した。

【方法】

当法人の通所介護を利用している主介護者を対象に，「立ち上がりの介助方法の指導」というテーマの家族介護教室と家族同士
の交流の場を提供した（計 2 時間程度）。参加した主介護者 10 名のうち，本研究に同意の得られた 10 名を対象とした。主介護
者には教室参加 1 週間前と参加 1 ヶ月後に介護負担感評価として 8 項目の質問からなる Zarit 介護負担尺度短縮版（以下：J�
ZBI_8）を用い，総得点（8 項目 32 点満点）および，下位尺度である「介護を必要とする状況に対する否定的な感情」Personal
strain（5 項目 20 点満点，以下：PS）と「介護によって社会生活に支障を来している程度」（Role strain3 項目 12 点満点，以下：
RS）の 2 群の値を算出した。また，教室後には主介護者にアンケートを行い，満足度と今後の教室参加意欲を調査した。本研究
における主介護者は，コミュニケーションに問題がないものとした。J�ZBI_8 の前後比較とアンケート結果を調査した。統計処
理は R version2.8.1 を使用し，対応のある t 検定を行った。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

教室前後での J�ZBI_8 と PS と RS の間では，有意差を認めなかった。アンケートに関して，「今回の家族介護教室に参加して良
かったと思いますか」では，「大変満足した 50%」「満足した 50%」，「家族介護教室に今後も参加したいと思いますか」では，「参
加したい 80%」「できれば参加したい 20%」という結果であった。

【結論】

単発の教室参加では介護負担感に有意差を認めないが，参加者全員の満足度が高く継続して参加したいという結果であった。家
族の介護負担を軽減するため，自助と互助を考え地域に家族介護教室を開催していくことは，介護の社会問題や地域包括ケアシ
ステムの構築に有用である。そのため理学療法士は，家族が抱える介護の問題点をアセスメントし，ニーズを把握して指導する
ことが求められる。そして，継続して家族が集まれる場作りが介護負担を軽減する事に繋がると考えられる。
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P-TK-15-4

住民が運営する介護予防取組の現状と課題
～自治会，NPO法人へのインタビュー調査から～

高井 逸史1），高木さひろ2），黒田 研二3）

1）大阪経済大学人間科学部，2）関西大学大学院人間健康研究科，3）関西大学人間健康学部

key words 住民・介護予防・介護予防・日常生活支援総合事業

【はじめに，目的】平成 26 年介護保険法改正により，要支援者への介護予防サービスが介護保険給付サービスから市町村が実施
する介護予防・日常生活支援総合事業（以下，新総合事業）に移行することが決まった。新総合事業では介護事業所からの介護
予防サービスに加え，住民ボランティアや NPO といった多様な主体から訪問や通所の支援が提供される仕組みとなった。住民
運営の活動には自治会（町内会）における校区福祉委員会，NPO などがあり，新総合事業では介護予防が住民ら同士のつなが
りの中に位置づけられている。血縁・地縁の弱体化が進行する中，互助活動が介護予防の担い手として機能するかどうかが，地
域包括ケア実現の大きなカギになると考える。そこで本研究では，介護予防に資する互助活動の現状を把握し，住民主体の健康
づくりを構築するため，リハビリ専門職の担うべき役割の可能性を探ることを目的とする。

【方法】本対象地域は大阪府政令指定都市である堺市 M 区とした。M 区は堺市内で最も高齢化が進んでいる区域である。自治会
で活動する校区福祉委員会が 2 グループ，南区を基盤に活動する NPO が 2 グループ，合計 4 グループを対象とした。NPO の選
択は，介護予防を資する住民グループという条件のもと，社会福祉協議会の協力を得て抽出した。各グループ代表への個別イン
タビュー調査を行った。質問内容は①回答者の属性，②介護予防に関する取組み内容，③取組みの課題とした。インタビュー対
象者の発言を IC レコーダー録音，逐語データを作成した。データから重要でないテクストや言い換えを削除して要約を行った。
予め質問項目を設定していたが会話の流れで別の質問の回答に移ることがあり，項目を再構成してテーマを設定し分析，要約を
行った。要約内容をコーディングし，コード間の意味合いや結びつき，関係性を比較しながらカテゴリー化を行った。

【結果】インタビューの結果，自治会では①校区福祉委員。②閉じこもり予防を目的としたイベントを月 1 回開催，ラジオ体操
なども実施していた。校区内住民ボランティアが 20 名参加し，近隣商店が商品を無償で提供していた。③課題はイベント内容
の固定化，後継者の問題，体操のマンネリ化など。一方 NPO では①堺市シニア向け生きがい講座の元受講生。②ウォーキング
講座を中心とした健康づくり講座，喫茶をはじめ歴史講座，俳句講座など開催し地域で交流する場を提供し，会員を募り参加費
を徴収していた。③課題は支える側のメンバーが高齢化し将来への不安，自治会組織と協力体制が困難である。

【結論】地域包括ケアを構築するためには，自治会と NPO が補完し合い協力関係を築く仕組みが求められる。また支える側のマ
ンパワー不足を解消するため，後継者の育成制度を整備する必要がある。さらに保健師のみならず，理学療法士も住民運営の介
護予防に関わり住民と協働し，健康を通じた地域づくりに参画しなければならない。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）【ポスター（地域）P16】

P-TK-16-1

患者の生きがい達成をきっかけに生まれたアロマが結ぶチームの絆

馬上 修一，加藤 悠介，八木田裕治，佐々木貴義，遠藤 正範，安齋 明子，須藤 美和，
本内 陽子，アロマクラブ部員，加藤 光恵，坪井 永保

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院

key words 緩和的リハビリテーション・ホスピス病棟・チームアプローチ

【はじめに，目的】卵巣癌でホスピス病棟に転棟された患者の機能面だけでなく，生きがいの「アロマ教室開催」を病院全体で
サポートし，当院職員構成のアロマクラブに講師として招き QOL 向上に繋げたため報告する。

【方法】症例 55 歳女性，卵巣癌，心拍数 94 回/min，ROM 制限無し，MMT4�，BI 15 点（介護依存あり）。2011 年 11 月当院
で卵巣癌の手術施行。短期入院を繰り返していたが状態悪化し当院一般病棟を経てホスピス病棟へ転棟。後にリハビリテーショ
ン（以下リハ）依頼。介入当初の希望は「車椅子に乗ってどこか行きたい。なるべく出来ることは自分でやりたい」である。経
過 ADL 向上目指し下肢筋力増強運動を中心にリハ継続していたが，介入 8 日目に「もっとアロマを教えたい」と熱望あり。
患者はアロマトレーナー有資格者で，入院前はアロマ教室を開催していたため，リハ目標を「アロマ教室開催」，リハ内容をリ
ラクゼーション中心に行い身体調整を行った。同時にアロマクラブに依頼し承諾を得た。患者には低負担で行える様に環境調整
を行い，介入 12 日目に 1 回目開催。翌日状態悪化が見られたが，「またやりたい」と熱望があり，症状改善したため介入 19
日目に 2 回目開催。その 3 日後に逝去される。

【結果】開催日の患者は身支度し，活気に溢れていた。生きがいを達成し，患者や参加者から好評を得た。途中リハ内容を変更
し，身体的ストレス軽減を図りアロマ教室を 2 回開催した。そのため患者は生きがいを達成し満足感を得たため QOL が向上し
たと考えられる。

【結論】終末期患者の QOL 向上のため，優先順位の選択の難しさを実感した。また患者の要望を叶えるにはスタッフ間の連携及
び迅速な対応が必要なため，チーム医療の重要性を実感した。今後もチームとしての連携を図り，要望に対し身体や環境調整を
行い，QOL の向上及び患者満足度に対し客観的評価も検討していきたいと考える。
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P-TK-16-2

ライフゴール概念を用いた目標設定により上肢機能改善につながった慢性期脳
卒中患者 1症例

乾 康浩，佐藤 剛介

奈良県総合リハビリテーションセンター

key words ライブゴール概念・目標設定・外来理学療法

【目的】

理学療法において，患者の要望と目標設定の合致が治療への参加意欲を維持する一つの方法であるとされている。近年，理学療
法士と患者間の目標を共有するツールとして，ライフゴール概念が報告されている。この概念は患者の最も関心のある生活領域
を評価し，直接または間接的にリハビリテーションへ応用するものであり，参加意欲を高めるとされている。しかし，参加意欲
の向上が身体機能面に及ぼす効果を検討した報告は見当たらず，今回は脳卒中患者 1 症例に対して目標を共有することによっ
て参加意欲の向上を図り，身体機能面への効果を調べることを目的とした。

【方法】

症例は，発症から 6 年が経過した脳卒中左片麻痺患者の 67 歳の男性である。麻痺側の手指屈筋痙性に対するボトックス治療後
に週 1 回の外来理学療法を開始した。初期評価では，Bruunstrom Recovery Stage（BRS）が，上肢－III，手指－III であり，麻
痺側上肢関節可動域は，手関節背屈 45̊，母指掌側外転 60̊ であった。Modified Ashworth Scale（MAS）は，左肘関節屈曲 2・
伸展 2，手関節背屈 3・指伸展 3 であった。ボトックス治療後の 2 ヶ月間は，手指屈筋痙性が緩和され，自主練習に積極的に取
り組めていた。しかし，痙性が治療前の状態に戻るにつれ，手指・手関節の痛みの訴えが多くなり，手指伸展・手関節背屈を伴
う運動への集中力は低下し，自主練習の実施も困難となった。この時点の参加意欲を示す Pittsburgh Rehabilitation Participa-
tion Scale（PRPS）は 3/6 であり参加意欲の低下がみられた。そこで，理学療法士と患者間の目標共有のために Rivermead Life
Goals Questionnaire を用いて評価を行った。評価より患者の趣味のゴルフクラブを握り振る動作を目標と定めた。この目標に対
して，肘関節屈曲・伸展，手指伸展，手関節背屈の関節可動域改善及び痙性減弱に向けてゴルフクラブを使用した動作指導を
1 ヶ月間実施した。

【結果】

ゴルフクラブ把持は痛みも少なく病前から慣れた動作であり，当時の手指・手関節の運動感覚を想起して試行錯誤する姿勢が
みられた。また，30 分以上集中しての実施が可能で，3 週後には手指の痙性減弱とともに把持する際の前腕回外，手関節背屈・
橈屈，指伸展の動きが見られ出した。PRPS は 6/6 となり参加意欲が向上し，自主練習も実施するように変化してきた。また，
目標共有後 1 ヶ月の時点で BRS に変化はないが，関節可動域は手関節背屈 55̊，母指掌側外転 80̊ となり，MAS は左肘関節屈曲
1・伸展 1，手関節背屈 2，指伸展 2 へと改善が得られた。

【結論】

症例は，介入当初は目標設定が不明確であり積極的に手指の運動に取り組めなかった。ライフゴール概念を用いた目標共有によ
り患者の参加意欲が向上し，動作の反復及び自主練習の継続が可能となった結果，身体機能面の改善に結びついたと考える。ラ
イフゴール概念を用いた目標共有は，参加意欲の向上のみならず身体機能面の改善にも効果を高める可能性がある。
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P-TK-16-3

外来慢性疼痛患者の疼痛強度における社会的因子の影響

若田 哲史

上京診療所

key words 慢性腰痛・社会的交流・社会資源

【はじめに，目的】慢性腰痛は，ヒトの生活の質（Quality of like；以下，QOL）の著しい低下につながる症状として社会的問題
となっている。腰痛ガイドラインによると，慢性腰痛は我が国において 85% は原因不明の腰痛であり，その多くが心理・社会的
因子による。QOL との関係においては，社会的ネットワークの規模が健康に影響し，地域住民にとって家族や親戚，友人・知
人との結びつきが関係することが報告されている（Kawachi, 2008，石川，2009）。さらに経済的状況，およびそれに関する心理
的影響も，地域住民の健康に影響する。（Runciman, 1966）。しかし，慢性腰痛と心理・社会的因子の関係について調査した報告
は少ない。本研究では，それらを明らかにするための調査を行った。

【方法】当施設に外来通院する日常生活の自立している患者のうち慢性腰痛を有する 35 名を抽出し，質問紙調査を行なった（男
性 17 名，女性 18 名，平均年齢±標準偏差：72.4±9.5）。質問項目は①腰痛の主観的強度②鬱の程度について③健康関連 QOL
について④社会的交流⑤経済的状況⑥地域の行事や娯楽施設などインフォーマルな社会資源の利用頻度⑦医療機関などフォー
マルな社会資源の利用頻度とした。統計解析では，Spearman の順位相関係数を用いて①と②～⑦との相関を求めた。

【結果】①腰痛の主観的強度は，③健康関連 QOL の下位項目である体の痛み・全体的健康感との間に負の相関が認められた（r
=�0.654，p=01000；r=�0.5，p=0.002）。また①腰痛の主観的強度は⑤経済的状況の下位項目である貧困感との間に正の相関が認
められた（r=0.551，p=0.001）。さらに①腰痛の主観的強度は⑦医療機関などのフォーマルな社会資源の利用頻度との間に正の相
関が認められた（r=0.432，p=0.01）。

【結論】先行研究同様に慢性腰痛が QOL を低下させることがわかった（Inoue, 2015）。また，経済的状況，自身の経済状況や社
会的地位が劣ると精神的ストレスを生み出し，不健康な行動を起こす要因となるという Runciman（1966）の報告と一致した。
慢性腰痛患者は，疼痛を強く感じる者ほど医療機関にかかる頻度が多かったが，先行研究と異なり社会的交流の頻度や大きさ，
および地域資源の利用頻度との間には相関が認められなかった。Demura ら（2002）によると，友人が少なく社会的交流が少な
い高齢者は，鬱傾向となると報告している。本調査の結果から慢性腰痛患者は，医療機関に通うことにより地域で行うことが困
難である社会的交流や地域資源の利用を代替している可能性が考えられた。社会的交流や社会資源を活用できる地域作りを進
め，医療機関に過度に依存しない生活環境を作る必要があると考えられた。
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P-TK-16-4

脳卒中片麻痺患者における自動車運転再開の現状
～在宅復帰後におけるアンケート調査より～

佐藤 努，佐藤 絢，木幡 修，鈴木 宏幸，坂田 真也，大波 清貴

福島医療生協わたり病院

key words 脳卒中片麻痺・自動車運転・在宅復帰

目的

脳卒中片麻痺患者における就労支援や社会参加を促していく上で，移動手段の選択は重要であり，その後の活動範囲に大きく影
響を及ぼしている。自動車運転は，移動手段のひとつを担っているが，心身機能等の状態や制度上の問題により，積極的な運転
再開と至っていないのが現状である。今回，アンケート調査を実施し自動車運転再開における現状を把握することを目的とし
た。

方法

2014 年 4 月から 2016 年 3 月までに脳卒中片麻痺を呈して，当院回復期病棟へ入院した 148 名中，当院が独自におこなっている
自動車運転評価を実施し，自宅退院となった 37 名を対象とした。方法としては，郵送にて対象者に対し調査目的，調査対象な
どを書面により十分に説明し，同意が得られた場合に限り返送してもらうこととした。アンケート内容に関しては，退院後にお
ける自動車運転の実施の可否など，12 項目について質問形式にて実施し，2016 年 5 月から 7 月末までの 2 ヶ月間を回収期間と
した。

結果

回答数は，81.0%（30 名/37 名中）であった。アンケート結果は，自動車運転免許の保有者は 24 名，退院後に更新手続きを行っ
た 12 名，入院中および退院後に臨時適正検査を受けた 15 名であった。自動車運転に関しては，現在も自動車運転を行っている
者は 21 名であり，毎日運転をしている 16 名，週の半分程度 1 名，週に 1 回程度 2 名，月に 1 回程度 2 名であった。さらに，自
動車運転の目的においては，仕事 12 名，買い物 16 名，移動手段 14 名，用事 12 名，趣味活動 9 名，特に目的は無い 2 名であっ
た。運転を行っていない者は 9 名であり，入院前から 1 名，退院後から 6 名，半年前から 2 名であった。運転を行わなくなった
理由に関しては，運転操作が困難のため 1 名，運転免許を有していないため 1 名，自動車が無いため 1 名，退院時に運転許可が
出なかったため 1 名，特に理由は無い 1 名，家族の同意が得られないため 3 名であった。また，自動車運転における必要性に関
しては，生活で必要であると答えた者 25 名であり，必要理由として，仕事の継続のため 13 名，楽しい生活のため 12 名，1 人で
自由に移動するため 17 名，便利だから 14 名であった。必要性が無いと答えた者 3 名の理由としては，自動車運転を諦めた 1
名，送迎サービスを利用 1 名，生活の中で必要性が無い 2 名，家族の協力があるため 3 名であった。

結論

日常生活における必要性だけではなく，社会参加や就労促進において自動車運転の可否は，移動手段として大きな影響を与えて
いることが推測された。自動車運転を取り巻く社会情勢の変化や道路交通法の改正により，障がい者における自動車運転の再開
には，多くの課題がある。今後，自動車運転再開を円滑に遂行するにあたり，運転技能等の心身機能面や事故回避能力等の高次
脳機能面などの関連性も含め検討し，障がい者の自動車運転支援プログラム確立へ向け，関係機関や家族との連携を図り，安全
な移動の保障を進めていく必要性が示唆された。
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P-TK-17-1

避難所の生活環境をコーディネートする
住民主体に活動・参加を支援して

林 寿恵，下村 貴文

阿蘇温泉病院

key words 避難所・環境コーディネート支援・住民主体

【はじめに，目的】

平成 28 年 4 月 16 日に発生した熊本地震において演者の勤務地である阿蘇市は被災し，多くの住民が避難所での生活を余儀な
くされた。自主避難所を含めた避難所は 29 箇所，想定避難者 5,500 人（H28. 4.22 阿蘇市調べ）である。被害の大きさからも住民
の避難所生活は長期化が予測され，環境変化に伴う，生活不活発予防，健康管理などの関与が重要であった。地震発災直後は昼
夜を問わず避難所は満員であったが，経過とともに避難所スペースは空地，または非常時のみ利用する場所取りが出現した。し
かし避難所スペースの変化はあるも，避難生活活動は変わらない住民の姿がみられた。避難所介入のひとつに生活不活発を防ぐ
生活環境整備をあげ，避難所の環境コーディネートを行った。避難所の生活環境を住民や関係者と共に考え，住民主体の環境整
備活動へと繋がった事例を経験した。避難所の環境コーディネートの重要性について学んだためここに報告する。

【方法】

避難所の空きスペースがみられた発災 2 週間後に避難所地域の区長，避難所に滞在している災害支援ナース，常駐している自治
体職員等に避難所生活環境整備の必要性を説明し，協力を得た。環境整備をする目的は，生活しやすい環境づくり t と生活不活
発を予防する，とした。整備内容は①移動の動線を明確にする②居住スペースと共有スペースを分ける③共有食事スペースを確
保する④ベッド導入や間仕切り（パーソナルスペース）の検討⑤支援物資管理の透明化の以上 5 点を提案した。それに加え，区
長からは要援護者配置場所の考慮，ベッド導入必要者検討，間仕切り非設置の提案，災害支援ナースからは住民主体の健康管理
スペースや個別保健スペースの確保が挙がった。検討後，区長が避難者全世帯に環境整備の必要性を説明し，住民の理解と協力
を得た

【結果】

環境整備前は，自スペースでの食事摂取，トイレ，入浴や支援者の訪問時等のみ活動や移動がみられた。そのため周囲への注意
を払うこともほとんどなく自スペースのみで一日を過ごしていた。しかし，区長の説明後，住民が主体となって避難所清掃，居
住スペースと共有スペースを整備した。そのことで，食事は共有スペースでの摂取が習慣化され，他者と交流しながら食事をと
ることが可能となった。また，要援護者に対しても多くの方々の理解を得ることができ，みんなで見守り，声掛けを行うことが
できた。間仕切りや，ベッド導入等も演者は提案のみで，実施は住民が主体で実施した。

【結論】

避難所という集団生活を強いられる特殊環境において自らの生活を確保するのは難しい。今回，生活環境整備をコーディネート
し，区長の理解と協力を得たことで，住民が主体で環境を整備した。そのことが，個人スペースでの引きこもりをなくし，共有
スペースでの交流や寝食分離を図ることができた。生活環境を整備したことで活動性があがり，不活発を予防できたと考える。
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P-TK-17-2

熊本地震における当院の災害ボランティア活動について
～無床クリニックの理学療法士にどこまでできるのか～

大塚 庸平1），陣上 修一1,2），山口 久志1），川本 彩果1），吉田 充晴1），絹原 寛士3）

1）きぬはら整形外科クリニックリハビリテーション科，
2）熊本保健科学大学リハビリテーション学科理学療法学専攻，3）きぬはら整形外科クリニック整形外科

key words 熊本地震・災害ボランティア・理学療法士

【はじめに，目的】平成 28 年 4 月 14 日の前震と 16 日の本震により発生した熊本地震は震度 7 を 2 回観測し，未曾有の被害をも
たらした。平成 28 年 10 月 19 日時点での死者数は関連死を含み 126 名，重軽傷者数 2,346 名。家屋の被害は全壊 8,146 棟，半壊
29,009 棟，一部損壊 129,412 棟。余震回数は 4,000 回を超え，車中泊や避難所生活となった人数は 183,882 名，避難所数は 855 ヶ
所に及んだ。全国から自衛隊，JMAT 等の大規模な救援活動が行われた。それと並行して被災者でもある我々も早期より災害ボ
ランティア活動を行った。熊本市中心部の住宅地に立地する整形外科クリニックに勤務する理学療法士（以下 PT）の災害ボラ
ンティア活動の結果から，災害発生時におけるクリニックの役割を検討した。

【方法】当院 PT（5 名）の災害ボランティア活動記録から，地震発生直後より熊本市内の避難所が閉鎖された 9 月 15 日までの
5 ヶ所月間で以下の項目を調査した。内容は 1）活動頻度・日数 2）活動場所・範囲 3）対象者数 4）活動内容である。

【結果】1）初動は本震発生後 3 日目であり，活動 1 回につき PT1 名が 1 時間程度で避難所を訪問，週平均 2.5 回，述べ 40 日間
活動した。2）活動場所は熊本市中央区に設置された避難所 82 ヶ所中の 9 ヶ所で，当院との距離は最短 500m，最長 1.9km，平
均 1.2km であった。3）活動した避難所 9 ヶ所の対象者は 1 日平均 7 名，述べ 280 名であった。4）活動内容は当初，安否確認，
健康状態の確認から「熊本市地域包括支援センター」が主催した「cafe 型健康サロン」に参加し，DVT 予防やコミュニティの
形成，精神面のケアなどへ変化した。

【結論】当院は整形外科単科のクリニック（PT5 名）であり，予約制を取り入れている。クリニックでも診療圏内を短時間で交
代することにより，通常業務への影響を最小限に抑え，本震発生後 3 日目より延べ 40 日間，災害ボランティア活動が可能であっ
た。活動した避難所は当院の診療圏内で，通院中の患者も多く避難しており，安否確認や通院できない患者のフォローも可能で
あった。またクリニックまでの避難者の送迎や，避難者と医師の連絡的役割などの臨機応変な対応も可能であった。今回の災害
ボランティア活動に関わった避難所はクリニックの診療圏内のみであり，PT が対応した避難者は 1 日平均 7 名であった。これ
は全体の避難者数からみると少数であるが，いちクリニックが通常業務の中で行ったボランティアとしては限界であろうと思
われる。大規模災害においてはクリニックなどの小規模な医療機関は近辺の地域活動を行うことが大切で，それらが集合するこ
とによって十分な災害ボランティア活動となっていくと思われる。反省点としては我々単体の活動しか行わず，JRAT との連携
が無かったことがあげられる。今後は熊本県復興リハビリテーションセンターなどと連携・交流をもち，途切れることのないボ
ランティア活動を継続する予定である。
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熊本地震における多様な災害リハビリテーション支援の意義

槌田 義美，大田 幸治

熊本リハビリテーション病院

key words 多職種連携・災害支援・地域リハビリテーション

【はじめに，目的】

熊本リハビリテーション病院（以下，当院）と菊池地域リハビリテーション広域支援センター（以下，当支援センター）は，震
源地に近い位置にある。発災から約 1.5 ヶ月後，JRAT 現地活動本部を熊本機能病院から当院に移動し，災害リハ支援として活
動した。被災地では，JRAT の他，DMAT や JMAT を始め，多くの団体が支援しており，避難所や仮設住宅へは多数の来訪者
があった。そこで，避難者や行政職員の混乱を避け，他団体や町村の意向に沿いながら時期に応じた支援を実施したので報告す
る。

【方法】

時期に応じた多様な支援方法として，①JRAT登録病院としての連携・支援。②熊本県復興リハビリテーションセンター（以下，
復興リハセンター）との連携・支援（復興リハセンターは，平成 28 年熊本地震発生に伴い，高齢者等の心身機能の低下を防ぐ
ことを目的に 7 月 14 日に設置）。③町村と当支援センターとの連携・支援。

【結果】

①JRAT登録病院としての連携・支援（6 月～7 月）では，「益城町」は，（1）避難所での支援活動：12 日間（6 月），（2）仮設住
宅への初期改修評価：6 日間；9 件（7 月）であった。「西原村」では，（1）避難所での支援活動：9 日間（6 月）であった。②復
興リハセンターと連携・支援（8 月～）では，（1）当院からの派遣は，a）益城町仮設住宅への初期改修評価：6 日間；18 件（8
月），b）南阿蘇村仮設住宅への初期改修評価：1 日間；4 件（9 月）であった。（2）当支援センターからの派遣は，a）大津町仮
設住宅への初期改修評価：2 日間；4 件（10 月）であった。③町村と当支援センターの連携・支援（5 月～）では，JRAT から
引き継ぎ，大津町・西原村の意向に沿った支援を実施した。「大津町」では，（1）避難所での支援活動：22 日間（5/30～8/9），

（2）仮設住宅の初期改修評価：3 日間；8 件（7/28～8/31），（3）地域支え合い事業との連携・支援（9 月～）として，a）大津町
地域支え合いセンター運営会議への参加（月 1 回），b）行政職員と連携し，仮設集会所への支援のための調整役として復興リハ
センター活動指定登録 3 施設と連携を図った。「西原村」では，（1）避難所での支援活動：12 日間（7/1～9/2），（2）仮設住宅へ
の初期改修評価：5 日間；11 件（8/5～9/2），（3）地域リハ活動支援事業との連携・支援（10 月～）として，a）行政職員と連携
し，仮設集会所への支援のための統一したプランを作成して復興リハセンター活動指定登録 3 施設と連携を図った。

【結論】

災害における支援は，平成 28 年 7 月までに DMAT や JMAT，JRAT が撤退し，地域に根ざした復興支援が長期的に必要とな
る。地域リハビリテーション広域支援センターは，介護予防支援に取り組んできたリハスタッフにより他団体や町村のニーズに
応じた適切な支援ができる強みがある。
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当訪問リハビリテーション事業所の課題に対する取り組みについて
取り組み前後での終了理由比較

澤田 智司1），田牧 恭一1），濱條 麻衣1），森井 謙1），山本 忠史1），鵜飼麻理奈1），南出 光章1），
柳瀬 仁2）

1）しおりの里デイケアセンター，2）医療法人碧会

key words 訪問リハ・教育・多職種協働

【はじめに，目的】訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）は提供内容や役割は利用者によって異なり，高い個別性が求めら
れる。問題点や課題は様々であるため，業務内容はマニュアル化しにくく，訪問リハ従事者にはその個別性に対応する課題解決
能力が必要とされる。しかし，当事業所は経験年数が少ないスタッフが多く，課題解決能力が乏しいだけでなく，情報共有や伝
達など事業所として多職種協働の役割を担うことができていなかった。そのため，過去の提供内容から課題を抽出し，質の向上
につなげることを目的に調査した。

【方法】当訪問リハ事業所を平成 24 年 1 月から平成 28 年 9 月までに終了した 137 名を対象とした。その中で平成 27 年 12 月ま
での終了者を A 群（95 名），平成 28 年 1 月以降の終了者を B 群（42 名）に分け，取り組み前後で比較した。調査項目は年齢，
訪問リハ利用期間，主疾患，要介護度，終了理由をカルテより後方視的に調査を行い，各項目について全体に占める割合を算出
し，比較した。取り組み課題は A 群のカルテから抽出し，「目標設定・方針の再確認」「実施内容の振り返り」「ケアマネージャー
との連絡頻度増加」に着目し，平成 28 年 1 月から取り組みを実施した。

【結果】年齢平均は A 群 80.2±8.8 歳，B 群 80.5 歳±7.9 歳であった。利用期間は A 群 7.8±7.5 ヶ月，B 群 16.2±15.9 ヶ月であっ
た。主疾患は A 群が骨関節疾患 35%，脳血管疾患 29%，内部疾患 23% であり，B 群が骨関節疾患 36%，脳血管疾患 21%，内部
疾患 21% と両群に大きな差はなかった。要介護度も両群で大きな差はみられなかった。終了理由は A 群が本人・家族意向 24%，
入院 18%，死亡 17%，目標達成 9%，通所移行 8%，主治医判断 6%，入所 5% であり，B 群が通所移行 24%，目標達成 19%，入
院 14%，本人・家族意向 12%，死亡 10%，サービス調整 7%，入所 5%，主治医判断 2% であった。

【結論】当事業所では訪問リハとしての目標や方針を明確にできず，積極的に情報共有や連携を行っていない状態であった。個々
のスキルや生活期における役割の認識が乏しかったことが要因である。今回取り組みとして挙げた内容は多職種協働において
は当たり前のことであるが，改めて重要な要素であることを再認識した。利用者・家族の考えや思いを知り，ケアマネージャー
との情報共有を積極的に図ることで，本来の課題や求められている役割に気付くことができたと考えられる。今後も定期的に振
り返りを行い，個々のスキルアップにつながる教育システムを構築していくと共に，多職種協働の役割を担うことができるよう
体制の見直しを行っていく。
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理学療法士・作業療法士が持つ連携支援者数とチームワーク能力および研修機会との関連
A県における調査結果から

丹野 克子

山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科

key words 多職種連携・チームワーク能力・研修会参加

【はじめに，目的】理学療法士・作業療法士（以下，リハ職）が対象とする患者・利用者へのチームアプローチにおいて，多職
種連携は重要である。本研究では，A 県のリハ職個人が持つ，地域における連携上の人的資源量に対する，チームワーク能力お
よび連携に関する研修機会の影響を明らかにする。

【方法】先行研究1,2）を参考に，基本的属性，連携上の人的資源数（支援者数：「あなたが患者/利用者について困ったことがある
時に，あなたの地域で，かつ所属施設以外で，あなたの助けになってくれる人が，すぐに思いつくだけで何人いますか。」1）への
回答），連携に関する研修会への参加回数（研修機会），チームワーク能力2）を尋ねる質問紙による自記式郵送調査法を実施した。
研究説明書及び質問紙を，WEB サイトに公開されている「A 県内理学療法士のいる施設」に，A 県医療機関情報ネットワーク
の精神科医療機関を追加した 162 施設（合計 702 名分）の，リハ職の所属する部門の長宛に郵送し，部門の長から，選定基準に
該当する調査対象者に配布を依頼した。調査対象者は，質問紙送付先施設で患者・利用者にサービスを直接提供しているリハ職
のうち，週 3 日以上勤務している者で，それぞれ 50 音順で最初から順番に理学療法士・作業療法士それぞれ 3 人ずつとした。
ただし，当該人数が少ないことが明確な施設には必要数を送付した。回収は，2 週間の回答期間を設け，調査対象者個別に，返
信用封筒で研究者宛直接返送とした。調査期間は平成 28 年 2 月だった。統計解析は，属性確認のための記述統計後。支援者 0
人（0：無し群），5 人以上（1：多い群）を 2 値の従属変数とし，過去 3 年間の研修機会（参加なし～10 回以上の 6 段階）とチー
ムワーク能力得点（0～30 点）を独立変数とする 2 項ロジスティック回帰分析（強制投入法）を行なった。有意水準は 0.05 未満
とした。なお，研修機会を過去 3 年間の参加回数で尋ねたため，分析対象は，実務従事経験 4 年以上の者とした。

【結果】回答回収 504 名（回収率 71.8％）のうち，実務従事経験年数 4 年以上は 412 名で，そのうち，必要項目の回答に欠損の
ない支援者無し群は 98 名，多い群は 107 名だった。チームワーク能力得点の中央値は，無し群 19.1 点（IQR20.9�18.0），多い群
20.0 点（IQR21.3�19.1）だった。研修機会は両群とも参加無し，3～5 回，1 回の順に多かったが，中央値でみると無し群は 1
回，多い群で 2 回という分布だった。2 項ロジスティック回帰分析の結果は，チームワーク能力得点は有意な影響があり（オッ
ズ比 1.201，オッズ比の 95％ 信頼区間 1.019�1.415），研修機会は有意な影響はなかった。

【結論】A 県において，リハ職が持つ，連携上の支援者の数には，個人のチームワーク能力が影響していた。

文献：1）相川充ら，社会心理学研究 2012；27（3）：139�50．2）阿部泰之ら，Palliative Care Research 2014；9（1）：114�20．
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日野町における多職種による困難事例検討会の有効性と課題

田中 武志

日野病院組合訪問看護ステーションすまいる

key words 多職種連携・事例検討会・ファシリテーター

【はじめに，目的】

鳥取県日野町は人口 3457 人，高齢化率 44.5％ と超高齢化が進行しつつある中山間地域である。そのため，独居老人や経済的貧
困の増加などが社会的問題となり，それらを社会的背景とする困難事例も増加傾向にある。日野町では，地域包括ケアシステム
構築に向け，町内の保健・介護・医療職員で多職種協働推進委員会を構成し，困難事例の解決を目的に見える事例検討会Ⓡ（以
下，見え検）の開催とそのファシリテーター（以下，FT）の養成を行った。平成 27 年度は 1 回/月のペースで見え検を実施し
た。見え検では①課題解決能力の向上 ②援助技術の向上 ③ネットワークの構築を目的に困難事例の検討を行った。そこで，
見え検の有効性と課題の抽出を目的に本研究を行った為，報告する。

【方法】

対象は見え検の事例提供者と FT を経験した医師 1 名，看護師 4 名，役場職員 1 名，保健師 1 名，薬剤師 1 名，介護支援専門員
3 名，デイサービス職員 1 名，ソーシャルワーカー 1 名，理学療法士 1 名の計 14 名。平成 28 年 3 月に FT（14 名）に対して自
記式質問票調査を実施した。配布方法は筆者らが訪問し配布した。回収は配布した同日に第 3 者が回収する事とした。質問内容
は①課題解決能力の向上，②ネットワークの構築，③援助技術の向上，④FT の負担感や達成度に関する全 15 項目で構成した。

【結果】

回収率は 100％ であった。①課題解決能力の向上に関する質問に，そう思うと答えた人は 69％，とてもそう思うと答えた人は
26％ であった。②ネットワークの構築に関する質問に，そう思うと答えた人は 41％，とてもそう思うと答えた人は 50％ であっ
た。それに対して③援助技術向上に関する質問にそう思うと答えた人は 32％，とてもそう思うと答えた人は 14％ であった。FT
が負担ではないという質問に対し 64％ がそう思わない，どちらとも言えないと回答した。

【結論】

日野町で行われた見え検は，FT にとって負担感はあるものの①課題解決能力の向上と②ネットワークの構築，③援助技術の向
上に関して一定の効果的があったと考える。FT が新たな取り組みや技術習得に関する負担感は感じているものの，それ以上の
能力向上や多職種連携のネットワーク構築が可能であったと考える。しかし，見え検で明確となった援助方法を現場で具体的な
行動まで繋げる事が困難であった事も明かとなった。この理由として，見え検で，課題解決に対する具体的行動の実行度合いを
振り返る時間がなかった事や，現場に戻ると事例提供者が迷った時に相談する場がなかった事が挙げられる。そのため，見え検
に EPDCA Cycle を導入し，相談窓口の設置や振り返り時間を設けるといった，見え検の運営強化に努める事が必要であると考
える。
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P-TK-18-2

地域包括支援センターへリハビリ専門職に対するアンケート調査をして見えた
現状課題について

卜部 吉文1），中村 睦美2），大渕 修一3），李 玲華1）

1）医療法人財団逸生会大橋病院，2）医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院，
3）東京都健康長寿医療センター高齢者健康増進事業支援室

key words アンケート調査・介護予防・地域包括支援センター

【はじめに，目的】

新総合事業では，リハビリテーション専門職等（以下；リハビリ専門職）を活かした自立支援に資する取組を推進するため，地
域包括支援センター（以下；地域包括）と連携しながら，バランスよく支援することにより，介護予防の機能強化を図れること
が，市町村介護予防強化推進事業や先行事例等から明らかになっている。

そこで，地域包括において介護予防担当として従事している保健師その他介護予防支援に関する知識を有する担当職員に対し，
現段階でのリハビリ専門職に対する知識程度と活用程度とを調査し現状課題を明らかする目的でアンケート調査を行ったので
報告する。

【方法】

対象は K 区にある全地域包括 15 ヵ所で介護予防担当として従事している職員 15 名に対して郵送調査を行った。郵送は K 区の
健康福祉部介護予防・日常生活支援担当課で行った。

配布期間は H27.8 月～H27.9 月であり，質問紙法を用いた。アンケート項目は基本属性の他に，訪問リハや通所リハ，介護予防
や ADL，運動器リハビリや脳血管リハビリ等に関してリハビリ知識程度とリハビリ活用程度を調査した。アンケート方法とし
て単一回答法を用いて，評定尺度は 4 段階（十分/標準的/最低限度/ない）のうち，知識と活用にそれぞれ分けて実施した。

【結果】

対象者 15 名に対し 15 名全員から回答を得た。訪問リハビリについての知識は，「十分にある」1 名，「標準的にある」11 名，
「最低限度ある」は 3 名に対し，活用は「十分にしている」0 名，「標準的にしている」8 名，「最低限度している」6 名であった。

通所リハビリについての知識は，「十分にある」3 名，「標準的にある」9 名，「最低限度ある」は 3 名に対し，活用は「十分にし
ている」2 名，「標準的にしている」7 名，「最低限度している」6 名であった。

リハビリ専門職全般において，知識は「標準的にある」は 10 名であるが，活用は「標準的にしている」が 3 名であった。リハ
ビリ専門職が ADL への関与は，知識は「標準的にある」は 9 名であるが，活用は「標準的にしている」が 5 名であった。介護
予防への関与は，知識は「標準的にある」は 12 名あるが，活用は「標準的にしている」が 6 名であった。

【結論】

本研究において，介護予防を担当している地域包括職員は，全体の傾向としてリハビリに対する知識はあるが活用にまでは反映
出来ていない現状が明らかとなった。知識と活用との差で大きな相違が明らかとなったのが，介護予防に対する設問であった。
新総合事業で位置付けられている「地域リハビリテーション活動支援事業」において，“リハビリ専門職を活かした自立支援に
資する取組を推進する”とはあるが，実際にはまだ不十分な現状が明らかとなった。

今後の課題として，各地域に求められるリハビリ専門職を輩出するため，人材づくり・環境づくり・地域チームづくりを成熟さ
せるための，リハビリマネジメントができる人材が求められてくるのではないかと考える。
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P-TK-18-3

理学療法士における地域包括ケアシステムの認知度および理解度

南澤 拓美1），加藤 仁志1），鳥海 亮1），入山 渉2）

1）群馬パース大学，2）慶友整形外科病院

key words 地域包括ケアシステム・認知度・理解度

【はじめに，目的】

地域包括ケアシステムは，重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムである。日本理学療法士協会では，地域包括ケ
アシステムに関わることのできる人材の育成を始めており，地域包括ケア・介護予防の 2 つの推進リーダーの認証コースを設
定している。地域包括ケアシステムに関わるためにはそのシステムの理解が重要であると考えられる。同一法人に所属する医
師，看護師，理学療法士などを対象に質問紙を用いて地域包括ケアシステムの理解の有無を調査している先行研究（三宅ら，
2015）があるが，理学療法士のみを対象とした地域包括ケアシステムについての認知度および理解度を明らかにしている研究は
見当たらない。そこで，本研究は理学療法士における地域包括ケアシステムの認知度および理解度を明らかにすることを目的と
した。

【方法】

対象者は A 県 B 市の病院・施設に所属している理学療法士 255 名であった。地域包括ケアシステムの認知度や理解度に関する
アンケートを郵送にて送付した。アンケート内容は，Q1『地域包括ケアシステム（以下，システム）を知っているか』，Q2『シ
ステムは市区町村が主体となって行っているということを知っているか』，Q3『システムの 5 つの構成要素を知っているか』，Q
4『システムにおける理学療法士の役割を知っているか』，Q5『地域包括ケア推進リーダーという役割があることを知っている
か』，Q6『システム推進のための啓蒙活動が行われていることを知っているか』，Q7『システム推進のための啓蒙活動の資料を
みたことはあるか』，Q8『「地域医療構想策定ガイドライン」があることを知っているか』，Q9『8 で Yes と答えた方で，ガイド
ラインを読んだことはあるか』，Q10『「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律」と言われている「医療介護総合確保推進法」という法律があることを知っているか』，Q11『「地域医療介護総合確保基金」
という制度があり，その中の事業には「介護予防の推進に資する OT，PT，ST の育成」のために資金が使えることを知ってい
るか』，Q12『「医療介護総合確保推進法」において 4 つの医療機能に分けて，2025 年の需要と必要病床量を推計しているが，4
つの医療機能とは何か知っているか』の 12 項目であった。

【結果】

回収できたアンケートは 112 名分（回収率 43.9％）であった。Q1 は Yes が 94.6％，Q2 は Yes が 88.4％，Q3 は Yes が 43.8％，
Q4 は Yes が 69.6％，Q5 は Yes が 75.9％，Q6 は Yes が 68.8％，Q7 は Yes が 44.6％，Q8 は Yes が 36.6％，Q9 は 13.4％，Q10
は Yes が 17.9％，Q11 は Yes が 13.4％，Q12 は Yes が 13.4％ であった。

【結論】

本研究の結果より，地域包括ケアシステムの認知度は高いが，内容の理解度は比較的低いことが明らかとなった。
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P-TK-18-4

多職種協働で作成した小冊子「人工膝関節置換術のしおり」の活用について

武藤 智則1），角館 珠美2），藤原 理恵2），八尋小百合2），米川 文子2），大熊 一成3）

1）さいたま市立病院リハビリテーション科，2）さいたま市立病院看護部，3）さいたま市立病院整形外科

key words 多職種連携・人工膝関節置換術・患者支援

【背景】本邦における変形性膝関節症（KOA）の有症者数は 820 万人と推定され（Yoshimura；2009），末期 KOA の代表的な治
療である人工膝関節置換術件数は年々増加の一途を辿り，現在では年間 8 万件以上実施されている。当院においても同手術件数
は年々増加傾向にあり，且つ手術患者の高齢化が顕著となってきた。高齢患者の特徴としては運動機能の低下，手術リスクの増
加，理解力の低下などがあげられ，術後リハビリテーション進行の阻害因子になり得る。しかし，医師，看護師が手術や入院生
活について患者と話す時間は長くはなく，患者がリハビリテーションの具体的内容について術前に知る機会もなかった。これら
のことより術前から退院後までの長期にわたる期間での患者・家族教育を含めた様々な観点からの支援が必要であると考えら
れる。

【目的】今回，当院において多職種で関わる整形外科疾患の一つである人工膝関節置換術施行患者を支援する目的で小冊子「人
工膝関節置換術のしおり」を作成した。本研究の目的は，多職種で作成した「人工膝関節置換術のしおり」について，その内容
や活用について紹介することである。

【内容と活用】2014 年に医師・理学療法士・看護師などの専門職がそれぞれの専門性を活かし「人工膝関節置換術のしおり」を
完成させた。「人工膝関節置換術のしおり」作成におけるアウトカムは，1）疾患・手術についての患者理解を深める，2）入院
から退院後までの流れを知ってもらう，3）リハビリテーションについて知ってもらう，4）患者教育の促進，5）退院後の生活
指導である。疾患・手術，入院，リハビリテーションについての説明に加え，退院後の注意点，現在の医療制度について説明，
患者からよくある質問を Q＆A の形式で回答，膝のセルフチェックシートを記載した。イメージ図を多く取り入れることで，視
覚的に理解できるように工夫した。リハビリテーションに関しては術後期間に応じた経過や目標についてフローチャート形式
で記載し，メニューの効果，開始時期，回数・方法を写真付きで解説し，自主トレーニングとして習得しやすいように作成した。
リハビリテーションメニューは米国整形外科学会の TKA Guide 等を参考にして EBM の観点から決定した。地域連携として
は，当院を退院し近医へ外来通院もしくは転院する症例にも小冊子を継続して活用できるよう，近医勤務の理学療法士に当院で
のリハ場面を見学していただき，小冊子を紹介した。患者が安心して他院でのリハビリテーションを継続できるよう取り組んで
いる。

【結語】我々は多職種協働にて小冊子「人工膝関節置換術のしおり」を作成した。患者・家族に対し入院前からの教育・指導を
行うことで手術に対する不安を軽減し，患者の安心感，満足度の向上に繋がると考えた。我々は多職種にて連携協働しチームの
一員として患者を支援していきたいと考える。
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P-TK-18-5

障害者リハビリテーション推進プロジェクトチームの取り組み
地域包括ケアシステム構築のために当院ができること

小野 雅之，鈴木 俊耶，本間 由華

桜ヶ丘中央病院

key words 障害児者・地域包括ケアシステム・連携

【目的】厚労省は地域包括ケアシステムの構築を推進している。神奈川県大和市において障害児者数は平成 17 年から 26 年まで
に 1.48 倍増加しており，そのうえ親世代も高齢となり親子ともに支援を必要とする世帯も出てきている。しかし障害者総合支援
法で支援している福祉分野では，リハビリテーション専門職（以下リハ職）が支援出来る機会は多くない。このような状況を踏
まえ当院では福祉分野の現状把握とリハ資源の提供を目的に障害者リハビリテーションプロジェクトチーム（以下障害チーム）
を設置した。この取り組みについてまとめ，今後の展望について考察することとする。

【方法】当院リハビリテーション科内に平成 28 年度障害チームを立ち上げた。責任者に言語聴覚士（以下 ST），チームリーダー
（演者），メンバーには理学療法士，作業療法士，ST をそれぞれ 1 名ずつ配置した。目的におくリハ資源の提供とは，障害者の
更なる自立支援を図る，高齢化している障害者の介護予防を推進する，施設スタッフの介助技術に関する指導を行うこととして
いる。現状把握のために大和市自立支援協議会の事務局も務めている大和市障害者自立支援センターとの打ち合わせを重ね，福
祉施設の見学を行った。そして定期的に支援できる施設探しを始めた。

【結果】演者と大和市障害者自立支援センターとの打ち合わせは適宜行い，進捗状況の確認，問題点の共有，新たな取り組みに
ついて検討を行っている。見学を実施した施設は市内の就労移行支援施設 3 ヶ所，就労継続支援 A・B 型 6 ヶ所，入所施設 1 ヶ
所，デイサービスセンター 1 ヶ所であった。市外は地域就労援助センター 1 ヶ所，就労移行支援施設 1 ヶ所，就労継続支援 B
型 1 ヶ所，生活介護施設 2 ヶ所，入所施設 2 ヶ所であった。また PT，OT が勤務している施設も市外で 3 ヶ所見学を行った。
多くの施設は複数の種別で支援をしており各々取り組みは異なる。この見学後に毎月の訪問指導が可能となった施設は 3 ヶ所
であった。やり取りがスムースに行える施設もあれば，まだまだ関係性の構築に時間が掛かる施設もあった。

【結論】地域包括ケアシステム構築のために，医療分野である障害チームと障害分野の施設の連携の取り組みをまとめた。やり
取りがスムースに行えた施設には看護師が配置されていた。福祉分野の職員は専門資格を保持している方も少なく，リハ職と協
働した経験も多くないために連携が取れるようになるためには，定期的な訪問指導が必要になると考えている。福祉分野の抱え
ている問題を解決するために，リハ職の介入は有意義なものと感じた。更なる連携強化を目指すために，市内全施設の看護師を
集めた座談会の計画をしている。今後当院に出来ることは，この取り組みを継続できる体制を作るために事業化し，お互いに本
音で意見を言い合える関係を構築することである。そのうえで施設職員への指導や障害者の自立支援，介護予防への取り組みを
継続していきたい。
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P-TK-19-1

急性期外傷センター病棟における病棟専任療法士配置が大腿骨近位部骨折患者
に与える影響

菅原 亮太，小野寺智亮，荒木浩二郎，谷口 達也，千田 佑太

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

key words 急性期・病棟専任・大腿骨近位部骨折

【はじめに，目的】

2014 年度診療報酬改定により，急性期病棟におけるリハビリテーション（以下，リハ）専門職の配置に対し ADL 維持向上等体
制加算（以下，加算）が新設され，入院早期からの予防リハが促進されている。当院外傷センターは四肢外傷患者の専門治療施
設であり大腿骨近位部骨折患者が多い。外傷患者は入院翌日には手術を施行し手術翌日には疾患別リハが始まる。当院では 2016
年度より病棟専任療法士を配置し，加算は算定せず術後の早期離床，ADL 獲得等を目的とした疾患別リハ業務を実施している。
今回，大腿骨近位部骨折患者における療法士配置の効果について配置前後で比較検討し，スタッフの意識調査も行なったので報
告する。

【方法】

当院外傷病棟（40 床）に理学療法士 1 名を専従配置し，患者担当療法士による機能回復とは別に専従療法士による病棟での ADL
練習を実施した。他にも病棟カンファレンスへの参加，看護師との情報共有を行ない多職種協働に努めた。比較検討は大腿骨近
位部骨折患者を対象とし，療法士配置後の 2016 年 5 月 1 日より 8 月 31 日までに入院した 79 例を介入群，配置前の 2015 年 5
月 1 日より 8 月 31 日までに入院した 68 例を対照群とした。調査項目は在院日数，歩行器歩行獲得日数とし，外傷データベース
より後方視的に調査した。歩行器歩行獲得日数は連続 20m の歩行器歩行が自立レベルとなるまでの術後経過日数とし，理学療
法士 2 名で自立の判定をした。統計学的検討は，2 群間の比較には 2 標本 t 検定を用い，有意水準は 5% とした。また，差の大
きさを表す効果量（Cohen’s d）を算出した。療法士配置後の意識調査として外傷病棟所属看護師 20 名にアンケート調査も行なっ
た。

【結果】

介入群のうち専従療法士によるリハを実施した患者の割合は 60.8% であった。在院日数は介入群 25.3±12.6 日，対照群 32.3±
26.9 日であり（p=0.04），効果量 d=0.33 であった。歩行器歩行獲得日数は介入群 9.8±5.2 日，対照群 13.1±8.4 日であり（p=0.065），
効果量 d=0.47 であった。看護師へのアンケート調査では，療法士の病棟配置について「良いと思う」が 100% で，今後の病棟配
置については「継続したほうが良い」が 100% であった。困ったときすぐに相談できる，カンファレンスで情報共有できる点が
良い，等の意見が多く得られた。

【結論】

専従療法士配置後，大腿骨近位部骨折患者の在院日数は有意に短縮した。また，歩行器歩行獲得日数も短縮傾向を示し効果量に
おいて中等度の効果を認めた。これは専従療法士配置によりリハ実施時間が増加したこと，病棟での実践的な歩行練習を行なえ
たことで，早期の歩行能力向上に繋がった可能性がある。それに加えカンファレンスで患者の ADL 能力等についての情報提供
を行なったことが退院までの流れを円滑化し在院日数短縮に影響したと考える。アンケート結果から療法士の病棟配置は看護
師からの需要が高く，多職種協働の面でも必要性が高いと思われる。
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P-TK-19-2

回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション栄養介入の経験

林 千史1），小野山裕一1），南下さおり1），森本 明博1），谷井あづさ2），足立 貞子3）

1）公立八鹿病院中央リハビリテーション科，2）公立八鹿病院看護科，3）公立八鹿病院栄養科

key words 回復期リハビリテーション病棟・リハビリテーション栄養・BCAA

【はじめに，目的】

近年，リハビリテーション栄養（以下：リハ栄養）に関して様々な研究効果が報告され大きな進展を遂げている。西岡心大らに
よると，栄養障害を認める患者は栄養良好患者に比べ退院時の FIM も低いと報告されており，栄養関連指標（以下：GNRI）改
善度が大きいほど FIM 改善は大きいと考えられる。今回，当院回復期リハビリテーション病棟（以下：回リハ）でリハ栄養チー
ムを立ち上げ，その中でも特に効果が得られた症例について報告する。

【方法】

症例は，小脳梗塞の 50 代男性。身長は 170cm 台。対象者の体格・リハビリテーション量をもとに提供エネルギー量をチームで
検討。それに加えて BCAA2500mg 含有飲料を摂取した。摂取方法はリハビリ実施直後に 1 日 1 本とし退院時までの 68 日間飲
用した。評価項目は ADL 評価指標（FIM）・歩行（10m 歩行テスト）・身体計測（四肢周径・体重・BMI）・血液生化学検査・体
性成分分析（InBody）とし，摂取開始時，退院時で実施した。

【結果】

体重（kg）は 59.95→65.8，BMI は 20.5→22.5，アルブミン（g/dl）は 2.6→3.5，GNRI は 76→93，下肢周囲長（右/左 cm）は 31.0/
30.5→32.0/31.5，骨格筋量（kg）は 48.5→50.6 へ増加となった。10m 歩行（m/s）は独歩にて行い 0.66→0.92 と向上し，FIM
運動項目（点）は 47→79 へ改善。提供エネルギー量（kcal）も 1894→2146 へ増加した。

【結論】

リハビリテーションを行っている患者には低栄養が多く，回リハ病棟協会の調査においては，回リハ病棟に入院する患者の
37.7％ に低栄養が認められ，ADL の向上が得られ難いことが報告されている。その原因として，疾患発症前からの低栄養や急
性期での栄養状態の悪化，回リハ病棟での不適切な栄養管理が考えられている。その一方で栄養状態が改善した患者では ADL
が向上することも報告されている。今回の症例でも，リハ栄養実施により GNRI の改善を認め，ADL の向上にはリハ栄養に取
り組む重要性が示唆された。また栄養状態の改善に伴い骨格筋量や歩行能力，FIM の改善を認め，病棟生活での活動量も増加し
ていた。理学療法士として関わる中でもリハビリでの運動量の設定だけでなく，栄養状態と病棟生活の活動量も把握し，看護師
や栄養士に情報発信する事も重要な役割であると考える。
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P-TK-19-3

診断直後の筋萎縮性側索硬化症（ALS）者に理学療法士が関わる有効性

清水 美紀，佐藤 史子，千葉かえで

横浜市総合リハビリテーションセンター

key words 筋萎縮性側索硬化症・連携・予後予測

【はじめに，目的】筋萎縮性側索硬化症は多様に進行し，支援の方向性を定めるのに難渋することが多い。今回，行政の福祉サー
ビスで派遣されるリハビリテーション専門職として，診断直後の症例に関わり，多機関・多職種と支援を行なった。診断直後か
ら理学療法士が関わる有効性と必要な連携について再考し報告する。

【方法】球麻痺症状を初発とする 71 歳，女性。診断直後の介入時には右足背屈の抗重力運動が困難であった以外は筋力低下を認
めず，ADL 自立，家事も担っていた。概ね 3 ヶ月ごとに新たな生活課題が出現し，地域支援者の依頼で訪問支援を行なった。
課題に合わせて必要な職種と同行訪問し，リハビリテーションの視点から地域支援者の役割と課題解決に向けた助言を行なっ
た。

【結果】支援開始～2 ヶ月：区役所保健師，包括支援センター職員と訪問し，介護保険や難病サービスを含めた在宅生活の支援体
制の整備を実施。同時に，独歩可能ではあるものの右足部下垂を認めたため，歩行の安定性向上を目的に，主治医に報告し軟性
下肢装具を導入した。支援開始後 4～5 ヶ月：頸部保持力低下を認め，訪問看護師と同行訪問し，頸椎カラーを検討。家事動作
に支障があり日常使いには至らなかったため，易疲労を予防するため安楽な姿勢での休憩時間を設定した。支援開始後 8～9 ヶ
月：移動能力の低下を認め，ケアマネジャー，訪問看護師と同行訪問。介助歩行可能だったが，今後の介助量増加と姿勢保持能
力低下に備えリクライニング車椅子を情報提供。本人が希望するトイレ利用においては，車椅子では便器に接近できず，住宅改
修も困難であるとの評価結果から，ポータブルトイレの情報提供も行なった。ベッドで過ごす時間が増加しており，訪問看護師
による機能維持的トレーニングを導入して活動性維持に配慮した。支援開始後 13～15 ヶ月：歩行に重介助を要するようにな
り，情報提供していたリクライニング車椅子を導入。排泄は，車椅子導入とともにポータブルトイレ導入を家族が選択した。同
時期に移乗の安定性向上のため硬性下肢装具を導入した。支援開始から 16 ヶ月後：人工呼吸器は装着しない意向で，呼吸困難
のため死去。

【結論】本症例では移動形態の変化等を予測し，必要な支援について事前に情報提供したことで，本人・家族が自身で問題解決
の時期や方法を検討する時間が確保できたこと，また，支援者が支援すべきこととその時期を予測できたことが有効であったと
考える。リハビリテーション専門職は，予後予測，二次障害予防の視点から支援の時期や内容を提案することが可能であり，生
活障害が明らかでない診断直後においてもリハビリテーション専門職の介入は必要である。医療機関と区役所，介護保険機関は
診断直後から双方向の連絡を取り，予後予測に基づいた円滑な支援を組み立ていくことが望まれる。
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P-TK-19-4

筋萎縮性側索硬化症患者の身体機能および年齢とQOLの関係

大石 航己1），小羽田佳子1），広田 彩乃2），池西喜久代3），田中信一郎3），戸田 健一2），橋口 英志1）

1）特定医療法人茜会昭和病院，2）医療法人社団松涛会安岡病院，
3）独立行政法人国立病院機構関門医療センター

key words ALS・QOL・身体機能

【目的】

筋萎縮性側索硬化症（以下，ALS）は運動神経の変性を起因とした筋力低下をきたす慢性進行性の神経難病で，時間の経過と共
に身体能力低下を呈するのが現状である。そのため病態の定期的な把握を行なう必要があり，特に QOL の維持・向上は ALS
患者において重要課題となることも少なくない。一般的な QOL 評価は身体能力と相関する傾向にあるため，このような進行性
疾患では実際の生活の質を反映していない場合がある。WHO が推奨している QOL 評価に SEIQoL�DW がある。これは身体能
力に相関しにくい評価であり，生活において大事な事柄を 5 つ抽出し，それぞれに対する重要度と満足度を聴取する質問紙法で
ある。本研究ではこれを用いて QOL に影響を与える要因を分析し介入方法を検討する事を目的とした。

【方法】

市内の ALS 患者 15 名（男 8 名，女 7 名，平均年齢 68.5±10.5 歳，罹患期間 52.07±39.45 ヶ月）を対象とした。QOL 評価は
SEIQoL�DW を用いた。統計解析は性別，療養環境（入院か在宅か），主介護者の有無，人工呼吸器装着の有無，胃瘻造設の有
無，コミュニケーション手段の有無で 2 群間検定（Mann�Whiteny�U 検定）を行ない，QOL に差があるかを検証した。次に ALS
の身体機能評価である ALSFS�R や年齢と QOL との関連性について Spearman 順位相関係数の有意性検定を実施した。

【結果】

対象の SEIQoL�DW の平均点数は 49.5±22.70 点であり，個人属性及びその他の項目において 2 群間の有意差は認められなかっ
た（p＞0.05）。また，ALSFRS�R と QOL に相関関係は認められなかった（r＝�0.07 p=0.788）が，QOL と年齢では負の相関が
みられた（r=�0.497 p=0.059）。

【結論】

2 群間検定において有意差は認めなかった。また相関検定については QOL と身体機能との相関はみられなかったが QOL と年
齢では負の相関がみられた。脳卒中患者を対象とした先行研究では身体機能と QOL の間に相関がみられるが，本研究の ALS
患者ではみられなかった。その要因として脳卒中と比較し ALS は病態が緩徐に進行していくことが挙げられる。このため，身
体機能低下が生活に影響している事を感じにくい傾向にあると思われる。一方で脳卒中の病態は直下的であり，身体機能が急激
に低下することで生活への影響をより強く感じるのではないかと考えた。また ALS 患者の病態の進行は緩徐な故に，患者本人
が病気を受容し病態に応じた QOL 目標を設定していることが挙げられ，身体機能レベルが QOL を左右しにくいのではないか
と考えた。

次に QOL と年齢との負の相関がみられた要因としては，年齢の上昇による精神的な影響が考えられ，活動意欲の低下，心気状
態，社会的役割の損失が QOL に強く影響しているのではないかと考えた。よって ALS 患者においては医学的治療だけでなく
個々の精神的状態や社会的背景を理解し，関わることが QOL 向上の一助となるのではないかと考える。
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P-TK-20-1

一般急性期病院におけるフレイルを有する高齢入院患者の特徴

山口 晃樹1,2），平瀬 達哉2,3），小泉 徹児1），井口 茂2）
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3）長崎大学保健学実践教育研究センター

key words フレイル・一般急性期病院・高齢入院患者

【はじめに，目的】

近年，健康寿命の延伸を企てることを目的に「フレイル」の概念が注目されている。フレイルに関する先行研究では，地域在住
高齢者を対象とした報告が多く，Shimada らの調査では 65 歳以上の高齢者のうち 11.3％ がフレイルに該当したと報告してい
る。そして，フレイルを有する高齢者は，要介護リスクが高くなることが明確になっており，フレイルの予防は重要であるとさ
れている。一方，急性期病院においても入院患者の高齢化は顕著であり，治療や安静に伴い身体活動量が低下するため，フレイ
ル対策は重要であると思われる。しかし，急性期病院における高齢入院患者のフレイルの実態は明らかとなっていない。本研究
の目的は，一般急性期病院におけるフレイルを有している高齢入院患者の特徴を明らかにすることである。

【方法】

対象は，在宅より当院に入院した 65 歳以上の患者 227 名（76.9±7.7 歳）とした。フレイルは 25 項目から構成された基本チェッ
クリストを用いて評価し，先行研究を参考に，その該当合計数より対象者を正常群（3 項目以下），プレフレイル群（4～7 項目），
フレイル群（8 項目以上）の 3 群に分類した。なお基本チェックリストは，入院後 1 週間以内に本人もしくは家族から聴取した。
評価項目は，入院時の年齢，性別，診療科，内服の数，栄養状態（Alb 値），Body Mass Index（BMI），入院期間中の合併症の
有無とし，これらの項目をカルテより抽出した。分析は，3 群間での各評価項目の比較について Kruskal�Wallis 検定もしくはカ
イ二乗検定を用いて有意差を検定し，有意差を認めた場合は多重比較検定を行った。

【結果】

フレイル群は 90 名（39.6％），プレフレイル群は 81 名（35.7％），正常群は 56 名（24.7％）であり，3 群間に有意差を認めた評価
項目は年齢，性別，内服数，Alb 値，入院期間中の合併症の有無であった。年齢はフレイル群が正常群ならびにプレフレイル群
よりも有意に高値を示し，性別ではフレイル群が正常群よりも女性が有意に多かった。内服数ではフレイル群ならびにプレフレ
イル群が正常群より有意に高値を示し，Alb 値ではフレイル群が正常群よりも有意に低値を示した。さらに入院期間中の合併症
の有無では，フレイル群が正常群よりも有意に合併症を多く発症していた。

【結論】

一般急性期病院においてフレイルを有している高齢入院患者は多く，医療機関においてもフレイル対策の重要性が明らかと
なった。また，フレイルを有している高齢入院患者では，高年齢，女性，低栄養状態，服薬数の多さ，入院期間中に合併症発症
リスクが高いことが特徴として考えられ，これらに対する評価がフレイル対策として重要であることが示唆された。
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P-TK-20-2

地域在住中高齢者における身体的フレイルに関する一考察

神谷 碧1,4），池添 冬芽1,4），磯野 凌1,4），加藤 丈博1,4），山縣 桃子1,4），佐伯 純弥1,4），
田中真砂世1,4），正木 光裕2,4），田原 康玄3,4），松田 文彦3,4），坪山 直生1,4），市橋 則明1,4）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，
3）京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター，4）ながはま0次コホート研究グループ

key words 身体的フレイル・physical frailty phenotype・地域在住中高齢者

【はじめに，目的】

身体的フレイルは，一般的に Fried らの physical frailty phenotype の 5 要素（Slowness，Weakness，Exhaustion，Low activity，
Weight loss）をもとに評価されることが多い。しかし，これらの各要素で年齢や性別による違いがあるのかといった身体的フレ
イルの特徴について詳細に検討している報告は少ない。また，フレイルは多角的な介入により健常な状態に戻ることができる

「可逆性」が内包されているが，身体的フレイルには特にどのような運動機能低下が関連しているのかは明らかではない。そこ
で本研究では身体的フレイルに効果的な介入法の開発を目指し，身体的フレイルに関する特徴および運動機能との関連につい
て調査した。

【方法】

対象は 60 歳以上の滋賀県長浜市在住の中高齢者 691 名（男性 251 名，女性 440 名，68.7±5.3 歳）とした。なお，重度の神経学
的・整形外科的障害や認知障害を有する者は除外した。

physical frailty phenotype の各項目の基準は先行研究を参考に次の通りとした。Slowness：通常歩行速度＜1.0m/s，Weak-
ness：握力が男性＜26kg，女性＜18kg，Exhaustion：「何をするのも面倒だ」「何かを始めることがなかなかできない」の 2 項目
のいずれかに週 3～4 日以上該当，Low activity：「1 週間で中等度以上の身体活動を行う日はあるか」「1 週間で 10 分以上続けて
歩く日はあるか」の 2 項目の両方に該当なし，Weight loss：1 年間で非意図的な 4.5kg 以上の体重減少。

運動機能として下肢筋力（股関節屈曲・伸展・外転，膝関節伸展，足関節底屈，足趾屈曲），バランス能力（片脚立位保持時間），
下肢筋パワー（5 回立ち座り時間），下肢敏捷性（立位ステッピング回数）を評価した。

physical frailty phenotype の 5 項目中 3 項目以上に該当した frail および 1～2 項目に該当した pre�frail をあわせてフレイル群，
該当なしの者を非フレイル群とし，この 2 群を従属変数，年齢，性別，運動機能を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析
を行った。

【結果】

フレイル群は 200 名，非フレイル群は 491 名であり，2 群間に性別の有意差はなく，年齢はフレイル群のほうが有意に高齢であっ
た。

5 要素別に比較した結果，Weakness，Weight loss に該当した者は有意に高齢であり，また Weakness に該当した者は有意に女
性が多かった。それ以外の項目では年齢，性別による違いはみられなかった。

多重ロジスティック回帰分析の結果，片脚立位保持時間，股関節伸展筋力，足関節底屈筋力が有意な関連因子として抽出された。

【結論】

地域在住中高齢者の身体的フレイルに関する特徴を調査した結果，Weakness は高齢および女性，Weight loss は高齢で該当しや
すいことが確認された。また，身体的フレイルには運動機能のなかでも特にバランス能力，股伸展・足底屈筋力の低下が関連し
ていることが示唆された。
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P-TK-20-3

栄養状態が 6か月間のレジスタンストレーニングの介入効果に与える影響
地域在住要支援・要介護高齢者による検討

加茂 智彦1），石井 秀明2），西田 裕介3）

1）介護老人保健施設さくらの苑，2）人間総合科学大学保健医療学部リハビリテーション学科，
3）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

key words 栄養状態・レジスタンストレーニング・地域在住要支援・要介護高齢者

【はじめに，目的】

レジスタンストレーニングと身体機能改善に強い関連があり，安全で，歩行補助具の使用，自立していなくても実施可能である。
また，栄養状態と身体機能に強い関連が認められる。このことから，レジスタンストレーニングの介入効果に栄養状態が影響し
ている可能性がある。そのため，栄養状態がレジスタンストレーニングの効果に与える影響を検討する必要がある。そこで，本
研究では，レジスタンストレーニングの効果は栄養状態で異なるのか検証を行った。

【方法】

対象は通所リハビリを利用している歩行可能な地域在住要支援・要介護高齢者 89 名とした。取り込み基準は①介護認定を受け
ている②65 歳以上③歩行が自立している（補助具の使用は可）④週 2 回以上デイケアを利用している者とした。対象者は 60
分間のレジスタンストレーニングを週 2 回，6 か月間実施した。運動強度は 30%MVC にて実施した。ベースライン時には BMI，
MMSE，Short Physical Performance Battery（以下 Pre�SPPB），握力（以下 Pre�握力），Mini Nutritional Assessment�Short
Form（以下 MNA�SF）を測定し，介入後には SPPB（以下 Post�SPPB）と握力（以下 Post�握力）を測定した。MNA�SF が
12 点以上を栄養状態良好群（以下良好群），11 点以下を栄養状態不良群（以下不良群）として，レジスタンストレーニングによ
る介入効果の差を検討した。統計学的分析として，ベースライン時の良好群と不良群の比較には対応のない t 検定と χ2検定を実
施した。良好群と不良群の介入前後の変化率の比較には共分散分析を実施した。

【結果】

6 か月間レジスタンストレーニングを遂行できた対象者は 80 名（平均年齢：84.8±7.2 歳，継続率：89.9%）であった。MNA�SF
によると，良好群は 28 名，不良群は 52 名であった。良好群と不良群で比較した結果，年齢（p＜0.05），BMI（p＜0.0001），MMSE

（p＜0.05），MNA�SF（p＜0.0001），Post�SPPB（p＜0.0001），Post�歩行速度（p＜0.0001），Post�握力（p＜0.05）に有意差が認
められた。Pre�SPPB と Pre�歩行速度，Pre�握力には有意差が認められなかった。年齢，MMSE を共変量として共分散分析を
実施した結果，SPPB の変化率に有意差が認められた（F=11.2，p＜0.01）。

【結論】

本研究では栄養状態の違いがレジスタンストレーニングの介入効果に与える影響について検討した。その結果，同一内容のレジ
スタンストレーニングにおいても，栄養状態良好群と栄養状態不良群で変化率に差が認められた。これらの結果は，栄養状態が
レジスタンストレーニングの介入効果に影響を与えることを示唆している。本研究の結果より，地域在住要支援・要介護高齢者
において，レジスタンストレーニングを行う際は，栄養状態を考慮する必要があると考えられる。
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疼痛を伴うサルコペニア中高年者の特徴

丸谷 康平1,2），藤田 博曉1,2），新井 智之1,2），旭 竜馬2,3），森田 泰裕2,4），石橋 英明2,5）

1）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，2）NPO法人高齢者運動器疾患研究所，
3）日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科，
4）JCHO新宿メディカルセンターリハビリテーション科，5）伊奈病院整形外科

key words サルコペニア・疼痛・地域在住中高年者

【はじめに，目的】

近年，高齢化の進展に伴い，筋肉の量的・質的な低下を来たすサルコペニア（SP）の予防について注目が集まっている。SP
は生活機能を低下させると報告されている一方で，筋力低下から荷重関節等に対する疼痛を招くものと想像される。しかしなが
ら，SP の診断基準に疼痛評価はなく，SP と疼痛の関連に対する報告も少ない。今回，SP に対して疼痛の有無による群分けを行
い，疼痛を有する SP の特徴を明らかにし，SP 予防の一助にすることを目的とする。

【方法】

60～70 歳代の地域在住中高年者 765 名のうち Asia Working Group for Sarcopenia の基準に該当した 44 名（平均年齢 73.0±4.5
歳，男性 20 名，女性 24 名）を対象とした。しかし本研究では，従来の歩行速度の基準である 0.8m/s を下回る対象者が 1 名

（2.3％）と少なかったため，1.0m/s を基準とした。

体組成は，BIA 法（タニタ社 MC�190）により BMI および体脂肪率，補正四肢筋肉量を測定した。運動機能は，握力，歩行速
度（快適，最大）のほか，開眼片脚立位保持時間（片脚立位），5 回起立時間，等尺性膝伸展力（膝伸展力），足趾把持力を測定
した。アンケートは，日本語版 EQ�5D�3L（EQ�5D）および運動器疾患や既往症ならびに 50 歳以降の骨折の有無や，過去 1
年間の転倒，運動習慣の有無についての聴取を行った。

本研究では，対象者を EQ�5D の下位項目「痛み/不快感」の項目にて，「中程度の痛みや不快感がある」，「ひどい痛みや不快感
がある」と回答した者を有痛群とし，「ない」と回答した者を無痛群とした。統計解析は，定性的データにはカイ二乗分析を行
い，定量的データにはマン・ホイットニーの U 検定を行った。統計ソフトには JMP ver11.0 for Mac を使用し，有意水準を 5％
未満とした。

【結果】

群分けの結果，有痛群 19 名，無痛群 25 名となり，年齢および性別に有意差を認めなかった。さらに体組成にも有意差を認めな
かった。運動機能では，片脚立位にのみ有意差を認め，中央値 11.1 秒と 27.0 秒となり，無痛群が高値を示した。有意差は認め
なかったが，膝伸展力が 1.32Nm/kg 対 1.71Nm/kg と無痛群が高い傾向であった（p=0.0632）。EQ�5D は有痛群 0.705，無痛群
1.000 となり，無痛群が有意に高値であった。既往症や運動器疾患，運動習慣，過去 1 年間の転倒に有意差を認めなかったが，
50 歳以降の骨折の有無にて 42.1% 対 12.0% と有痛群が有意に多かった。

【結論】

本研究では SP に該当者に対して疼痛の有無による群分けを行い，運動機能等の比較を行った。結果，有痛群は片脚立位が低く，
50 歳以降の骨折経験を持つ者が多かった。SP は骨粗鬆症を伴いやすいと報告されている。骨粗鬆症は，その存在に気づきにく
いことから沈黙の疾患といわれている。さらに 1 度の骨折が再骨折のリスクになることも報告されている。有痛群では，片脚立
位が低く，今後骨折する可能性が高いと考えられる。そのため SP を診断する際には，疼痛の評価も重要であると示唆された。
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地域在住女性高齢者における体幹前傾角度と歩行時の体幹動揺量との関連性

青木 康介1），竹内 弥彦2），山口 真衣3）
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key words 地域在住高齢者・体感前傾角度・重心動揺量

【はじめに，目的】

高齢者の加齢変化の 1 つに円背姿勢が挙げられる。胸椎後弯の増加や代償としての体幹前傾角増加が，歩行やバランス能力を低
下させ，転倒歴とも関連することが明らかになっている。高齢者における歩行時の不安定性について，近年では加速度計を使用
した分析が行われており，歩行の自己相関係数や Harmonic ratio，歩行周期変動と転倒の関連性が明らかにされている。しかし，
高齢者の姿勢変化の特性である脊柱形態と歩行時の不安定性との関連性について検討した研究は少ない。本研究では，地域在住
の女性高齢者における脊柱形態を定量的に捉え，歩行時の不安定性との関連性を検討したので報告する。

【方法】

対象は地域在住の健常女性高齢者 60 名（平均年齢 64.9±3.6 歳）とした。脊柱の形態測定は，脊柱計測分析器（Spinal Mouse：
Index 社製）を用いて行い，静止立位での胸椎後弯角，腰椎後弯角，および第 7 頸椎と第 2 仙椎を結んだ直線が鉛直線となす角
度（体幹傾斜角）を算出した。歩行計測は 10m 歩行試験を用い，第 3 腰椎の高さに 3 軸加速度計を固定した。歩行条件は裸足，
歩行スピードは快適歩行とした。歩行中の加速度データから踵接地の衝撃を元に 1 歩行周期を同定した。解析区間は歩き始めの
5 歩目から 10 歩行周期分とし，前後方向，左右方向，鉛直方向における動揺の実効値を算出した。なお，歩行時の実効値は歩行
速度の影響を受けるため，実効値を歩行速度の 2 乗で除した値を動揺量と定義した。加えて，各方向の動揺量から 3 方向合成の
動揺量を算出し平均動揺量と定義した。統計処理は，脊柱の形態（胸椎後弯角，腰椎前弯角，体幹傾斜角）と歩行時の動揺量と
の関連性を検討するために，Pearson の積率相関係数を用いてそれらの相関関係を分析した。

【結果】

脊柱形態は，胸椎後彎角：35.5±10 度，腰椎前彎角：24±8.9 度，体幹傾斜角：4.9±3.6 度であった。なお，傾斜角は＋を前傾角
度とした。体幹傾斜角と前後および左右方向における動揺量との間に有意な正の相関関係を認め（前後 r=0.26，左右 r=0.39，そ
れぞれ p＜0.01，p＜0.05），体幹傾斜角と平均動揺量との間に有意な正の相関関係を認めた（r=0.31，p＜0.05）。

【結論】

坂光ら（2007）は，高齢者における胸椎後弯や体幹前傾角の増加がバランスおよび歩行能力を低下させると報告している。本研
究でも，胸椎後弯の代償結果と考えられる脊柱前傾角と歩行時の動揺量との間に有意な正の相関関係を認めた。さらに，方向別
での相関分析より，前後方向に比して左右方向の動揺量でより強い相関関係を示した。このことは，体幹前傾角度の増大は，前
後方向よりも左右方向の不安定性に関連していることを示唆している。本研究の結果から，体幹前傾角度の増大を呈する高齢者
の転倒予防や運動療法を考える際には，より左右方向の動揺に着目する重要性が示唆された。
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P-TK-21-2

地域在住高齢者に対する段差昇段トレーニングの違いが段差昇段時間および運動機能に及ぼす効果
無作為化比較対照試験

正木 光裕1），神谷 碧2），荒木浩二郎3），磯野 凌2），佐藤 駿介2），本村 芳樹2），近藤 勇太2），
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1）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，
3）札幌徳洲会病院リハビリテーション科，
4）国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部，5）北整形外科

key words 高齢者・段差昇段トレーニング・段差昇段時間

【はじめに，目的】

中高齢者において，段差型荷重測定機器で評価した段差昇段動作中の下段荷重量は段差昇段時間や ADL と関連することが報告
されている。しかし，段差昇段動作における上段側または下段側トレーニングのどちらが，段差昇段動作中の下段荷重量や段差
昇段時間，その他の運動機能の向上に効果的であるかは明らかでない。

したがって，本研究の目的は，地域在住高齢者に対する段差昇段トレーニングの違いが段差昇段時間といった動作能力に及ぼす
効果を，段差昇段動作中の荷重量，下肢機能，バランス能力への効果と合わせて検討することとした。

【方法】

対象は地域在住高齢者 38 名（年齢 76.2±4.7 歳）とした。年齢，性別による層化ランダムブロック割り付けにより，対象者を上
段側トレーニング群（UT 群）19 名と下段側トレーニング群（LT 群）19 名に群分けした。両群とも理学療法士が実施する 60
分間の運動教室に週 2 回，3 ヵ月間継続して参加した。UT 群には 30cm 段差を上段側下肢で強く踏みこむように意識して昇段
する上段側段差昇段トレーニングの他，下肢筋力トレーニング（膝関節伸展運動，ブリッジ運動），バランストレーニングを実
施した。LT 群には 30cm 段差を下段側下肢で強く蹴るように意識して昇段する下段側段差昇段トレーニングの他，下肢筋力ト
レーニング（カーフレイズ，ブリッジ運動），バランストレーニングを実施した。

介入前後に，動作能力として通常・最大段差昇段時間，通常・最大歩行速度，TUG，5 回立ち座り時間を測定した。段差昇段動
作中の荷重量として，段差型荷重測定機器（協立電子工業社製）を用い，手すりを使用しないで 30cm 段差を 1 段素早く昇段し
た時の上段・下段の最大荷重量を測定した。また，下肢機能の評価において，筋力として股関節伸展・外転筋力，膝関節伸展筋
力，筋パワーとして垂直跳び，敏捷性として立位ステッピング回数を測定した。バランス能力として開眼片脚立位時間を測定し
た。上段・下段の荷重量，下肢筋力，バランス能力は左右測定し，平均値を算出した。

統計解析では，群と期間を要因とした分割プロットデザイン二元配置分散分析を行った。

【結果】

介入途中で UT 群は 3 名，LT 群は 4 名が離脱した。

二元配置分散分析の結果，有意な交互作用は段差昇段時間にみられなかったが，段差昇段動作中の上段荷重量，股関節伸展筋力
にみられ，事後検定の結果，LT 群のみ上段荷重量が有意に減少し，股関節伸展筋力が有意に増加した。また，事後検定の結果，
UT 群，LT 群ともに，通常・最大段差昇段時間，TUG，5 回立ち座り時間，下段荷重量，立位ステッピング回数が有意に向上し
た。さらに，介入後に UT 群では垂直跳びが有意に向上した。

【結論】

段差昇段トレーニングの違いによる効果の差は，段差昇段動作中の上段荷重量，股関節伸展筋力のみにしかみられなかったが，
地域在住高齢者に対するトレーニングは，段差昇段時間といった移動能力，段差昇段動作中の下段荷重量および下肢機能を向上
させることが示唆された。
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地域在住高齢者の座位姿勢と立ち上がり動作時の脊柱アライメントの性差

伊藤 晃洋1），安部 泰広1），飯島 進乃1），大藤 範之1），塩見 誠2），上田 清史1）

1）国際医療福祉大学病院診療技術部リハビリテーション室，2）西那須野マロニエ訪問看護ステーション

key words 高齢者・立ち上がり・脊柱アライメント

【はじめに，目的】

立ち上がりは殿部から足部のみの狭い支持基底面へ重心移動させ，重心を立位まで上昇させるという動作であり，重心の移動に
は体幹の動きが重要である。体幹部の動きは全体の前傾角度を調査したものが多く脊柱を胸椎・腰椎・仙骨に分けたものは少
ない。また，加齢の影響は男女で異なることから高齢者での性差についても調査する必要があると考える。そこで本研究では地
域在住高齢者における椅子座位と立ち上がりの離殿直前での脊柱アライメントを男女別に調査し，比較することとした。

【方法】

対象は当院主催の健康事業に参加した 59 名の内，神経疾患を有するもの，計測項目に欠損がある者，立ち上がりが不可の者，
60 歳未満の者を除いた 47 名で男性 15 名（年齢：70.4±5.0 歳 身長：160±4.4cm 体重：61.3±8.4kg），女性 32 名（年齢 70.4
±5.7 歳 身長 151.4±6.0cm 体重：52.3±9.9kg）とした。測定肢位は椅子座位における直立位・脱力位，立ち上がりの離殿直
前の 3 条件とした。脊柱アライメントの計測にはスパイナルマウス（Idiag AG. Switzerland）を使用し，各条件で胸椎後彎角

（後彎+ 前彎�）・腰椎前彎角（後彎+ 前彎�）・仙骨傾斜角（前傾+ 後傾�）・全体の傾斜角（前傾+ 後傾�）を測定した。ま
た，筋力・体脂肪率の性差を調査するために徒手筋力計 mobie（酒井医療）を用いて膝伸展筋力，体組成計（In Body 社）を用
いて体脂肪率を測定した。統計処理は各指標において男女間で差があるかを検討することを目的として t 検定を行った。有意水
準は 5％ とした。

【結果】

各条件における角度で男女間では直立位：腰椎前彎角男性－5.2±6.1̊ 女性―10.1±9.8̊・仙骨傾斜角男性－5.5±6.0̊ 女性－0.4±
7.2̊，脱力位：仙骨傾斜角男性－13.1±7.2̊ 女性－7.5±7.4̊，離殿直前：腰椎前彎角男性 9.5±10.8̊ 女性 1.2±15.5̊・仙骨傾斜角男
性 19.1±9.1̊ 女性 28.3±15.5̊ に有意差が得られた。また，膝伸展筋力：男性 37.1±13.9N 女性 24.4±5.4N，体脂肪率：男性 23.6
±5.4% 女性 30.0±8.2% ともに男女間で有意差が得られた。

【結論】

本研究の結果より，直立位，脱力位，離殿直前のすべてで仙骨傾斜角は女性が男性より前傾し，正中位と離殿直前で腰椎前彎角
は女性が男性より大きかった。また，全体の傾斜角には差がなく，各肢位間の変化量は変わりなかった。このことから，筋力・
体脂肪率の差はあるものの座位～離殿直前までの動作で男女差はない。しかし，脊柱アライメントは異なる点に注意する必要が
あることが示唆された。
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高齢者の即時的な歩行速度向上を目的とした座位の運動方法の検証

岡川 修士1），岩田 晃2），宇山 享介1）

1）巽病院，2）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

key words 高齢者・歩行速度・座位

【はじめに，目的】高齢者の歩行速度は様々な身体機能と関連があり，簡便な評価方法であることから臨床的意義の高い身体指
標である。そのため，高齢者の歩行速度向上は運動療法の主要な目的となる。歩行速度向上を目的とした運動療法では，座位の
側方重心移動時に体幹を正中位に保持して立ち直り反応を促す運動（以下，立ち直り運動）が臨床場面で頻繁に行われており，
これは座位の側方重心移動時に体幹を正中位に保持する能力は移動能力と関連があるとの報告に基づいていると考えられる。
一方，体幹の運動速度に着目した座位の側方重心移動運動である Seated side tapping（以下，SST）が人工膝関節置換術後患者
の歩行速度の向上に効果があるとの報告もあり，どのような座位の運動が高齢者の歩行速度向上に効果的であるかは明らかに
されていない。そこで本研究の目的はこれらの座位の運動が高齢者の歩行速度に与える影響を即時効果から検証することとし
た。

【方法】対象者は屋外独歩・ADL が自立している地域在住の高齢女性 25 名とした。介入条件は安静，立ち直り運動，SST の 3
条件として，各介入の前後に 10m 最速歩行速度（以下，歩行速度）を測定し，その変化率を求めた。対象者は 3 種類の介入を
別日に行い，介入の順番はランダムに決められたものとした。安静は 5 分間の座位保持を指示した。立ち直り運動は腕を組んで
足底を接地しない座位を開始肢位として，体幹が正中位保持可能な範囲で側方へ重心移動するよう指示した。重心移動した位置
で 5 秒静止し，反対側も同様に行うよう指示した。これを左右へと 5 分間繰り返した。SST は座位で両上肢を側方に挙上し，そ
の指先から 10cm 離した位置にマーカーを設置し，出来るだけ速くマーカーを交互に 10 回叩くよう指示した。この運動を 10
回 1 セットとして 5 分間繰り返した。各介入の歩行速度の変化率は一元配置分散分析を用いて解析し，5% 未満を有意差として，
有意差が認められた場合は多変量解析として Bonferroni 法を用いた。

【結果】対象者の基本属性は年齢 73.3±6.2 歳，身長 150.6±4.2 cm，体重 52.9±9.1 kg であった。各介入の歩行速度は安静前 1.74
±0.31 m/sec，安静後 1.78±0.35 m/sec，立ち直り運動前 1.72±0.30 m/sec，立ち直り運動後 1.77±0.31 m/sec，SST 前 1.73±0.37
m/sec，SST 後 1.85±0.41 m/sec であった。各介入の歩行速度の変化率は安静で 2.4±4.7%，立ち直り運動で 3.1±6.2%，SST
で 7.3±6.7% であり，SST が他の 2 条件より有意に歩行速度の変化率が大きかった（p＜0.05）。

【結論】各介入の歩行速度の変化率を比較した結果，SST が最も歩行速度を向上させた。また，立ち直り運動と安静の歩行速度
の変化率には有意差を認めなかった。よって，高齢者の歩行速度向上に即時的効果を認めた座位の運動は運動速度に着目した側
方重心移動運動であり，側方重心移動時に体幹を正中位に保つ，いわゆる立ち直り反応を促す運動は，その効果を認めなかった。
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施設入所高齢者の活動性の評価と認知機能，精神機能，身体機能，生活機能，QOL指標の関連と影響を与える因子
Nursing Home Life Space Diameter を用いた施設内活動範囲の評価

田中 繁弥1,2），佐藤 由子2），蜂巣 健人2），田中 瞳2），大塚 健登3），長沼 真3），新谷 和文2）

1）高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）介護老人保健施設うららく，3）本多病院

key words 介護老人保健施設・活動範囲・移動

【はじめに，目的】身体的に虚弱となり施設入所されている高齢者において，身体活動を一定以上に保つことが要介護状態の進
行予防に役立つ。在宅高齢者に関する活動性の評価指標は確立されているが，身体機能が低下し，車いす生活が主となる要介護
の施設入所高齢者の活動性の評価とその関連要因についての検討された報告は少ない。今回，評価指標として Marry E らが開発
した Nursing home life space diameter（NHLSD）を使用し，入所者の活動性が認知機能，精神機能，身体機能，生活機能，QOL
と，どのように関連しているのかを明らかにする。

【方法】A 介護老人保健施設入所者のうち，ご家族及び本人から参加の同意を得られた高齢者 32 名を対象とした（年齢 86.5±6.6
歳，男性 5 名/女性 27 名，平均要介護度 2.8）。評価項目は NHLSD，Mini�mental state examination（MMSE），Geriatric depres-
sion scale short form（GDS�5），やる気スコア，膝伸展筋力，握力，Barthel index（BI），Nurses’ observation scales for geriat-
ric patients（NOSGER），health�related quality of life questionnaire for the elderly with dementia in Japan（QOL�D）とした。
NHLSD との関連のある指標を調査したのちに，NHLSD を従属変数，有意な関連のある指標を独立変数とした重回帰分析（ス
テップワイズ法）を実施し，活動性に影響を与える因子を検討した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】NHLSD の平均値±標準偏差は 36.2±11.5 点で，当施設入所者の活動範囲は，全員が居室内・居室外からユニット内を，
少なくとも週 2 回以上移動・活動していた。一方，ユニットを出て施設内で過ごすのは，1 週間に 1 回以下（18 人）で，施設外
へ移動する方は月に 1 回以上で 5 人だった。NHLSD と有意に関連した項目は，BI および入浴・排尿を除いた下位項目，膝伸展
筋力，握力，NOSGER 合計点とその下位項目（道具を用いる日常行動，社会的活動），QOL�D 下位項目の陽性感情とコミュニ
ケーション能力であった。重回帰分析の結果，NHLSD の説明因子として BI 合計点（β＝0.500，p=0.000），膝伸展筋力（β＝0.379，
p=0.003），QOL�D 下位項目の自発性活動性（β＝0.254，p=0.034）が抽出され，予測式は（NHLSD）＝3.77＋0.261（BI 合計点）
＋0.958（膝伸展筋力）＋0.701（QOL�D 自発性活動性）となり自由度調整済み決定係数は R2=0.688 だった。

【結論】老健施設入所者の活動実態として，居室からユニット内で過ごす方がほとんどであることが明らかとなった。施設入所
高齢者の活動性に影響を及ぼす因子は日常生活活動自立度，膝伸展筋力，自発性であり，活動性を増やすためには自発性を引き
出すような環境づくり，動機づけ，プログラムの検討が必要と考えられる。今後は継時的な評価を行い，活動性の増減による影
響の検討や，身体活動による活動性の効果検証を行っていきたい。
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歩行周期の時間的観点からみた脳血管疾患患者における歩行変動と歩行時の監
視の有無

両門 美都，今田 健

社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院

key words 歩行変動・歩行・介助量

【はじめに，目的】

高齢者の歩行を評価する方法として，歩行速度や歩行変動が知られている。歩行速度について，早いほど ADL 能力は高いこと
が報告されている。臨床では，歩行変動の程度について，主観的に判断することが多い。歩行速度，歩行変動の観点から，歩行
時の介助の有無に関連性があるか調査した。

【方法】

対象は，脳血管疾患により不全麻痺を呈した 17 例であった。対象者を歩行中に監視が必要な群（以下，監視群）8 例と，屋内歩
行が自立している群（以下，自立群）9 例に群分けした。最速歩行にて 12m の直線歩行を行い，中 10m を矢状面上よりデジタ
ルカメラを使用して動画を撮影した。動画編集ソフトを用い，踵接地地点とつま先離地地点を視覚的に判断し，所要時間を計測
した。歩行速度，1 歩行周期の所要時間，1 歩行周期中の立脚相，遊脚相の割合を算出した。また，1 歩行周期中の所要時間から
10m 歩行中の変動係数を算出した。変動係数については，1 歩行周期の所要時間の標準偏差/1 歩行周期の所要時間の平均値を百
分率にて算出した。統計学的検討として，歩行速度，10m 歩行中の変動係数，1 歩行周期中の立脚相，遊脚相の割合について，
監視群と自立群を Mann�Whitney の U 検定を用いて比較した。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

歩行速度は監視群 0.44m/秒，自立群 0.96m/秒であり，自立群が有意に速かった。歩行変動は，監視群の麻痺側は 10.69％，監視
群の非麻痺側は 9.35％，自立群の麻痺側は 4.31％，自立群の非麻痺側は 4.27％ であり，麻痺側において監視群と自立群に有意差
が認められた。立脚相と遊脚相の割合については，監視群の麻痺側は立脚相 70.9％，遊脚相 29.1％，監視群の非麻痺側は立脚相
76.2％，遊脚相 23.8％，自立群の麻痺側は立脚相 67.2％，遊脚相 32.8％，自立群の非麻痺側は立脚相 67.8％，遊脚相 32.2％ であっ
た。監視群，自立群ともに有意差は認められなかった。

【結論】

立脚相，遊脚相の割合について，健常人と比較すると監視群，自立群ともに立脚相が高い傾向を示しているものの，監視群，自
立群の間に有意な差は認められなかった。しかし変動係数については，麻痺側において監視群の方が有意に大きい値となった。
Hausdroff J らは，歩行変動は高齢者の転倒に関わる要因であると述べている。本研究は，日常での病棟における歩行時の監視の
有無において群分けしており，監視の有無は転倒リスクの程度と関連性があると考えられる。そのため，転倒の危険性が高いと
考えられる監視群において，変動係数が大きくなったと考えた。そのため，本研究の対象者のような脳血管疾患患者の歩行を評
価する際には，1 歩行周期中の立脚相，遊脚相の割合を正常歩行に近づけるよりも，個々の対象者の歩行変動を可能な限り小さ
くすることが，安定した歩行につながると考えた。
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ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の韓国においての有効可能性につい
て
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1）新潟医療福祉大学，2）千葉柏リハビリテーション学院
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【はじめに，目的】

高齢者問題は日本だけではなく世界的に大きな課題である。特に韓国は世界でも例がない高齢者の急増状態である。2016 年現在
65 歳人口比率が 13.29％（韓国統計庁より）で日本（26.7％2015 年内閣府より）より低いが 2050 年には日本とほぼ同じ高齢化率
になる推移をしている。また，老人人口比率が 7％ から 21％ になるまでの期間が日本は 37 年であったが，韓国は 27 年で高齢
化になる期間が短い。韓国は 2008 年から老人長期療養保険制度（日本の介護保険制度）は施行しているが，日本より高齢化社
会に対し対策として遅れているのが現状である。今回の研究は日本発想である運動器症候群（ロコモティブシンドローム：以下
ロコモ）が韓国でも有効であるか検討することが目的である。また，異分化の韓国の高齢者の特徴を知ることである。

【方法】

対象者は市町村にある老人総合福祉館に通う 60 才以上の高齢者 180 名である。性別：男子 34 女子 146 である。ロコモ度測定は
事前に専門家による翻訳と翻訳会社に依頼し翻訳した。また逆翻訳しパイロット試験後に韓国語斑として使用した。測定項目は
ロコモ 25 と 2 ステップテスト（最大 2 歩ステップ時の距離を身長で除す），立ち上がりテスト（10・20・30・40cm の台からの
起立）を行った。筋力やバランスが落ちてきている状態をロコモ度 I，移動機能の低下が進行している状態をロコモ度 II とした。
また，日常生活での行事や移動，転倒に関する基本質問 5 つ項目を調査した。

【結果】

ロコモ度についてロコモ度 I は男性 4 名女性 83 名ロコモ度 II は男性 16 名女性 57 名でロコモ度該当ない人は男性 3 女性 2 名
で合った。男性・女性のロコモ度 I42％，59％ ロコモ度 II が 49％，40％ ロコモ度該当ない人は 9％，1％ を示し男女共にロコモ
I の人が多かった。また，性別，体重には有意差（p＜0.05）があった。年齢は 60，70，80 歳代別に分けて結果有意差（p＜0.05）
があった。基礎体力の握力，TUG，片脚立についても全ての項目で有意差（p＜0.05）があった。

【結論】

韓国でも急増する高齢者に対する。骨・関節・筋肉・神経といった運動器傷害による移動機能の低下を把握するロコモティブ
シンドローム（運動器症候群）を早期に対策を構築することはとても重要である。本研究は韓国でも日本発想のロコモが韓国で
の有効性について調査した。今回の調査は韓国老人福祉館に不定期で週一回以上通う方であったため地域性や範囲の制限が
あったが韓国でもロコモティブシンドロームの測定が有効であると示唆した。
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疾患特性により生活の質に影響はあるか？
―SEIQoL�DWによる量と質の両面からの検討―

青木 拓也1），上出 直人2,3），鈴木 暁1），高橋香代子2,3），小澤 敏夫4）

1）IMSグループ横浜新都市脳神経外科病院リハビリテーションセンター，2）北里大学医療衛生学部，
3）北里大学大学院医療系研究科，4）岐阜保健短期大学リハビリテーション学科

key words QOL・ADL・疾患特性

【はじめに，目的】

機能回復の可能性が高い疾患と慢性難治性疾患とでは，その疾患特性に応じて患者の Hope や Needs が影響されるため，患者の
生活の質（QOL）にも量的・質的に差異が生じると推測される。本研究の目的は，回復期の患者と慢性・難治性疾患患者の QOL
に関して量と質の両側面から比較を行い，疾患特性による QOL への影響を検討することとした。

【方法】

対象は，機能回復が期待される回復期の患者群として脳卒中患者 10 名（男性 5 名，女性 5 名，平均年齢 77.6±6.6 歳，発症期間
0.3±0.1 年），慢性・難治性疾患の患者群として維持血液透析（HD）患者 17 名（男性 8 名，女性 9 名，平均年齢 73.3±9.0 歳，
発症（透析）期間 10.8±10.0 年）およびパーキンソン病（PD）患者 17 名（男性 6 名，女性 11 名，平均年齢 70.0±9.7 歳，発症
期間 6.9±4.1 年）とした。QOL の評価には，量と質の両面から評価が可能な，半構造化面接法を用いる The Schedule for the
Evaluation of Individual QOL�Direct Weighting（SEIQoL�DW）を採用した。SEIQoL�DW では，QOL を 0～100 点に点数化し
て量的に評価することができるだけでなく，QOL の構成内容についても質的に評価することができる。加えて，各患者の属性
として，Barthel Index（BI），発症からの期間，重症度などを調査した。QOL の点数については統計学的に分析し，QOL の構
成内容についてはテキスト内容の分析を行った。なお，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

SEIQoL�DW の点数は脳卒中患者 76.9±20.0 点，HD 患者 59.9±16.7 点，PD 患者 74.0±17.0 点で，HD 患者が有意に低かった
（p＜0.05）。一方で，QOL の点数には，BI と性別が統計学的有意に関連していた。そこで，性別と BI を共変量とし，QOL の点
数を疾患別に比較すると，疾患による得点の差は認められなかった。次に，QOL の構成内容を分析した結果，家族，趣味，健
康，友人，経済，食事，仕事，外出が主たる構成内容として抽出された。一方で，疾患別に構成内容を比較すると，HD 患者群
では趣味・健康・友人を構成内容として挙げる割合が低く，脳卒中患者群では経済を構成内容として挙げる割合が低い傾向に
あった。一部の構成内容には，疾患による差異が統計学的にも認められた（p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果からは，QOL の点数については，疾患特性よりも ADL や性差の影響が大きいことが示唆された。従って，ADL
の維持・向上は，疾患に関わらず QOL の向上に重要であると考えられた。一方で，QOL の構成内容については，疾患特性で差
異がある可能性が示された。疾病特有の生活への制限について，十分に評価し支援していく必要性があると考えられた。
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P-TK-22-4

3 大認知症の身体的リハビリテーションの効果の比較

菅谷 真大1），倉持 正一1），田中 勝也2）

1）ホスピタル坂東，2）ホスピタル坂東院長

key words 認知症・機能的自立度評価法・実施期間

【はじめに，目的】

日本社会の高齢化に伴い，認知症患者数は増加の一途をたどっている。今後高齢化に伴い，身体障害者のリハビリテーションに
おいても認知症を合併していることが増すと思われる。精神疾患，特に認知症を合併している場合は理学療法実施の阻害因子と
なり，機能的自立度評価法（以下，FIM）のスコア改善が阻害されると報告されている。我々は前年の日本理学療法学術大会で
精神疾患別に FIM の改善や実施期間について調査し，精神疾患を合併していても日常生活活動（以下，ADL）に改善が得られ
ると報告した。一方，有意に改善が得られにくい結果であった認知症に着目し，今回は認知症をアルツハイマー型認知症（以下，
ADD），脳血管性認知症（以下，VD），レビー小体型認知症（以下，DLB）に分類し ADL の改善や実施期間に違いがあるかを
明らかにすることを目的とした。

【方法】

平成 25 年 3 月～28 年 9 月の期間に当院にて身体リハを行った患者を対象とした。方法は認知症の診断があり診断名から ADD，
VD，DLB に分類。FIM にて身体リハ開始時と終了時に評価を実施。FIM 総得点を運動項目，認知項目にわけ，それぞれ終了時
から開始時の点数を差し引いた点を利得点（以下，FIM 利得点）として算出。各群の身体リハ開始時・終了時の FIM 得点およ
び各項目の点を Wilcoxon の符号付順位和検定を実施。群間の年齢，実施期間，FIM 利得点，各 FIM 項目の開始時・終了時の
点数の比較を Kruskal�Wallis 検定，多重比較（Scheffe 法）を実施。各検定の有意水準は 5％ とした。

【結果】

男性 28 名，女性 44 名，年齢は 80.7 歳±9.8 であった。認知症の内訳は ADD が 41 名，VD が 16 名，DLB が 15 名であった。各
群内の検定では，すべての群で開始時に比べ終了時の運動項目および総得点が有意に高い結果であった。（p＜0.01）改善がみら
れた FIM 項目として，ADD では更衣（上半身），更衣（下半身），トイレ動作，ベッド・椅子・車椅子移乗，トイレ移乗，浴槽・
シャワー移乗，歩行車椅子移動，階段であった。VD ではベッド・椅子・車椅子移乗，浴槽・シャワー移乗のみであった。DLB
ではトイレ動作，トイレ移乗，浴槽・シャワー移乗，歩行車椅子移動，階段，記憶であった。群間の検定では，ADD に比べ DLB
の開始時・終了時の記憶に有意差がみられたが，それ以外の項目で有意差はみられなかった。年齢は，ADD が有意に高い結果
であったが，実施期間，FIM 利得点について有意差はみられなかった。

【結論】

今回は認知症を ADD，VD，DLB に分類し ADL の改善や実施期間に違いがあるかを明らかにすることを目的に実施した。すべ
ての群で運動項目および総得点に改善が得られており，群間において実施期間・FIM 利得点に有意差はなかったことから，3
大認知症を合併していたとしても ADL が向上し，それに違いはないことが示唆された。改善しやすい項目としては，移乗・移
動であった。
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リハビリ入院の重要性と今後の課題

荒木 昇平，櫻井 雄太，東山 理加，小林 良広，太田 晴基，南 伸吾，奥地 昭悟，
和田 幸雄，北村 美穂，清水 啓伍，松本 香織，吉岡 和泉，坂野 元彦

那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科

key words リハビリ入院・地域医療・高齢者

【はじめに，目的】

和歌山県は高齢化率が全国 6 位であり，当院のある新宮保健医療圏は和歌山県内で高齢化率が最も高い地域である。当地域のよ
うな僻地では，過疎化に伴う介護者の減少で，独居生活を送る高齢者が増加している。高齢者のフレイルとして注目され，早期
に発見して適切に介入をすることで生活機能の維持・向上を図ることが期待されている。特に歩行機能の低下は，在宅生活を困
難にする大きな要因となるため，当院では歩行困難となった者を対象にリハビリを目的とした入院（リハビリ入院）を提供して
おり，今回その活動の成果について報告する。

【方法】

対象は，平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日に当院でリハビリ入院した 81 名（78±12 歳，男性 27 名，女性 54 名）とし
た。介護認定で要介護 2 以上の者が 21 名（26％）であった。疾患別リハビリの内訳は，脳血管 43 名，運動器 31 名，廃用症候
群 7 名で，全例が算定上限日数を超えていた。対象者に対してリハビリ入院中は週 30 時間の運動を提供した。評価項目は，
Barthel Index（BI），10m 歩行試験（10MWT）の歩行速度，6 分間歩行距離（6MWD）を入院時および退院時に測定した。統
計分析は，入院時と退院時の各測定項目について対応のある t 検定を用い，有意水準を 5% 未満とした。

【結果】

入院期間は 26.9±11.8 日であった。BI は 87.4±13.1 点から 91.0±10.6 点，歩行速度は 0.58±0.38m/s から 0.68±0.45m/s，6MWT
は 160.4±121.5m から 189.6±140.6m と有意に増加した（P＜0.05）。要介護 2 以上の対象者に限定して評価すると，BI は 82.6
±12.7 点から 84.8±12.4 点，歩行速度は 0.37±0.24m/s から 0.44±0.27m/s，6MWT は 86.0±64.5m から 117.8±75.1m と有意に増
加した（P＜0.05）。

【結論】

リハビリ入院の対象者は，自覚的または他覚的に歩行困難を認めた者で，その多くが後期高齢者であった。うち独居生活が困難
とされる要介護 2 以上と認定された者は 4 分の 1 程度存在した。今回，平均 4 週間のリハビリ入院を行ったことで全例において
歩行速度が早くなり，ADL における介助量が低減することができた。要介護 2 以上の群では，改善の度合いこそ小さいが，歩
行能力は入院時よりも有意に改善していた。

以上から，当院で行っているリハビリ入院は，歩行能力と ADL を改善し，生活の質を向上させる効果が期待できると考える。
また，当地方のような僻地では，十分な介護サービスが整備されておらず，生活機能を維持するためのリハビリを提供するにも
制限があるため，当院のリハビリ入院は慢性期における地域でのリハビリ確保に貢献できると考える。
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運動ニューロンの糖尿病耐性は支配する筋の性質によって異なる

玉木 徹1,2），村松 憲2），生友 聖子2），丹羽 正利1）

1）杏林大学保健学研究科，2）健康科学大学理学療法学科

key words 糖尿病・運動ニューロン・筋タイプ

【はじめに，目的】

糖尿病による筋障害は速筋と遅筋でその病態が異なることが知られているが，その原因については不明な点も多い。そこで我々
は，筋機能に影響を及ぼす，運動ニューロンの障害を観察した結果，病期 12 週では遅筋を支配する運動ニューロンのみ細胞数
が減少することを明らかにした。しかし，糖尿病患者は非常に長い罹病期間を有するため，より長い病期でも運動ニューロンの
障害を検討する必要がある。そこで，本研究では，病期 12 週に加え，より病期の長い病期 22 週でも運動ニューロンの解析を行
うこととした。

【方法】

実験動物は 13 週齢で Streptozotocin を腹腔内投与し，1 型糖尿病を発症させた Wistar ラット 8 匹を糖尿病群とし，その半数を
病期 12 週，残りの半数を病期 22 週で実験に用いた。対照群は同週齢の Wistar ラット 8 匹とした。それぞれのラットの左後肢
の内側腓腹筋を支配する神経枝と，右後肢のヒラメ筋を支配する神経枝を Dextran�Texas Red 溶液に 1 時間暴露して，術創を
閉じた。2 週間の生存期間の後，深麻酔下にて左心室から 4％ パラフォルムアルデヒド溶液にて灌流固定を行い，腰髄以下の脊
髄を摘出した。次に，脊髄から 80μm の連続切片を作成し，蛍光顕微鏡下にて運動ニューロンを観察後，Image J を用いて運動
ニューロン数と細胞体の横断面積を計測した。

【結果】

病期 12 週では内側腓腹筋（速筋）を支配する運動ニューロンの数が対照群と同程度であったのに対し，ヒラメ筋（遅筋）を支
配する運動ニューロンの数が糖尿病群で有意に減少した（p＜0.05）。一方，病期 22 週では内側腓腹筋を支配する運動ニューロン
でも糖尿病群で総数の減少が観察された（p＜0.05）。また，運動ニューロンの細胞体横断面積は，両筋を支配する運動ニューロ
ンともに糖尿病群で減少する傾向が観察されたが，有意差は認められなかった。

【結論】

本研究結果から，糖尿病では速筋を支配する運動ニューロンに比べ，遅筋を支配する運動ニューロンがより早期から減少し，運
動ニューロンによって細胞脱落の生じる時期が異なることが明らかとなった。両運動ニューロンの軸索の長さや細胞体の大き
さに差が無いため，支配する筋タイプの違いが高血糖への耐性に影響していると考えられる。一般的に遅筋は単関節筋に多く，
姿勢維持や抗重力活動において重要な役割を担っているが，本研究結果は遅筋を支配する運動ニューロンが想定されているよ
りも早期から脱落することを示唆するものであり，糖尿病患者において観察されるバランス能力の低下などのメカニズムの一
部を説明し得るものである。
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糖尿病は運動野の体部位支配領域を縮小させる

村松 憲1），玉木 徹1），生友 聖子1），高村 浩司1），丹羽 正利2）

1）健康科学大学健康科学部理学療法学科，2）杏林大学保健学部作業療法学科

key words 運動野・錐体路・糖尿病

【はじめに，目的】

近年，我々は 1 型糖尿病ラットの腰髄に投射する錐体路細胞が脱落することを報告し，糖尿病患者の運動障害に中枢神経障害が
関与する可能性を示した。脳卒中や脊髄損傷モデル動物を用いた研究では錐体路障害が運動野の体部位支配領域を変化させる
ことが知られているが，糖尿病モデル動物において同様の現象が生じるのかは不明である。仮に，体部位支配領域に変化が生じ
るのであれば，糖尿病患者の運動障害を理解するための重要な知見になると考え，1 型糖尿病モデルラットの運動野の体部位支
配領域の変化を調べることとした。

【方法】

実験には Wistar 系ラット 24 匹（雄，13 週齢）を用いた。12 匹のラットは Streptozotocin の腹腔内投与によって 1 型糖尿病を
発症させて糖尿病群とし，残りの 12 匹には生理食塩水を腹腔内投与して，対照群とした。各群のラットは 13 週間（n=6）もし
くは 23 週間（n=6）の飼育期間の後に，ケタミン・キシラジン混合麻酔下にて大脳を露出させ，運動野に刺入したタングステン
微小電極から 300Hz，持続時間 200μs の電流（最大 50μA）を 100 ms 流し，刺激領域が制御する身体部位を同定した。同様の刺
激を 500μm 毎，合計 96 箇所に実施し，運動野全体を網羅する体部位支配領域の地図を作成した。また，脛骨神経を電気刺激し
て内側腓腹筋から誘発筋電図を記録し，運動神経伝導速度を算出した。各群の値の比較には二元配置分散分析を用い，下位検定
には Bonferroni 法による多重比較を用いた。

【結果】

一次運動野の後肢および体幹領域の面積は対照群に比較して病期 13 週から縮小し（P＜0.01），病期 23 週では対照群の半分以下
になった（P＜0.01）。前肢領域は病期 13 週では変化せず，病期 23 週にてわずかに縮小した（P＜0.05）。いずれの変化も病期と
の間に相互作用が認められた（P＜0.01）。一方，運動神経伝導速度と最大誘発筋電図の振幅は対照群に比較して病期 13 週で減少
し，その値は病期 23 週まで変化しなかった（P＜0.01，相互作用なし）。

【結論】

本研究は糖尿病によって運動野の体部位支配領域が縮小することを初めて報告するものである。支配領域の縮小は後肢・体幹
領域に顕著であり，昨年度，報告した腰仙髄に投射する錐体路細胞の脱落と良く合致する結果であった。しかし，前述した体部
位支配領域の変化は細胞脱落が生じない前肢領域や病期 13 週の後肢領域にも観察されたため，その背景には錐体路細胞の脱落
だけでなく，末梢神経障害などの要因が関連していると思われる。また，糖尿病患者において観察される筋力低下は下肢全体に
及び，手袋・靴下型の感覚障害とは体部位表現が大きく異なることが知られていたが，運動後肢領域の縮小は下肢全体の筋力低
下を合理的に説明し得るものである。
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2 型糖尿病患者のプレサルコペニアを予測する大腿四頭筋の筋厚および筋輝度
のカットオフ値の検討

平沢 良和1），松木 良介1），谷名 英章1），大木 敦司1），惠飛須俊彦1），黒瀬 健2）

1）関西電力病院リハビリテーション科，2）関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター

key words サルコペニア・筋厚・筋輝度

【はじめに，目的】

大腿 site�specific サルコペニアは歩行やバランス能力と関連し，またメタボリックシンドロームリスクを上昇させることが報告
されている。この大腿 site�specific サルコペニアは全身の骨格筋量が低下する以前から生じているとの報告があり，サルコペニ
アを早期から予期する上で有用となる。しかし，大腿 site�specific サルコペニアを臨床的に判断する基準値が検討されていない
のが現状である。そこで本研究の目的は 2 型糖尿病患者の大腿四頭筋の筋厚と筋輝度を超音波検査で測定し，プレサルコペニア
を予測するカットオフ値を検討することとした。

【方法】

対象は当院糖尿病・代謝・内分泌センターに教育入院し，リハビリテーション科に運動指導の依頼があった 2 型糖尿病患者 305
名（平均年齢 63.9±11.8 歳，男性 187 名，女性 118 名）である。筋厚および筋輝度は超音波診断装置（Noblus，日立アロカメディ
カル）および画像解析ソフト（image J）にて測定した。測定部位は右下肢の大腿直筋，中間広筋（大転子と外側上顆を結ぶ直
線の遠位 40%），外側広筋（大転子と外側上顆を結ぶ直線の中点），内側広筋（大転子と外側上顆を結ぶ直線の遠位 30%）とした。
骨格筋量は生体電気インピーダンス法（InBody S10，インボディ・ジャパン）にて測定し，四肢骨格筋量の合計を身長の 2 乗で
除した Appendicular skeletal muscle mass index（ASMI）を算出した。そして Asian Working Group for Sarcopenia が推奨する
ASMI のカットオフ値を用いてプレサルコペニアを決定した。統計学的解析は ASMI と各筋の筋厚と筋輝度との関連をピアソ
ンの積率相関係数を用いて検討した。プレサルコペニアを予測する各筋の筋厚と筋輝度のカットオフ値を Receiver operating
characteristic（ROC）曲線を用いて解析した。有意水準は 5% とした。

【結果】

プレサルコペニアは男性 28 名（15.0%），女性 27 名（22.9%）であった。男性および女性ともに ASMI は各筋の筋厚と有意な正
の相関関係を認め，各筋の筋輝度と有意な負の相関関係を認めた。プレサルコペニアを予測するカットオフ値は，大腿直筋の筋
厚は男性 9.0mm，女性 8.2mm，筋輝度は男性 105.7，女性 119.9，中間広筋の筋厚は男性 10.4mm，女性 9.5mm，筋輝度は男性 80.5，
女性 96.0，外側広筋の筋厚は男性 17.0mm，女性 14.1mm，筋輝度は男性 84.1，女性 104.9，内側広筋の筋厚は男性 13.1mm，女性
9.9mm，筋輝度は男性 95.2，女性 116.5 であった。

【結論】

本研究で得た大腿四頭筋の筋厚および筋輝度のカットオフ値はプレサルコペニアを予測する上で有用となる。
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糖尿病性末梢神経障害患者の歩行動揺性に関わる因子の検討
―筋同時収縮は筋力よりも歩行に影響を与えているのか？―

鈴木 啓介1），廣岡 卓2），新津 雅也2），小中澤 聡2），内田 敏男2），満冨 一彦2）

1）国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科，2）磐田市立総合病院リハビリテーション技術科

key words Diabetic peripheral neuropathy・Co�contoraction・Root mean square

【はじめに，目的】

糖尿病性末梢神経障害（以下 DPN）は糖尿病（以下 DM）患者が患う合併中でも高頻度に生じる合併症である。DPN 合併患者
の歩行動揺性は DM のみの患者と比較して大きく，転倒や身体活動量低下の要因となるため，理学療法士の介入意義は大きい。
DPN 合併患者の歩行の動揺性が増加する原因として深部感覚の低下や下腿筋力の低下などが報告されている。また DPN 合併
患者は歩行中の下腿筋同時収縮の増加が報告されており，歩行に影響を与えている可能性がある。しかし，下腿筋同時収縮が他
の因子よりも歩行に与える影響度が大きいかどうかは不明である。理学療法の高い治療効果を出す為には，より大きな影響を与
えている因子を明らかにすることが重要である。そこで本研究の目的は DPN 合併患者の歩行動揺性に影響を与える因子につい
て明らかにすることとし，下腿筋同時収縮を含めて検討を行った。

【方法】

対象は教育入院した DPN 合併患者 40 名とし，整形外科疾患や中枢性疾患の既往のある者は除外した。なお DPN の診断は専門
医師によって行われた。深部感覚の指標は振動覚とし，C128 音叉を内果にあて，振動が分からなくなるまでの時間を計測した。
筋力の評価は BIODEX を用い，足関節 0̊ より最大随意収縮にて背屈，底屈を 5 秒間各 3 回実施し，最大トルク平均/体重を算出
した。下腿筋同時収縮と歩行の動揺性の評価は自己快適速度での 10m 歩行テスト時に測定した。下腿筋同時収縮の評価には表
面筋電計を用い，対象筋は前脛骨筋とヒラメ筋とし Co�contraction Index（以下 CI）を算出した。また歩行の動揺性の評価は
3 軸加速度計を用い，Root Mean Square（以下 RMS）を算出した後，速度の 2 乗値で補正した。統計学的解析は各指標の関係
性を明らかにするために Pearson の相関分析を実施した。また，有意な関係が認められた指標を独立変数とし，従属変数を
RMS，共変量に年齢，性別，BMI とした重回帰分析（stepwise）を実施した。統計処理は IBM SPSS version 23 を用いて行い，
有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

相関分析の結果，RMS との有意な関係が認められた指標は CI のみであった（r=0.47，p＜0.05）。有意な関係を認めた CI を独立
変数とした重回帰分析では，年齢，性別，BMI で調節したが，CI と RMS の関係は有意であった（β=0.42，p＜0.05，R2=0.19）。

【結論】

本研究の結果より下腿同時収縮は深部感覚や下腿筋力よりも歩行の動揺性に影響を与えていることが示唆された。動揺性が少
ない歩行を実施する為には，滑らかな関節運動が必要であり，関節運動を構成する主動作筋と拮抗筋のリズミカルな交互収縮が
重要である。DPN 合併患者は末梢神経機能の低下によって下腿筋同時収縮が増加しており，筋力よりも歩行の動揺性に影響を
与えたと考えられる。DPN 合併患者に対する歩行治療には筋力だけでなく，筋の収縮するタイミングについても介入する必要
あると考えられる。
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歩行パターンの違いが歩行時足底圧へ及ぼす影響
～糖尿病足病変患者の足関節背屈制限を想定して～

吉田 耕治1），國安 勝司2），松本 晋輔3），岡田 裕3），笘野 稔3），河島 隆貴4），篠永 篤志4），
杉 吉郎4）

1）川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科，
2）川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科，3）専門学校川崎リハビリテーション学院，
4）川﨑医科大学附属病院リハビリテーションセンター

key words 足底圧・糖尿病・歩行パターン

【はじめに，目的】糖尿病により世界では 20 秒に 1 つの下肢が切断されているといわれ，その切断の原因の一つとして歩行時の
異常足底圧が挙げられている。歩行時足底圧の上昇は足部の変形や軟部組織の損傷を引き起こし，潰瘍の発生・潰瘍治癒遷延に
関与している。この足底圧の上昇の原因 1 つとして足関節背屈可動域制限が挙げられている。理学療法介入としては，その過剰
な足底圧の上昇に対して装具療法によって改善を図るとの報告が多い。また，臨床上用いる機会の多い，歩行指導により足底圧
を減少させる報告は少ない。そこで，本研究では健常人を対象とし，糖尿病足病変患者と類似した足関節背屈制限を独自に作成
した短下肢型装具により設け，歩行パターンを変える指導が足底圧改善に効果的か検討した。

【方法】対象は健常男性 22 名（平均年齢 27.1±3.8 歳）とした。課題となる歩行は裸足条件での自由歩行と背屈 5̊ 制限を設定し
た短下肢型装具（以下，足関節背屈制限条件）による 4 種類の歩行パターン（自由歩行，そろえ型歩行，蹴りだしを抑えた歩行，
歩行速度を抑えた歩行）を実施した。足底圧の測定には footscan（RSscan 社）を用い，立位から 3 歩目で計測プレートに接地
する 3�step protocol を 4 回施行し，その最大値の平均を算出した。解析は，足底部を母趾，第 2－5 趾，1・2・3・4・5 中足指
節関節部（以下，MTP），中足部，踵部内側・外側の計 10 区画に分け，各区画の最大足底圧の平均を算出した。統計処理として
歩行 5 条件間の平均最大足底圧の比較には，一元配置分散分析を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】平均最大足底圧は各 MTP 部において裸足歩行条件（4 趾 8.9±2.0N/cm2，5 趾 5.0±1.9N/cm2）と比較し足関節背屈制限
自由歩行条件では（4 趾 11.9±4.0N/cm2および 5 趾 7.3±2.1N/cm2）の足底圧が有意に上昇した。さらに，足関節背屈制限自由
歩行条件（1 趾 8.4±3.2N/cm2，2 趾 12.4±3.0N/cm2，3 趾 12.2±3.0N/cm2，4 趾 11.9±4.0N/cm2，5 趾 7.3±2.1N/cm2）に比べ，
そろえ型歩行（1 趾 4.7±1.7N/cm2，2 趾 5.7±2.0N/cm2，3 趾 6.8±2.0N/cm2，4 趾 8.7±2.7N/cm2，5 趾 5.9±2.1N/cm2）と蹴りだ
しを抑えた歩行（1 趾 4.8±2.2N/cm2，2 趾 7.3±3.4N/cm2，3 趾 8.6±3.0N/cm2，4 趾 1.0±3.4N/cm2，5 趾 5.9±2.2N/cm2）では，
全ての MTP 部において足底圧が有意に低下し，踵内外側部においては有意な圧変化はみられなかった。

【結論】裸足歩行に比べ，足関節背屈制限が生じると，前足部外側にあたる 4 趾・5 趾 MTP 部において足底圧が有意に上昇する
結果となった。また，同背屈制限条件下にて，そろえ型歩行，蹴りだしを抑えた歩行介入により同部位の足底圧が有意に低下す
る結果となった。この結果より，足関節背屈制限が生じた糖尿病患者においても歩行パターンの指導により，歩行時の MTP
関節部の足底圧を軽減させる可能性が示唆された。今後は，糖尿病患者患者でも同様の結果が得られるか検討が必要である。
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The effects of transient Tai Chi Yuttari�exercises on the oxidant stress and an-
tioxidant capacity in the elderly

Ryohei Yamamoto1），Naohiro Ito1），Hikaru Suda1），Kohei Mori1,2），Takuo Nomura1,2）

1）Department of Rehabilitation Sciences, Kansai University of Welfare Sciences，
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【Purpose】The Tai Chi Yuttari�exercise program consists of calisthenics that incorporate elements of Tai Chi and was devel-
oped to allow frail elderly individuals to perform the exercise program continuously and safely. Continuous practice of Tai Chi
Yuttari�exercise has been shown to improve the vascular function；however, the mechanism underlying these improvements
is not clear. We evaluated the oxidant stress and antioxidant capacity of elderly people before and after Tai Chi Yuttari�exer-
cise to obtain basic data on the effects of transient exercise on the oxidant stress and antioxidant capacity.

【Methods】The subjects were 6 females with an average age of 73 years. Two exercise conditions（Tai Chi Yuttari�exercise and
walking）were applied to each subject at random. Data were collected before and after exercise and were measured after at
least one day had passed between exercise sessions. The contents of meals consumed before exercise were unified using a test
meal. The items evaluated were as follows：oxidant stress（diacron�reactive oxygen metabolites, d�ROMs）, antioxidant capac-
ity（biological antioxidant potential, BAP）, and blood pressure（BP）. The statistical analysis used the unpaired t�test, a two�
way analysis of variance, and multiple comparison. The research ethics committee of University approved this study.

【Results】The d�ROM levels did not significantly differ before and after exercise under both exercise conditions. The BAP was
significantly lower before walking than before the Tai Chi Yuttari�exercise. The BAP significantly changed from 1948±173 to
2125±119 μmol/L after walking exercise only. However, the BAP after exercise was not significantly different between the ex-
ercise conditions. The BP only significantly decreased after Tai Chi Yuttari�exercise.

【Discussion】For Tai Chi Yuttari�exercises, the influence on oxidation stress is similar to that of walking. While similar effects
on the BAP may occur, our results are inconclusive. This study is useful for clarifying the mechanism by which Tai Chi Yut-
tari�exercise improves the vascular function.
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がんリハビリテーションとハイパーサーミアの組み合わせが筋肉量減少に与え
る効果について
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【はじめに，目的】

末期がんでは悪液質や薬剤の有害事象により栄養状態に関係なく筋肉量減少が起こる。がんリハビリテーションはがん患者の
ADL 維持や QOL 向上が目的とされ，手段には運動療法も含まれている。運動療法による筋肉量減少の軽減が期待される。我々
はハイパーサーミアと抗がん剤の併用により，抗がん剤の投与量を減らすことが可能であることを報告した。しかしながら，筋
肉量減少を短期的に抑制することは困難であった。そこで今回，地域高齢者とがん患者の筋肉量を比較し，当院入院患者を対象
に運動療法とハイパーサーミアの組み合わせが筋肉量減少に与える影響について検討した。

【方法】

平成 24 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までに当院へ入院し，低栄養状態を除いたがん患者（平均 80.8±7.4 歳，男性 19 名，
女性 11 名）の入院前 ADL，栄養状態，四肢骨格筋量，除脂肪量のデータを後方視的に調査した。まず，地域高齢者と入院がん
患者の四肢骨格筋量，除脂肪量を比較検討することを目的として，研究の同意を得た地域高齢者群（男性平均 77.8±2.5 歳，4
名，女性平均 78.7±3.3 歳，9 名）とがん患者群（男性平均 78.9±7.6 歳，19 名，女性平均 82.7±6.2 歳，11 名）の 2 群について
検討した。次に，入院がん患者において，①運動療法とハイパーサーミア未実施のコントロール群（平均 83.3±10.4 歳，男性 5
名，女性 3 名），運動療法のみを実施した群（平均 81.4±4.8 歳，男性 8 名，女性 6 名），③運動療法とハイパーサーミアを実施
した群（平均 77.4±7.4 歳，男性 6 名，女性 2 名）の 3 群に分け，四肢骨格筋量，除脂肪量について検討した。がんリハは 20�40
分間，週 5 日，ハイパーサーミアは 42�43℃ の熱強度で 15 分間，週 1 回実施された。2 群間比較には T 検定，3 群間比較には
ANOVA，事後比較に Tukey テストを行った。

【結果】

がん患者の筋肉量は地域高齢者に比して男性 1.58kg/m2，女性 0.92kg/m2の低下が認められた。3 群のがん患者の入院時の年齢，
男女比，栄養状態，四肢骨格筋量，除脂肪量，入院前 ADL に有意差は認められなかった。運動療法とハイパーサーミアを行っ
た群においては，30 日後の四肢骨格筋量がコントロール群に比して有意な高値（P＜0.05）を示し，運動療法のみを行った群に
比して高値を示す傾向（P=0.08）が認められた。除脂肪量に差は認められなかった。

【結論】

ハイパーサーミアは局所温熱刺激によるがん細胞の活動抑制，全身免疫の賦活化，また，深部体温上昇による基礎代謝量の増加
が起こり，悪液質を改善する。ハイパーサーミアは骨格筋のコンディションにも寄与していると考えられ，運動療法との組み合
わせは，骨格筋量の維持に有効である可能性が示唆された。
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保存療法を行うがん患者の運動機能と身体・精神症状に対する低強度運動の効果
―Performance Status 別での検討―
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key words がん・低強度運動・Performance Status

【はじめに】

放射線療法や化学療法といった保存療法を行うがん患者では，倦怠感をはじめとする身体症状や不安・抑うつなどの精神症状
が強く，積極的な運動療法は行えない場合がある。そのようなケースに対しては，通常，無理なく実施できる歩行や基本動作を
中心とした低強度運動が行われる。しかし，中には身体・精神症状が強くても Performance Status（以下，PS）1 のように運動
機能はある程度維持できているがん患者が多く存在し，そのようなケースに対しては低強度運動では十分ではないかという懸
念が残る。そこで本研究の目的は，保存療法を行うがん患者に対する低強度運動の効果を PS 別に調査し，低強度運動の適応を
再検討することとした。

【方法】

対象は長崎大学病院で保存療法およびリハビリテーション（以下，リハビリ）を行ったがん患者 95 名（65.6±14.9 歳，男 45
名，女 50 名）とし，すべての対象に対して歩行・基本動作を主体とした低強度運動を行った。低強度運動の強度はカルボーネ
ン法により算出した上限心拍数の 40% 以下，時間は 20～40 分，頻度は週 3～5 回とした。そしてリハビリ開始時と退院時に，PS，
膝伸展筋力，10m 歩行テスト，1 日平均歩数，日常生活動作能力（Functional Independence Measure：FIM），不安・抑うつ

（Hospital Anxiety and Depression Scale：HADS），倦怠感（Cancer Fatigue Scale：CFS）を評価した。解析では対象を PS1，
PS2，PS3 の 3 群に分け，各評価項目を対応のある t 検定を用いて縦断的に比較した。なお，PS0 および 4 の対象者は少数であっ
たため解析から除外し，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

リハビリ開始時と退院時の各項目を比較すると，PS1 群では 1 日平均歩数，FIM，倦怠感の 3 項目が改善した。また，PS2 群と
PS3 群ではすべての項目で改善傾向が認められたが，PS2 群では筋力のみ，PS3 群では歩数のみ，リハビリ開始時と退院時の間
に有意差が認められなかった。

【結論】

今回の結果，PS1 群では膝伸展筋力や歩行スピードといった運動機能は変化しなかったが，歩数，FIM，倦怠感の改善が認めら
れた。つまり，低強度運動は，運動機能がある程度保たれているがん患者に対しても一定の効果があるといえる。特に，1 日平
均歩数が増加したことは保存療法を行うがん患者の治療において重要とされる身体活動量の向上に繋がるのではないかと期待
される。また，臥床時間が比較的長い PS2 および 3 のがん患者では，運動機能と身体・精神症状のすべてにおいて改善が認めら
れており，低強度運動の効果は明らかであった。したがって，低強度運動は保存療法を行うがん患者のすべてに適応できる可能
性が高い。ただ，今回は PS0 および PS4 のがん患者を対象に含めていないため，この点について検討を加えていく必要がある。
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【はじめに，目的】

血液がん患者は，化学療法や放射線療法が治療の主体であるため，その有害事象である嘔気や嘔吐，倦怠感などが運動機能の低
下に影響をおよぼす。そして，これら有害事象が顕著な場合は，がんのリハビリテーションガイドラインで推奨されている中等
度～高強度の運動療法を適用することは困難なことが多い。加えて，不安や抑うつといった精神心理面の問題が顕在化するとリ
ハビリテーション（リハビリ）の進行の妨げになる。そのため，このようなケースに対しては，低強度運動療法を適用し，運動
機能や日常生活動作能力（Activity of Daily Living：ADL）の維持・改善に努めているが，その効果についてはこれまで明らか
になっていない。そこで本研究では，血液がん患者を対象に筋機能，運動機能，ADL，倦怠感，不安・抑うつ，生活の質（Qual-
ity of life：QOL）といった多面的評価を行い，低強度運動療法の介入前後でこれらの評価結果の変化を検討した。

【方法】

対象は 2015 年 8 月～2016 年 8 月の期間に長崎大学病院に入院し，リハビリを行った血液がん患者 37 名（平均年齢 66.6±9.9
歳，男性 18 名，女性 19 名）である。対象者に対しては，カルボーネン法により算出した上限心拍数の 40% 以下の負荷強度で，
歩行・基本動作練習を主体とした低強度運動療法を 20～40 分，週 3～5 回実施した。そして，リハビリ開始時と退院時に，筋機
能の評価として骨格筋量，握力，膝伸展筋力を，運動機能の評価として 10m 歩行テスト，Timed Up and Go Test（TUG）を計
測した。また，ADL には Functional Independence Measure（FIM）を，倦怠感には Cancer Fatigue Scale（CFS）を，不安・
抑うつには Hospital Anxiety and Depression Scale（HADS）を，QOL には EORTC QLQ c�30 を用いて評価した。統計解析に
は対応のある t 検定を適用し，各項目をリハビリ開始時と退院時で比較した。なお，危険率は 5％ 未満とした。

【結果】

骨格筋量はリハビリ開始時に比べ退院時は有意に低下していたが，握力，膝伸展筋力においてはリハビリ開始時と退院時で有意
差は認められなかった。一方，10m 歩行テスト，TUG，ADL，倦怠感，不安・抑うつ，QOL についてはすべてリハビリ開始時
に比べ退院時は有意な改善が認められた。

【結論】

今回，血液がん患者に対して低強度運動療法を実施した結果，骨格筋量は減少するものの，筋力は維持でき，運動機能，ADL，
不安・抑うつ，倦怠感，QOL についてはすべて改善が認められた。つまり，低強度運動療法によっても血液がん患者の身体・
精神症状は改善する可能性があり，中等度～高強度の運動療法が適用できないケースに対して有用であることが示唆された。た
だ，本研究では対照群が設定できていないため，今回の結果が低強度運動療法の直接的効果とは断言できず，この点は本研究の
限界である。また，骨格筋量が減少したにも関わらず，運動機能が改善した要因についても明らかにできておらず，今後検討し
ていく必要がある。
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同種造血幹細胞移植における完全静脈栄養の長期使用が理学療法に及ぼす影響
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【はじめに，目的】

同種造血幹細胞移植は，前処置・移植片対宿主病等による下痢・悪心・嘔吐・味覚異常・粘膜炎などの消化器合併症が多くみ
られる。長期間の経口摂取制限，栄養素の吸収障害，ステロイドの使用により，異化が亢進するため容易に低栄養となりやすい。
さらに，適切な栄養管理を受けなければ，感染症や臓器障害などの合併症を招くとされている。移植患者の栄養サポートにおい
て，完全静脈栄養（total parenteral nutrition：TPN）が選択肢の一つとされており，当院でも採用している。そこで今回は，TPN
の使用が理学療法に及ぼす影響について検討した。

【方法】

対象は 2012 年 9 月から 2016 年 6 月までに当院にて同種造血幹細胞移植を施行し評価可能であった 103 例とした。対象者の内
訳は，男性 61 例/女性 42 例，年齢中央値 42 歳（16～68 歳），疾患は急性白血病（骨髄性 44 例/リンパ性 24 例），慢性骨髄性白
血病 1 例，骨髄異形成症候群 24 例，非ホジキンリンパ腫 9 例，原発性骨髄線維症 1 例。移植細胞源は血縁者 26 例，非血縁者 77
例。移植の種類は骨髄 60 例，末梢血幹細胞 27 例（うち HLA 半合致 8 例含む），臍帯血 16 例であった。移植後の TPN 使用日数
を算出した結果，中央値が 18 日であった。そこで，18 日より早期に TPN を離脱した群を早期群（n=57），離脱が遅延した群を
遅延群（n=46）として群分けした。評価項目は，年齢・血清アルブミン値（Alb）・握力・股関節外転筋力・6 分間歩行とし，評
価日は移植前と移植後 60 日とした。股関節外転筋力は，徒手筋力測定器ミュータス F1（アニマ社製）を用いて左右各 2 回測定
し，平均値を体重で除した値を筋力値（kgf/kg）とした。6 分間歩行はアメリカ胸部学会（ATS）のガイドラインに基づき距離
を測定し身長（m）で除した値を歩行距離（m）とし，運動耐容能の指標とした。2 群間における年齢，Alb 値，筋力値，6 分間
歩行を，Mann Whitney の U 検定，対応のない t 検定を用い比較した。いずれも有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

2 群間の比較の結果，年齢は早期群 44.54±12.15/遅延群 38.98±14.99 歳（p＜0.05），移植後 60 日の股関節外転筋力値は早期群
0.38±0.10/遅延群 0.33±0.09kgf/kg（p＜0.05），移植後 60 日の握力は早期群 28.72±8.61/遅延群 24.12/7.59kg（p＜0.05）と，い
ずれも早期群が有意に高かった。

移植前の握力・股関節外転筋力値，移植前後での Alb 値・6 分間歩行，移植後 60 日での Alb 値の変化率に有意差は認められな
かった。

【結論】

TPN の使用により，移植の前後において栄養の指標の 1 つである Alb 値には影響がみられず，また運動耐容能への影響もみら
れなかった。しかし TPN を長期使用する例では，移植後の握力・股関節外転筋力が低下する傾向となり，これらは若年層ほど
影響を受けやすいことが示唆された。 口腔粘膜炎・悪心等の種々の要因による経口摂取困難によって TPN が開始されるため，
多職種間にてその要因を取り除くアプローチをし，筋力の維持に努めることが重要である。
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【はじめに，目的】

入院がん患者の Performance Status，および Performance Status の変化に影響及ぼす因子について検証することである。

【方法】

方法は後方視的観察研究。対象は 2016 年 1 月から同年 7 月の間に理学療法依頼があり，理学療法開始時に ECOG Performance
Status（PS），Barthel Index（BI），Cancer Functional Assessment set（cFAS），Cancer Fatigue Scale（CFS），Mini Mental
State Examination（MMSE）での評価が可能であった 63 例。調査項目は，年齢，性別，原疾患，治療目的，理学療法開始時の
PS，BI，cFAS，CFS，MMSE，および理学療法終了時の PS，BI，cFAS，CFS を電子カルテより抽出した。検証内容は，理学
療法開始時の PS と BI，cFAS，CFS，MMSE との相関関係について検証した。さらに，理学療法終了時に PS，BI，cFAS，CFS
の評価が可能であり，PS が維持または向上した 37 例を抽出し，PS 維持・向上の 2 群間で BI，cFAS，CFS および cFAS と CFS
の下位項目の変化を比較し，加えて，有意であった項目を独立変数，PS 維持・向上を従属変数とした多重ロジスティック回帰
分析を行った。統計ソフトは JMP Pro Ver.11 を使用し，危険率は 5% とした。

【結果】

対象の年齢は 76.0±5.4 歳（平均±標準偏差），性別は男性 35 名，女性 28 名，理学療法介入期間は中央値 16 日（範囲；0,85）で
あった。理学療法開始時の PS と BI，cFAS，MMSE に有意な相関を認めたが，PS と CFS に関しては有意な相関を認めなかっ
た。PS 維持・向上の 2 群間での BI，cFAS，CFS および cFAS と CFS の下位項目の変化量の比較では，PS 向上群において BI，
cFAS の筋力と活動性の項目にて有意に高い値を示した。多重ロジスティック回帰分析では，モデル全体の検定にて寄与率
31.67%，p=0.012 と有意であったが，群の判別に有意な変数は認めなかった。

【結論】

がん患者の全身状態やセルフケア能力を示す Performance Status には，倦怠感よりも ADL 能力，身体機能，認知機能が影響し
ていることが示唆された。がんに伴う倦怠感は，がん治療を受けている患者の多くに認めるとされていることから，Performance
Status と関係なくがん患者に共通の症状であると考える。PS 向上群において BI，cFAS の筋力と活動性の項目にて有意に高い
値を示したことより，理学療法にて筋力向上，活動性向上，ADL 能力向上を図ることで Performance Status を向上できる可能
性が示唆された。
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健常者における表皮内神経線維疼痛閾値の検討
年齢的変化に着目して

加藤 秀典，鈴木 康裕，青木 麻美，石川 公久，羽田 康司

筑波大学附属病院

key words 健常者・表皮内神経線維疼痛閾値・糖尿病性多発神経障害

【はじめに，目的】糖尿病性多発神経障害（以下：DPN）の早期発見における評価法として，皮膚基底膜を貫通しない微小針電
極を用いた表皮内神経線維末端痛覚閾値（以下：PINT）検査がある。PINT 検査は，痛覚を伝える Aδ 線維や C 線維の末梢小径
神経線維を選択的に刺激することが可能であり，糖尿病患者における DPN 早期の表皮内神経線維喪失を捉える鋭敏な指標とし
て着目されている。このように PINT 検査は臨床上，適応可能であることが示されている。しかしながら，DPN の早期発見を
示す上で，健常者データは必要であるが，健常者を対象とした基礎資料は十分でない。体性感覚は年齢に伴い低下するが，健常
者における PINT 値の年代別分布は示されていない。そこで本研究において，PINT 検査を行うことで健常者における年齢と痛
覚閾値の分布を調査し，また二点識別覚，振動覚および Semmens�Weinstein モノフィラメントを使用した足底感覚（以下：足
底感覚）における年齢との関連性についても検討した。

【方法】対象は，健常な病院職員，大学生，地域在住者の 100 名（男性 35 名，女性 65 名）であり，平均年齢は 49.7±18.7 歳（19～
84 歳）であった。対象者の選定条件として，下肢末梢感覚神経障害を呈していない，糖尿病に罹患していない，歩行および日常
生活動作が自立している，を条件とし，対象の選考は各年代で層別化した。PINT 検査の測定部位は短趾伸筋部とし表面刺激電
極を装着した後，測定者は 0.20mA より電気刺激を開始し，刺激電流を 0.02mA ずつ下げながら痛み感の有無を逐次報告させ，
応答がなくなる前の刺激電流値を PINT 値とした。また振動覚は下腿内果部，二点識別覚および足底感覚は踵部で測定し，各項
目の平均値および標準偏差値を求めた。年齢との関連性については二次回帰分析を用いて検討し，統計分析は R（ver.3.1）を用
いて実行し，有意水準は全て 5％ 未満とした。

【結果】全対象における各項目の平均値および標準偏差値は，PINT 値 0.08±0.05mA，振動覚 14.7±3.7 秒，二点識別覚 18.63±
10.90mm，足底感覚 12.16±2.26 であった。各項目と年齢の関連性において，二次関数の決定係数は PINT 値 0.017，振動覚 0.294，
二点識別覚 0.173，足底感覚 0.301 であった。二点識別覚，足底感覚においては，60 歳頃から著しく低下し，PINT 値は年齢的な
差は認めなかった。

【結論】健常者において，振動覚，二点識別覚，足底感覚は年齢とともに低下を示したが，PINT 値は年齢との関連性を一切認め
ず，年齢的な影響を受けない可能性が示唆された。本研究より，健常者における PINT 値の指標を示せたことから，この指標は
DPN の早期発見を示す上での基礎的資料の一部となる可能性が示唆された。
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術前の消化器がん患者における睡眠障害と筋肉量低下の関連

奥村 真帆1），福田 章真2），斎藤 貴2,3），牧浦 大祐2,3），井上順一朗3），酒井 良忠3,4），
小野 玲2）
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3）神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部，
4）神戸大学大学院医学研究科リハビリテーション機能回復学

key words 消化器がん・睡眠障害・筋肉量

【はじめに，目的】

がん患者における術前の筋肉量低下は，術後の合併症や，生存率に影響を及ぼすと報告されている。近年，一般高齢者において
筋肉量低下に関連する因子の一つに睡眠障害が注目されている。がん患者は高い確率で睡眠障害を発症するため，睡眠障害が筋
肉量低下に関連していることが予測されるが，現段階ではこれらの関連は明らかとなっていない。本研究の目的は，術前の消化
器がん患者における睡眠障害と筋肉量低下との関連性を調査することである。

【方法】

本研究の解析対象は，2016 年 6 月から 2016 年 9 月の間に手術施行予定の患者の中で，術前に評価可能であった胃がん，食道が
ん，大腸がん患者 40 名（年齢 70.5±7.5，男性 31 名）とした。筋肉量低下の診断は，Asian Working Group for Sarcopenia の基
準に従い，男性：骨格筋量指標＜7.0kg/m2，女性：骨格筋量指標＜5.7kg/m2から診断した。筋肉量の測定には，インピーダンス
測定機器 Inbody430（バイオスペース社製）を用いた。睡眠障害の評価には，日本語版 Pittsburgh Sleep Quality Index（PSQI）
を用いた。睡眠の質，入眠時間，睡眠時間，睡眠効率，睡眠困難，眠剤の使用，日中覚醒困難の 7 つの各項目を 0�3 点の 4 段階
に分類した。また，PSQI の各項目の総合得点が 6 点以上を睡眠障害有とした。その他に，年齢，性別，身長，体重，教育歴，
同居人の有無，CRP，アルブミン，ヘモグロビン，performance status，がん種，合併症（Carlson Comorbidity Index），喫煙，
飲酒，clinical stage，身体活動量（International Physical Activity Questionnaire），認知機能（Mini�Mental State Examination），
抑うつ（Geriatric Depression Scale 短縮版），栄養状態（Mini Nutritional Assessment�Short Form）を測定した。筋肉量（低下
群 vs.維持群）の比較は，Fisher の正確確率検定，t 検定，Mann�Whitney U 検定を用いた。PSQI に関しては，各下位項目と睡
眠障害の有無のそれぞれについて検討した。p 値が 0.1 未満であった項目を独立変数とし，筋肉量を従属変数とした多重ロジス
ティック回帰分析を行った。すべての検定において，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

対象者の 12 名（30%）が筋肉量低下群であった。筋肉量低下群は，筋肉量維持群と比較して，体重が軽く（51.79±7.44kg vs.
65.60±9.83kg，p＜0.05），入眠時間が長かった（p=0.03）。体重，入眠時間に加え，単変量解析にて p＜0.1 であった栄養状態を
投入し，多重ロジスティック回帰分析を行った結果，体重（オッズ比 0.79，95% 信頼区間 0.68�0.93）と入眠時間（3.23，1.08�9.68）
が術前の筋肉量低下に関連していた。

【結論】

本研究では，睡眠障害のうち入眠時間が，消化器がん患者における術前の筋肉量低下と関連していることが示唆された。術前に
入眠時間を評価・管理することが，筋肉量低下の進行を予防する可能性がある。今後は，睡眠障害と筋肉量低下の因果関係につ
いて検討する必要があると考える。
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造血幹細胞移植患者における下肢筋力に影響する因子の検討
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key words 造血幹細胞移植・膝関節伸展筋力・影響因子

【はじめに，目的】造血幹細胞移植治療では移植に伴う合併症や血球減少期における活動制限が廃用症候群を引き起こすとされ
ており，当院でも積極的な運動療法介入を移植前後で施行している。今回我々は退院前である移植後 60 日目の下肢筋力に着目
し，移植前後に影響する因子を比較した。

【方法】2012 年 9 月から 2016 年 6 月までに当院で初回の同種造血幹細胞移植を施行した患者のうち移植前後に評価可能であっ
た 100 例を対象とした。対象者の内訳は，男性 60 例/女性 40 例，年齢中央値 42 歳（16～64 歳），疾患は急性白血病（骨髄性 43
例/リンパ性 23 例），骨髄異形成症候群 23 例，非ホジキンリンパ腫 11 例で移植ソースは血縁 26 例/非血縁 74 例，骨髄 58 例/
末梢血 27 例（HLA 半合致 8 例含む）/臍帯血 15 例であった。評価項目は移植前と移植後 60 日に膝関節伸展筋力を徒手筋力測定
器ミュータス F�1（アニマ社製）を用いて加藤らの方法にて測定した。筋力値は左右各 2 回測定し平均値を体重で除した値（kgf/
kg）とした。比較因子項目は年齢，性別，診断から移植までの日数，前処置，ドナーソース（血縁・非血縁），疾患リスク，HLA,，
Hematopoietic cell transplantation�specific comorbidity index（HCT�CI），移植前後左室駆出率（%）・肺活量（%）・1 秒率（%），
生着までの日数,，三木らの C 反応性タンパク質（CRP）と血清アルブミン値（Alb）を用いた modified Glasgow Prognostic Score

（mGPS）を基準に移植後の血液データ経過から CRP0.5mg/dl 以上の継続した日数，Alb3.5mg/dl 未満の継続した日数，移植後
60 日までの理学療法施行日に対して 20 分以上可能であった理学療法実施率（%）とした。統計解析は移植後 60 日評価時の筋力
値が移植前と比較し維持・増加した群（維持・増加群 60 名）と低下した群（低下群 40 名）に分類し，各評価項目を χ2 乗検定，
対応のない t 検定，Mann－Whitney の U 検定を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】理学療法実施率：維持・増加群 87.7±12.9/低下群 74.9±19.3（％）（p＜0.01）と CRP0.5mg/dl 以上の継続した日：維持・
増加群 22.7±15.6/低下群 30.5±13.9（日）（p＜0.05）は有意差を認めた。年齢，性別，診断から移植までの日数，前処置，ドナー
ソース，疾患リスク，HLA,，HCT�CI，移植前後左室駆出率・肺活量・1 秒率，生着までの日数，Alb3.5mg/dl 未満の継続した
日数では有意差を認めなかった。

【結論】造血幹細胞移植患者における膝関節伸展筋力の維持・増加には CRP 値の上昇日数が少なく，理学療法実施率の高いこと
が影響する結果となった。今後は CRP 値の経過を観察し，異化作用亢進時期を脱した後，今までより負荷をかけた運動療法の
調整と退院後長期的に運動療法の継続メニューを構築していく必要があると考えられた。
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転移性骨腫瘍に対する腫瘍用人工骨頭挿入術後，子宮摘出術，化学療法を継続し
て施行した症例の多職種連携と理学療法経験

垣内 優芳1,3），朴 憲之2），中尾 菜摘3），筧 哲也1,3），井上 達朗1,3），三坂 恵1,3），
秋武 浩太1,3），荒井 悠子1,3），永石 真希3），西原 賢在3），雲井 一夫3），川北かおり4），竹内 康人4,5）
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5）西神戸医療センターリハビリテーション科

key words がんリハビリテーション・多職種連携・骨転移

【はじめに，目的】

近年，骨転移や病的骨折患者は増加傾向である。今回，原発の子宮体がん，左大腿骨転移性骨腫瘍と診断され，疼痛や歩行能力
の改善目的に人工骨頭挿入術を施行した症例を経験した。更にその後，患者は整形外科から産婦人科へ転科し，原発の子宮摘出
術，化学療法を継続して行い，自宅退院を目指した。そのため多職種連携による情報共有が重要な症例であった。がんリハビリ
テーション普及のために多職種連携は重要と考え，その連携内容や経過について報告する。

【方法】

症例は 50 歳代女性（体重 78.6kg，BMI34），入院前は ADL 自立，performance status（PS）1～2 であった。現病歴は数年前か
ら不正出血を認め，左股関節痛と咳嗽が出現。咳嗽の継続を主訴に近医受診し，同日当院紹介となる。子宮体がん，転移性肺腫
瘍，左大腿骨転移性骨腫瘍疑いで入院となり，Mirels スコア 12 点，新片桐スコア 5 点であった。入院翌日から緩和ケアチーム
介入，疼痛管理にセレコックス，MS コンチン（定期），オプソ（レスキュー）が処方された。各科主治医同士の相談は適宜行わ
れ，入院 1 週間後にまず左大腿骨腫瘍摘出術，腫瘍用人工骨頭挿入術が施行され，術後 2 日目に理学療法開始となる。

【結果】

開始時所見は，術後 2 週間左股関節自動運動禁忌，左下肢免荷であり，NRS2～3，PS4，FIM54 点であった。移乗は PT と NS
の 2 名介助で行い，疼痛や易疲労性のため徐々に車椅子座位時間を延長し，廃用予防を行った。術後 7 日目に産婦人科へ転科，
NS と左下肢自動運動禁忌，免荷，脱臼など禁忌事項の確認や介助方法の統一を図った。10 日目に子宮及び両側付属器摘出術が
施行され，翌日から離床を再開した。15 日目に左下肢自動運動許可，左股関節周囲筋 MMT1～2，SPPB1 点，歩行器歩行開始

（全荷重許可），ポータブルトイレ導入，FIM71 点となった。同日，がんリハチーム回診があり，その後がんリハ研修を修了した
NS が受け持ち NS のサポートに当たった。病棟でも NS 見守り下にて歩行練習を開始した。22 日目に退院調整 NS による介護保
険の説明が患者と家族に行われた。24 日目に化学療法 Weekly TC（Taxol，Carboplatin）1 クール目開始，29 日目に退院調整
NS，受け持ち NS による理学療法場面の見学があり，家屋の図面と写真をもとに退院時に必要な福祉用具を検討した。受け持ち
NS には更衣動作練習を依頼した。35 日目に NRS0～2，PS2～3，MMT2～3，SPPB8 点，FIM115 点，10m 歩行テスト 12.9 秒，
杖歩行，階段昇降自立となった。この頃，レスキューの使用はなかった。37 日目に自宅外出，39 日目に自宅退院，外来リハ，
外来化学療法へ移行した。

【結論】

多職種連携の重要性を再確認した。患者，家族を含めた各診療科スタッフの情報共有は理学療法を実施する上で必要不可欠であ
る。
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生体肝移植術後の患者の歩行レベルと関連する因子の検討
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【はじめに】われわれは以前アルブミン値 3.0g/dl 以上の症例は自立歩行が可能な傾向にあることを報告した。今回の研究の目的
は生体肝移植術後の患者の歩行レベルと関連する因子を後方視的に検討することである。

【対象・方法】2010 年 1 月から 2016 年 9 月までに当院移植外科で生体肝移植術が施行され，入院期間中にリハビリ処方がされた
生体肝移植術後患者 36 名（女性 20 名，男性 16 名，平均年齢 50.6 歳（21 歳～69 歳））を，自立歩行が可能だった 27 名（以下：
自立可能群）と自立歩行が不可能だった 9 名（以下：自立不可能群）の 2 群間に分け，カルテより後方視的に調査し比較検討し
た。すべて Child�Pugh 分類 C で肝機能としては末期の状態の患者であった。調査項目は社会背景として年齢，性別，術後リハ
ビリ項目としてリハビリ実施期間，手術からリハビリ開始までの期間，FIM gain（移動項目），転機，手術項目として graft�to
recipicet weigh ratio（以下：GRWR），肝合成機能としてアルブミン値を後方視的に調査した。統計学的解析は IBM SPSS Sta-
tistics 20 を使用し，年齢，リハビリ実施期間，手術からリハビリ開始までの期間，FIM gain（移動項目），GRWR について，2
群間で Mann�Whitney の U 検定を行い，次に性別と転機（自宅退院：転院・死亡）とリハビリ終了時のアルブミン値（3.0g/
dl 以下：3.0g/dl 以上）について 2 群とカテゴリー化した因子でクロス集計表を作成して，カイ二乗検定を実施した。次に歩行
レベルと関連因子の影響を検討するために，Mann�Whitney の U 検定とカイ二乗検定にて，有意差を認めた因子を尤度比によ
る変数増加法にて多重ロジスティック回帰分析を実施した。なお有意水準 5％ で実施した。

【結果】2 群間において Mann�Whitney の U 検定の結果では年齢で有意差を認めた。（P=0.003）クロス集計表によるカイ二乗検
定の結果ではリハビリ終了時のアルブミン値，転機で有意差を認めた。（P=0.014）（P=0.000）次に有意差を認めた因子による多
重ロジスティック回帰分析では転機が有意差を認めた。（P=0.001 オッズ比 0.019 95％ 信頼区間：0.002�0.219）

【考察・結論】今回の研究において，生体肝移植術後の患者の歩行レベルと関連のある因子として転機が抽出され，関連因子の
可能性が示唆された。一方，リハビリ終了時のアルブミン値は有意差が認められなかったが，アルブミン値が 3.0g/dl 以上・以
下によって，歩行レベルの運動負荷量を調整する必要性が示唆された。今後は生体肝移植術後の患者の自立歩行の有無に関与す
る因子の抽出を検討し，栄養療法を含めた包括的生体肝移植術後のリハビリを構築していきたい。
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臨床実習生の生活習慣，精神的ストレスが耐糖能に及ぼす影響

佐藤慎一郎1），藤本 鎮也1），吉田 紀明2），秋山 純和1）

1）人間総合科学大学，2）総合病院水戸協同病院

key words 耐糖能・臨床実習・生活習慣

【はじめに，目的】理学療法臨床実習は，理学療法教育における医療専門職として必要な資質や技能を培う場とされている。し
かし，実習生は，学習環境が病院や施設に変化するため，通学期間中と異なり，睡眠不足，食事の過不足・偏食，運動不足など，
生活習慣が乱れることが予想される。また，実習生は，実習指導者や患者とのコミュニュケーションを図る必要や様々な課題を
遂行する必要があることから，精神的ストレスや不安にさらされているとの報告がある。これらの臨床実習を通じた生活習慣の
変化は，2 型糖尿病や生活習慣病の発症要因となる耐糖能に影響を及ぼすことが懸念される。そこで，本研究は理学療法臨床評
価実習前後における学生の生活習慣，精神的ストレスおよび耐糖能の変化を検証することで，実習生に対する健康管理や健康教
育の一助とすることを目的とした。

【方法】2013 年と 2014 年に開講した評価実習に臨んだ健常男子大学生 29 名を対象に，実習前後の生活習慣，精神的ストレス，
耐糖能を調査した。生活習慣は食習慣，運動習慣を調査し，睡眠の質は Pittsburgh Sleep Quality Index（PSQI），精神的ストレ
スは General Health Questionnaire�12 項目質問紙（GHQ�12）を用いた。耐糖能の指標として，75g 経口ブドウ糖負荷試験（75
g Oral glucose tolerance test；75gOGTT）を行い，空腹時血糖値（Fasting Blood Glucose；FBG），糖負荷 120 分後の血糖値

（75gOGTT2h 値）を測定した。75gOGTT の実施方法は，糖尿病診断基準に関する調査検討委員会の推奨方法にて実施した。全
測定は，医師の監視下で行った。統計解析は，ベースラインにおける耐糖能と他の項目との関連性を検討するために，Pearson
の相関分析および独立 2 群の t 検定を行った。次に，各項目の評価実習前後の変化を検証するために，関連 2 群の t 検定を実施
した。統計学解析は SPSS21.0 for Windows を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】ベースラインにおける耐糖能と各項目との関連性を検討した結果，FBG において，GHQ�12 に有意な関連を認めた（p
＜0.001）。また糖尿病家族歴保有者と家族歴非保有者の耐糖能を比較した結果，FBG と 75gOGTT2h 値は有意差を認めなかった

（p=0.195，p=0.151）。また運動習慣の有無と耐糖能を比較した結果，FBG と 75gOGTT2h 値は有意差を認めなかった（p=0.822，
p=0.464）。各項目における実習前後を比較した結果，FBG は実習前が 91.2±6.4mg/dl，実習後が 96.4±8.5mg/dl と実習後で有意
な増加（p=0.001）を示し，9 名（31.0％）の対象者が実習後で，正常高値や空腹時血糖異常を示した。また，75gOGTT2h 値は
実習前後で有意差（p=0.169）を認めず，他の項目においては，PSQI と GHQ�12 に有意な高値を示した（p=0.001，p=0.008）。

【結論】臨床実習生は，評価実習において耐糖能，睡眠の質が低下し，精神的ストレスが増大することが明らかとなった。実習
生に対する健康管理の改善に向けた対策や指導を行う必要がある。
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低血糖を頻発していた 2型糖尿病患者における理学療法士の積極的な関わり
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【はじめに】糖尿病の運動療法は，身体機能，運動習慣，合併症など把握し，個々の症例に適した運動を実施することが重要で
ある。適切な運動処方は合併症を予防し，代謝コントロールを改善することから，理学療法士（以下，PT）の糖尿病チーム医
療への積極的な介入が必要である。今回，低血糖を頻発していた 2 型糖尿病患者において他職種で情報を共有し，低血糖改善に
向け運動負荷や方法など専門的な立場から PT が介入した結果，良好な血糖コントロールが得られた経験を報告する。【倫理的
配慮】対象者には事前に本研究の趣旨と内容を説明し，書面にて同意を得た。【症例】70 歳代男性，糖尿病罹患 25 年（内服治療
20 年，インスリン歴 1 年）。合併症として糖尿病性網膜症，腎症 III 期，神経症，高血圧症。BMI19.8kg/m2，HbA1c9％。全身
筋肉量 43.6Kg。【入院までの経過】糖尿病罹患後 25 年間，日常生活では常に毎日 1 万以上の歩行を目標とし（万歩計管理），加
えて運動習慣として 1 時間半以上速歩されていた。また血糖・血圧値は毎日記録する等自己管理に努めていた。今回，低血糖頻
発により当院入院し，2 週間の薬物・食事療法後に退院したが，3 か月後に再度低血糖を頻発し血糖コントロール目的で再入院
した。【治療経過】入院約 1 週間後に PT 介入。「運動はできているから」と運動指導に対し拒否的な意見が聞かれたが，体力測
定や体組成の結果をフィードバックすることで，運動指導の受け入れが良好となった。ターゲスの結果，反応性低血糖が疑われ
たため 1600kcal から 1800Kcal/日，5 回食へ食事を変更となった。持続血糖モニタリング（以下，CGM）を用いて，食事・運動
に伴う血糖変動を，管理栄養士，看護師（以下，Ns），PT で 3 日間観察を行い，同時に低血糖時の対処法やフットケアに対する
指導を Ns と連携し実施した。運動強度・時間における血糖，血圧，脈拍の変動については PT 主導で確認した。本人からの聴
取と歩行評価より，入院前の運動強度は 4～6Mets 程度，脈拍数 120～140 以上と過負荷であったことが分かった。運動指導とし
て，今後は最適と考えられる「となりの人と会話ができる」2～3Mets 程度，脈拍数 100 以下での運動強度と 1 日 30 分の 2 回に
分けて行うように指導した。また CGM を用いて運動前値約 120mg/dl，運動中～後で 80～110mg/dl と低血糖が起きていない事
を本人とともに確認し，2 週間の加療後自宅退院となり，退院後 6 か月間が経過した後も低血糖なし。【結論】血糖，血圧，脈拍
の変動を確認しながら最適な補食時間・量，運動強度・時間の検討を繰り返した。治療経過より，過負荷での運動が低血糖の要
因の一つになっていた。運動指導の専門職として PT が医療的管理のもと運動負荷量，生活活動量に対し治療的介入することは
安全で質の高い運動療法を提供する上で非常に意義がある。また専門職が多角的視点で課題点を抽出し，解決法を模索する事で
より質の高い糖尿病治療が提供できる。
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2 型糖尿病罹患歴の長い高齢者に対する入院での運動療法効果
～複数の阻害因子により運動のモチベーションが低い 1症例～

坂本 宗樹

名戸ケ谷病院リハビリテーション科

key words 2型糖尿病・運動療法・血糖コントロール

【はじめに，目的】

罹患歴の長い糖尿病患者において，食事・運動療法を患者自身の意志で継続的に努めるのは困難な場合が多い。小河らは，罹患
歴が 10 年以上になるとインスリン導入からの離脱が困難になるとし，特に高齢者では合併症の進行を伴い，治療効果のある運
動療法の提供に難渋する。今回，このような経過で外来でのフォローが困難となり，インスリン量増量するもコントロールが不
良な事例に対し，4 週間の入院期間中に運動療法を実施した。急性効果及びトレーニング効果について以下に報告する。

【症例紹介および方法】

79 歳 女性 身長 149cm 体重 53,4kg BMI24.1
現病歴：外来受診時，血糖 280mg/dl，HbA1c10.0，精査加療目的で入院。
インスリン導入時期：4 年以上前に Basal supported Oral Therapy（以下，BOT）中。
入院時 ADL：独居にて自立。
阻害因子：①腰部脊柱管症由来の腰痛，②黄斑変性由来の視力低下，③末梢神経障害由来の下肢の痺れ，④罹患歴 25 年を経過
し，高齢なため苦労してまで長生きしなくていいという価値観を有し，行動変容ステージにおける前熟考期に相当。
トレーニング効果として，筋量の測定には生体電気インピーダンス方式体組成計である Physion MD（日本シューター社）を用
い，リハ開始時及び退院前に測定。行動変容のための体調確認および運動実行に対する意思は適宜確認。そして，インスリン投
与単位はカルテにて確認。
リハ開始時筋量測定結果や阻害因子を考慮した上で，有酸素・抵抗運動が共に行える負荷調整が出来て，かつ坐位にて安全に行
える環境として以下の運動設定とし，運動前後に血糖測定を行い，急性効果を確認。
強度 自覚的運動強度 Borg Scale11～13
頻度 3～4 日/週，1 回/日
種類 座式上下肢協調運動器である NuStep T4r（NuStep 社）を使用し，負荷 3 にて有酸 素・抵抗同時運動
持続時間 20～30 分
実施時間帯 午後 1 時 30 分～2 時

【結果】

急性効果として，1 回の運動で血糖降下は平均 32（±30）mg/dl。
トレーニング効果として，①前熟考期から行動期へ向上。②血糖コントロール改善し，最大 24 単位/日が退院時 10 単位/日と減
量。③除脂肪体重 37.4kg→37.6kg，筋量 16.2kg→17.4kg と増加。

【結論】

菅田らは罹患 10 年未満で Basal Bolus Therapy（以下，BBT）によって糖毒性およびインスリン抵抗が改善し，離脱できるまで
に平均 4 ヶ月程掛かるとしている。本症例は，離脱こそ出来なかったものの，菅田らが提案した離脱基準に相当する程度（0.3
単位/kg/日）まで短期間でインスリンが減量出来た。
BBT＋食事（1400Kcal/日）そして継続的な運動により骨格筋及び肝臓での糖取り込みを促し，3 週間程度の介入で骨格筋量及
び除脂肪体重改善され，一層インスリン抵抗性改善に寄与した。これにより必要インスリン減少に繋がったと考える。退院時に
は経口血糖降下薬に基礎インスリンと一回の追加インスリンによる Basal Plus となった。
これが達成されるよう患者の調子も考慮した運動促進の声かけを行い，動機付けを図った事が奏功した。
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2 型糖尿病患者における血糖コントロールと運動習慣についての検討

海鋒有希子1），八木麻衣子1），石山 大介1），赤尾 圭吾1），大森慎太郎2），太田 明雄2）
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2）聖マリアンナ医科大学東横病院代謝・内分泌内科

key words 糖尿病・運動習慣・血糖コントロール

【目的】2 型糖尿病（DM）患者の血糖コントロールの良否は，合併症の発症・進展リスクに影響し，運動療法は食事療法ととも
に DM 治療の中心的役割を担っている。2 型 DM 患者の運動習慣定着には，健康行動理論の視点を用いた介入が推奨されている
が，血糖コントロールと健康行動理論による運動習慣の有無について患者背景因子を含めた報告はなされていない。本研究は，
血糖コントロールの良否と運動習慣の有無を含む患者背景因子の関連について検討した。

【方法】研究デザインは横断研究とした。対象は，2015 年 4 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までに，当院にて DM に対する運動療
法指導の指示があった入院及び外来患者連続 74 例のうち，2 型 DM 患者 67 例（男性 42 例，女性 25 例，年齢 61.5±13.8 歳，罹
患期間 8.9±10.5 年，HbA1c 値 8.7±2.9%）とした。患者背景因子は，年齢，性別，DM 罹患期間，Body Mass Index（BMI），イ
ンスリン療法の有無を診療録より調査した。運動習慣は，「自らの健康のために行っている運動習慣」をトランスセオレティカ
ル・モデルの行動変容の段階を用いて分類し，無関心期から準備期までを「運動習慣なし」，行動期と維持期を「運動習慣あり」
と定義した。また運動習慣あり群では，同じく聴取した運動の内容，頻度などの身体活動量について，健康づくりの運動指針 2006
を参考に 1 週間のエクササイズ量の合計（単位：Ex）として算出した。統計学的解析は，血糖コントロール良否の指標として
HbA1c を用い，75 歳未満では 7.0% 未満を，75 歳以上では 8.0% 未満をコントロール良好群とし，2 群間における各項目の比較
を Mann�Whitney の U 検定及び χ 二乗検定にて検討したうえで，ロジスティック回帰分析を用いて血糖コントロール良否に関
連する因子を検討した。また，運動習慣あり群にて，血糖コントロール良好群と不良群の間での 1 週間のエクササイズ合計値の
比較を Mann�Whitney の U 検定を用いて行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】コントロール良好群（n=26，HbA1c：6.6±0.5%）は不良群（n=41，HbA1c：10.0±2.9%）と比較し，高齢で（65.9±13.6
歳 vs58.8±13.3 歳，p=0.03），運動習慣を有する割合が高かった（87.5% vs. 47.4%，p=0.001）が，BMI（23.8±4.6 vs26.7±6.1，
p=0.05），罹患年数（11.0±12.9 年 vs7.5±8.4 年，p=0.41），インスリン療法の割合（34.6% vs36.4%，p=0.87）に差は認められな
かった。ロジスティック回帰分析では，運動習慣の有無が独立して選択された（オッズ比 12.05，95% 信頼区間 2.03�71.64，p
=0.006）。運動習慣を有する患者における血糖コントロール良好群と不良群の間で，身体活動量に差は認められなかった（15.0
±12.1Ex vs. 15.3±10.1Ex，p=0.70）。

【結論】2 型 DM 患者における血糖コントロール良否には運動習慣の有無が独立して関連した。一方，運動習慣を有する者では，
血糖コントロール良好群と不良群間での身体活動量に差は認められなかったことから，運動内容に関わらず，健康行動として運
動の習慣化を促すことが重要であることが示唆された。
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2 型糖尿病患者の 12か月間にわたる運動セルフエフィカシーの動向について

鷲田 恵，松井 伸公，正司 守生，寺田 茂

金沢赤十字病院

key words 2型糖尿病・運動セルフエフィカシー・BMI

【はじめに，目的】

糖尿病の療養指導において認知行動療法を用いた手法は，有効なアプローチとして知られている。その 1 つであるセルフエフィ
カシー（SE）は，療養行動の実行に対する見込み感・自信を表す。特に運動に関する SE（以下運動 SE）は，その活用によって
運動における療養行動を変容させ，更にはその継続の予測因子となりえるとされている。そのため，医療者側が患者の運動意欲
や運動の中断リスクをとらえるためのツールとして有用な指標の 1 つといえる。SE 総得点の経時的変化に関しては，療養指導
介入後 6 か月以内までは保たれやすく，以後は減少しやすいといわれている。しかし，運動 SE に関しては，経時的変化及びそ
れに伴う個人的特徴を明らかにしている先行研究は少ない。運動 SE の経時的変化及びそれに伴う個人的特徴が明らかになれ
ば，運動中断を未然に防ぐための適切な介入方法を検討するための一助になると考える。今回我々は 2 型糖尿病教育入院患者を
対象に運動指導介入後 12 か月間における運動 SE の動向を調査し，運動 SE が低下しやすい患者の介入時点での特徴を抽出す
ることを目的とした。

【方法】

対象は，2015 年 3 月から 2016 年 7 月の間に当院へ教育及び血糖コントロール目的で入院した日常生活動作が自立している 2
型糖尿病患者のうち，12 か月間継続して調査できた 13 名（年齢 65±8.4，男性 7 名，女性 6 名）とした。また運動実施に影響を
及ぼす運動器疾患や中枢神経疾患を有する者はいなかった。運動 SE は退院時，退院から 3 か月と 6 か月及び 12 か月の各時点で
岡らのスケールを用いて評価した。加えて病歴や行動変容ステージ，Body Mass Index（BMI），HbA1c，合併症の有無，薬物療
法の内容，教育入院歴，同居家族の有無，及び就業の有無に関して調査し，各時点で得られた運動 SE の総得点と各項目との関
係を検討した。有意水準は 5％ 以下とした。

【結果】

各時点の運動 SE 総得点の平均は退院時 16.6±2.5 点，退院後 3 か月 16.4±3.3 点，6 か月 17±2.4 点，12 か月 16.4±3.1 点であっ
た。6 か月及び 12 か月時点の運動 SE 総得点と BMI の間に負の相関関係が認められた。

【結論】

先行研究より肥満者は，減量や療養行動に対し SE が低下していることが多いと報告されている。今回，運動 SE も同様に BMI
が運動 SE の動向に影響を及ぼす可能性が示された。また運動指導介入後 6 か月以降で BMI と負の相関関係がみられたことは，
肥満者に対する運動指導の介入は非肥満者とは異なった介入方法をする必要があると考えられる。今後は，肥満者と非肥満者の
運動 SE の経時的変化や特徴を明らかにし，介入時期や介入方法の検討を進めていく必要があると考える。
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ステップエクササイズによるトレーニングが高齢者の身体組成へ及ぼす影響

出口 憲市1），三浦 哉2），田村 靖明1），岡久 哲也3），後藤 強3），近藤 心3），古本 太希3），
友成 健3），加藤 真介3）

1）徳島県鳴門病院，2）徳島大学大学院，3）徳島大学病院

key words ステップエクササイズ・骨格筋量・筋厚値

【はじめに，目的】

近年，日本糖尿病学会では，自宅でも可能なステップエクササイズ（SE）などを推奨している。SE は下肢筋力および最大酸素
摂取量を増加させると報告しているが，身体組成に及ぼす影響については十分に検討されていない。そこで本研究では，高齢肥
満者を対象に短時間の SE トレーニングが身体組成に及ぼす影響を検討した。

【方法】

対象者は，運動習慣のある高齢女性 24 名を肥満群（11 名，年齢：67.8±5.4 歳，BMI：25.5±1.9kg/m2）および非肥満群（13
名，年齢：69.0±8.7 歳，BMI：20.9±1.1kg/m2）に割付した。健康教室は，週 2 回の開催であり，ウォーミングアップ，SE，クー
ルダウンから構成した。また，SE はアメリカスポーツ医学会で推奨されているレペティションエクササイズ形式で，3 分間の中
強度運動，1.5 分間の休息時間から構成され，%HRmax を用いて各セット終了時の脈拍から昇降ペースの調整をして合計 6 セッ
ト実施した。さらに，トレーニング期間中の食事内容，身体活動量（ライフコーダ GS）は一定にするように指導した。トレー
ニング前後の測定は，ほぼ同一時刻にしており，等尺性膝伸展筋力（BIODEX），身体組成（in Body）をそれぞれ測定した。ま
た，筋厚は超音波診断装置（HITACHI EUB�8500）を用いて大腿長 50% 点にて大腿中央部で長軸方向にて測定筋の筋膜から大
腿骨までの距離から算出した。すべてのデータは平均値±標準偏差，各条件の比較には二元配置分散分析後に Bonfferroni 検定
を用いた（SPSSver24.0）。なお，危険率は 5% 未満を有意水準として採用した。

【結果】

トレーニング前後の肥満群および非肥満群の体重には変化がみられず，大腿直筋の筋厚値は，35.1±8.7 から 36.8±7.1mm，28.6
から 30.0mm，Skeletal muscle mass index は，8.6±0.5 から 8.9±0.5kg/m2，7.9±0.5 から 8.2±0.6kg/m2，基礎代謝は，1169
±99 から 1191±106kcal，1106±66 から 1126±76kcal および内臓脂肪面積は，117.5±14.9 から 111.9±12.9cm2，94.8±14.0 から
87.2±16.3cm2 であり，それぞれトレーニング前後において有意な差が認められた（P＜0.05）が，両群間では有意な差は認めら
れなかった。大腿四頭筋筋力については，198.4±43.8 から 186.7±36.0Nm/kg，207.5±41.1 から 223.1±38.2Nm/kg であり，両群
間で有意差が認められた（P＜0.05）。

【結論】

本研究の 8 週間の短時間 SE トレーニングにより，肥満および非肥満にかかわらず筋肉量などの増加が認められた。先行研究で
は，1 週間に 150 分程度の SE で最大酸素摂取量および筋力が増加したと報告されているが，身体組成には週 2 回，18 分/回程度
の運動時間でも改善できることが示された。したがって，サルコペニアおよび糖尿病などの発症予防に効果的な運動処方として
推奨できる可能性が示唆された。
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糖尿病透析予防指導対象者の腎症病期における身体機能比較及び関連性につい
ての検討

石松元太郎1），鶴田 朋美2），竹藤 五月3），永井 里子3），中園 史華1），樋口 貴彦1），高橋 博愛1），
富田 健一4）

1）宗像水光会総合病院リハビリテーション部，2）宗像水光会総合病院栄養管理室，
3）宗像水光会総合病院看護部，4）宗像水光会総合病院内科

key words 糖尿病透析予防指導・身体機能・年齢

【目的】糖尿病透析予防指導とは，外来通院患者で HbA1c が 6.5% 以上または内服薬及びインスリン製剤を使用，かつ早期腎症
期以降の者が対象となる。専任の医師，看護師または保健師，管理栄養士に加えて薬剤師，理学療法士の配置が望ましいとされ
ている。当院では該当者において理学療法士が個別で運動指導を行っている。糖尿病治療ガイド 2016�2017 の糖尿病腎症生活指
導基準では早期腎症期以前は原則糖尿病の運動療法を行うとされているが，顕性腎症期以降には運動制限を設けている。その内
容は病期・病態による大まかなものであり，具体的な指標となり得るものは存在しないのが現状である。実臨床では運動の推奨
または抑制並びにその程度の指導は，個々の身体機能も加味する必要がある。そこで今回，糖尿病透析予防指導対象者の腎症病
期における身体機能比較及び関連性を検討することを目的とした。

【方法】2015.1～2016.3 の糖尿病透析予防指導対象者 72 例のうち運動指導を実施し，なおかつ身体機能評価が可能であった 45
例を対象とした。糖尿病性腎症病期分類で早期腎症期の 32 例を 2 期群，顕性腎症期及び腎不全期の 13 例を 3�4 期群の 2 群に分
類しそれぞれ患者特性として年齢，性別，糖尿病罹病期間，運動に関する問診結果，HbA1c，eGFR，BMI，身体機能評価とし
て握力，歩行速度，5 回起立時間，SPPB，TUG について 2 群間比較を行った。さらに全例において各身体機能評価項目と年齢，
糖尿病罹病期間，運動に関する問診結果，HbA1c，eGFR とで相関分析を実施した。なお問診結果は運動習慣の有無等の 5 項目
を 1～3 点で採点し，合計 15 点満点で評価したものを採用した。

【結果】2 群間比較の結果すべての項目において有意差は見られなかった。相関分析においてそれぞれ年齢と TUG r=0.58 p=
0.0002，握力 r=�0.34 p=0.0245，SPPB r=�0.35 p=0.0172，5 回起立時間 r=0.53 p=0.0004 とに有意な相関関係が認められた。その
他の項目には認めなかった。

【結論】結果より，糖尿病透析予防指導対象者において腎症病期による身体機能の違いは認められなかった。また，糖尿病罹病
期間，HbA1c，eGFR といった糖尿病性腎症の主な病態評価指標と身体機能にも関連性はなかった。その一方で，年齢と身体機
能との間に関連性を認め，高齢になる程身体機能が低下しているということが分かった。日本糖尿病学会と日本老年医学会の合
同委員会の高齢者糖尿病の血糖コントロール目標で示されているように糖尿病治療目標は，患者の年齢，認知機能，身体機能，
併発疾患，重症低血糖のリスク，余命などを考慮して個別に設定すること。また患者中心の個別性を重視した治療を行うとされ
ていることからも，糖尿病透析予防指導対象者における糖尿病性腎症の運動指導には，糖尿病ガイドにある病期・病態指標によ
る運動強度の決定はもとより，年齢並びに身体機能に留意し，症例個々の能力に応じて運動指導行う重要性が示唆された。
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血液透析患者の運動能力低下を予測する評価指標と基準値の検討

河野 健一1），森山 善文2），矢部 広樹3），西田 裕介1）

1）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科，2）名古屋共立病院ウェルネスエンター，
3）聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科

key words 血液透析患者・運動能力低下・歩行速度

【はじめに，目的】

糖尿病性腎症は透析導入の原因疾患として最も多く，それに廃用性，加齢性変化も加わるため，透析導入時点で身体機能が低下
している者も少なくない。加えて，経年的な透析治療は，異所性石灰化による関節可動域制限や関節痛，慢性的な低蛋白血症や
骨格筋機能の低下，身体活動量の低下を引き起こす。当該患者は，急性疾患等への罹患を契機に身体機能や運動能力が低下し要
介護状態に陥りやすく，健康寿命の喪失に至る。これは，透析医療に関する医療費以外の社会保障費を増大させ，また，患者や
その家族の生活の質を低下させるという点において重大な問題である。透析患者に対する運動指導を中心とした理学療法は，糖
尿病等の予防的管理だけでなく，経年変化として運動能力の低下を防ぎ，健康寿命を延伸することにも重要な意義を持つ。そこ
で，本研究の目的は，一定期間内に運動能力の低下する危険性の高い透析患者を把握すべく，評価指標とその基準値を明らかに
することとした。

【方法】

対象は，初期評価時に歩行ならびに日常生活が自立した維持血液透析患者 180 例とした。患者背景因子（年齢，性別，糖尿病や
その他合併症の有無，透析歴，透析管理状況），栄養状態（geriatric nutritional risk index，GNRI），炎症状態（c�reactive pro-
tein，CRP），身体機能（握力，除脂肪量），運動能力（歩行速度，歩行周期変動係数，short physical performance battery，SPPB）
を初期と 1 年後の 2 回評価した。1 年後に SPPB の得点が 3 点以上低下した状態を運動能力低下と定義し，運動能力低下を従属
変数，その他評価指標を独立変数とし，単変量解析，多重ロジスティック回帰分析を実施した。また，独立した関連因子に対し
て ROC 解析を行いカットオフ値，感度，特異度を算出した。

【結果】

歩行速度が運動能力低下の独立した危険因子であった（OR=0.168，95%CI=0.037～0.762）。また，そのカットオフ値は 0.84m/
sec（感度 0.71，特異度 0.68，曲線下面積 0.68）であり，0.84m/sec 以下の歩行速度の患者は，そうでない患者と比較し，1 年後
に運動能力が低下する危険性が 5.38 倍高く（OR=5.381，95%CI=2.058～14.073，p=0.001），年齢，性別，透析期間，糖尿病の有
無，栄養状態，炎症状態にて補正後も同様の結果が得られた。

【結論】

歩行速度の遅い透析患者ほど，1 年間という比較的短い期間において運動能力が低下する危険性が高いことが明らかとなった。
基準値として 0.84m/sec を参考とし，これを下回る患者に対して，運動指導を中心とした理学療法の必要性が示唆された。
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回復期リハビリテーション病棟における透析患者の退院時のADL自立度の特徴
―脳血管疾患および運動器疾患における FIM運動項目点数の分析―

伊藤 良太

医療法人偕行会偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 回復期リハビリテーション病棟・透析患者・ADL自立度

【はじめに，目的】

2012 年の診療報酬改定により，回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）においても人工透析の出来高算定が可能と
なった。透析クリニックを併設する当院回復期病棟でも透析患者の入院数が増加しているが，透析患者は非透析患者と比べて
ADL の自立に難渋する印象を受ける。透析患者は非透析患者と比べて身体機能の低下が著しく，ひとたび脳血管障害などを発
症すると ADL が著明に低下すると報告されている。しかし，その後に ADL の自立度の改善を図る回復期病棟における透析患
者の ADL についての報告は少なく，その特徴は明らかでない。本研究は，透析患者に対する有効な介入方法を検討するための
基礎的な知見を得ることを目的とし，当院回復期病棟に入院した透析患者の退院時の ADL 自立度を調査し，疾患別に非透析患
者と比較した。

【方法】

対象は 2012 年 10 月～2015 年 5 月に脳血管または運動器疾患により当院回復期病棟に入院し，入院中の急性転化がない患者と
した。主調査項目は退院時 FIM 運動項目点数とし，補助調査項目は入院時 FIM 運動項目点数，歩行獲得率，男性比率，入院時
年齢，待機日数，在院日数とした。FIM 移動項目点数は歩行と車椅子の双方を，歩行獲得率は退院時に退院後の主な移動手段が
歩行である者の比率を調査した。統計学的な有意水準は 5％ とし，Mann�WhitneyU 検定または χ2 検定にて，脳血管および運
動器疾患のそれぞれで，透析群と非透析群の 2 群間で各調査項目を比較した。

【結果】

脳血管疾患は透析群 26 名（67.5 歳，透析歴 7.0 年）/非透析群 564 名（70.9 歳）で，退院時 FIM（点）の階段 2.5/3.7，男性比率
（％）84.6/57.3 に有意差がみられた。運動器疾患は透析群 31 名（透析歴 9.1 年）/非透析群 494 名で，退院時 FIM（点）の排便管
理 4.7/5.9・浴槽移乗 3.9/4.7・歩行 4.1/5.2・車椅子駆動 3.4/2.0，入院時 FIM（点）のトイレ動作 3.6/4.5・排便管理 4.7/5.7・歩行
1.8/2.5，男性比率（％）58.1/30.2，入院時年齢（歳）75.4/78.2，待機日数（日）29.3/23.8，歩行獲得率（％）74.2/86.8 に有意差
がみられた。

【結論】

脳血管または運動器疾患において，透析患者は非透析患者に比べて退院時に歩行，階段，浴槽移乗など難易度の高い ADL の自
立度が低い特徴がみられた。透析患者は非透析患者と比べて在宅生活での身体活動量や ADL が低下しており，疲労や骨格筋変
化などにより効果的な運動療法が困難と報告されている。これらの要因が透析患者の ADL の自立を困難にした可能性が考えら
れる。また，運動器疾患の透析患者は非透析患者より若年であるが，脳血管疾患の透析患者よりも高齢で透析歴が長く，非透析
患者より入院時から自立度が低い ADL が多かった。運動器疾患の透析患者には，身体活動量や ADL の低下などの病前要因が
より影響した可能性が考えられる。本研究では透析患者の ADL の自立が困難になる要因は明らかにできていない。さらなる要
因分析が今後の課題と考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）【ポスター（糖尿病）P03】

P-DM-03-4

重度低栄養状態をきたし，ドライウエイトコントロールがうまくいかず，透析中
の血圧低下，転倒を生じてしまった一症例の検討

山口 智也，加藤木丈英，島袋 匠，中村 圭，原囿 学，白井 智裕

聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室

key words 低栄養状態・ドライウエイト・血圧低下

【はじめに，目的】

血液透析患者において低栄養状態ならびに身体活動量低下が心血管イベントや予後規定因子であることが示されている。低栄
養状態の持続は筋肉量の減少や筋力低下等を引き起こし，運動耐容能や日常生活動作能力，生活の質の低下を惹起する。先行研
究では，低栄養状態をきたす血液透析患者でも栄養療法に加え運動療法を複合的に施行することで栄養状態および身体機能の
改善を図ることができるとされている。今回，骨折の既往，重度低栄養状態，身体機能低下を来している患者を担当し。透析中
のレジスタンストレーニングを 3 ヵ月間実施した。その結果，栄養状態改善，身体機能・透析効率向上を図ることができたが，
ドライウエイト（以下 DW）のコントロールに難渋し，透析中の血圧低下が認められた。治療経過と考察を踏まえて報告する。

【方法】

症例は 70 歳代女性。2016 年 1 月より血液透析導入，透析歴 6 ヵ月。透析に至った原疾患は腎硬化症であった。BMI15.6kg/m2，
既往歴は糖尿病，右大腿骨転子部骨折。透析状況は DW31.3kg，心胸比 52%，透析開始 1 時間後の収縮期血圧 120.2±13.1mmHg
であった。介入前生活状況は施設入所中で，居室・施設内は杖，屋外はシルバーカで移動。プログラム内容は，穿刺開始 30
分後から①ROM，ストレッチ②ゴムバンドを使用した股関節外旋運動，SLR（以下 RT）を実施。運動強度は Borg scale11～13
とした。介入前と 3 ヵ月後に GNRI，Alb，Short Physical Performance Battery（以下 SPPB），片脚立位時間，Kt/V を測定。
介入後 67 日目に居室内で箪笥から物を取り，立ち上がる際にふらつき転倒し，左殿部を床にぶつけた。外傷はあざのみで転倒
当日のみ運動を中止した。介入後から食事量が増え，食事量増加に伴い透析日の除水量も増した。透析中血圧から DW を適宜調
整中であり，そのことが転倒に繋がってしまったことも示唆された。

【結果】

3 ヵ月後の DW33.1kg，心胸比 52% であった。運動前と 3 ヶ月後の測定結果は GNRI68→74，Alb2.7→3.0，SPPB7→10 点，片脚
立位時間 4.4→10.6 秒，Kt/V1.70→1.77 へと改善した。歩行状態は施設内独歩，屋外杖となった。透析中血圧は低下が認められ，
透析開始 1 時間後の収縮期血圧 107±3.6mmHg であり，コントロールのため内服量が増した。

【結論】

血液透析患者において，低負荷 RT は蛋白異化反応を軽減するとともに，同化作用を促進する効果などにより低栄養状態の重症
度が改善すると報告されている。本症例でも同様の結果が得られた。しかし，体重増加により，除水量が増し，透析前半から血
圧低下が認められた。血圧低下が生じてしまった原因は，DW の適正化が図れていないこと，自律神経機能の低下が考えられる。
また，透析中血圧低下と転倒には相互関係が報告されており，本症例でも因果関係があったことが示唆される。今後，リハビリ
介入期間を延長し，透析中血圧に応じた負荷量の設定，プログラム内容を変更する必要があると考えられる。
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超音波画像を用いた母趾中足骨頭下の動態観察
内側種子骨下の軟部組織層の測定に関する信頼性の検討

瀧原 純，伊野 智美，蛯原 文吾，村野 勇，橋本 貴幸

茨城県厚生農業協同組合総合病院土浦協同病院リハビリテーション部

key words 超音波画像診断装置・種子骨・信頼性

【はじめに，目的】母趾中足骨頭下にある種子骨と皮膚との間には脂肪層を含む軟部組織層があり，荷重時に柔軟に変化する機
能が重要となる。この柔軟性に異常を生じると，荷重分散機構に問題が生じ，足病変を助長すると考えられる。我々は，超音波
画像診断装置（以下エコー）のプローブを内側種子骨（medial sesamoid：以下 MS）上の皮膚に軽く当てた時と MS に押し付け
た時の皮膚から MS 間の動態を観察し，これらの差や変動率から柔軟性異常を捉えようとしている。そこで今回，母趾中足骨頭
下における軟部組織層の柔軟性異常に関する病態評価の基礎研究として，超音波検査を用い皮膚から MS 間距離の測定方法の
信頼性を検討した。

【方法】対象は，整形外科的既往の無い健常成人 18 名 36 肢（男女 9 名ずつ）とした。年齢の平均±標準偏差は 25.4±5.9 歳，BMI
の平均±標準偏差は 20.3±1.6 であった。測定は超音波検査（Super Sonic Imagine 社の汎用エコー Aixplorer）でリニア型プロー
ブ（15�4MHz）を用い，B モードの長軸像を描出した。測定肢位は，背臥位で，足関節背屈 0̊ にて母趾中足趾節関節伸展 10̊
を他動的に保持した。測定部位は，母趾中足骨頭下の MS で，皮膚からの最短部を指標とした。測定部位を定めた後，皮膚とプ
ローブの間の層が 5mm 程度になるようにジェルを塗り，プローブを皮膚面に垂直に軽く当て，非圧迫時の軟部組織層の静止画
像を描出した。この際，軟部組織の形状がプローブの圧迫により変化しないように配慮した。その後，MS にプローブを押し付
け，圧迫時の軟部組織層の静止画像を描出した。この際，軟部組織層の形状が変化しないところまで押しつけた。皮膚から MS
間距離（単位 mm）の測定は静止画像の保存後に行った。これを 3 回繰り返し，平均値を代表値とし，統計解析を行った。検者
内信頼性では 1 回目のテストから 1 日以上の間隔を設け，同時刻で再テストを実施した。検者間信頼性では検者 A と同日同条件
にて測定し，検者 B の 1 回目の数値を用いた。統計解析は，R2.8.1 の「改変 R コマンダー」パッケージを用いて，級内相関係数

（以下，ICC）の検者内信頼性を ICC（1,1），検者間信頼性を ICC（2,1）で算出し，桑原の評価指標にて判定した。

【結果】本測定方法の ICC は非圧迫時の検者内が 0.93，検者間が 0.94 であり，圧迫時の検者内が 0.91，検者間が 0.90 であった。

【結論】桑原の ICC の判断指標から本測定方法はいずれにおいても信頼性が高いといえる。本測定方法に高い信頼性が示された
理由は，測定肢位やプローブの位置をあらかじめ定めたこと，皮膚から MS 間距離が最短となる部分を指標としたこと，測定部
位の軟部組織への配慮を行ったことが考えられる。今後，皮膚から MS 間距離に関与する要因を明らかにすることが課題であ
る。
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糖尿病多発神経障害患者の足関節背屈可動域制限に下腿三頭筋群の伸張性が及
ぼす影響

木村 和樹1,2），河辺 信秀3），二宮 秀樹4），遠藤 佳章5），三浦 寛貴5），北村 拓也1）

1）新潟リハビリテーション大学理学療法学専攻，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻，
3）茅ヶ崎リハビリテーション専門学校理学療法学科，
4）千葉中央メディカルセンターリハビリテーション課，5）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室

key words 糖尿病多発神経障害・足関節背屈・下腿三頭筋

【目的】

糖尿病足病変の発症には関節可動域（Range of Motion；ROM）制限による足底負荷量上昇が関与するとされている。糖尿病
（diabetes mellitus；DM）患者における ROM 制限は糖尿病多発神経障害（diabetic polyneuropathy；DPN）の関与が疑われて
いる。DPN による ROM 制限は軟部組織への異常蛋白沈着などが原因として推測されているが明確ではない。また，足底負荷量
に影響する足関節背屈 ROM 制限には下腿三頭筋群の伸張性低下が関与すると考えられるが， ROM を調査した先行研究では，
膝関節の肢位に関しては明確に表記されていない。そこで，今回我々は，膝関節伸展位，屈曲位の 2 条件で足関節背屈 ROM
を測定し，下腿三頭筋の伸長性が DPN 患者の足関節背屈 ROM にどのような影響を及ぼすか調査した。

【方法】

対象は 2 型 DM 患者 63 例（男性 46 例，女性 17 例）であった。年齢は 61.4±13.0 歳，身長は 161.8±9.7cm，体重は 66.1±16.8
kg，BMI は 25.1±5.2kg/m2，HbA1c は 9.1±2.2% であった。対象者は切断・潰瘍既往歴，骨関節疾患がなく独歩が自立してい
る DM 教育入院患者とした。

「糖尿病性神経障害を考える会」の簡易診断基準を用いて DPN 無し（non�DPN 患者）39 例と DPN 有り（DPN 患者）24 例に分
類した。ROM は背臥位にてゴニオメータを用いて他動的に足関節背屈 ROM を測定した。測定条件は膝関節伸展位・屈曲位

（30�45̊）の 2 条件とした。ROM は左右の平均値を個人の代表値とした。測定 2 条件の足関節背屈 ROM において DPN の影響
を検討した。

統計解析は DPN の影響を比較するため，基礎情報は対応のない t 検定を用いて，足関節背屈 ROM は Mann�Whitney の U 検定
を用いた。有意水準は 5% とした。統計ソフトは SPSS 21.0J（IBM SPSS Japan, Inc）を用いた。

【結果】

DPN 患者は non�DPN 患者よりも有意に年齢が高齢で，BMI が低値であった。膝関節屈曲位での足関節背屈 ROM は non�DPN
患者が 15.4±4.8̊，DPN 患者が 13.4±4.3̊ であり，DPN の有無による差は認められなかった。膝関節伸展位での足関節背屈 ROM
は non�DPN 患者が 6.2±4.5̊，DPN 患者が 2.2±3.9̊ であり，DPN 患者が non�DPN 患者よりも有意に低下していた（p 値＜
0.05）。

【結論】

本研究では DPN 患者の足関節背屈 ROM 制限は，下腿三頭筋の伸長性低下が主であり，関節の可動性には低下がみられなかっ
た。下腿三頭筋の伸長性低下は，立脚後期の足関節背屈運動に制限を及ぼすと考えられる。これらは前足部における足底負荷量
が上昇するタイミングと一致する。これらを鑑みると足病変発症前の DM 患者における前足部足底負荷量の上昇には，下腿三頭
筋の伸張性低下が重要な因子である可能性がある。従って，DM 患者における ROM 評価は膝関節屈曲位・伸展位ともに行う必
要があると考えられ，予防的な観点から，二関節筋に対するストレッチを行うことは臨床的意義が高いと考えられる。
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前足部足底負荷量の軽減を目的とした歩容修正方法に関する検討

林 久恵1），寺澤 里奈1），藤村 竜希1），杉山 健太1），羽賀 敦子2），石井 達也3），佐々木綾菜4），
中村 壽5）

1）星城大学リハビリテーション学部，2）主体会病院総合リハビリテーションセンター，
3）名古屋共立病院医療技術部リハビリテーション課，4）一宮市立木曽川市民病院リハビリテーション科，
5）湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科

key words 足底圧・歩容・足病変

【はじめに，目的】

歩行中に足底にかかる力学的負荷の集中は糖尿病足病変形成原因となることが報告されている。足底板や靴型装具の使用によ
り効果的に力学的負荷の集中を解除できることが知られている一方で，着用率が低いと良好なアウトカムが得られないことも
指摘されている。

歩行中にかかる足底圧が立脚終期に前足部で高くなることに注目した先行研究では，歩容の変化が足底圧軽減に寄与すること
が示されているが，歩行中の股関節の動きを修正し立脚終期の負荷量を軽減する方法は糖尿病神経障害を有する症例では習得
されにくかったことも報告されており，効果的に足底負荷を軽減でき，容易に習得可能な歩容修正方法の探索が課題となってい
る。

そこで本研究では，前足部にかかる負荷量を軽減するための歩容修正方法について若年者および高齢者を対象に検討を行った。

【方法】

対象は若年者 40 名（男性 21 名，女性 19 名，平均年齢 21±1 歳）と高齢者 39 名（男性 10 名，女性 29 名，平均年齢 72±6 歳）
とした。

揃え型歩行および歩幅短縮歩行（通常歩行の約 2 分の 1 の歩幅）の 2 条件を設定し，通常歩行時の足底負荷量との比較を行った。

15m の直線歩行路を設定し，加速・減速区間を除いた 10m 区間の歩数・歩行時間・測定圧を記録した。歩行中の足底圧は，靴
型足圧測定器を用いて，前足部（内側・外側）と後足部（内側・外側）の 4 領域の圧を同時に検出した。サンプリング周波数は
50Hz とし，歩行中の足底圧を連続的に記録した。測定値はパソコンに転送し，検出された圧波形から各領域の最大圧を求め，
体重で正規化（MP/W）した。測定器の着用および測定値の記録は同一検者が行った。

MP/W の比較は正規性の検定を行った後，条件間で平均値の差の検定を行った。統計解析は PASW statistics17.0（IBM 社製）を
使用して行い，有意水準は 5% とした。

【結果】

前足部内側領域の MP/W は，揃え型歩行は通常歩行と比較し若年者で 73％（0.59→0.16，p＜0.01），高齢者で 58％（0.64→0.27，
p＜0.01）軽減した，歩幅短縮歩行は通常歩行と比較し，若年者で 37％（0.59→0.37，p＜0.01），高齢者で 41％（0.64→0.38，p
＜0.01）軽減した。圧波形にて，揃え型歩行および歩幅短縮歩行では立脚周期の前足部圧の最大値の低下が観察された。

【結論】

揃え型歩行および歩幅短縮歩行を行うことで効率的に前足部内側領域の負荷量を軽減することが確認できた。また，圧波形の観
察結果から，負荷量の軽減は，立脚終期に前足部に加わる最大圧が通常歩行時よりも低下することによるものであることが確認
できた。先行研究で試行された歩容修正方法は，負荷軽減効果が得られるものの，習得が困難であることが検討課題となってい
たが，本研究で設定した 2 種類の歩容は，高齢者においても容易に実施が可能であり，糖尿病神経障害を有する症例においても
実用性があると考えられた。
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糖尿病足病変による小切断患者の在院日数に与える影響因子に関する検討

今岡 信介，佐藤 浩二，古川 雅英

社会医療法人敬和会大分岡病院

key words 糖尿病足病変・小切断・在院日数

【はじめに，目的】

近年，糖尿病足病変患者に対する集学的治療の進展に伴い救肢率は向上し，リハビリテーション介入の重要性が示される一方で
足病変の治癒過程においては血行再建術や外科的治療が複数回必要となり，入院期間が長期化する症例を経験する。本研究にお
いては，糖尿病足病変による小切断患者の在院日数に与える影響因子を明らかにすることを目的とする。

【方法】

対象は平成 25 年 4 月から平成 27 年 3 月に当院形成外科病棟に糖尿病足潰瘍，虚血性潰瘍で入院となり小切断術を施行し，リハ
ビリテーション介入を行った 98 例中（術後合併症による急性増悪，死亡退院を除く）十分に評価可能であった 72 例（男性 42
名，女性 30 名，平均年齢 71.2±6.7 歳）とした。調査項目は，年齢，性別，Body Mass Index（BMI），切断高位（趾切断，横断
的中足骨切断術，ショパール切断），術前血液検査（CRP，WBC，ALB），人工透析の有無，入退院時 Barthel Index（B.I），入
退院時移動能力（実用歩行，車椅子），術前 Weight Bearing Index（WBI），転帰先（在宅，転院），平均提供単位数（総取得単
位/在院日数）について診療録より後方視的に調査した。統計学的解析は，Spearman の順位相関係数を用いて在院日数と各調査
項目の相関係数を検定した。さらに，在院日数を従属変数とし，在院日数と相関関係を認めた項目を独立変数とし Stepwise
法にて重回帰分析を行った。また，多重共線性を考慮するため，説明変数間で高い相関があるものを確認した。統計ソフトは，
SPSS Statistics 22.0（IBM 社製）を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

在院日数は，年齢（r=0.58），HDS�R（r=�0.51），免荷期間（r=�0.74），切断高位（r=0.53）平均提供単位数（r=�0.42），WBI
（r=�0.49）と有意な相関関係が確認された。さらに在院日数を従属変数とした重回帰分析において，免荷期間（β=0.54），平均提
供単位数（β=�0.20），HDS�R（β=�0.28），切断高位（β=�0.24）が影響因子として抽出された（決定係数 R2=0.56，p＜0.01）。

【結論】

本研究では，免荷期間，平均提供単位数，HDS�R，切断高位が抽出された。抽出因子の内，HDS�R，切断高位に関しては不変
的な要素であるが，免荷期間，平均提供単位数に関しては介入方法の工夫が可能な因子である。一般的に糖尿病足病変患者の多
くは高齢かつ併存疾患も多く，術後免荷期間において心身機能の低下を招く危険性が高い。在院日数の短縮に向けては，免荷期
間の短縮を図ると共に術後早期より十分なリハビリテーション介入を行うことが重要な要素と考えられた。
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理学療法介入のない外来通院をしている男性 2型糖尿病患者の身体機能

白井 信行1,2），椿 淳裕2），森下慎一郎2），礒部 純代1），五十嵐佳南1），村山 悟3）

1）新潟臨港病院，2）新潟医療福祉大学大学院，3）村山内科

key words 糖尿病・身体活動量・等尺性膝伸展筋力

【はじめに，目的】

世界保健機関によると，1980 年には 1 億 800 万人であった世界の糖尿病患者は，2014 年には 4 億 2200 万人と急増している。有
病率は男性の方が高く（男性 9%，女性 5%），65 歳以上の 20% が糖尿病であると報告している。また，糖尿病が脳梗塞や心筋梗
塞などの大血管障害や糖尿病合併症を引き起こすことに加え，身体機能の低下に関する報告も散見される。しかし，理学療法の
介入がされていない糖尿病患者の身体機能や身体活動量は把握できていない。そこで本研究の目的は，理学療法介入のない糖尿
病患者の身体活動量を測定し，その多寡で身体機能を比較することとした。

【方法】

対象は，当院の糖尿病外来に通院し，理学療法介入の行われていない男性 2 型糖尿病患者 19 名（平均年齢 65.7±8.6 歳）とした。
身体機能の評価として，Short Physical Performance Battery（以下；SPPB），握力，等尺性膝伸展筋力を評価した。また，糖尿
病性神経障害のスクリーニング評価として，Michigan Neuropathy Screening Instrument（以下；MNSI）を使用した。さらに
身体活動量の評価として，International Physical Activity Questionnaire（以下；IPAQ）の Short version 日本語版を使用した。
また，カルテより年齢，性別，罹患歴，BMI，HbA1c，eGFR，中性脂肪，HDL�C，LDL�C を収集した。IPAQ の中央値により，
身体活動量の高い群（以下；高値群）と低い群（以下；低値群）に分け，対応のない t 検定または Mann�Whitney の U 検定を
用いて，各評価項目を比較した。有意水準は 5% とした。

【結果】

IPAQ の中央値は 157.2kcal/日であり，高値群 262.3±71.2kcal/日と，低値群 44.5±11.4kcal kcal/日との間に有意な差があった
（p＜0.01）。年齢（高値群；63.9±4.6 歳，低値群；66.7±11.4 歳），罹患歴（高値群；7.8±6.9 年，低値群；7.8±5.6 年），BMI（高
値群；25.0±2.9kg/m2，低値群；26.3±3.7kg/m2）では両群間に有意差を認めなかったが（p＝0.59～0.87），等尺性膝伸展筋力で
は，高値群が 0.54±0.15kgf/kg，低値群が 0.32±0.18kgf/kg であり，低値群が有意に低かった（p＜0.01）。握力（高値群；36.5
±7.3kg，低値群；32.1±8.0kg），4m 歩行速度（高値群；3.4±0.4sec，低値群；3.8±1.0sec），5 回立ち上がり時間（高値群；8.5
±1.8sec，低値群；9.6±3.0sec），SPPB（高値群；11.7±0.4 点，低値群；11.4±1.3 点），MNSI（高値群；3.9±1.5 点，低値群；
4.0±1.3 点）では，差がなかった（p＝0.32～0.88）。血液データにおいても両群間に差はなかった（p＝0.14～0.81）。

【結論】

本研究によって，理学療法介入の行われていない男性 2 型糖尿病患者は，身体活動量の高い群は低い群に比べ，等尺性膝伸展筋
力が高いことが明らかとなった。外来で定期診察のみ行っている 2 型糖尿病患者に対し理学療法介入をすることで，下肢筋力の
改善や，身体活動量の増加に寄与できる可能性を示唆する結果であった。
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高齢糖尿病患者の生活活動量評価と影響要因の分析

石倉 悠里，田中 瑞絵，滝村 薫，佐藤 真，豊田 耕嗣，女鹿 友也，高橋 良，
中村 洋平

盛岡市立病院
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【はじめに，目的】高齢者の生活活動量維持は介護予防において重要であり，特に虚弱高齢者の場合，歩数だけでなく歩行時間
や立位での活動時間の評価が重要とされている。本研究の目的は当院の高齢糖尿病患者に対し入院前の生活活動量を評価する
と共に，その影響要因として予測される下肢機能・ロコモ度・糖尿病性末梢神経障害（DPN）を評価し，考察する事である。

【方法】対象は当院の 65 歳以上の糖尿病教育入院患者 31 名（男性 16 名，女性 15 名，年齢 70.8±6.0 歳）である。生活活動量の
評価は Life�Space Assessment（LSA）を用いた。下肢機能の評価は筋力，筋パワー，歩行スピードとし，方法は HHD（モービィ；
酒井医療社製）による椅子座位下腿下垂位での等尺性膝伸展筋力の計測，椅子座位からの 5 回立ち座りに要する時間の計測，10
m 歩行スピードの計測とした。ロコモ度評価は立ち上がりテストと 2 ステップテストを施行した。DPN の評価は「糖尿病性神
経障害を考える会」の簡易診断基準を用いた。結果より，従属変数を「LSA（カットオフ値 56 点）」，独立変数を「筋力」「筋パ
ワー」「歩行スピード」としてロジスティック回帰分析を行った。また，DPN の有無とロコモ度評価（各々のテストでロコモ度
1・2 を陽性）及び LSA の関連は Fisher の正確確率検定を施行した。また，高齢者の健康指標である歩行スピードと立位バラン
スの関連は，10m 歩行スピードと 2 ステップテストの結果を用い，Spearman の相関係数を求めた（全て有意水準 5％）。

【結果】LSA は 78.2±22.4 点（男性：87.8±20.7 点，女性：67.9±19.4 点）であり，影響する変数は「歩行スピード（偏回帰係数：
3.236，オッズ比：25.423，p=0.043）」が選択され，判別的中率は 87.1% であった。DPN の有病率は全国で 36.7% であり（日本臨
床内科医会），本研究では 32.3% であった。その DPN の有無とロコモ度評価及び LSA においては 2 ステップテストのみ有意差
を得た（p＜0.05）。また，歩行スピードと立位バランスの相関係数は r=0.81（p＜0.01）であり，強い正の相関が得られた。下肢
機能評価の結果は，筋力：0.47±0.2kgf/kg（男性：0.54±0.2kgf/kg，女性：0.41±0.1kgf/kg），筋パワー：7.9±2.5 秒（男性：6.8
±1.8 秒，女性：9.1±2.7 秒），歩行スピード：1.8±0.4m/秒（男性：2.0±0.4m/秒，女性：1.6±0.4m/秒）であった。

【結論】島田らの研究では地域在住高齢者の LSA の平均値は 92.7 点であり，比較すると当院の高齢糖尿病教育入院患者の値は低
かった。本研究より高齢糖尿病患者の生活活動量には歩行スピードが影響しており，また，歩行スピードは立位バランスと関連
がある事が判った。更に，DPN の有無はバランス能力を要する 2 ステップテストに影響していた。高齢者における運動機能低
下は生活活動量の低下，更には廃用性の機能低下という悪循環につながる。運動機能の低下を起こしやすい高齢糖尿病患者にお
いて，バランス能力及び歩行スピードの改善を図る事で生活活動量の維持，改善に寄与できると思われる。
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高齢 2型糖尿病者におけるサルコペニア有病率と血糖コントロールの関連性

舘 友基1,2），木村 圭佑1），松本 和隆2），山本 実香2）

1）医療法人松徳会花の丘病院リハビリテーション科，2）医療法人松徳会松本クリニック糖尿病内科

key words 2型糖尿病・サルコペニア・高齢者

【はじめに，目的】

近年，高齢者のサルコペニアが注目されており，高齢糖尿病者においても同様である。骨格筋量の低下は，インスリンによるグ
ルコース処理の低下（インスリン抵抗性）につながり，さらに身体活動量の低下を引き起こすことで糖尿病悪化の一因となるこ
とが報告されている。本研究の目的は，高齢 2 型糖尿病者におけるサルコペニア有病率と血糖コントロールの関連性について明
らかにすることである。

【方法】

対象は 2016 年 4 月から 10 月までに当院糖尿病内科を受診した高齢 2 型糖尿病者 45 名（男性 24 名，女性 21 名，年齢 70.7±4.6
歳，BMI23.1±3.6kg/m2）とした。四肢骨格筋量は生体電気インピーダンス法（BIA）である In Body 770 で測定し，骨格筋量を
身長の二乗で除した Skeletal Muscle mass Index（SMI）を算出した。サルコペニアの判定は，Asian Working Group for Sarco-
penia（AWGS）のアルゴリズムに従い，握力は男性 26kg，女性 18kg 未満かつ SMI は男性 7.0kg/m2，女性 5.7kg/m2未満を満
たした者とした。判定の結果，サルコペニア群 8 名（年齢 73.4±6.2 歳，男性：女性=5：3，BMI：20.0±2.8kg/m2），非サルコペ
ニア群 37 名（年齢 70.1±4.0 歳，男性：女性=19：18，BMI：23.5±3.6kg/m2）に分類した。血糖コントロール指標として HbA
1c，空腹時血糖，HDL�C，LDL�C，中性脂肪，糖尿病罹患期間，運動習慣の有無，インスリン抵抗性改善薬使用の有無を調査
した。運動習慣の有無は行動変容段階（TTM）に基づき，準備期までを「運動習慣無し」，実行期以降を「運動習慣有り」とし
た。統計処理は IBM SPSS Statics22.0 を使用し，2 群間の各指標の比較には Mann�Whitney 検定，カイ二乗検定を用いた。有意
水準は 5% とした。

【結果】

サルコぺニア有病率は全体で 17.8%（男性：20.8%，女性：14.3%）であった。2 群間の基本属性において有意差は見られなかっ
た。血糖コントロール指標は，サルコペニア群は HbA1c8.4±1.0%，空腹時血糖 163.8±47.4mg/dl，HDL�C55.0±14.8mg/dl，LDL�
C94.5±34.2mg/dl，中性脂肪 108.3±26.0mg/dl，糖尿病罹患期間 16.3±5.3 年，運動習慣（有）25%，インスリン抵抗性改善薬使
用（有）75％。非サルコペニア群は HbA1c7.3±1.2%，空腹時血糖 154.1±53.9 mg/dl，HDL�C58.6±13.0mg/dl，LDL�C115.1
±31.3 mg/dl，中性脂肪 154.1±53.9 mg/dl，糖尿病罹患期間 10.8±8.7 年，運動習慣（有）40%，インスリン抵抗性改善薬使用

（有）88% であった。2 群間における血糖コントロール指標の比較では，HbA1c はサルコペニア群で有意に高い値を示した（p
＜0.01）。運動習慣の有無，インスリン抵抗性改善薬使用の有無はサルコペニア群で有意に低い値を示した（p＜0.01）。

【結論】

当院糖尿病内科を受診した高齢 2 型糖尿病者におけるサルコぺニア有病率は 17.8% であり，サルコペニアの有病は血糖コント
ロールの悪化と関連していることが示唆された。この結果は，糖尿病悪化抑制のためにもサルコぺニア予防へアプローチを行う
重要性を示しており，今後の糖尿病理学療法において非常に有意義であると考える。
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フレイルに着目した筋量とバランス能力の年齢および加齢変化についての検討
―糖尿病に罹患していない健常者を対象とした横断的・縦断的調査―
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key words 健常者・筋量・姿勢安定度評価指標

【はじめに，目的】フレイルとは，高齢者で生理的予備能いわゆる体力が低下することで生活機能障害，要介護状態，死亡など
に至りやすくなる状態になることを意味する。しかしフレイルの概念には，しかるべき介入により再び健常な状態に戻ることが
可能，という可逆性が含まれおり，より早期にフレイルを発見し，適切に介入することが重要になる。そのため，高齢者の体力
低下を示すより鋭敏な指標が必要となり，健康状態の良好な健常高齢者を対象とした検討も必要と思われるが，既報は少ない。
そこで本研究では，健常者を対象とした，体力指標と年齢の関係について横断的，縦断的に調査を行い，より鋭敏な体力指標の
構築について検討を行うこととした。なお体力指標については，フレイルの因子として重要である筋量およびバランス能力を用
いた。

【方法】対象者は，健常な病院職員，大学生および地域在住者。横断的調査では 271 名（男性 119 名，女性 152 名），平均年齢は
39.1±20.3 歳（18～84 歳），縦断的調査では，横断調査参加者のうち 15 名（男性 5 名，女性 10 名），平均年齢は 72.9±6.7 歳（65～
84 歳）であった。対象者の選定条件として，めまい・平衡障害の既往がない，歩行および日常生活が自立している（非要支援，
非要介護），糖尿病に罹患していない，を条件とした。横断的調査として，全身筋肉量（電気インピーダンス法），バランス能力

（重心動揺計を用いた姿勢安定度評価指標）を測定し，年齢との関連性について回帰分析を用いて検討した。縦断的調査として，
上記選定条件に加え 65 歳以上を対象とし，全身筋肉量，下肢筋力（膝伸展筋力，膝伸展筋持久力，足関節背屈筋力，足趾筋力），
バランス能力を測定，その 1 年後に同様の項目を測定した。この前後での比較を，対応のある t 検定を用いて行うことで 1 年間
の加齢変化を検討した。統計分析は SPSS（ver.21）および R（ver.3.1）を用いて実行し，全ての統計分析において利用した両側
検定の有意水準は 5％ とした。

【結果】横断的調査データにおいて，年齢から全身筋肉量またはバランス能力を予測する様々な回帰モデルを当てはめた結果，
一次や三次のモデルに比べて，二次のモデルの当てはまりが情報量規準の観点から最も良く，筋力は 50 歳頃からの低下がなだ
らかになる様子を示し（R2=0.314），バランス能力は 50 歳頃からの低下が著しくなる様子を示す二次曲線の推定値が得られた

（R2=0.290）。次に，縦断的調査の結果，全身筋肉量，下肢筋力において 1 年間の平均的変化は統計的には検出されなかったが，
バランス能力のみ統計的に有意に低下が認められた（p＜0.01）。

【結論】糖尿病に罹患していない，日常生活および歩行が自立している健常者の場合，年齢的および加齢的に高齢者では筋量よ
りバランス能力の方が顕著に低下することが明らかとなった。すなわちバランス能力は，フレイルとして筋量より鋭敏な体力指
標となる可能性が示唆された。
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P-DM-05-5

糖尿病神経障害における簡易診断基準は糖尿病患者のバランス機能を反映する

中島 勇樹1），河江 敏広1），岩城 大介1），筆保 健一1），福原 幸樹1），廣田 智弘1），米田 真康2），
木村 浩彰3）

1）広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門，2）広島大学病院内分泌・糖尿病内科，
3）広島大学病院リハビリテーション科

key words 糖尿病神経障害・簡易診断基準・重心動揺

【はじめに，目的】

高齢糖尿病患者では非糖尿病の高齢者と比べて転倒および骨折のリスクが高いことが報告されている。転倒する要因として，糖
尿病の合併症である末梢神経障害による影響が考えられている。糖尿病神経障害（DN：diabetic neuropathy）は糖尿病患者に
おいて高頻度に併発する合併症であり，その診断は，臨床症状，身体所見，電気生理学的検査などを組み合わせて行われる。DN
は世界的に数々診断基準があり，本邦では糖尿病性神経障害を考える会の提唱する簡易診断基準が一般的に用いられており，

「自覚症状，アキレス腱反射の低下，振動覚の低下」の 3 項目から診断する。DN とバランス機能についての報告は様々あるが，
その一方，本邦で一般的に用いられている簡易診断基準を用いた DN の有無とバランス機能の関連については明らかでない。そ
のため本研究では，簡易診断基準を用いた DN の有無と静止立位時の重心動揺の関連について検討することを目的とした。

【方法】

当院に入院した運動療法可能な 2 型糖尿病患者 90 名（男/女：50/40 名，年齢：65.9±11.7 歳，BMI：26.6±6.5kg/m2，HbA1c：
9.2±2.2％，罹病期間：13.0±10.1 年）を対象とした。測定項目はバランス機能として，開眼条件および閉眼条件での静止立位時
の単位軌跡長を求めた。測定には床反力計 1 基（AMTI 社，USA）を使用し，床反力計上に裸足で立位となり，開眼・閉眼条件
でそれぞれ静止立位 30 秒間のデータを算出した。DN の有無は簡易診断基準を用いて，「自覚症状，アキレス腱反射の低下，振
動覚の低下」の 3 項目のうち 2 項目以上を満たす場合を DN あり群，1 項目以下の場合を DN なし群とした。統計学的解析とし
て 2 群間の比較には対応のない t 検定，カイ二乗検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

簡易診断基準を用いて 2 群に分類した結果，DN あり群 35 名，DN なし群 55 名であった。性別，年齢，BMI，罹病期間では 2
群間に有意な差を認めなかった。HbA1c において 2 群間に有意な差を認めた（DN あり群 9.7±3.0% vs DN なし群 8.9±1.5%：P
=0.005）。単位軌跡長は開眼では，2 群間に有意な差を認めず（DN あり群 3.48±1.76 vs DN なし群 3.06±1.46cm/秒：P=0.176），
閉眼では，DN あり群は DN なし群と比較し有意に高値を示した（5.44±2.95 vs 4.18±1.76cm/秒：P=0.014）。

【結論】

本研究は簡易診断基準による DN の有無と重心動揺の関係について検討を行った。その結果，DN の有無によりバランス機能に
差があることが明らかとなった。DN あり群では DN なし群と比較し閉眼において単位軌跡長が有意に延長した。閉眼状態では，
視覚情報を遮断され，前庭感覚，体性感覚が重要となるため，DN を有するものでは，閉眼状態でのバランス機能が低下するこ
とが推察された。簡易診断基準を用いた DN の有無はバランス機能に差を認めることから，日常診療において簡便に評価可能で
ある簡易診断基準は糖尿病患者のバランス機能の評価にも利用できる可能性がある。
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P-DM-06-1

2 型糖尿病モデルNSYマウスの骨密度について

田中 宏明1），山下 剛範2），髙木 聖3），三浦 俊宏4）
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3）常葉大学保健医療学部理学療法学科，4）鈴鹿医療科学大学大学院医療科学研究科

key words NSYマウス・血糖値・骨密度

【はじめに】2 型糖尿病は，遺伝的要因を背景として，過食，運動不足などの生活習慣により発症する疾患であり，その患者数は
近年，増加傾向にある。一方，高齢化社会を迎えつつあるわが国では，骨粗鬆症の患者数も急増している。これまで，糖尿病と
骨粗鬆症は独立した疾患であると考えられてきたが，近年，糖尿病が骨代謝にも影響を及ぼすことが明らかとなり，糖尿病に
よって 2 次的に引き起こされる骨粗鬆症は，生活習慣病関連骨粗鬆症として認知されつつある。既報において，2 型糖尿病は，
骨密度が同等もしくは高値であるにも関わらず，骨折リスクが高いことがメタアナリシスによって示されているが，臨床研究お
よび基礎的研究において骨密度が減少するとの報告もあり，一致した見解が得られていないのが現状である。そこで，基礎的研
究として，骨の脆弱性に関する報告のない 2 型糖尿病モデル NSY（Nagoya Shibata Yasuda）マウスが，糖尿病と骨密度の関係
性を見出すモデル動物になりうるかについて検討したので報告する。

【方法】NSY マウスと対照の ICR マウスを購入し，60 週齢まで飼育した。両マウスの随時血糖値測定および糖負荷試験を実施し
た。また，骨密度スキャン装置を用いて，右大腿骨近位部および骨幹部の骨密度と骨塩量を測定した。

【結果】NSY マウスの随時血糖値は，ICR マウスに比して有意に高値であった。糖負荷試験の結果，NSY マウスの糖負荷前（空
腹時），糖負荷 30 分後，60 分後および 120 分後の血糖値は，ICR マウスに比して有意に高値であり，耐糖能異常を認めた。NSY
マウスの右大腿骨近位部および骨幹部の骨密度は，ICR マウスに比して有意に低値であった。また，NSY マウスの右大腿骨近位
部および骨幹部の骨塩量は，ICR マウスに比して，有意に低値であった。随時血糖値と，大腿骨近位部および骨幹部の骨密度と
の間に，負の相関を認めた。また，空腹時血糖値と，大腿骨近位部および骨幹部の骨密度との間にも，負の相関を認めた。

【結論】随時血糖値および空腹時血糖値と大腿骨骨密度との間に負の相関を認めたことから，慢性的な高血糖は，大腿骨の骨密
度を減少させることが示唆された。以上より，NSY マウスは，高血糖抑制効果をもつ運動負荷や栄養摂取による骨密度の変化を
検討するためのモデル動物となりうると思われる。多くの 2 型糖尿病モデルマウスは，骨の成熟を待たずして 2 型糖尿病を発症
することから，骨の成熟後に 2 型糖尿病を発症することの多いヒトの病態と比較することは困難であった。しかし，NSY マウス
は，骨の成熟後に 2 型糖尿病を発症することから，糖尿病による骨への影響は，他の 2 型糖尿病モデルマウスよりも，ヒトに近
い病態を示すものと思われる。
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P-DM-06-2

横隔神経運動ニューロンは糖尿病性ニューロパチーにより障害される

生友 聖子1），玉木 徹1），大城 直美2），丹羽 正利2），三科 貴博1），村松 憲1）
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key words 糖尿病性ニューロパチー・横隔神経・運動ニューロン

【はじめに，目的】

日常生活において，糖尿病患者が呼吸苦や循環器症状を訴えることはほとんど無い。しかし，糖尿病患者における努力性肺活量
の減少や，呼吸筋の筋持久力低下などが報告されていることから，糖尿病罹患者に何らかの呼吸障害が生じている可能性は高
い。我々は最近，この推測を元に行なった電気生理学的解析にて，糖尿病モデルラットの横隔膜に除神経とその後の再神経支配
筋に特徴的な巨大運動単位電位が観察されたことを報告した。そこで，この除神経とその後の再神経支配が，DN による運動
ニューロンの脱落に起因しているのかを明らかにするため，今回，1 型糖尿病モデルラットを対象に，横隔神経核の逆行標識を
行なった。

【方法】

実験には，13 週齢の雄性 Wistar ラットに Streptzotocin を腹腔内投与し，1 型糖尿病を発症させた STZ ラットを糖尿病群，同
週齢の Wistar ラットを対照群として用いた。両群とも 22 週間の飼育期間をおいて実験に供した。ハロタン吸入麻酔下で対象の
頸部を切開し，腕神経叢から分枝した横隔神経を同定し，切断する。断端を Dextran texas�red 溶液に 1 時間暴露し，術創を閉
じて動物を回復させる。2 週間の生存期間をおいて，麻酔下にて潅流固定を行い，第 2～6 頸髄を摘出した。取り出した脊髄を
80μm の厚さに薄切して，蛍光顕微鏡下で標本を観察及び撮影し，imageJ を用いて運動ニューロンの細胞数と断面積を計測し
た。

【結果】

逆行標識された横隔神経核は，切断側と同側に分布し，脊髄の長軸方向にカラム（柱）を形成している様子が観察された。また，
糖尿病群では，逆行標識された細胞の密度が対照群に比べて明らかに低く，細胞数を計測した結果，糖尿病群では 124.00±33.79
個，対照群では 221.00±41.73 個と，糖尿病群において有意に細胞数が少なかった。細胞の断面積については，両群に間に有意
差を認めなかった。

【結論】

以上の結果は，糖尿病罹患により横隔神経核が障害を受け，脱落している可能性を示唆している。先に報告した電気生理学的な
解析結果と照らすと，糖尿病の罹患により横隔神経核の運動ニューロンが脱落し，残存している運動ニューロンが除神経された
横隔膜の筋線維を再神経支配して，機能代償をしている可能性が高いと考えられる。一般的に再神経支配筋は疲労耐性が低いな
どの特徴が認められるため，横隔膜の除神経・再神経支配は糖尿病患者の換気能力を低下させ，運動耐容能の低下に関与してい
る可能性が高いと推察される。しかし，これらの呼吸障害は筋の代謝異常に起因すると考えられており，神経障害と呼吸・循環
機能との関連性については十分な研究がなされていない。今後，更なる解析を加え，糖尿病性の呼吸器障害と運動耐容能との関
係を明らかにしていきたい。
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P-DM-06-3

糖尿病網膜症患者における動体視力が視覚関連QOLに及ぼす影響

岩城 大介1），河江 敏広1），中島 勇樹1），筆保 健一1），福原 幸樹1），廣田 智弘1），関川 清一2），
米田 真康3），木村 浩彰4）
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3）広島大学病院内分泌・糖尿病内科，4）広島大学病院リハビリテーション科

key words 糖尿病網膜症・動体視力・視覚関連QOL

【はじめに，目的】

糖尿病網膜症は糖代謝異常により引き起こされる糖尿病に特有の細小血管合併症の一つである。一般住民を対象とした久山町
研究では，2007 年において 40 歳以上の糖尿病患者の 15.0％ に網膜症が発症している。さらに視機能の観点からも，日本におけ
る失明原因の 19.0％ を占め，緑内障に次いで第 2 位である重篤な疾患である。

近年，眼科領域でも QOL の概念が提唱されており，視覚関連 QOL として緑内障や糖尿病網膜症患者を対象にいくつかの報告が
されている。これまでの報告では，糖尿病網膜症患者では静止視力の低下と QOL が関連していることが明らかとなっている。

一方で，動体視力は人間が動くものを見続ける能力であり，加齢により低下し，運動や運転などの活動において重要とされてい
る。しかし，糖尿病患者を対象に動体視力と視覚関連 QOL の関連を検討した報告はない。

従って，本研究では糖尿病患者の静止視力・動体視力と視覚関連 QOL を評価し，糖尿病網膜症の有無による違いを明らかにす
ることを目的とした。

【方法】

当院に入院した 2 型糖尿病患者 33 名（男性：17 名，女性：16 名，年齢：65.9±12.3 歳，BMI：27.3±8.8kg/m2，HbA1c：8.9
±2.9％，罹病期間：10.8±6.8 年）を対象とした。増殖網膜症を認める群を「網膜症有り」群，網膜症を認めない群を「網膜症無
し」群とし，単純網膜症及び増殖前網膜症の患者は対象から除外した。糖尿病網膜症の重症度は眼科医により診断された。

身体機能として膝伸展筋力，重心動揺検査によるバランス機能を測定した。視覚機能として静止視力・動体視力を測定した。ま
た，視覚関連 QOL 評価として VFQ－25 日本語版の自己記入式を用いた。VFQ－25 は視覚関連 QOL の 12 領域（下位尺度）と
25 の項目が用意されており，それぞれ質問ごとの数字を得点換算して使用した。

2 群間の比較には対応の無い t 検定を使用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】

網膜症有り群は 9 名，無し群は 24 名であった。

網膜症の有無では身体機能，静止視力に有意な差を認めなかった（p＞0.05）。

動体視力は網膜症有り群が 16.1±2.2 rpm であり，無し群 22.0±7.9 rpm に比べ有意に低下した（p=0.03）。

網膜症有り群では，VFQ�25 の下位項目である近見視力による行動（60.8±19.7 vs 75.3±13.0 点：p=0.01），遠見視力による行動
（62.5±14.3 vs 80.6±14.9 点：p＜0.01），周辺視力（60.0±26.9 vs 80.0±17.7 点：p=0.01），VFQ�25 の総合得点（733.1±145.9 vs
852.5±151.6 点：p=0.04）が網膜症無し群に比べ有意に低値であった。

【結論】

糖尿病網膜症の有無では身体機能，静止視力に有意な差は認めなかったが，網膜症有り群では動体視力，VFQ�25 による視覚関
連 QOL の低下を認めた。糖尿病増殖網膜症患者は運動療法の積極的な対象にはならないが，動体視力の低下により QOL の低下
をきたしているため，動体視力を向上させる理学療法プログラムを立案する必要がある。
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糖尿病患者のもつ疼痛の実態およびその関連因子について

菊山 優己1,2），瀧野 晧哉3），高木 聖4），中村 優希1），白川 和広1），城島 直人1），
森 康一1），今村 康弘1），佐藤 祐造2），肥田 朋子5）

1）済衆館病院，2）愛知みずほ大学大学院人間科学研究科，3）岐阜ハートセンター，
4）常葉大学保健医療学部，5）名古屋学院大学リハビリテーション学部

key words 糖尿病・疼痛・有痛性糖尿病性神経障害

【はじめに，目的】糖尿病（DM）に対する運動療法は確立された治療手段であり，運動の継続や身体活動量の向上は DM コン
トロールにおいて重要である。しかし，DM 患者における運動療法を実施していない理由の 21.9% が「運動すると痛くなるとこ
ろがある」であり（荒川ら，2015），臨床においても大きな問題である。DM に由来する疼痛には有痛性糖尿病性神経障害（PDN）
があるが，臨床で遭遇する痛みは神経障害由来のものだけではない。今回，DM における PDN ならびにその他の疼痛の保有率
と，疼痛に関わる因子を明らかにすることにした。

【方法】対象は当院教育入院および外来通院中の DM56 例である（男性 28 例，女性 28 例，平均年齢 67.3±12.1 歳）。調査項目は，
①患者背景因子（年齢，性別，BMI，罹患年数，HbA1c，随時血糖値，糖尿病神経障害（DN）の有無（Michigan Neuropathy
Screening Instrument にて判定），運動習慣の有無（運動行動変容ステージ尺度を使用して判定），鎮痛薬服用の有無），②疼痛
評価，③身体活動量（国際標準化身体活動質問票を用いて一日の平均身体活動量を kcal に換算），④運動機能（握力，10m 最大
歩行時間）とした。問診にて疼痛の有無と機転を聴取し，疼痛部位に関しては Pain Drawing を使用して評価した。疼痛部位が
複数箇所である場合，疼痛強度が最も高い部位を採用した。また，本研究においては DN 特有の痛みを有するものを PDN 有り
と判定した。統計解析として疼痛の有無の 2 群間と各要因についての比較には Mann�Whitney U 検定および χ2検定を用い，有
意水準は 5% 未満とした。

【結果】本研究において疼痛を認めるものは 24 例（43%）であった。疼痛の要因は，PDN（6 例），整形疾患（6 例），原因不明
（12 例）であった。疼痛部位は足趾（6 例），腰部（5 例），肩（4 例），その他（9 例）であった。また，DN を認めた 23 例のう
ち，PDN は 6 例（26%）であった。疼痛の有無で身体活動量や運動機能に有意な差を認めなかったものの，疼痛有群は有意に年
齢が低く（有：62.8±13.8 歳 vs 無：70.6±9.1 歳，P＜0.05），DN 保有者が多かった（有：61% vs 無：28%，P＜0.05）。

【結論】DM 患者における疼痛保有者は 4 割程度認め，その要因としては DN が関連していた。これは DN の主症状である感覚
系自覚症状が疼痛に影響していたことが考えられる。しかし，細かく疼痛についても聴取してみると DN による疼痛以外にも腰
や肩など全身にわたる疼痛を訴える患者が多かった。そのため DM の運動指導において疼痛を考慮した介入が重要である。
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動脈硬化指標と外気温との関連について
―運動習慣をもつ肥満症患者における検討―

本田 寛人1），井垣 誠1），小松 素明2），田中愼一郎2）

1）公立豊岡病院日高医療センターリハビリテーション技術科，2）公立豊岡病院日高医療センター内科

key words 肥満・動脈硬化・運動習慣

【はじめに，目的】

身体活動量に影響を与える要因の一つに，気温や降雨などの気象学的因子が挙げられる。とくに冬季の気温低下は運動機会の減
少を引き起こし，それに伴い，体重の増加や代謝機能の悪化などを臨床上よく経験する。一般に，動脈硬化指標の一つである血
流依存性血管拡張反応（flow�mediated dilation：FMD）も，気温が低下する冬季に悪化するとされる。我々は過去，通院型の
運動療法を継続して週 2 回以上実施する肥満症患者では，体重・代謝関連指標管理において外気温の影響が少ないことを報告
したが，FMD やほかの動脈硬化指標である心臓足首血管指数（cardio�ankle vascular index：CAVI）および足関節上腕血圧比

（ankle�brachial pressure index：ABI）の変動を把握できていない。そこで今回，運動習慣をもつ肥満症患者における動脈硬化
指標と外気温との関連を検証した。

【方法】

対象は，外来の肥満症患者 21 名［男性 6 名，女性 15 名，年齢 65.5±2.6 歳，body mass index（BMI）28.4±1.2 kg/m2（±標準
誤差）（いずれもデータ収集開始時）］である。対象者は，院内監視下の運動療法を週 2 回以上，2016 年 10 月現在まで 10 年近く
継続している。運動種目はトレッドミルや自転車エルゴメーターを用いた 40 分間の有酸素運動であり，中等強度の範囲の心拍
数を目標としている。データ収集期間はデータ欠損のない過去 5 年間とした（2010 年 1 月～2014 年 12 月）。血圧および動脈硬
化指標である FMD，CAVI，ABI と平均外気温との関係を単相関分析（Pearson の積率相関係数）にて解析した。有意水準はす
べて危険率 5% 未満とした。

【結果】

5 年間の追跡では，各指標で有意な経年変化はみられなかった。平均外気温との関係では，血圧および FMD で有意な相関がみ
られたが（r=�0.659，r=0.539，ともに p＜0.01），CAVI および ABI では有意ではなかった（r=�0.145，r=0.029）。

【結論】

本研究では，運動習慣をもつ肥満症患者においても，気温の低下に伴い血管内皮機能が悪化する結果となった。FMD が外気温
と正の相関関係にあった要因として，血圧の影響が挙げられる。一般に，FMD と血圧は負の相関関係にあるとされる。今回，
血圧は外気温と負の相関関係にあったが，低外気温環境下で末梢血管抵抗が増大することで血圧上昇を引き起こし，それに伴い
血管内皮機能が障害され，FMD が悪化したと考えられる。一方，CAVI や ABI では外気温の変化に伴う変動はみられなかった
が，その要因として，CAVI や ABI は動脈の器質的な変化を捉えるものであり，その変化は FMD よりも緩やかであることが考
えられる。運動療法の効果判定など臨床評価の際には，このような各動脈硬化指標の特徴を考慮しなければならない。
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ロコモティブシンドローム早期発見ツールとしてのロコモ度テストの実用性検討
―ロコモ 5との比較，転倒予防評価項目を踏まえて―

清水 菜穂，柊 幸伸，中村 浩，山田 洋二，川崎 翼，兎澤 良輔，勝木 員子，
平野 正広

了德寺大学健康科学部理学療法学科

key words ロコモティブシンドローム・ロコモ度テスト・転倒予防

【はじめに】近年，地域在住高齢者を対象とした専門職による介護予防教室が各地で展開されている。中でも，要介護リスクの
一つとして考えられている「ロコモティブシンドローム」（以下，ロコモ）に対する予防教室は，多くの医療・福祉機関が取り組
んでいる。ロコモ早期発見ツールとしては，従来アンケート式のロコモ 5 が実施されてきたが，近年ロコモ度テストの普及が増
えつつある。しかし，ロコモ度テストの実用報告，及び実用性の検討の報告は少ないのが現状である。

【目的】ロコモ早期発見ツールとしてのロコモ度テストの実用性ついて，ロコモ 5 との比較，及び転倒予防評価項目を踏まえて
検討することである。

【対象】対象は，浦安市介護予防推進協働事業の介護予防運動教室に参加している浦安市民中高齢者の中から 34 名をランダムに
て抽出した。（男性 5 名女性 29 名，平均年齢 73.2±7.5 歳，平均身長 155.5±6.9cm，平均体重 52.4±8.9kg）34 名のうち，ロコモ
度テストにてロコモ度 1，ロコモ度 2 に該当する者を「ロコモ度陽性群」（男性 4 名女性 24 名の計 28 名），同対象者においてロコ
モ 5 を実施し 6 点以上の者を「ロコモ 5 陽性群」（男性 1 名女性 3 名の計 4 名）とした。

【方法】ロコモ度テストは，「立ち上がりテスト」「2 ステップテスト」「ロコモ 25」を実施した。ロコモ度陽性群，ロコモ 5 陽性群
の該当者数をそれぞれ算出した。身体機能評価として，Functional Reach Test（以下，FRT），Time Up and Go Test（以下，TUG），
前方 10m 歩行速度，後方 10m 歩行速度，後方 2 ステップ値，横歩き速度を計測した。身体機能項目をロコモ度陽性群と陰性群，
ロコモ 5 陽性群と陰性群の二群で比較・検討した。尚，立ち上がりテストに関しては，点数化し統計を行った。統計は，身体機
能項目について Mann�Whitney’s U test を用い行った。有意水準は 5% とした。

【結果】ロコモ 5 で算出したロコモ該当率は全体の 12％ であり，ロコモ度テストで算出したロコモ該当率は全体の 84％ であっ
た。身体評価項目に関しては，著明な差は認められなかった。また，TUG，前方 10m 歩行速度の項目においては，ロコモ度陽
性群，ロコモ 5 陽性群共に転倒のカットオフ値を下回り，FRT では上回る結果となった。

【考察】本研究では，ロコモ度テストの方がロコモ 5 よりもロコモ該当者数が多く，転倒に関しては，ロコモか否かに関わらず
転倒の可能性は低い結果となった。以上の事から，ロコモ度テストは，転倒予防に使われるバランス評価項目で問題がない者も
ロコモと判断されることが示された。ロコモ度テストは，要介護に近い対象者だけではなく，高齢者より若い世代に対してロコ
モに気づき対策をとることを目的としている。以上の事から，より多くの中高齢者からロコモ該当者を見つけ出しフォローアッ
プを行っていくためにも，転倒予防評価やロコモ 5 だけで無くロコモ度テスト実施の必要性は高いと考える。
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地域在住中高年者の 2年後のロコモ移行に関わる要因の検討
ロコモ 25のアンケート追跡調査からの男女別の解析

新井 智之1,2），藤田 博暁1,2），丸谷 康平1,2），旭 竜馬2,3），森田 泰裕2,4），細井 俊希1,2），
石橋 英明2,5）

1）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，2）高齢者運動器疾患研究所，
3）日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
4）JCHO東京新宿メディカルセンター，5）伊奈病院整形外科

key words ロコモティブシンドローム・高齢者・ロコモ25

【はじめに，目的】ロコモティブシンドローム（ロコモ）は 2015 年に臨床判断値が発表され，ロコモ度テストによりロコモを判
定することが可能となった。ロコモ 25 はロコモ度テストの 1 つであり，7 点以上をロコモと判定する質問表である。本研究では
ロコモ 25 のアンケート追跡調査から，ロコモ非該当の中高年者の 2 年後のロコモ移行に関わる要因を明らかにすることを目的
とする。

【方法】対象は 2013 年の初回調査に参加した 60�79 歳の中高年者 462 人のうち，初回のロコモ 25 の得点が 7 点未満であり，か
つ 2 年後のアンケート調査が可能であった 266 人（平均年齢 69.0±5.1 歳，男 126 人，女 140 人）である。初回調査では，年齢，
BMI，握力，片脚立ち時間，5 回起立時間，立ち上がりテスト，最大歩行速度，2 ステップ値，膝伸展筋力，WOMAC 痛みスコ
ア，簡易栄養状態評価表（MNA�SF），骨粗鬆症・腰部脊柱菅狭窄症・変形性膝関節症の有無，転倒・骨折の有無を測定した。
なお立ち上がりテストは，40cm 台からの片脚立ち上がりの可/否を解析に使用した。さらに 2 年後にロコモ 25 のアンケート調
査を行った。解析では，2 年後にロコモ 25 の得点が 7 点未満だった者を非ロコモ群と，2 年後のロコモ 25 の得点が 7 点以上に
悪化した者をロコモ移行群に対象者を分け，両群間で初回調査の測定項目の比較を男女別に行った。さらにロコモ移行の有無を
従属変数として，単変量解析で有意差のあった項目を独立変数としたロジスティック回帰分析を行い，2 年後のロコモ移行に関
わる因子を男女別に検討した。

【結果】2 年後にロコモ 25 が 7 点以上となった対象者は全体で 41 人であり，男性で 17 人（13.5％），女性で 24 人（17.1％）であっ
た。年齢・性別・BMI を調整した多重ロジスティック回帰分析の結果，2 年後のロコモ発生に関わる要因として抽出されたの
は，男性では MNA�SF（オッズ比 0.440，95％CI：0.265�0.731，p=0.002），40cm 台からの片脚立ち上がりの可/否（オッズ比 5.010，
95％CI：1.439�17.449，p=0.011），脊柱管狭窄症の有無（オッズ比 9.452，95％CI：1.799�49.948，p=0.008）であり，女性では，
MNA�SF（オッズ比 0.558，95％CI：0.356�0.875，p=0.011），WOMAC 痛みスコア（オッズ比 2.977，95％CI：1.530�5.795，p
=0.001），最大歩行速度（オッズ比 0.009，95％CI：0.001�0.109，p＜0.001）であった。

【結論】本研究の結果，2 年後のロコモ発生に関わる男女共通の要因として栄養状態が抽出された。さらに男性では下肢筋力と腰
部脊柱管狭窄症の有無，女性では移動能力と痛みが将来のロコモ発生に影響していた。このことからロコモの予防ためには，低
栄養に対する対策に加え，男性においては，下肢筋力の向上と腰椎疾患の予防，女性においては移動能力の向上と痛みへの対策
が重要であることが示唆された。
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歩行機能低下が軽度要介護高齢者の重度化を引き起こす
～31457 名を対象とした 24か月間の縦断調査～

波戸真之介1），林 悠太1），島田 裕之2）

1）株式会社ツクイ，2）国立長寿医療研究センター

key words 要介護高齢者・歩行機能・縦断研究

【はじめに，目的】

要介護状態の重度化予防のために，理学療法士が歩行機能の維持・向上を図る場面は多い。しかし，元気高齢者と比較して要介
護高齢者を対象とした研究報告は少なく，要介護高齢者の歩行機能と重度化の関連性について，データの蓄積とエビデンスの構
築をしていくことが必要とされている。

そこで本研究の目的は，軽度要介護高齢者の重度化と歩行機能の関連性を 24 か月間の追跡調査によって明らかにすることとし
た。

【方法】

対象は，2006 年 1 月から 2015 年 10 月までに全国のデイサービス 440 施設を利用していた軽度要介護高齢者 31457 名（平均年齢
82.3±6.8 歳，男性 10896 名，女性 20561 名，要介護 1：17493 名，要介護 2：13964 名）とした。

デイサービス利用開始後，通常歩行速度を測定した時点をベースラインとして，その後 24 か月間，毎月の要介護度を調査して，
要介護 3 よりも重度と認定された月を抽出した。

統計学的解析として，ベースラインにおける歩行機能が将来の重度化に及ぼす影響を検討するため，歩行速度が速い順に四分位
で I～IV 群，測定不可者を V 群として分類したのちに，各群の要介護状態の重度化発生率を Kaplan�Meier 法によって算出し，
Log�rank 検定を用いて群間の重度化発生率曲線の比較を行った。

【結果】

歩行速度の結果より，I 群は男性 0.870m/sec 以上，女性 0.845m/sec 以上，II 群は男性 0.869～0.667m/sec，女性 0.844～0.638
m/sec，III 群は男性 0.666～0.476m/sec，女性 0.0.637～0.454m/sec，IV 群は男性 0.475m/sec 以下，女性 0.453m/sec 以下とした。
このとき，24 か月の調査期間において軽度要介護状態から重度化したのは，I 群で 1008/6904 名（14.6%），II 群で 1165/6439
名（18.1%），III 群で 1306/6174 名（21.2%），IV 群で 589/6239 名（25.5%），V 群で 1990/5701 名（34.9%）であった。

Log�rank 検定により，重度化発生率曲線の群間比較を行ったところ，I 群から V 群までの全ての組み合わせで有意な差が認め
られた。

【結論】

軽度要介護高齢者において，歩行機能が低下するほど要介護状態の重度化率は高まり，歩行できない場合はさらに重度化につな
がりやすいことを大規模集団で縦断的に示すことができた。また，本研究では段階的に各歩行機能レベルにおける重度化発生率
を示すことができたため，介護保険施設等で歩行関連プログラムの必要性を検討する場合にも参考としやすい結果であると考
える。

介護保険領域における理学療法士の役割として，歩行機能の維持・向上を求められることは多い。今後は理学療法介入による歩
行機能の維持・向上が，要介護高齢者の重度化予防につながっていることを縦断的に示すことが必要であろう。
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O-YB-01-4

地域在住高齢者における歩行比からみた歩行パターンと転倒の関連性

中窪 翔1），牧迫飛雄馬1），土井 剛彦1），堤本 広大1），堀田 亮1），牧野圭太郎1），
鈴木 隆雄1,2），島田 裕之1）

1）国立長寿医療研究センター，2）桜美林大学

key words 地域在住高齢者・転倒・歩行比

【はじめに，目的】高齢期における歩行速度の低下は重要な転倒リスクのひとつである。歩行速度は歩幅と歩行率（ケイデンス）
から決定され，この両因子から求める歩行比（歩幅/ケイデンス）は歩行速度を維持するための戦略を表す個人の歩行パターン
と捉えられる。しかし，歩行比と転倒の関連性については十分に検討されていない。本研究の目的は，地域在住高齢者を対象に
歩行比と転倒の関連性を横断的に検討することである。

【方法】National Center for Geriatrics and Gerontology�Study of Geriatric Syndromes に参加した 65 歳以上の地域在住高齢者
10,885 名のうち，アルツハイマー病，パーキンソン病，脳卒中の現病および既往のある者，MMSE が 18 点未満の者，欠損値が
ある者を除外した 9,205 名（女性 4,987 名，平均年齢 73.7±5.6 歳）を解析対象とした。ANIMA 社製ウォーク Way MV�1000
を用いて通常歩行速度にて歩行評価を実施し，歩行速度，歩幅，ケイデンスを評価指標とした。歩行比は歩幅をケイデンスで除
して算出し（m/（step/min）），3 分位の値を基に対象者を 3 群（T1，T2：参照，T3）に群分けした。なお，各歩行指標は，関
谷ら（1996 年）の報告に準じて身長を用いて補正した。転倒経験は，過去 1 年間の転倒経験の有無を聴取した。共変量として，
基本属性，病歴，服薬数，転倒恐怖感の有無，平均歩行時間（分/日）を聴取し，Body Mass Index，うつ症状（Geriatric Depres-
sion Scale），MMSE を評価した。統計解析は，転倒の有無を従属変数，歩行速度低下（1.0m/秒未満）の有無および歩行比を独
立変数とした多重ロジスティック回帰分析を実施した。さらに，歩行速度の低下の有無による関係性の違いを検討するために歩
行速度 1.0m/秒以上および未満で層分けして同様の分析を実施した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】全対象者における過去 1 年間の転倒経験率は 17.6％ であった。転倒経験に対して，歩行速度低下の有無と歩行比を同時
投入した結果，歩行速度低下および歩行比の値が小さい T1 群において有意な関係性を示した（歩行速度 OR：1.40，95%CI：
1.21�1.62，歩行比 OR：1.18，95%CI：1.03�1.35）。さらに，1.0m/秒未満の群（1,496 名）での解析では歩行比は転倒と有意な関
連性を認めなかったが，1.0m/秒以上の群（7,709 名）では T1 群において転倒と有意な関連性を認めた（OR：1.29，95%CI：1.11�
1.50）。

【結論】本研究より，歩行速度が低下している群では歩行比と過去 1 年の転倒経験との間に有意な関連性はみられなかったが，
歩行速度を維持できている群においては，歩行比が小さいことが転倒経験と関連していることが示唆された。歩行比が小さいこ
とは，歩幅の減少，あるいはケイデンスの増加を反映しており，歩行速度の維持のためにケイデンスを増加させる戦略を選択し
ていると考えられる。今後は，このような歩行戦略の違いが将来の転倒発生と関連するかについて，縦断的な検討する必要であ
る。
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O-YB-01-5

在宅脳卒中片麻痺者における転倒関連自己効力感の低下を予測する因子の検討
～1年間の縦断調査より～

松田 直樹，内藤 考洋，鈴木 創，伊藤 一成，加藤 侑，石井 賢寿，稲田 亨

旭川リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 転倒関連自己効力感・脳卒中・下肢筋力

【はじめに，目的】

脳卒中片麻痺者において，転倒関連自己効力感の低下は，過度な活動量抑制を介して ADL 能力低下や QOL の低下につながると
考えられ，理学療法士にとってその予防は重要な課題である。これまで，脳卒中片麻痺者の転倒関連自己効力感に関連する因子
に関して横断的な調査は報告されているが，転倒関連自己効力感を縦断的に調査し，その低下を予測する因子を検討した報告は
なされていない。よって，本研究の目的は，在宅脳卒中片麻痺者の転倒関連自己効力感低下を予測するための因子を縦断的な調
査から検討し，明らかにすることである。

【方法】

対象は，当院外来リハビリテーションに通う在宅脳卒中片麻痺者のうち，屋内移動を自立歩行で行っている 60 名（平均年齢 63.3
歳，男性 32 名・女性 28 名）とした。調査は，2015 年 3～5 月に Base line（BL）時調査を行った。調査項目は，転倒関連自己効
力感の評価として Modified Fall Efficacy Scale（MFES），生活空間の広がりの評価として Life Space Assessment（LSA），健康
関連 QOL の評価として Euro QOL の効用値（EQ），日常生活動作能力の評価として Barthel Index（BI），歩行能力の評価とし
て 10m 歩行速度，バランス能力の指標として Timed up and Go Test（TUG）及び Functional Reach Test（FRT），下肢筋力の
指標として 30 秒椅子立ち上がり試験（CS30）を行った。また，BL 時調査から 1 年後に Follow up（FU）時調査として，MFES
を再度調査した。統計学的解析は，BL 時における MFES と各項目の間における Spearman の順位相関係数を算出した。また，
BL 時と比較して FU 時に MFES が低下した群を低下群，それ以外を非低下群とし，2 群間における BL 時の各項目を，対応の
ない t 検定および Mann�Whitney の U 検定で比較した。さらに，従属変数を MFES 低下の有無，独立変数を BL 時において
MFES との相関が認められた項目とした多重ロジスティック回帰分析にて抽出された項目を用いて，1 年後の MFES 低下を予
測するカットオフ値を ROC 曲線によって算出した。有意水準は 5% とした。

【結果】

BL 時における MFES と有意な相関があった項目は LSA，EQ，BI，歩行速度，TUG，FRT，CS30 であった。対象者のうち，
28 名が低下群，32 名が非低下群に分類された。低下群・非低下群の 2 群間による各評価項目の比較では，CS30 のみが低下群に
おいて有意に低値であった。さらに，多重ロジスティック回帰分析の結果においても，CS30 が予測因子として抽出された（オッ
ズ比：0.76，95% 信頼区間：0.62～0.94）。ROC 曲線より算出された，1 年後の MFES 低下を予測する CS30 のカットオフ値は 11
回（感度：68.7%・特異度：67.8%・AUC：0.73）であった。

【結論】

本研究結果より，1 年後に転倒関連自己効力感が低下した在宅脳卒中片麻痺者は，低下しなかった者と比較して BL 時において
下肢筋力が低下していたことが示された。また，CS30 が 11 回を下回る対象者においては，1 年後に転倒関連自己効力感が低下
する可能性が高いことが示唆された。
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O-YB-01-6

牽引式徒手筋力計を使用した等尺性脚伸展筋力測定の実用化に向けた研究

世古 俊明1），隈元 庸夫2），高橋 由依3），工藤 夢子3），三浦 紗世4），松田 涼5），伊藤 俊一1）

1）北海道千歳リハビリテーション学院，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，3）愛全病院，
4）北星病院，5）新さっぽろ脳神経外科病院

key words 脚伸展筋力・徒手筋力計・ロコモ

【はじめに，目的】等尺性脚伸展筋力（Leg press：Lp）は股，膝，足関節による複合伸展運動の力であり，移動機能に強く影響
を及ぼす。移動機能の低下は要介護リスクを高めるため，その早期発見は重要である。そのため Lp 測定は移動機能を簡便にス
クリーニングする上でも臨床的意義が高い。しかし Lp 測定には専用の大型機器が必要であり，汎用性に欠けることが懸念され
る。我々は，若年者を対象に牽引式徒手筋力計（HHD）を用いた Lp 測定を検証し，測定値の再現性が高いことを報告した。し
かし，高齢者を対象に移動機能との関連性を含めた検討が今後の課題となった。本研究の目的は高齢者における HHD を用いた
Lp 測定の有用性を検証することである。

【方法】対象は健常高齢者 52 名（男性 9 名，女性 43 名，平均年齢 72±7.6 歳）とした。Lp および，従来から移動機能との関連
が報告されている膝伸展筋力（Knee extension：Ke），膝屈曲筋力（Knee flexion：Kf）を HHD（Mobie MT100，酒井医療社製）
にて，握力をデジタル握力計（竹井工業社製）にて測定した。Lp の測定肢位は背もたれ付きの椅子に深く腰掛けた座位とし，
測定下肢はもう一脚の椅子座面に挙上させ膝 60 度屈曲位に設定した。HHD の左右に付属する牽引ベルトの位置を一方は椅子
の背もたれ後面で腸骨稜の高さとし，もう一方は測定側の足底で舟状骨レベルとした。Ke，Kf の測定肢位は股，膝 90 度屈曲位
での椅子座位とし，加藤らのベルト固定法に準じて測定した。いずれも測定側は利き足とし，2 回の平均値を求め Lp は体重比

（kgf/kg），Ke，Kf はトルク値体重比（kgfm/kg）を算出した。握力は左右の平均値を求め，体重比（kgf/kg）を算出した。移
動機能の指標としてロコモ度テスト（起立テスト，2 ステップテト，ロコモ 25）を採用した。Lp の再現性は ICC（1，1）と Bland�
Altman 分析にて検討した。ロコモ度テストを従属変数，Lp，Ke，Kf，握力を独立変数，年齢，性別，身長を調整変数とした重
回帰分析を行った。有意水準を 5% とした。

【結果】Lp の ICC（1，1）は 0.95 であった。また Bland�Altman 分析の結果，比例誤差は認めず，1 回目より 2 回目の値が高い
傾向を示す固定誤差を認め，誤差の許容範囲は�10.2～6.5 kgf であった。重回帰分析の結果，独立変数間に多重共線性の問題は認
めず，起立テスト，2 ステップテスト，ロコモ 25 のすべてにおいて Lp のみが有意に選択された（F=22.1，8.4，4.0）。

【結論】HHD を用いた Lp 測定は高齢者を対象とした場合でも再現性が得られ，移動機能を反映する下肢の複合伸展筋力評価と
して有用となる。
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O-YB-02-1

地域に在住する肥満高齢者の縦断的観察に関する研究
1年間後の肥満からサルコペニア肥満への進展の要因についての検討

解良 武士1,2），河合 恒1），平野 浩彦1），小島 基永3），藤原 佳典1），井原 一成4），大渕 修一1）

1）東京都健康長寿医療センター研究所，2）日本赤十字社小川赤十字病院，
3）東京医療学院大学保健医療学部，4）東邦大学医学部

key words サルコペニア・肥満・歩行速度

【はじめに】高齢期は体脂肪量に比べると骨格筋の減少が著しく，加齢に伴い BMI が減少するにもかかわらず体脂肪率は高くな
る。サルコペニア肥満はサルコペニアと肥満が合併している状態であるが，脂質代謝異常の増加，体重過多による膝痛発生や運
動機能の低下の観点から関心が高い。このサルコペニア肥満は，サルコペニアに肥満が加わったのか，肥満から筋肉の減少が起
こった結果であるのかについては，これまで十分な検討がない。本研究は 1 年間の縦断的な観察から，地域在住高齢者における
サルコペニア肥満への進展の状況について明らかにし，その要因について検討することを目的とした。

【対象および方法】本研究所の長期縦断研究「お達者検診」の 2013 年，2014 年の連続受診者のうち，歩行速度，握力，体組成の
測定値に欠損がない 530 名を解析対象とした。年齢，身長，体重，BMI，体組成（体脂肪量，体脂肪率，除脂肪体重，骨格筋指
数），運動機能（握力，5m 通常・最大歩行時間，Timed�up ＆ go test，片足立ち時間）を測定した。

骨格筋指数（＜7.09kg/m2/＜5.92kg/m2＞；男性/女性）と握力（＜25kg/＜20kg；男性/女性）または歩行速度（1m/秒）が基準
値未満のものをサルコペニア，体脂肪率が基準値以上（＜27.0%/＜33.1%；男性/女性；ベースライン測定時の体脂肪率 5 分位上
2 位）のものを肥満，サルコペニアと肥満の双方を有する場合をサルコペニア肥満と定義した。1 年後に新たにサルコペニア肥
満となったもので最も多かったのは，ベースライン時に肥満に分類されたものであったため，肥満からサルコペニア肥満に移行
したものを移行群，肥満のまま変化しなかったものを不変群に分類してベースライン時の体組成や運動機能を比較した。統計処
理には，群間の比較に対応のない t 検定と Mann�Whitney 検定を用いた。

【結果】ベースライン時に肥満であった 177 名のうち 10 名が，サルコペニアであった 37 名のうち 1 名が，いずれにも該当しな
い 284 名のうち 2 名が新規にサルコペニア肥満に移行した。移行群は不変群に比べ，有意にベースラインでの握力が弱く，5m
通常・最大歩行速度も長かった（p＜0.05�0.01）。また体組成の比較では，移行群は体格が小さく体脂肪量や除脂肪量も有意に少
なかったが，骨格筋指数も有意に低値であった（p＜0.05�0.01）。

【考察】新規サルコペニア肥満の多くは肥満状態に骨格筋の減少が加わったことにより発症していたが，これはベースライン測
定時から骨格筋の減少と身体機能の低下はすでに始まっていたことからも裏付けられる。肥大した脂肪細胞から放出されたサ
イトカインは骨格筋萎縮に関係すると考えられているが，サルコペニア肥満への進展にも同様の機序が関わっている可能性が
ある。さらに肥満を有する高齢者でも体格が小さく筋機能が低いものは，サルコペニア肥満に進展するリスクがあると考えられ
た。
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O-YB-02-2

50 歳代における健常者と前糖尿病者の身体機能，身体活動量の比較

常田 亮介1），三澤加代子1），西村 輝1），上野 七穂1），堺 彩夏1），山鹿 隆義1），井戸 芳和1），
吉村 康夫1,3），椎 大亮2），酒井 典子4），佐藤 裕信5），宮尾 陽一4），加藤 博之1,3）

1）信州大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）新生病院在宅リハビリテーション事業所，
3）信州大学医学部整形外科，4）新生病院整形外科，5）新生病院健康づくり研究所

key words 糖尿病・身体機能・身体活動量

【はじめに，目的】

2010 年に米国糖尿病学会で前糖尿病の基準が提唱され，前糖尿病からの介入により糖尿病予防の重要性が注目されている。日本
でも厚生労働省の 2012 年の調査で，糖尿病を疑われる人は合計 2050 万人とされ，糖尿病予防の重要性が注目されている。糖尿
病患者においては，筋力や身体活動量の低下が先行研究より報告されているが，糖尿病の初期段階である前糖尿病者における報
告はまだ少ない。前糖尿病期における身体機能と身体活動量を把握することは早期の介入や糖尿病への進行予防に有用である
と考える。

身体機能，身体組成は男女差があることは知られているため，今回は男性を対象に健常群と前糖尿病群の身体機能，身体活動量
を調査したので報告する。

【方法】

対象者は長野小布施町にて実施している地域住民健康調査（おぶせスタディ）にて 50 歳代の中から無作為に抽出し協力の得ら
れた男性 46 名（平均 54.5±2.4 歳）とした。前糖尿病は，米国糖尿病学会の基準に準拠し HbA1c＜5.7％ を健常群，5.7%≦HbA
1c≦6.4% を前糖尿病群とした。調査項目は Dual Energy X�ray Absorptiometry（DEXA）による骨格筋指数（SMI），握力，開
眼片脚立位時間，および質問紙による最近 1 週間の身体活動量を測定した。

質問紙による身体活動量の測定は，外出頻度，軽負荷運動の頻度，中等度負荷運動の頻度をそれぞれ，全くしないを 0 点，1～
2 日を 1 点，3～4 日を 2 点，5～7 日を 3 点と点数化した。

統計解析は，全調査項目ごとに健常群と前糖尿病群を t�test にて群間比較した（有意水準は 5%）。

【結果】

健常群は 26 名，前糖尿病群は 20 名であった。健常群は BMI22.5±2.4kg/m2，HbA1c5.47±0.2%，前糖尿病群 20 名は BMI22.8
±3.6kg/m2，HbA1c5.89±0.2% であった。

身体機能，身体活動量について，健常群では握力 42.0±7.8kg，片脚立位時間 53.4±12.4 秒，SMI7.65±0.8kg/m2，外出頻度 2.12
±1.2 点，軽負荷の運動 0.42±0.9 点，および中等度の運動 0.04±0.2 点であった。同様に前糖尿病群では握力 37.7±5.1kg，片脚
立位時間 50.9±13.3 秒，SMI7.55±0.8kg/m2，外出頻度 1.21±1.2 点，軽負荷の運動 0.00±0.0 点，および中等度の運動 0.05±0.2
点であった。

前糖尿病群は，健常群と比較し握力，外出頻度，および軽負荷の運動頻度が有意に低かった。

【結論】

身体機能について，前糖尿病群は健常群よりも，握力が有意に低値であった。Orlando G は糖尿病により上下肢で筋力が低下す
ることを報告している。本研究結果から，より軽症な前糖尿病の段階においても，筋力が低下することが示唆された。

身体活動量について，糖尿病患者においては中等度の定期的な運動が推奨されている。しかし本研究の前糖尿病群者において
は，中等度の運動では有意差が認められなかった。一方，外出頻度，軽負荷の運動において有意差が認められ，糖尿病と前糖尿
病とでは推奨される運動の頻度が異なる可能性がある。
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O-YB-02-3

身体機能の改善と運動の継続性との関係
客観的数値による改善と主観的な実感との違い

有田 真己1），万行 里佳2），岩井 浩一3）

1）つくば国際大学医療保健学部理学療法学科，2）目白大学保健医療学部理学療法学科，
3）茨城県立医療大学人間科学センター

key words 効果の実感・運動継続性・行動変容

【はじめに，目的】理学療法士にとって対象とする者の身体機能評価を実施することは必須である。同時に身体機能の改善を客
観的数値として提示することは，対象者の動機づけを高めることにつなげるだけでなく，介入内容を見直すきっかけにもなる。
しかし，数値による改善をいくら提示したとしても，対象者自らが改善を実感するに至らないケースは少なからず見受けられ
る。自主的な運動を継続させるためにも，運動の効果を自ら実感することは重要な要素と言える。これまで，我々は運動効果の
実感を評価し，提示することがその後の在宅運動の継続につながることを明らかにしてきた。しかしながら，客観的数値の改善
と主観的な実感のそれぞれが運動の継続性に対し関連するかどうかについては明らかにしていない。そこで，本研究は具体的に
客観的数値の改善と主観的な実感のそれぞれが，在宅運動の継続性へどの程度関連するかについて明らかにすることを目的と
する。

【方法】要支援・要介護者 46 名（男 21 名，女 25 名；平均 77.8±5.8 歳）を対象とした。評価項目は，基本属性，身体機能（TUG，
開眼片脚立ち，階段昇降時間，5m 最大歩行速度，CS�5），および効果の実感は，身体機能の 5 項目に対し，それぞれ効果を実
感したかどうかについて 7 件法により回答を求め平均得点を算出した。在宅運動の継続性はセルフチェックシートを用いて，実
施した在宅運動量の合計得点を算出した。なお，評価を実施した時期は，身体機能が初期および 1 ヵ月後であり，効果の実感お
よび在宅運動実施状況は 1 ヵ月後に評価した。統計解析は，ピアソンの積率相関係数を用いた。

【結果】身体機能の変化量と在宅運動継続性との関係について相関係数を算出した結果，階段昇降時間の項目にのみ有意な相関
が認められた。一方，効果の実感と在宅運動継続性との関係は，開眼片脚立ち，階段昇降時間，5m 最大歩行速度，CS�5 の 4
項目において，有意な相関関係にあることが認められた。

【結論】本研究は客観的数値の改善と主観的な実感のそれぞれが，在宅運動の継続性へ，どの程度関連するかについて明らかに
することである。本研究結果から，身体機能の客観的数値がいくら改善を示したとしても，在宅における自主的な運動の継続性
と関係性が低いことが明らかとなった。一方，各身体機能の主観的な実感と在宅運動の継続性との相関が有意であったことか
ら，運動の効果を実感することが在宅における自主的な運動の継続につながる可能性が示唆された。本研究で得られた知見は，
自助を醸成する役割を担う理学療法士に対する新たな患者評価の必要性を探るための視座を与えるものと言える。
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O-YB-02-4

小学生の第 1趾側角度の経時的変化

鹿内 和也1），尾田 敦2），石川 大瑛2），川口 陽亮3），吉田 深咲4），前田健太郎1），浦本 史也1），
横山 寛子1），伊藤 亮太1），藤林 直樹1）

1）弘前大学大学院保健学研究科，2）弘前大学教育研究院医学系保健科学領域，3）近江整形外科，
4）あづま脳神経外科病院

key words 小学生・第1趾側角度・経時的変化

【はじめに，目的】

外反母趾は小学 6 年生，中学生になると発症し始めるといわれているが，小学生時期における母趾の変形の経過は明らかになっ
ていない。外反母趾の低侵襲検査法の 1 つとして第 1 趾側角度の計測があり，単純 X 線像と高い相関があると報告されている。
本研究の目的は第 1 趾側角度を用いて小学生の外反母趾の経過を明らかにすることである。

【方法】

対象は A 県 H 市内の某小学校に通っていた 1 年生の中で保護者から同意が得られた児童のうち 6 年生まで継続して調査可能
であった 79 名（男子 37 名，女子 42 名）とした。第 1 趾側角度を計測するために Pedscope を用いて安静静止立位における足底
面を撮影した。その際，両後足部間および両第 2 趾間に 15cm の間隔をあけ，体重を両足に均等にかけるように指示した。その
後，画像解析ソフト imageJ を用いて第 1 基節骨頭・第 1 中足骨頭・内果後方を指標とした第 1 趾側角度を計測した。

統計解析は男女で分け，左右それぞれの足で行った。1 年時とそれ以降の学年の第 1 趾側角度を比較するために多重比較法とし
て Dunnett の方法を用いた。統計ソフトには SPSS16.0 を使用し，有意水準は 5% とした。

【結果】

各学年の第 1 趾側角度を平均±標準偏差（単位：̊）（右/左）で示す。男子は 1 年 8.4±3.8/9.4±4.0，2 年 8.1±4.1/8.7±3.8，3 年
8.7±3.4/8.9±3.9，4 年 9.8±4.1/9.2±3.7，5 年 10.3±3.8/10.9±4.0，6 年 10.2±4.2/11.0±4.1 であった。女子は 1 年 8.5±4.0/8.9
±3.5，2 年 9.5±4.2/8.5±4.1，3 年 10.4±5.7/10.5±4.8，4 年 12.0±5.4/11.3±5.0，5 年 12.2±4.6/12.5±4.7，6 年 12.1±4.7/12.5±4.8
であった。6 年生の時点で少なくとも片足が第 1 趾側角度 16̊ 以上であった児童は男子 7 名（両足 1 名，右足 3 名，左足 3 名），
女子 14 名（両足 5 名，右足 3 名，左足 6 名）であった。

男子の第 1 趾側角度は両足ともに 1 年時と比較して 5 年時以降に有意な増加が認められた。女子の第 1 趾側角度は両足ともに 1
年時と比較して 3 年時以降に有意な増加が認められた。

【結論】

本研究の結果では，小学生時期に第 1 趾側角度は増加し，外反母趾の基準値である 16̊ を超える児童も数名みられた。女子の第
1 趾側角度の増加は男子よりも早く 3 年生付近から生じており，この時期の男女の違いとして第二次性徴が考えられた。男子で
も高学年になると第 1 趾側角度の増加が生じており，この時期は一般的に部活動が始まる時期であるため，運動や運動靴が影響
している可能性が考えられた。今後は部活動や運動靴と外反母趾との関連を検討していくとともに，外反母趾予防のため小学生
時期から適切な靴や運動療法の指導を行っていくことが必要になってくると考えられた。
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学校保健法に基づく運動器検診の実施

片山 訓博，重島 晃史，宮﨑登美子，山﨑 裕司

高知リハビリテーション学院理学療法学科

key words 学校保健法・運動器検診・理学療法士

【はじめに】

文部科学省の省令改正により学校保健安全法に基づいて平成 28 年 4 月 1 日から学校定期健診に運動器検診の項目が加わった。
運動器の評価を専門的な知識をもって実施できる理学療法士（以下，PT）が，本事業へ参加する意義は大きいものと考えられ
る。今回，理学療法士が小学生を対象に運動器検診を実施したので，その結果について報告する。

【方法】

対象は，K 市内の小学校に通う 296 名（1 年生 44 名，2 年生 44 名，3 年生 53 名，4 年生 54 名，5 年生 47 名，6 年生 54 名）。事
前準備として検査項目をクラス担任により，児童に体験させた。その後，各家庭に運動器検査項目の説明書とアンケートを行い，
検査の周知に努めた。2 日間の内に，すべての児童を PT 3 名が検診した。測定項目は，①側弯症の検診，②体幹の前屈，③体
幹の後屈，④左の片脚立ち（5 秒以上の可否），⑤右の片脚立ち，⑥しゃがみ込み動作，⑦左肘の屈曲伸展，⑧右肘の屈曲伸展，
⑨左肘のバンザイ動作，⑩右のバンザイ動作，⑪指尖床間距離である。『千葉県版運動器検診保健調査票掲載マニュアル』を参
考に判定基準を設け，指尖床間距離は，床に指尖が接地しない者のみを測定した。

【結果】

検診に要した時間は，1 児童当たり約 5 分であった。運動器検診中に何らかの身体的問題が生じた児童はいなかった。左右の片
脚立ちが不可能な児童の割合は，1 年生から順に左脚 24.4％，11.1％，5.6％，1.9％，4.3％，5.6％，右脚 20.0％，8.9％，5.6％，
1.9％，4.3％，1.9％ であり，低学年において高率であった（p＜0.01）。しゃがみ込みが不可能な児童の割合は，1 年生から順に
2.2％，6.7％，0％，9.3％，8.5％，16.7％ であり，高学年において高率であった（p＜0.01）。指尖床間距離の測定において床に指
先が接地しない児童の割合は，1 年生から順に 31.1％，28.8％，46.3％，24.1％，44.7％，53.7％ であり，高学年において高率で
あった（p＜0.01）。側弯症が疑われる児童は，全体で 6 名であった。体幹の前屈・後屈で腰痛が誘発された児童は，全体で 16
名であった。肘関節，肩関節の可動域異常を認めた児童は，全体で 2 名であった。

【結論】

左右の片脚立ち能力の向上は，平衡機能の発達を反映したものと考えられた。しゃがみ込み動作が不可能な被験者が増加したこ
とは，指尖床間距離からみた柔軟性の低下を反映するものと推察された。今後は，経年的に運用することによって個々の児童の
身体機能問題を縦断的に追跡することが可能であろう。少数ではあるが，側弯症が疑われる児童や腰痛，関節可動域の障害を有
する児童を発見できた。検診は，運動器疾患のスクリーニング機能を果たすことができるかもしれない。本事業は，理学療法士
の新たな職業分野の確立および国民健康増進へ貢献できる可能性がある。理学療法士が参加することによって本事業がより有
益なものに発展していけるよう検診の継続と改良を行っていきたい。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）10：50～11：50 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）【口述演題（予防）02】

O-YB-02-6

富士河口湖町における理学療法士による小学校運動器検診支援の取り組み

粕山 達也1,2,3），三科 貴博1,3），高村 浩司1,3），眞鍋 克博2）

1）健康科学大学，2）日本理学療法士学会学校保健・特別支援教育理学療法部門，3）山梨県理学療法士会

key words 職域拡大・障害予防・学校保健

【はじめに，目的】平成 28 年 4 月より「学校保健安全法の一部改正」により「運動器等に関する検査を必須項目に追加」され，
運動器検診が開始された。これにより，脊柱側彎や胸郭の検査のみならず，四肢や骨・関節の運動器障害についての検査項目が
加わり，幼少期からの運動器障害に対する予防の取り組みが理学療法分野においても期待されている。我々は平成 26 年度より
理学療法士による運動器検診の支援を開始し，継続的に活動を実施してきた。これまでの取り組みにおける現状と課題について
報告する。

【方法】平成 26 年度と平成 27 年度において富士河口湖町の小学校 1 校（H26：113 名，H27：100 名）において運動器検診を実
施した。運動器検診の内容は，運動器の 10 年・日本協会の運動器についての調査票を参考に，保護者による調査票（運動器障
害の有無，脊柱・胸郭，四肢の状態の確認，身体の柔軟性・可動域を確認する内容，自由記載欄）の記入と障害の疑いのあるも
のに対して，理学療法士による確認・指導にて行った。平成 28 年度は検診の義務化により，学校長および養護教員，学校医が
実施したため，今後の理学療法士の支援のあり方について関係者と面談を行った。

【結果】運動器検診時に怪我や痛みを抱えていたものは，平成 26 年度 1 名，平成 27 年度 2 名であった。また，過去 1 年以内に
怪我や痛みを経験したものは平成 26 年度 12 名，平成 27 年度 14 名であった。柔軟性・可動域の項目においては，体幹を前屈さ
せて指先が床につかないものが 22～27％ であった。また，自由記載欄には医療機関への受診に関する相談や子供の姿勢の悪さ
に対する保護者からの意見が 2 年間で 4 件報告された。2 年間の支援において脊柱側彎症により受診者 1 名を除いて，専門医の
紹介に該当するものはいなかった。平成 28 年度の関係者との面談においては，障害の判断基準に関する疑問や検診時の教職員
の負担などが意見として挙げられた。

【結論】運動器検診の実施は毎年 4 月～6 月の間に行われる。その時点での検診においての障害有訴率は数％であったが，年間を
通じて 1�2 割のものが運動器障害に関与していたと考えられた。運動器障害に関する保護者からの意見も寄せられており，単発
的な検診のみでなく，年間を通じた相談・指導などの定期的な介入の必要性が課題として挙げられた。検診の義務化に伴う学校
現場の負担増加も危惧され，理学療法士が学校教員や学校医と連携して学校現場に関わり，教員の負担を軽減していく必要性が
示唆された。今後，継続的な活動を行う上で，日本理学療法士会での学校保健特別支援教育部門や県士会と連携し，人材の育成
にも取り組んでいくことが課題である。
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O-YB-03-1

フレイル高齢者に対する包括的運動支援システムの運用による介入効果
―無作為化比較対照試験―

永井 宏達1），宮本 俊明1），岡前 暁生2），村岸亜伊子2），玉木 彰1），藤岡 宏幸1），和田 陽介2），
内山 侑紀2），道免 和久3）

1）兵庫医療大学リハビリテーション学部，2）ささやま医療センター，
3）兵庫医科大学リハビリテーション医学

key words フレイル・身体活動量・筋力トレーニング

【はじめに，目的】

施設に通所しているフレイルな高齢者に対する運動介入としては，レジスタンストレーニングによる筋力増強の有用性が確認
されており，現在広く用いられている。一方で，施設通所高齢者の身体活動量は，一般の高齢者よりも著しく低いことが多い。
フレイルな高齢者が効果的な介護予防効果を得るためには，施設通所時の一時的な筋力トレーニングのみでなく，在宅における
活動性も向上させる必要があると思われる。しかしながら，現状では筋力トレーニングに加えて，在宅での身体活動量も管理し，
包括的に運動を支援できるシステムは存在しない。本研究では上記のシステム（包括的運動支援システム）を開発し，それを運
用することによる効果を明らかにすることを目的とする。

【方法】

本研究のデザインは無作為化比較対照試験である。対象は通所施設を利用しており，自立歩行が可能であるフレイル（プレフレ
イル）高齢者 41 名とした。介入期間は 24 週間とし，対照群（20 名）には一般的な漸増負荷の筋力トレーニングを実施した（ウェ
ルトニックシリーズ，ミナト医科学社）。介入群（21 名）には，筋力トレーニングに加えて，腕時計型身体活動量計（Actiband，
TDK 社）を用いて活動量を 24 時間モニタリングした。筋力トレーニングの遂行状況，活動量データ（歩数，中強度活動量，低
強度活動量，不活動時間等）をシステム上で一元管理し，定期的にフィードバックすることで，施設および家庭での運動を包括
的に支援できるようにした。なお，活動量は前月の 10％ 改善を目標として指導した。主要アウトカムは身体的フレイル（Fried
らの基準），副次アウトカムは，移動能力（TUG），下肢筋力，強度別身体活動量，行動変容ステージ，IADL（老研式活動能力
指標），健康関連 QOL（SF8）とした。解析には Intention to Treat 解析を採用し，分割プロットデザイン分散分析を用いて効果
を検証した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

ベースライン時に身体的フレイルに該当したのは，介入群で 12 名（57%），対照群で 12 名（60%）であり，その他は全員プレフ
レイルに該当した。対象者のうち，24 週間のプログラムを完遂し，すべての評価を実施できたのは，介入群 18 名，対照群 14
名であった。副次アウトカムの変化としては，介入群において行動変容ステージが向上し，低強度の身体活動量が増大していた

（交互作用：p＜0.05）。また，移動能力，下肢筋力にも有意な向上を認めた（交互作用：p＜0.05）。IADL，健康関連 QOL には有
意な改善を認めなかった。主要アウトカムである身体的フレイルの状況については，介入群においてのみ，身体的フレイルに該
当する割合が 57% から 24% に減少し，7 名がプレフレイルに移行していた（p＜0.05）。

【結論】

フレイルの改善には，従来の筋力トレーニングに加え，トレーニング量や活動量の管理とフィードバックを基盤とした包括的運
動支援システムの運用が有効である。
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O-YB-03-2

身体的フレイル高齢者の認知機能低下は，転倒後の骨折発生と強い関連を有す
る

堤本 広大1,2），土井 剛彦1），牧迫飛雄馬1），堀田 亮1），中窪 翔1），牧野圭太郎1），島田 裕之1）

1）国立長寿医療研究センター予防老年学研究部，2）日本学術振興会特別研究員PD

key words 転倒・骨折・フレイル

【はじめに，目的】身体的フレイルとは包括的に機能が低下した脆弱化した状態を指し，健常高齢者と要介護高齢者の中間的存
在とされている。要介護の主要因の一つである転倒は，要介護リスクが高いフレイル高齢者において，特に予防すべき事象であ
る。近年，認知機能の低下が，転倒リスクを高めることが明らかとなってきている。フレイル高齢者の転倒予防を考えていく上
で，認知機能低下が転倒とどのように関連しているのか検討することが必要だが，十分に明らかにされていない。そこで，本研
究の目的は身体的フレイル高齢者における認知機能低下と転倒との関連性を検討することとする。

【方法】地域高齢者 10885 名のうち，パーキンソン病・認知症既往者，MMSE が 21 点未満の者，基本的 ADL に障害のある者を
除く 9990 名（平均 73.5 歳）を対象とした。歩行速度低下，筋力低下，体重減少，易疲労感，身体活動量低下の 5 項目の内，3
項目以上が該当したものを身体的フレイルと判定した。認知機能に関しては，記憶・注意機能・遂行機能・処理速度の評価を行
い，年齢・教育歴で標準化したデータにもとづき 1.5SD 以上の機能低下を 1 領域でも認めた者は認知機能低下ありと定義した。
その上で，健常群，認知機能低下群，フレイル群，フレイル+認知機能低下群の 4 群に分けた。転倒については，過去 1 年間の
転倒経験の有無を聴取し，転倒に伴う骨折の有無も合わせて聴取した。統計解析は，従属変数に転倒経験の有無，独立変数に群
要因（健常群を参照値）と共変量を投入した多変量ロジスティック回帰分析を実施した。

【結果】転倒経験のある者は，健常群 15.7%，認定機能低下群 18.6%，フレイル群 28.4%，フレイル+認知機能低下群 31.6％ であっ
た。転倒経験の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析において，健常群を参照としたオッズ比は，認知機能低下群で
1.17（95%CI 1.03－1.34），フレイル群で 1.48（95%CI 1.19－1.83），フレイル+認知機能低下群で 1.77（95%CI 1.39－2.27）であっ
た。転倒経験を有する者を抽出し，転倒後の骨折経験の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析において，健常群を参照
値としたオッズ比は，フレイル+認知機能群にのみ有意な関連が認められた（2.56（95%CI 1.36－4.85））。

【結論】転倒に伴う骨折については，身体的フレイルと認定機能低下を併せ持つ高齢者のみ関連性みられた。横断研究のため，
因果関係は言及できないが身体的フレイルに認知機能低下が合わさることにより，転倒回避行動の遅延などが生じ，転倒後に生
じる骨折との関連が強くなるのではないかと考えられる。一方で，転倒後に骨折した身体的フレイル高齢者の認知機能が低下し
ているということも考えられるため，今後は前方視的な研究の中で関係性を検討する必要がある。
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O-YB-03-3

サルコペニア高齢者における骨格筋機能特性

山田 実1），石山 大介2），西尾 尚倫2），篠原 淳2），木村 鷹介2），阿部 祐樹2），小山 真吾2），
佐藤 惇史2），大路 駿介2），音部 雄平2），田中 友也2），荒井 秀典3）

1）筑波大学人間系，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科，3）国立長寿医療研究センター

key words サルコペニア・ダイナペニア・骨格筋機能

【はじめに，目的】

2016 年 10 月，サルコペニアは国際疾病分類に登録され，今後，臨床応用に向けた研究が加速するものと推測される。その中で，
サルコペニアの骨格筋特性については未だ不明な点も多く，臨床応用に向けて種々の課題を抱えている。本研究の目的は，サル
コペニア，プレサルコペニア，ダイナペニア，ノーマルの 4 群で，各々の骨格筋特性がどのように異なるのかを検証することで
ある。

【方法】

対象は，地域在住高齢女性とし，重篤な骨関節疾患，中枢神経疾患，呼吸循環器疾患，肝疾患，腎疾患を有するものは除外した。
AWGS の診断基準に従いサルコペニア判定を行った。また，AWGS の基準値を用い，骨格筋量は減少しているが運動機能は正
常者をプレサルコペニア，運動機能は低下しているが骨格筋量は正常な者をダイナペニアと定義した。測定項目は，生体電気イ
ンピーダンス法による四肢骨格筋量（SMI），多周波インピーダンス計による大腿部の muscle density および筋体積量，超音波
画像診断装置による大腿前面筋（大腿直筋，中間広筋）の筋厚および骨格筋内脂肪（IMAT）の推定，さらに徒手筋力計による
膝伸展トルク（Nm）とした。なお，膝伸展トルクと大腿前面筋厚より muscle quality（Nm/cm）を算出した。これら測定値を，
4 群間（サルコペニア，プレサルコペニア，ダイナペニア，ノーマル）で比較するために一般線形モデルを用いて分析した（従
属変数：各々の測定項目，独立変数：4 群，共変量：年齢）。さらに，ノーマルと各群の効果量（Cohen’s d）を求め，機能低下
に伴い影響を受けやすい項目を検討した。

【結果】

高齢女性 188 名（80.6±7.1 歳）が参加し，サルコペニア 41 名（82.9±6.6 歳），プレサルコペニア 14 名（80.3±5.3 歳），ダイナ
ペニア 60 名（84.2±6.2 歳），ノーマル 73 名（76.5±6.4 歳）であった。一般線形モデルで有意であった項目は，SMI，筋体積量，
IMAT，膝伸展トルク，muscle quality であった（p＜0.05）。効果量は，“量の指標”となる SMI と筋体積量でサルコペニアおよ
びプレサルコペニアで大きく（d=1.27�2.05），“質の指標”となる muscle quality と IMAT，“出力の指標”となる膝伸展トルク
ではサルコペニアおよびダイナペニアで比較的大きな値を示した（d=0.54�0.89）。

【結論】

サルコペニア高齢者では，骨格筋の量，質，出力の指標の全てが低下していることが示された。ダイナペニアは IMAT が多く
muscle density が低下した状態にあり，プレサルコペニアよりも骨格筋機能は低下した状態にあると考えられた。
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O-YB-03-4

地域在住後期高齢者における骨折リスクとサルコペニアの関連

土屋 順子1,2），飛山 義憲1），日下さと美1），楠本 泰士1），西口 周1），高橋 哲也1）

1）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，2）信州大学大学院医学系研究科保健学専攻

key words 後期高齢者・T�score・サルコペニア

【はじめに，目的】

我が国の平均寿命は男女ともに 80 歳を超え，長寿化が進行している。一方，健康寿命は男女とも 75 歳以下であり，後期高齢者
において，健康寿命を延伸し，要支援および要介護を予防することは極めて重要である。骨折・転倒は要介護となる要因の上位
を占め，骨折リスクを予測する取り組みがなされている。近年，高齢者におけるサルコペニアが課題とされているが，後期高齢
者を対象とした骨折リスクとサルコペニアの関連性を検討した報告は見当たらない。そこで本研究では，地域在住後期高齢者に
おける骨折リスクとサルコペニアの関連を検討することを目的とした。

【方法】

本研究は横断研究デザインとし，75 歳以上の地域在住高齢者 68 名（男性 14 名，女性 54 名，年齢 78.8±3.3 歳）を対象とした。
参加者の基本属性として，年齢，性別，身長，体重，Body Mass Index（BMI）のデータを収集した。骨折リスクの評価には超
音波踵骨測定装置を用い，超音波の骨内の伝搬速度（speed of sound：SOS）と減衰係数（broadband ultrasound attenuation：
BUA）から骨折リスクの指標となる T score を算出した。運動機能の評価として 5m 通常歩行速度，握力を計測し，さらにイン
ピーダンス計を用いて骨格筋量の測定を行った。なお，サルコペニアの有無の判定は，Asian World Group on Sarcopenia in
Older People（AWGSOP）が示した診断基準に基づき，握力，通常歩行速度，骨格筋量から判定した。

統計解析は，骨折リスクとサルコペニアの関連性を検討するため，従属変数を T�score，独立変数にダミー変数化したサルコペ
ニアの有無，調整変数として年齢，性別，BMI，最大歩行速度を強制投入した重回帰分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

T�score の平均値は，�2.5±1.1 であった。重回帰分析の結果，年齢，性別，BMI で調整後，サルコペニアの有無は T�score と有
意な関連性を認めた（調整後回帰係数 β=�0.280，p=0.016，95%CI：�1.5，�0.2）。

【結論】

本研究の結果から，後期高齢者では，年齢，性別，BMI，最大歩行速度で調整されたサルコペニアの有無は骨折リスクと有意な
関連性を示し，骨折リスクにおいてサルコペニアの重要性が示唆された。
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O-YB-03-5

サルコペニアの有無により握力と身体機能の関連性は異なるか？
～地域在住高齢者における検討～

野々山忠芳1），久保田雅史1），鯉江 祐介1），安竹 正樹1），松尾 英明1），成瀬 廣亮1），渡部 雄大1），
安竹 千秋1），嶋田誠一郎1），中田 透2），佐藤 佳州2），山村 修3）

1）福井大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）Panasonic 株式会社先端研究本部，
3）福井大学医学部附属病院地域医療推進講座

key words 健常者・サルコペニア・握力

【はじめに，目的】サルコペニアは筋肉量減少に筋力低下や身体機能低下を伴う状態であり，筋力低下の判定として握力が用い
られている。握力は簡便かつ定量的な評価が可能であり，臨床場面における評価として広く用いられている。地域在住高齢者に
おける握力は，下肢筋力，バランス機能などの身体機能，身体活動量，ADL など様々な要素との関連性が報告されている。握
力は全身的な体力を反映する評価として有用であるとされているが，サルコペニアを有する状態においても同様であるかどう
かは明らかになっていない。そこで，サルコペニアの有無により握力に関連する因子は異なるか調査することを目的とし，検討
を行った。

【方法】対象は，新聞広告やデイサービスなどへの被検者募集に対して応募のあった，歩行可能な地域在住高齢者 107 例のうち，
下記のすべての評価が実施可能であった 87 例（男性 35 例，女性 52 例，年齢 74.2±7.0 歳）とした。評価項目は，年齢，身長，
体重，歩行速度，姿勢安定度評価指標（Index of postural stability：以下 IPS），6 分間歩行試験による総歩行距離，生体電気イ
ンピーダンス法による全身骨格筋量と水分量の分布をもとに算出した四肢骨格筋量（Skeletal muscle mass index：以下 SMI）と
した。握力はデジタル握力計を用いて左右 2 回ずつ測定し最大値を採用し，左右の平均値を算出した。膝伸展筋力は多用途筋機
能評価運動装置を用い，角速度 60deg/sec における最大トルクを測定し，左右の平均値を算出した。サルコペニアの判定は，
Asian Working Group for Sarcopenia（AWGS）によるサルコペニア診断のためのアルゴリズムに基づき，SMI：男性 7.0kg/m2

女性 5.7kg/m2未満を満たし，かつ，歩行速度：0.8m/s 以下または握力：男性 26kg，女性 18kg 未満であった者をサルコペニア
群として抽出した。その他の対象者を健常群とし，2 群に分類した。統計学的解析は，2 群における握力，膝伸展筋力と各評価
項目の相関関係を Pearson の相関係数を用いて行った。統計ソフトは SPSS 22.0 J を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】健常群 64 例，サルコペニア群 23 例の 2 群に分類された。握力と有意な相関関係を認めたのは，健常群で，身長（r=0.64），
体重（r=0.48），歩行速度（r=0.33），6 分間歩行距離（r=0.41），IPS（r=0.29），SMI（r=0.65）であったが，サルコペニア群では，
身長（r=0.78），体重（r=0.62），SMI（r=0.49）のみであり，歩行速度（r=�0.07），6 分間歩行距離（r=�0.12），IPS（r=0.04）と
の有意な相関関係を認めなかった。また，膝伸展筋力は健常群，サルコペニア群とともに歩行速度，6 分間歩行距離，IPS と有
意な相関関係を認めた。

【結論】サルコペニアを有する地域在住高齢者における握力は，身体機能を反映しない可能性がある。一方で，膝伸展筋力はサ
ルコペニアの有無に関わらず身体機能との関連性を有しており，評価の有用性は高いと考えられた。
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O-YB-03-6

2 年間の追跡調査による筋量サルコペニアの発生頻度とその危険因子の検討
GAINA study

中祖 直之1），松浦 晃宏1），秋田 朋子1），仲田 奈生1），松本 浩実2），萩野 浩2）

1）大山リハビリテーション病院，2）鳥取大学医学部付属病院

key words 筋量サルコペニア・発生頻度・危険因子

［はじめに，目的］

筋量サルコペニアは四肢骨格筋量が低下した状態であり，高齢者においては有症率が比較的高く，筋力や身体機能の低下を併発
することによりサルコペニアと呼ばれる。サルコペニアは身体的虚弱を促進させる大きな要因として知られ，転倒や各種疾患へ
のリスクが高まることがわかっている。その前提となる筋量サルコペニアの発生に関しては，横断的に示された報告が多く，前
向きコホート調査は限られている。本研究の目的は，2年間の前向きコホート調査にて，地域在住高齢者における筋量サルコペ
ニアの発生頻度および，ベースライン調査時の危険因子を検討することである。

［方法］

対象は鳥取県日野町の集団健診を受診した 273 名のうち，要介護認定者を除いた 223 名（男性 82名，女性 141 名，年齢 73.6
±8.3 歳）とした。ベースライン調査として，基本項目，BMI，変形性股・膝関節症の有無，脊椎疾患の有無，骨量，骨粗鬆症
の有無，アルブミン値，歩行速度，握力，転倒歴の有無，足腰の痛みの有無（VAS），体組成データなどを調査した。筋量の測
定には体組成計を用い，筋量サルコペニアはAsian Working Group for Sarcopenia の定義に従い判別した。非筋量サルコペニア
の該当者のなかより 1年後と 2年後の追跡調査にて，それぞれ筋量サルコペニアの発生頻度を調査した。2年後の追跡調査に
て，筋量サルコペニアと判別されたものを筋量サルコペニア発生群，その他を維持群として群間比較を行った。次に筋量サルコ
ペニア発生の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析を行い，筋量サルコペニア発生におけるベースライン調査時の危
険因子の抽出を行った。また，ロジスティック回帰分析により関連のみられた要因に対して，ROC曲線を用いてカットオフ値
を算出した。

［結果］

ベースライン調査に参加した 223 名中，170 名（76.2％）が非筋量サルコペニアに該当し，そのうち 82名が 1年後と 2年後の
追跡調査に連続参加した。1年後に新たに筋量サルコペニアを発生したものは 7名（8.5％），2年後では 16名（19.5％）であっ
た。BMI（Odds：0.464，95％CI：0.293�0.734，p=0.001）と体脂肪率（Odds：0.874，95％CI：0.777�0.983，p=0.024）が
筋量サルコペニア発生における危険因子として抽出された。また，2年後の筋量サルコペニア発生の有無における，ベースライ
ン調査時のBMI のカットオフ値を 21.95 とした場合，感度 71.2％，特異度 75.0％，曲線下面積 0.746 であった。

［結論］

地域在住高齢者を対象としたコホート調査では，筋量サルコペニアの発生頻度は年単位で約 10％であった。その危険因子とし
てBMI と体脂肪率が抽出され，標準的な体格指数であっても筋量サルコペニアの状態に陥る危険性があり，BMI や体脂肪率が
高めのものほどその危険が低くなる可能性が示唆された。
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O-YB-04-1

Thigh circumference can be used as a simple screening tool for sarcopenia in
community�dwelling elderly women

Satomi KUSAKA，Yoshinori HIYAMA，Yasushi KUSUMOTO，Junko TSUCHIYA，
Shu NISHIGUCHI，Tetsuya TAKAHASHI

Tokyo University of Technology, Division of Health Science, Department of Physical Therapy

key words thigh circumference・sarcopenia・community�dwelling elderly women

【Purpose】In recent years, calf circumference has been attracting attention as a surrogate marker for the diagnosis of sarco-
penia. However, calf circumference is likely to be affected by edema depending on measurement time, nutritional status, and
standing time, which may affect the results eventually. The purpose of this study was to investigate the possibility of using
thigh circumference for sarcopenia screening.

【Methods】A total of 116 community�dwelling elderly women who applied for the public recruitment for an event of physical
fitness assessment were enrolled. Measurement items included height, body weight, dominant leg of thigh and calf circumfer-
ences, grip strength, and walking speed, and Short Physical Performance Battery test were performed. Participants were di-
vided into two groups, the non�sarcopenia group and the sarcopenia group, and the measured values were compared between
the two groups. The area under the ROC curve was calculated to determine thigh circumference and calf circumference of the
dominant leg, and the cut off values of each circumstance were determined by the presence or absence of sarcopenia. This
study was approved by the Human Ethics Review of Tokyo University of Technology（approval number；E15HS�025）.

【Results】Of all the subjects, non�sarcopenia patients accounted for 91.4%（n=106）, and sarcopenia patients 9.4%（n=9.4%）.
Thigh circumferences of the dominant leg of the non�sarcopenia subjects and the sarcopenia subjects were 41.1±4.0（cm）and
37.4±2.8（cm）, respectively. Cut�off value of thigh circumferences of the dominant legs was 40.3 cm（sensitivity：57.3%, speci-
ficity：90.0%, AUC：0.783）, while that of the calf circumference of the dominant legs was 32.8 cm（sensitivity：73.0%, specific-
ity：80.0%, AUC：0.792）.

【Discussion】Our results showed that thigh circumferences in addition to calf circumference can also be used as a screening
tool for sarcopenia.
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O-YB-04-2

Relationship between locomotive ability and amount of physical activity in eld-
erly residents living in temporary housing after the Great East Japan Earthquake

NOBUAKI MORIYAMA1），Yukio Urabe1），Shuichi Onoda2），Noriaki Maeda1），
Tomoyoshi Oikawa2）

1）Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University，
2）Minamisoma Municipal General Hospital

key words physical activity・locomotive ability・Great East Japan Earthquake

【Purpose】

Physical inactivity is a well�known risk factor that affects the health and well�being of elderly individuals. In March 2011, the
Great East Japan earthquake occurred；since then, low levels of physical activity have been observed among the elderly
evacuees living in temporary housing, and they might be at risk of developing locomotive disability. This study aimed to eluci-
date the relationship between locomotive ability and amount of physical activity（expressed as total number of daily walking
steps）in elderly residents of temporary housing after the Great East Japan Earthquake.

【Methods】

Data were collected in March 2016 from 30 residents（7 men and 23 women）, aged 65 years or more, who had been evacuated
to temporary housing after the earthquake. Total daily walking steps for 7 days were measured using a walking intensity moni-
tor（MEDIWALK, TERUMO Co. Japan）. Additionally, the subjects answered Locomo 25, which is a questionnaire for screening
musculoskeletal disorders that cause locomotive disability, and the responses were converted into numerical values ranging 0�
100；lesser scores indicated better conditions. Spearman’s rank correlation coefficient was used to assess the relationship be-
tween these parameters. This study was approved by the ethics committee of Minamisoma Municipal General Hospital（ID：
28�04）.

【Results】

The average number of daily walking steps was 4387±2553 steps/day. A negative correlation between the Locomo 25 score
and amount of physical activity was observed（ρ=�0.48, p＜0.05）.

【Discussion】

Our results suggest that physically active elderly evacuees living in temporary housing have higher locomotive ability. In pre-
vious studies, similar correlations were observed in community�dwelling elderly people. Generally, elderly evacuees lack the
motivation to engage themselves in recreational physical activities. Therefore, physical therapists might play a significant role
in encouraging them to perform more physical activities than usual in order to improve their health.
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Perceptions and experiences of physical and mental health related pregnancy
issues related pregnancy in Japanese postpartum women.

Asuka Sakamoto

Seirei Christopher University

key words women’s health・qualitative research・health issue

【Purpose】Pregnancy is the most irreplaceable event of a woman’s life. However, pregnancy and labor may profoundly affect
women’s health. This study explored Japanese postnatal�women’s perceptions and experiences of physical and mental health
issues and explored preventive strategies.

【Methods】Phenomenological qualitative research involving in�depth interviews were conducted with 20 mother within 20
months after childbirth.

Thematic analysis was used to analyze the data. Seirei Christphor university ethical approval accepted this study.

【Results】Four main themes were observed in postpartum women’s experiences and their perception of health after delivery.
The main themes included：1）experiences of the types of impairment and disability；2）postnatal women’s state of mind；3）
perceptions of what causes physical and mental health issues；and, 4）how to prevent those issues. The women experienced
physical and mental health changes throughout their pregnancies and in child birth. They perceived that their relationships
with family and friends were significantly associated with keeping their health.

【Discussion】Pregnancy and labor influenced the women’s physical and mental health both positively and negatively. In�depth
interviews showed that most women in this study experienced lumber and pelvic girdle pain, pelvic floor muscle dysfunction,
and general fatigue. However, the women were not treated for their health problems in an appropriate way. The women’s lack
of knowledge and perceptions of physical and mental health was apparent. Furthermore, treatment and conditioning of their
bodies after child birth were not well known, and they did not know where to get the information, or where they should go for
treatment. Relevant information regarding women’s health related to pregnancy and appropriate clinical places to get relevant
treatment should be developed in Japan.

These findings will also clarify the need for appropriate strategies to care for the women focused on improving their quality of
life.
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住民主体で運営する運動教室の継続が脊柱可動域と動的バランス能力に及ぼす
効果

竹内 弥彦，雄賀多 聡，田邊 政裕

千葉県立保健医療大学健康科学部

key words 住民運営の運動教室・脊柱可動域・動的バランス

【はじめに】

現在，住民主体の介護予防活動やリハ専門職が住民運営の通いの場等の介護予防の取組みを支援する地域リハ活動支援事業が
進められている。これら介護予防活動においても，理学療法士（Physical Therapist；PT）が関わることで生じる効果の根拠を
示していくことが必要であろう。本研究の目的は，理学療法士が積極的に介入した後に，地域住民が主体となり運営した運動教
室継続の効果について，「活動」「参加」のベースとなる運動機能，とくに活動性や転倒との関連が示されている脊柱可動性と動
的バランス能力の評価から検証することである。

【方法】

対象は事前評価を含めた計 3 回すべての測定会に参加した，地域在住の健常女性高齢者 21 名とした（68.9±2.7 歳）。運動教室は
立ち上げから PT が関わり，頻度は週 1 回で 6 ヵ月間の運動介入後，住民主体の運営に移行し継続実施した。プログラム内容は
脊柱可動域の向上，筋力増強，バランス能力向上，および認知症予防運動とした。脊柱可動域とバランス能力の評価は，介入前，
PT 介入 6 か月後，その後の住民運営 6 か月後の 3 期で実施した。脊柱可動域の評価には，矢状面では脊柱計測分析器（Spinal
Mouse），水平面ではジャイロセンサーを内蔵した傾斜角度計（Horizon）を用い，屈曲・伸展および回旋可動域を計測した。バ
ランス能力の評価には，Functional Reach Test，2step test，および Timed Up and Go（TUG）を用いた。統計処理は，脊柱可
動域とバランス能力について多重比較法（Fisher’s PLSD）を用い，上記の 3 期間で比較した。有意水準は 5% とした。

【結果】

脊柱可動域では骨盤の傾斜を含めた脊柱全体の伸展可動域において，介入前（28.5 度）に比較して住民運営 6 か月後（35.1 度）
で有意に可動域が増大した（p＜0.05）。加えて，脊柱全体の屈曲および回旋可動域において，介入前に比較して PT 介入後，住
民運営後それぞれで有意に可動域が増大した。動的バランス能力では，2step 値が介入前：1.33，PT 介入後：1.41，住民運営後：
1.41，TUG が介入前：6.4 秒，PT 介入後：5.6 秒，住民運営後：5.6 秒であり，2step 値，TUG ともに介入前と比較して，PT
介入後および住民運営後で有意に値が改善した（それぞれ，p＜ 0.05，p＜ 0.01）。

【結論】

本研究の結果，脊柱可動性と動的バランスの評価において，介入前と比較し，PT 介入 6 か月後とその後の住民運営 6 か月後で
は，有意に機能が向上していた。さらに，各評価項目において，PT 介入後と住民運営後の間には有意な差は認めていない。こ
のことは，地域在住高齢者に対して PT が 6 ヵ月間介入して得られた運動機能向上の効果が，住民主体で運営・継続した運動教
室においても持続されることを示している。今後，向上・持続された運動機能と生活における「活動」「参加」との関係性を明ら
かにしていくことで，介護予防事業における PT の関わりの効果をさらに明確に示すことが可能と考える。
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O-YB-04-5

慢性痛を有する高齢者に対する運動介入と患者教育指導を併用した介護予防プログラムの効果検証
ランダム化比較試験

平瀬 達哉1,2），片岡 英樹3），井口 茂1,2），中野 治郎1），坂本 淳哉1），沖田 実4）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野，
2）長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター，3）社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部，
4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学分野

key words 慢性痛・介護予防・教育指導

【目的】慢性痛は運動機能や身体活動量ならびに心理面と密接に関連するため，介護予防事業においても慢性痛対策は重要な課
題である。しかし，慢性痛を有する高齢者に対する効果的な介入プログラムは開発されていない。一方，先行研究では慢性痛に
対する有効な介入手段として運動介入と患者教育指導が推奨されている。また，自験例においては高齢者の慢性痛発生には痛み
の認知的側面を反映する破局的思考の強さが最も影響することが明らかとなっている。そこで，我々は運動介入と痛みの捉え方
といった認知面を修正する患者教育指導を併用した介護予防プログラムの開発を進めている。本研究では，慢性痛を有する高齢
者を対象に本プログラムの効果をランダム化比較試験で検証した。

【方法】対象は介護予防事業に参加した慢性痛（NRS が 5 以上かつ持続期間が 6 ヶ月以上）を有する 65 歳以上の高齢者 66 名
（平均 78.1 歳）であり，運動介入を実施する群（対照群）34 名とそれに加えて痛みの捉え方を修正する教育指導を実施する群
（介入群）32 名の 2 群にランダムに振り分けた。介入期間は 12 週間で，両群ともに筋力・バランストレーニングから構成した
60 分間の運動プログラムを週 1 回実施した。そして，介入群には万歩計を配布し痛み行動日誌を用いたセルフモニタリングを
行った。具体的には，事業に従事している理学療法士が痛みの適応行動に着目するフィードバックと，歩数を介入後 4 週毎に初
期評価時より 10％ 増加することを目標とする指導を週 1 回行った。評価項目は，痛み・ADL・運動機能・心理面・身体活動量
とし，痛みは部位数と最も痛みが顕著であった部位の NRS を聴取した。ADL は疼痛生活障害評価尺度（PDAS）で評価し，運
動機能は椅子起立時間と TUG で評価した。また，心理面は GDS�15 と FES ならびに痛みの破局的思考（PCS）で評価した。そ
して，身体活動量は 1 軸加速度計 Lifecorder GS を用いて評価し，介入前後 1 週間の平均歩数と 1�3，4�6，7�9Mets の各運動強
度別平均活動時間を算出した。分析は，2 要因分散分析を用いて介入前後で比較した。

【結果】介入前の対象者属性と評価項目全てで 2 群間に有意差を認めなかった。介入中の中止例は介入群 0 名，対照群 2 名，出
席率はそれぞれ 93.0％，92.4％ であり，脱落率と出席率に有意差を認めなかった。痛みと運動機能は 2 群ともに介入後は有意に
改善した。一方，PDAS と PCS は 2 群間で交互作用を認め，介入群のみ介入後に有意に改善した。また，身体活動量は歩数・
1�3・4�6Mets 活動時間で交互作用を認め，介入群は介入前後で変化はないものの，対照群は介入後に有意に低下した。

【結論】慢性痛を有する高齢者に対する運動介入は，痛みと運動機能の改善をもたらすが，身体活動量や ADL の改善にはつなが
らないといえる。一方，患者教育指導の併用により痛みの捉え方といった認知的側面が改善し，身体活動量の維持ならびに ADL
の改善につながることが示唆された。
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O-YB-04-6

二重課題トレーニングによる長期介入が健常高齢者の運動および認知機能に与
える影響

森田恵美子1,2），横山 久代2,3），今井 大喜2,3），Naghavi Nooshin2），竹田 良祐3），太田 暁美2），
河合英理子2），半野 源太2），鈴木 雄太2,3），岡崎 和伸2,3）

1）藍野大学医療保健学部理学療法学科，2）大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学，
3）大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター

key words 二重課題トレーニング・認知機能・運動機能

【はじめに，目的】2015 年の厚生労働省の発表によると，我が国における認知症患者数は，2025 年には 700 万人を超えて，65
歳以上の高齢者の 5 人に 1 人が認知症に罹患すると推定されている。認知症予防として，二重課題下での運動は，前頭前野領域
の脳血流反応を増加させるため有効な手段とされている。我々は以前，12 週間の介入試験を実施し，二重課題運動が単一課題運
動に比べ，健常高齢者の認知機能改善に有効であることを報告した。本研究の目的は，その後も 2 年間運動を継続した高齢者を
対象に，二重課題トレーニングによる長期介入が運動・認知機能にどのような影響をもたらすのか検証することである。

【方法】対象者は 2 年前の介入試験に参加した 65 歳以上の男女 19 名（73.2±3.5 歳）とし，その後任意に 2 年間運動を継続した
8 名（運動群）と，継続しなかった 11 名（非運動群）に分け検討した。運動群は，1 回 60 分間，週 1 回の集団運動教室に参加
し，指導者の下，二重課題運動を中心としたプログラムを 2 年間に渡り実施した。評価項目は，身体・運動機能として，BMI，
体脂肪量，下肢筋量，大腿四頭筋筋力，最大一歩幅（MSL），Time up and go test での最大歩行速度時間（TUG），開眼片脚立
位時間（片脚立位）を，認知機能として，日本語版 Modified Mini�Mental State examination（3MS）の総得点および各認知領域

（記銘と再生，長期記憶，見当識，注意力，言語流暢性・言語理解，語想起，視空間認知，抽象概念）における得点，トレイル
メイキングテストの所要時間を評価した。統計処理は，群ならびに介入の効果について，繰り返しのある 2 元配置分散分析を用
いて分析した。各項目の群間比較には対応のない t 検定を，各群での介入による変化は対応のある t 検定を用い分析した。

【結果】身体・運動機能については，両群で 2 年後に大腿四頭筋筋力，MSL，TUG が低下し，有意な介入の主効果はみられたも
のの，交互作用はみられなかった。認知機能については，3MS の総得点（p=0.013），注意力（p=0.020），言語流暢性・言語理
解（p=0.019）において有意な介入×群の交互作用を認め，非運動群では 2 年後にこれらの 3 項目における得点が低下したが，
運動群では変化を認めなかった。また，運動群において，2 年後の 3MS の総得点と言語流暢性・言語理解における得点は，非運
動群と比べ高値であった。

【結論】二重課題トレーニングは高齢者の認知機能を維持し，特に注意力と言語流暢性・言語理解に対して効果があった。一方
で，身体・運動機能の維持のためには，トレーニング頻度の考慮が必要である。
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大腿骨近位部骨折術後患者における骨格筋指標の推移とその関連要因の調査
クラスター分析による検討

近藤 洋1），井上 優1,2）

1）倉敷平成病院リハビリテーション部，2）吉備国際大学保健福祉研究所

key words 大腿骨近位部骨折・骨格筋・クラスター分析

【はじめに，目的】

近年，身体組成や栄養状態と移動能力の関連性に関心が高まっている。我々はこれまでに大腿骨近位部骨折患者を対象に，運動
療法と栄養サポートチーム（Nutrition Support Team：NST）の介入の併用により，術後早期に歩行が獲得できる可能性を報告
し，歩行を獲得するまでの日数と術後 1 週目の骨格筋指標（Skeletal Muscle mass Index：SMI）に関連があることを確認した。
しかしながら，術後 SMI の推移に関する報告はなされておらず，その推移のパターンと歩行獲得に要する日数の関連性は明ら
かではない。そこで本研究では，術後 SMI の推移のパターン化を試みるとともに，回復パターンの異なる群間で術後から 10
m 歩行が自力で可能となるまでに要した日数（歩行可能日数）及び栄養状態に関連する血液生化学データの違いを検討すること
を目的とした。

【方法】

対象は大腿骨近位部骨折により入院し，理学療法及び NST の介入を実施した患者 100 名とした。そのうち中枢神経疾患による
歩行障害を有する者，神経筋疾患・糖尿病を有する者，クリティカルパス非適用者，合併症併発者を除く 39 名（男性 8 名，女
性 31 名）を解析対象とした。調査は，一般情報，Mini Mental State Examination（MMSE），血液生化学データ，1 日平均リハ
ビリテーション実施単位数（平均リハ単位数），歩行可能日数の情報を収集した。術後 1 週毎にインボディ社製 InBody S10 を用
いて四肢骨格筋量を計測し SMI を算出した。対象者を術後 1 週から 3 週までの SMI 値を変数とし階層的クラスター分析を用い
て分類した。被験者間の非類似度はユークリッド平方距離により算出し，クラスター間の非類似度の定義には ward 法を用いた。
分類を行った後，年齢，MMSE，血液生化学データ，平均リハ単位数，歩行可能日数をそれぞれ群間で比較した。群間比較には
正規性の検定結果に基づき Tukey 検定，Steel�Dwass 検定を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

クラスター分析の結果，39 名の術後 SMI の推移は 3 つの群に分類された。SMI 高値群 10 名（年齢 82.3±8.7 歳，歩行可能日数
10.7±4.6 日），SMI 低値群 12 名（年齢 87.8±7.2 歳，歩行可能日数 18.1±9.7 日），SMI 中間群 17 名（年齢 80.8±12.2 歳，歩行可
能日数 12.7±5.7 日）であった。各群間に年齢，MMSE，平均リハ単位数，歩行可能日数に統計学的有意差を認めなかったもの
の，歩行可能日数は SMI の値が大きい群ほど短い傾向であった。血液生化学データに SMI との関連を示す項目は認めなかった。

【結論】

本研究では，大腿骨近位部骨折術後患者の SMI の推移を 3 つのパターンに分類することができた。また SMI が高い群ほど歩行
可能日数が短い傾向にあり，術後 SMI の推移と歩行可能日数が関連する可能性が示唆された。本結果から術後 SMI 値を規定す
る要因を明らかにすることはできないものの，半減期が短くリアルタイムな代謝を反映するとされるプレアルブミンを用いた
検討が必要ではないかと考えられた。
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回復期リハビリテーション病棟における退院時歩行自立度の関係因子の検討

成田 遼介，米田 正英

宮の森記念病院リハビリテーション科

key words 歩行自立度・基本動作・問題行動

【はじめに，目的】回復期リハビリテーション病棟において患者の歩行自立度を予測することは，自宅退院に向けての重要な項
目である。歩行自立度を検討する際に立位バランススケールを評価することが一般的であるが，当院の入院患者は高齢者の割合
が多く，入院初期の段階で実施困難であることが多い。先行研究より脳卒中急性期病棟において入院時に起座，座位保持を含む
ベッド上動作が自立している患者は大部分が屋内移動を獲得していると報告している。（二木ら，1982）一方で，基本動作のみ
で歩行自立度を判断することが困難なことも少なくない。米田らは歩行を自立する上で注意障害による問題行動の把握が重要
であると報告している。（米田ら，2014）現状，入院初期の基本動作から歩行自立度を予後予測した研究は少なく，加えて問題
行動の関与を示した報告はまだない。そこで本研究は退院時の歩行自立度を元に，入院時，退院時それぞれの基本動作と問題行
動のどの項目が関係しているかを検討することとした。問題行動の評価については米田らの研究を参考に注意障害の行動評価
尺度である BAAD（Behavioral Assessment of Attentional Disturbance）を使用することとした。【対象】2014 年 4 月から 2016
年 3 月までに当院回復期病棟を退院した患者 130 名を対象とした。【方法】退院時の病棟内歩行レベルを自立，非自立の 2 群に
分け（自立：21 名，非自立：109 名），基本動作と BAAD を入院時と退院時で比較した。基本動作は「起き上がり」，「座位」，

「起立」，「立位」の 4 項目とし，自立 3 点，見守り 2 点，介助 1 点で数値化した。統計方法は χ2検定を用いた。BAAD に関して
は入院時と退院時を Mann�Whitney の U 検定にて検討した。さらに，退院時の歩行自立度を従属変数とし，入院時，退院時の
基本動作 4 項目と BAAD を独立変数としてロジスティック回帰分析を実施した。有意水準は 5% 未満とした。【結果】χ2乗検定
より最終の歩行自立度と基本動作の自立度に有意な偏りを認めた。BAAD に関しては歩行自立度において有意差を認めた。ま
た，ロジスティック回帰分析から入院時の起き上がり（オッズ比：2.225）と入院時の立位（オッズ比：4.423），退院時の BAAD

（オッズ比：0.849）が選択された。（p＜0.05）【結論】二木らは急性期で歩行自立するために入院時のベッド上動作が重要と報告
しているが，本研究では入院時の起き上がりと立位動作が退院時の歩行自立に関係していることが分かった。このことから当院
のような回復期では入院時のベッド周囲動作が重要と考えられる。さらに，退院時に BAAD が選択されていることから，基本
動作能力のみならず，問題行動が関与していることが示唆され，退院時に問題行動が減少していくことが重要と考えられた。
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当院の地域包括ケア病棟における整形外科疾患患者の FIM分析
―入棟時の下肢機能評価から退院時ADLを予測する―

滝村 薫，佐藤 真，豊田 耕嗣，女鹿 友也，高橋 良，石倉 悠里，中村 洋平，
鈴木 康也，丹野 奈美，内村 章良

盛岡市立病院

key words 地域包括ケア病棟・ADL・FIM

【はじめに，目的】

当院の地域包括ケア病棟（60 床）のリハビリ対象者は約 8 割が整形外科疾患であり，内約 7 割が 65 歳以上の高齢者である。第
51 回本学会において，上述患者の退院時 ADL に対する影響因子として「入棟時 FIM 運動項目自立の成否」を報告した。本研
究の目的は前研究結果を受け，入棟時の下肢機能評価から退院時 ADL の中でも特に移乗・移動能力の自立度を予測する事であ
る。

【方法】

対象は，当院地域包括ケア病棟に入棟した 65 歳以上の整形外科疾患患者の内，本研究に同意を得た 35 名（男性 2 名，女性 33
名，年齢 78.1±6.3 歳）である。入棟時の下肢機能評価として，下肢筋力，筋パワー，立位バランスを評価した。方法は，ハン
ドヘルドダイナモメーター（モービィ；酒井医療社製）による椅子座位下腿下垂位での等尺性膝伸展筋力の計測，椅子座位から
の 5 回立ち座りに要する時間の計測，下肢荷重率の計測（市販体重計 2 枚に左右の脚を乗せた立位で片側下肢に最大限体重を偏
位させ，5 秒間静止できた荷重量（kg）を体重（kg）で除した値（％）の算出）とした。この他，後方視的に入棟時・退院時 FIM
と退院時 TUG を抽出した。退院時 FIM における移乗・移動項目自立者 24 名を「自立群」，要介助者 11 名を「介助群」とし，
それら 2 群の入棟時下肢機能評価の結果を Mann�Whitney の U 検定で比較した。更に，従属変数を「退院時 FIM 移乗・移動項
目自立の成否」，独立変数を「下肢筋力」「筋パワー」「立位バランス」としてロジスティック回帰分析を行った。加えて，回帰分
析の結果，最も貢献度の高い変数と，高齢者の転倒予測因子である TUG との相関分析を Spearman の方法で行った（全て有意
水準 5％）。

【結果】「自立群」は「介助群」に比べ，「筋パワー」「立位バランス」は高かったが（p＜0.01）「下肢筋力」では有意差を得なかった。
「退院時 FIM 移乗・移動項目自立の成否」に影響する変数は「筋パワー（偏回帰係数：0.108，オッズ比：1.114，p=0.091）」と
「立位バランス（偏回帰係数：�0.136，オッズ比：0.873，p=0.014）」が選択され，その変数は「立位バランス」のみ有意であり，
判別的中率は 77.1％ であった。この「立位バランス」の評価方法である下肢荷重率と退院時 TUG との相関係数は r=�0.65（p
＜0.01）であり，負の相関が得られた。

【結論】

入棟時の下肢機能評価の内，退院時の移乗・移動能力自立度を予測する指標として筋パワーと立位バランスの有用性が示され
た。筋パワーは筋力より加齢による低下率が大きい旨が報告されており，転倒や動作能力との関連も強いとされている。立位バ
ランスは TUG とも相関が得られた事から，退院時の移乗・移動項目の自立度予測だけでなく，転倒リスクを知る上でも重要な
指標と言える。体重計を用いた下肢荷重率測定は比較的安全且つ簡便に施行できるので，地域包括ケア病棟入棟前から定時的に
評価し，更にその他の下肢機能評価と組み合わせる事で退院に向けた予後予測において，より詳細な考察が可能になると言え
る。
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自宅見取り図を用いた転倒予防指導の有効性に関するランダム化比較試験
急性期病院における退院患者を対象に

上田 哲也1,2），樋口 由美1），今岡 真和3），藤堂恵美子1），北川 智美1），安藤 卓1），
高尾 耕平1），村上 達典1），服部 玄徳2）

1）大阪府立大学大学院，2）八尾徳洲会総合病院，3）国立長寿医療研究センター

key words 転倒予防・自宅見取り図・急性期病院

【はじめに，目的】

転倒及び転倒のヒヤリハット（躓き・滑り等）は，高齢者にとって健康寿命の延伸を阻む要因である。一般的に，地域在住高齢
者より病院からの退院患者の方が転倒する割合が高いといわれており，退院後 2 ヶ月以内での再転倒が 17.5％ あったという報
告がある。転倒予防においては様々な戦略がとられており，近年家屋評価が注目されているが，全ての退院患者に対応していく
ことは困難である。そこで今回，急性期病院から自宅退院する際に，簡便に使用できる見取り図を用いて転倒予防指導を行うこ
とで，再転倒予防効果が得られるかを検証することを目的とした。

【方法】

対象者は，急性期病院整形外科病棟に入院された 65 歳以上の高齢者のうち，入院前一年間に転倒歴があり，屋内自立レベル
（補助具の有無不問）にて自宅退院される患者 60 名とした。除外基準は，重篤な神経症状，視力障害，認知機能評価 MMSE
＜24 点とした。

研究デザインはランダム化比較試験とし，ランダムに対照群 30 名，介入群 30 名の 2 群に分け，割り付けを決定後，自宅退院ま
でに介入を行った。対照群には，運動指導を主体とした指導を退院時に行い，介入群には，運動指導に加え，自宅見取り図を用
いた転倒危険因子についての指導を実施した。転倒危険因子は，先行研究で報告されている段差や敷物，不適切な履き物，暗所，
整理整頓されていない場所とした。

ベースライン評価として，対象者の属性（年齢・性別・BMI），認知機能評価（MMSE），身体機能評価（TUG），日常生活評価
（BI），精神・心理的評価（MFES・GDS5），入院前の生活機能評価（LSA）の調査・測定を退院前に行った。追跡期間において，
退院後 2 ヶ月間の自宅内での転倒と転倒のヒヤリハットを転倒カレンダーを用いて観察した。

統計解析では，ベースラインの両群間の比較検討には χ2検定及び t 検定を用いて検討を行った。また，観察期間中の介入の効果
を確認する為，Kaplan�Meier 法による累積ヒヤリハット回避率の算出と Cox の比例ハザードモデルによる多変量解析を行っ
た。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

追跡率は 81.7% であった。ベースライン評価では両群間において各項目で有意な差はみられず，平均年齢は対照群 75.0±6.9 歳，
介入群 76.8±6.7 歳であった。

2 ヶ月の観察期間において，転倒発生状況は，対照群で 3 名（12％）転倒したのに対し，介入群では転倒が発生しなかった。ヒ
ヤリハット発生状況は，介入群のヒヤリハット回避率は対照群に比べて有意に高値を示した（p＜0.01）。さらに，性・年齢を調
整した Cox 比例ハザードモデルによる検討では，介入群（ハザード比：0.361，95％ 信頼区間：0.147�0.886）が有意な独立因子
であった。

【結論】

急性期病院の転倒予防の取り組みとして，自宅見取り図を用いた指導が有効である可能性が示唆された。今回，簡易に指導を行
うことで一定の効果が得られたことは，臨床的に意義があると考える。
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O-YB-05-5

尿失禁を併発した膀胱瘤に対する理学療法の効果
～骨盤底機能と症状改善の検討～

井澤 美保1），塙 美緒1），八武崎李菜1），藤田 綾子1），山崎 知美2），柳澤 良三3）

1）IMS（イムス）グループ春日部中央総合病院リハビリテーション科，
2）IMS（イムス）グループ春日部中央総合病院看護部，
3）IMS（イムス）グループ春日部中央総合病院泌尿器科

key words 骨盤底筋体操・尿失禁・膀胱瘤

【はじめに，目的】

女性下部尿路症状に対する骨盤底筋体操は，腹圧性尿失禁・切迫性尿失禁に対する行動療法として有用性が高いと報告されて
いる。尿失禁の発生には骨盤底筋群の筋力・筋機能低下，膀胱頸部組織の脆弱化との関連が報告されている。継続した骨盤底筋
体操の実施により骨盤底機能は改善し，尿失禁の改善に至ると考えられている。しかし，本邦では，症例に対しての効果を検証
した報告は少ない。当院では 2015 年より泌尿器科医師の指示のもと，女性下部尿路症状に対する外来理学療法を実施している。
今回，骨盤臓器脱の中で最も尿失禁を併発する膀胱瘤患者に対し，理学療法を実施した効果を検証したので報告する。

【方法】

2015 年 7 月から 2016 年 7 月までに，膀胱瘤と診断された女性 14 名（平均年齢 70.6±8.4 歳）を対象とした。理学療法は，骨盤
底筋体操（持続収縮練習，最大収縮での反復練習），腹式呼吸練習を実施し，自宅での自主トレーニングを指導した。効果検証
は，失禁に対する自覚的評価 International Consultation on Incontinence Questionnaire�Short Form（ICIQ�SF），10 秒間の骨盤
底筋反復収縮回数，骨盤底筋持続収縮時間（秒）とした。測定した 3 項目を介入初回と 3 カ月後をそれぞれ Wilcoxon の順位和
検定で比較検討した。統計処理は R2.8.1 を使用し，有意水準 p=0.05 とした。

【結果】

ICIQ�SF は初回 10±3.4 点・3 カ月後 4.4±3.7 点，反復収縮回数は初回 6±2.7 回・3 カ月後 8.1±1.9 回，持続収縮時間は初回 10.8
±7.2 秒・3 カ月後 17.1±11.0 秒。全ての項目で，初回と 3 カ月後に有意差を認めた。

【結論】

尿失禁を併発する膀胱瘤患者に対し，骨盤底筋体操を中心とする理学療法介入を 3 カ月継続することで，尿失禁症状と骨盤底筋
筋力・筋機能が改善した。
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O-YB-05-6

下肢非荷重状態が骨盤底筋に与える影響
ラットによる実験的研究

藤井 奈美，積山和加子，金指 美帆，高宮 尚美，梅井 凡子，小野 武也，沖 貞明

公立大学法人県立広島大学保健福祉学部理学療法学科

key words 骨盤底筋・廃用性筋萎縮・ラット

【はじめに，目的】

高齢者や女性における尿失禁の罹患率は高く，その原因のひとつとして骨盤底筋群の脆弱化が挙げられる。骨盤底筋群は恥骨か
ら尾骨に向けて広くハンモック状に位置し，重力下で骨盤内臓器を直接受け止め，排尿調節を行っている。高齢者の尿失禁と関
連する要因としてせん妄や起立動作能力の低下等が報告されているが，骨盤底筋群の構造や機能からすると安静臥床のような
条件においては下肢筋と同様に廃用性筋萎縮が生じる可能性がある。そこで本研究では，下肢非荷重状態が骨盤底筋に与える影
響について検討した。

【方法】

8 週齢の Wistar 系雌性ラット 13 匹を対象とし，対照群（以下，C 群）6 匹と後肢非荷重群（以下，S 群）7 匹となるよう無作為
に 2 群に分けた。実験初日と実験最終日に各ラットの体重を測定した。C 群は 14 日間通常飼育を行い，S 群は 14 日間尾部懸垂
を行った。尾部懸垂は Tanaka ら（2004）の方法を用い，三種混合麻酔薬を腹腔内投与して尾部基部にはリドカインの皮下注射
を施した。その後ラット尾部基部に Kirschner 鋼線を通してナスカンフックを取り付け，ケージ内に懸垂した。水や固形飼料は
両群とも自由に摂取可能な状態で飼育した。

実験最終日にペントバルビタールナトリウムを腹腔内に過量投与し安楽死させた後，両側のヒラメ筋を摘出した。本研究では，
骨盤底筋群の中から骨盤底において重要な支持組織とされる骨盤隔膜を構成する腸骨尾骨筋を被験筋とした。腸骨尾骨筋の摘
出方法については，Bremer らの方法（2003）に基づき，ラットの腸骨から尾骨椎体（C5�6）に向けて腸骨尾骨筋を剖出し，起
始部は腸骨付着部で剥離し，停止部は筋腱移行部で切離した。摘出したヒラメ筋と腸骨尾骨筋は精密秤を用いて計測し，これを
各ラットの実験最終日の体重で除し，相対重量比を求めた。ヒラメ筋と腸骨尾骨筋の相対重量比について対応のない t 検定を
行った。危険率 5% 未満をもって有意性を判定した。

【結果】

ヒラメ筋の相対重量比は C 群 0.490±0.03mg/g，S 群 0.225±0.017mg/g であった。腸骨尾骨筋の相対重量比は C 群 0.540±0.057
mg/g，S 群 0.276±0.057mg/g であった。いずれの 2 群間の比較においても C 群に比べ S 群が有意に低値を示した（P＜0.001）。

【結論】

本研究では，ラットの後肢非荷重状態が骨盤底筋に与える影響について検討した。S 群のヒラメ筋相対重量比の結果より，先行
研究と同様に後肢非荷重状態が作成できたといえる。腸骨尾骨筋についても，S 群の相対重量比は C 群と比較して有意に低値を
示した。今回の研究により，安静臥床を模した下肢非荷重条件下において，腸骨尾骨筋の筋湿重量が減少することが明らかと
なった。よって，下肢に対する廃用性筋萎縮予防の運動と同様に骨盤底筋に対する対策を講じる必要があると考えられる。本研
究では腸骨尾骨筋の筋湿重量についての検討を行っただけであるため，今後は筋組織や筋機能についても検討を行いたい。
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O-YB-06-1

急性期病院大腿骨近位部骨折患者における食事摂取カロリーと関連する因子の
検討

田中 利明，筧 哲也，三坂 恵，垣内 優芳，渡 彩夏，井上 達朗

西神戸医療センターリハビリテーション技術部

key words 急性期病院・大腿骨近位部骨折・食事摂取量

【はじめに，目的】

近年，人口の高齢化に伴い，認知症，虚弱（frailty）を認める高齢者の増加が社会的な問題となっている。高齢者に多い大腿骨
近位部骨折患者の多くは骨折前から認知症，栄養障害を合併しており，骨折と手術による侵襲や周術期の食事摂取量低下で栄養
障害がさらに悪化し，機能回復に影響することが懸念されている。そこで本研究は大腿骨近位部骨折と診断されて急性期病院に
入院し，手術を施行した患者の入院中の術後食事摂取カロリーとそれに関連する因子について調査することを目的とした。

【方法】

研究デザインは前向き観察研究であり，当院に 2013 年 6 月から 2015 年 4 月までに入院した 65 歳以上の転倒による大腿骨近位
部骨折患者で入院後手術を施行した者とした。除外基準は術後免荷，嚥下障害，死亡例とした。調査内容は年齢，性別，BMI，
下腿周径，握力，入院時血清データ（Alb，Hb，CRP），Mini Nutritional Assessment�Short Form（以下 MNA�SF），受傷前歩
行能力，術後翌日の FIM 運動項目合計（以下，FIM 運動項目初期），初期食事動作（以下，FIM 食事初期），認知症の有無，術
後合併症の有無，受傷前転倒歴とした。摂取カロリーは入院中 1 日当たりの平均摂取カロリー（Energy Intake，以下 EI）とし
た。EI を目的変数として先行研究から年齢，性別，BMI，Alb，握力，MNA�SF,，FIM（運動項目初期，食事初期），認知症の
有無を説明変数としとして強制投入した重回帰分析を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

105 名（男性 21 名，女性 84 名）を解析対象とした。対象者特性は年齢 82.4±6.6 歳，性別（男性 21 名，女性 84 名），下腿周径
28.1±3.5 cm，握力（13.0±6.8kg），BMI（20.2±3.3kg/m2），Alb（3.7±0.5g/dl），Hb（11.8±1.7g/dl），CRP（1.7±3.5mg/dl），
MNA�SF（10.0±2.7 点），受傷前歩行能力（独歩 66 名，物的介助 39 名），FIM 運動項目初期（32.2±14.4 点），FIM 食事初期

（5.0±1.8 点），認知症の有無（あり 49 名，なし 61 名），術後合併症（あり 43 名，なし 62 名），受傷前転倒歴（2.1±1.0 回）であっ
た。EI は 1063±274kcal であった。EI を目的変数とした重回帰分析の結果，握力（標準化偏回帰係数 0.45，＜0.001），認知症

（0.22，＜0.05）が有意に関連していた。（R2=0.38。P＜0.001）

【結論】

本研究結果から術後食事摂取カロリーに握力と認知症が有意に関連していた。握力は全身の筋肉の指標だけではなく，栄養状態
を反映し，低栄養を知る指標になることは先行研究で示されている。また低栄養と食事摂取カロリーは密接に関係していること
から今回，握力が食事摂取カロリーと強い関連性を示したと考える。高齢者の虚弱は低栄養との関連が極めて強く，低栄養が存
在するとフレイルティ・サイクルが構築される。そのため，虚弱を多く認める大腿骨近位部骨折患者では周術期における食事摂
取カロリーは低栄養予防の重要な因子であることは勿論だが，全身筋力の指標である握力が今回の結果において食事摂取カロ
リーの予測因子になりうることが示唆された。
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O-YB-06-2

周術期にレジスタンストレーニングを行った食道癌患者における体組成，四肢
筋力および持久力の経時的変化

近藤 心，古本 太希，佐藤 紀，加藤 真介

徳島大学病院リハビリテーション部

key words 食道癌・周術期・サルコペニア

【はじめに，目的】

食道がん周術期の患者は，手術侵襲による炎症，絶食期間の存在や通過障害などによる栄養障害，創部痛やドレーンの存在など
による活動量低下などから，サルコペニアなどの身体機能低下を来し易い状態にある。近年，がん治療中における筋力および筋
肉量についての報告がなされているが，食道がん周術期における身体機能の経時的な変化についての報告は少ない。そこで本研
究では食道がん周術期における体組成，上下肢筋力および持久力の経時的な変化を調査したため報告する。

【方法】

2015 年 4 月から 2016 年 9 月の間に当院にて食道がんに対する根治的開胸開腹術が施行された患者（n=34）より，当院の食道癌
術後パスに従い，術後 1 日より離床および経腸栄養開始，術後 7 日より経口摂取および下肢のレジスタンストレーニングを開
始，入院日数の 80% 以上の日数で運動療法が可能であった 21 名を対象とした。調査項目について，除脂肪量は InBodyS10（In-
Body 製），筋力については握力をグリップ�D（竹井機器工業製），等尺性膝伸展筋力（以下，膝伸展筋力）を μ�TAS（アニマ製）
を用いて測定し，持久力測定には 6 分間歩行テスト（以下 6MWD）を実施した。各測定は，術前，術後 14 日，術後 21 から 28
日の間（以下術後 28 日）の計 3 回実施し，測定値の経時的な変化を検討した。統計解析は反復測定による分散分析と多重比較
検定（Tukey 法）を用いて検討し，有意水準は 5％ 未満とした。統計ソフトは SPSSver.22.0 を使用した。

【結果】

各測定結果は（術前，術後 14 日，術後 28 日）の順に平均値±標準偏差で表し，除脂肪量（45.6±7.4kg，43.0±5.5kg，43.2±8.6），
握力（32.1±9.5kg，32.0±9.7kg，28.9±10.1kg），膝伸展筋力（32.7±10.8kg，30.4±8.7kg，30.4±15.8kg），6MWD（507.8±102.0
m，478.2±93.6m，457.4±116.9m）となった。各項目の反復測定による分散分析の結果，除脂肪量，握力，および膝伸展筋力で
有意な主効果が認められ，除脂肪量で術前と術後 14 日（p＜0.01）および術前と術後 28 日（p＜0.01），握力の術前と術後 28
日（p＜0.01）および術後 14 日と術後 28 日（p＜0.01），膝伸展筋力の術前と術後 14 日（p＜0.05）で有意差を認めた。

【結論】

経腸栄養下における食道がん周術期の骨格筋へのアミノ酸動員は，術直後に最低値を示した後，術後 14 日で正の動員率を示す
との報告があり，蛋白質代謝面での変化が，本研究における術後 14 日までの除脂肪量低下に関する一つの原因と考えられる。
また骨格筋量の減少に伴い，四肢の筋力低下も惹起されたと考えられるが，上肢筋力は術後 14 日以降で有意に低下しており，
筋肉量減少よりもトレーニング不足など廃用の要素が強かった可能性が考えられる。対して比較的筋肉量の多い下肢では骨格
筋の減少の影響を受けて術後 14 日までの筋力低下が大きいものの，レジスタンストレーニングにより術後 14 日以降の低下は
少なかったものと考えられる。
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O-YB-06-3

がん性疼痛に対する経皮的電気刺激治療（TENS）の効果の検討―a pilot study―

井上順一朗1），小野 玲2），牧浦 大祐1,2），柏 美由紀1），秋末 敏宏2），酒井 良忠3）
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3）神戸大学大学院医学研究科リハビリテーション機能回復学分野

key words がん性疼痛・経皮的電気刺激治療・オピオイド

【はじめに，目的】

がん性疼痛はがん患者の約 70% が経験する症状であり，適切な鎮痛剤の使用によりその約 80% はコントロールできるとされて
いる。しかし，オピオイドなどの薬物療法では，嘔気・嘔吐，眠気，便秘，呼吸抑制などの副作用により，日常生活や QOL
に悪影響を及ぼすリスクが高い。一方，経皮的電気刺激治療（TENS）は非侵襲的で安全な鎮痛手段であり，がん性疼痛に対す
る鎮痛効果についても報告されている。しかし，TENS の鎮痛効果に伴うオピオイド使用量の減少，身体機能や QOL の改善に
着目した研究はみられない。本研究の目的は，がん性疼痛に対する TENS の鎮痛効果およびそれに伴うオピオイド使用量の減
少，身体機能や QOL 改善への効果を検証することである。

【方法】

対象は，がん性疼痛に対してレスキューとしてオピオイドを使用している患者 9 名（男性 5 名，女性 4 名，平均年齢 65.6±11.5
歳）。対象を一般的な理学療法（PT）を行う通常群 4 名と一般的な PT＋低周波治療器 ESPURGE（伊藤超短波）を用いて TENS
を行う TENS 群 5 名の 2 群にランダムに割り付けを行った。評価項目は，オピオイド使用量として，レスキューとしてのオキシ
コドン塩酸塩の 1 日平均使用量，また，疼痛は日常生活における最大および平均の疼痛の程度を NRS で評価した。身体活動量
は，生活習慣記録機 Lifecorder GS（スズケン）にて平均歩数を算出した。身体機能は握力および膝伸展筋力を，QOL は EORTC
QLQ C�30 の global QOL スコアを評価した。オピオイド使用量，疼痛の程度，身体活動量については，PT 開始前，PT 開始 1
週後，2 週後，3 週後に，身体機能および QOL については，PT 開始前，PT 開始 3 週後に評価を行った。統計解析は，PT 開始
1 週後，2 週後，3 週後における各評価項目について，PT 開始前からの変化率を算出し，対応のある t 検定にて 2 群間の比較を
行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

疼痛の程度および QOL の変化率は 2 群間で有意差は認められなかった。オピオイド使用量の変化率は，通常群と比較し，TENS
群にて PT 開始 1 週後（10.2±15.7% vs�16.1±7.2%，p=0.01），2 週後（11.4±12.2% vs�40.8±19.2%，p＜.01），3 週後（14.0±12.6%
vs�28.8±20.4%，p＜.01）で有意に減少した。身体活動量の変化率は 2 群間で有意差は認められなかったが，TENS 群にて増加
傾向であった。身体機能の変化率については，握力，膝伸展筋力ともに TENS 群にて有意に改善が認められた。

【結論】

がん性疼痛に対して TENS を実施することにより，オピオイド使用量が減少し，身体機能の改善が認められたことから，がん性
疼痛に対する coping の手段の一つとして TENS の使用が有用ではないかと考えられた。
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O-YB-06-4

サルコペニアは食道がん患者の術後再入院の増加や生存率の低下と関連する

牧浦 大祐1），小野 玲2），井上順一朗1），酒井 良忠3,4）
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3）神戸大学医学部附属病院リハビリテーション科，4）神戸大学大学院医学研究科

key words サルコペニア・予後・食道癌

【はじめに，目的】サルコペニアは高齢患者の術後予後不良因子であることが報告されている。食道がん領域では，術後呼吸器
合併症との関連が報告されているが，長期的な予後との関連は明らかになっていない。本研究の目的は，食道がん患者のサルコ
ペニアと退院後 3 ヶ月間の再入院，生存率との関連を明らかにすることである。

【方法】本研究は前向きコホート研究である。当院で食道がんに対して食道切除再建術を施行した患者 98 例を対象とした。サル
コペニアの診断は術前に行い，Asian Working Group for Sarcopenia の診断基準に従い，筋肉量の低下（男性：骨格筋量指標＜
7.0kg/m2，女性：＜5.7kg/m2）と身体機能の低下から判定した。筋肉量の測定には，多周波インピーダンス測定方式による体組
成計 DF�860（大和製衝）を用いた。身体機能の低下は，握力の低下（男性：＜26kg，女性：＜18kg）または歩行速度の低下

（＜0.8m/s）から判定した。退院後 3 ヶ月間の再入院と術後生存期間は電子カルテより調査した。再入院は，術後補助療法によ
る予定入院を除いた退院後 3 ヶ月以内の緊急入院と定義した。統計解析では，Mann�Whitney の U 検定と Fisher の正確確率検
定を用いて群間における単変量解析を行った。Fisher の正確確率検定を用いてサルコペニアと術後再入院との関連を検討した。
先行研究にて，術後再入院との関連が報告されているリスク因子（年齢，性別，病期，経口による栄養摂取，術後合併症）とサ
ルコペニアを独立変数とし，術後再入院の有無を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行い，サルコペニアと術後再入
院との関連を検討した。Kaplan�Meier 法により累積生存率を推定し，ログランク検定にてサルコペニアと生存率との関連を検
討した。すべての統計解析において，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】全対象者のうち 31 例（31.6%）がサルコペニアと診断された。サルコペニア群は，非サルコペニア群に比べて，有意に
年齢が高く（69 歳 vs 64 歳，P=0.01），術後在院日数が長かった（53 日 vs 30 日，P＜0.01）。退院後 3 ヶ月以内の再入院率は，
サルコペニア群で有意に高く（42.9% vs 16.4%，P=0.01），多重ロジスティック回帰分析の結果，サルコペニア（オッズ比 3.61，
95% 信頼区間 1.22�11.20, P=0.02）は術後再入院の独立した予測因子であった。ログランク検定の結果，サルコペニア群は，非サ
ルコペニア群に比べて生存率が有意に低下していた（P=0.03）。

【結論】サルコペニアは，食道がん患者における退院後 3 ヶ月以内の再入院と生存率低下のリスク因子であることが示唆された。
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O-YB-06-5

造血幹細胞移植後再移植症例の移植前後における身体機能の回復
―初回移植と再移植の比較―

濱田 涼太1），宮坂 淳介1），西村 純1），吉田 路子1），中谷 未来1），南角 学1），高折 晃史2），
近藤 忠一2），池口 良輔1），松田 秀一1）

1）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）京都大学医学部血液・腫瘍内科

key words 造血幹細胞移植・再移植・身体機能

【はじめに，目的】

造血器悪性腫瘍に対する造血幹細胞移植後の再発に対する治療選択肢は広がりつつあるが，再移植を行う場合には，初回移植の
影響や再寛解を目指す化学療法のため治療期間が長期化する。そのため，再移植症例においては初回移植症例と比較して，移植
前での身体機能や移植後の身体機能の回復状況に変化が生じている可能性が考えられる。再移植症例に対しても適切な理学療
法を展開していくためには，それらを把握することが重要であるが，再移植症例の身体機能の回復を調査した報告は少ない。本
研究の目的は，再移植症例における移植前時点での身体機能ならびに，移植後にどのような機能回復の特徴があるのかを初回移
植症例と比較し明らかにすることである。

【方法】

対象は 2010 年 8 月から 2016 年 5 月までに当院にて造血幹細胞移植を施行し，移植前と退院時のデータに欠損がない 70 名（初
回移植 56 名：A 群，再移植 14 名：B 群）であった。対象者は移植前後に同様のリハビリテーション介入を行っている。調査項
目は，患者属性（性別，年齢，BMI，Hb，TP，％FEV1），移植後経過（GVHD の有無，生着日数，移植後在院日数），身体機能

（握力，膝関節伸展筋力，6 分間歩行距離）とした。膝関節伸展筋力は Isoforce GT330（OG 技研社製）により等尺性筋力を測定
し，トルク体重比（Nm/Kg）にて算出した。各測定項目の両群間の比較には，カイ二乗検定，対応のない t 検定を行い，各群の
移植前後の各測定項目の比較には対応のある t 検定を用いた。

【結果】

患者属性と移植後経過については，両群間で有意差が認められなかった。移植前の膝関節伸展筋力（A 群 2.09±0.72 Nm/Kg，
B 群 2.61±0.78 Nm/Kg）は，B 群のほうが有意に高い値を示した。また，各群の移植前後の各測定項目の変化として，A 群の
BMI（移植前 21.8±3.0 kg/m2，移植後 19.8±2.7 kg/m2），握力（移植前 28.6±9.3kg，移植後 24.5±7.8kg），TP（移植前 6.4±0.5
g/dl，移植後 5.9±0.5g/dl）と，B 群の BMI（移植前 20.2±2.8 kg/m2，移植後 19.2±2.3 kg/m2），握力（移植前 32.5±7.7kg，移
植後 26.9±6.2kg）が有意に低下した。また，A 群の膝関節伸展筋力（移植前 2.08±0.70Nm/kg，移植後 2.01±0.72Nm/kg）と 6
分間歩行距離（移植前 492.3±94.3m，移植後 471.8±95.7m）と B 群の膝関節伸展筋力（移植前 2.61±0.78Nm/kg，移植後 2.34
±0.66Nm/kg）と 6 分間歩行距離（移植前 473.2±69.0m，移植後 449.1±86.8m）は，両群ともに移植前後で有意差を認めなかっ
た。

【結論】

本研究の結果では，両群間に生着日数，在院日数に有意差はなく，各身体機能の経過についても同様の変化を示した。よって，
再移植症例に対してもリハビリテーションを実施することで，初回移植症例と同様の結果が得られることが示唆された。再移植
症例において移植前時点の膝関節伸展筋力は高い値を示しており，影響を与えている因子を引き続き調査していく必要がある
と考えられた。
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O-YB-06-6

自家造血幹細胞移植患者に対するB�SESの有用性の検討
シングルケーススタディ

中神 孝幸1），新屋 順子1），内藤 健助2），高羽 理光2）

1）浜松医療センターリハビリテーション技術科，2）浜松医療センター血液内科

key words 造血幹細胞移植・合併症・神経筋電気刺激

【はじめに，目的】

造血幹細胞移植患者では，治療による各種移植関連合併症により，理学療法（以下 PT）の中断を余儀なくされることが多い。
今回，自家造血幹細胞移植併用大量化学療法を施行した患者に対して，積極的な PT 介入が困難な期間に，ベルト式骨格筋電気
刺激（Belt electrode�Skeletal muscle Electrical Stimulation：以下 B�SES）を施行したので，その効果を検討した。

【方法】

症例はホジキンリンパ腫再発と診断され，当院に自家造血幹細胞移植併用大量化学療法目的に入院した女性患者 1 例である。4
病日より PT が介入し，5 病日より 39 病日まで B�SES を実施した。骨格筋電気刺激には Auto Tens PRO Rehabili Unit（ホー
マーイオン社）を使用した。刺激時間 20 分，周波数 20Hz，強度は耐性可能な最大強度とし，骨髄抑制期には紫斑や疼痛の出現
に注意した。18～21 病日に大量化学療法が施行され，消化器症状により食事摂取量や身体活動量が低下した。積極的な介入は控
え B�SES とベッド上での PT のみの実施とした。22 病日自家造血幹細胞移植施行後は，消化器症状に留意し離床を進めた。32
病日生着確認。生着確認後は PT の負荷を漸増し，44 病日自宅退院となった。評価項目は，体重，Skeletal Muscle mass Index

（以下 SMI），握力，6 分間歩行距離（以下 6MWD），30 秒椅子立ち上がりテスト（以下 CS�30），Functional Assesment of Can-
cer Therapy�General（以下 FACT�G），Cancer Fatigue Scale（以下 CFS），Hospital Anxiety and Depression Scale（以下
HADS），運動セルフ・エフィカシー（以下運動 SE）とした。評価時期は入院後・生着後 1 週間以内とした。

【結果】

評価結果を以下，入院時→生着後にて示す。体重：58.7→56.7kg，SMI：9.1→8.9kg/m2，握力：22.7→19.7kg，6MWD：360→385
m，CS�30：15→17 回であった。FACT�G の全ての下位尺度で低下を認め，CFS：11→34 点，HADS 不安スコア：7→10 点，
HADS 抑うつスコア：2→6 点，健康関連 QOL や倦怠感，不安・抑うつなどは悪化傾向を示した。運動 SE：12→15 点，運動に
対する自己効力感が向上した。

【結論】

治療開始時から B�SES を導入することで運動への意欲や理解が得られ，積極的な PT 介入が困難な期間にも B�SES は継続可
能であった。それにより，不安や抑うつの解消，筋肉量の増加には至らなかったが，運動に対する自己効力感が向上したことが
運動機能の維持に繋がったと考えた。造血幹細胞移植患者における B�SES は，運動療法の一助になり得ると考えた。
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老年期の抑うつ状態を予防する活動は何か？
―身体/認知/社会の 3側面からの検討―

上村 一貴1），牧迫飛雄馬2），李 相侖2），土井 剛彦2），李 成喆2），堤本 広大2），島田 裕之2）

1）富山県立大学工学部教養教育，
2）国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部

key words メンタルヘルス・コホート研究・性差

【はじめに，目的】

老年期の抑うつ状態は，生活の質を低下させるだけでなく，認知症や生活機能障害の要因となることから，予防的対策が重要と
考えられる。メンタルヘルスの維持・改善には多様な生活習慣要因が関連していることが予想されるが，身体/認知/社会活動の
ように複数の側面から抑うつ状態発生に及ぼす影響を明らかとした研究はない。本研究の目的は，老年期における抑うつ状態の
新規発生を前向きに調査し，身体/認知/社会の 3 つの側面からの比較検討により，予防に寄与する活動を明らかにすることであ
る。

【方法】

愛知県における高齢者機能健診に参加した 5,104 名のうち，うつ病・パーキンソン病・認知症の既往者，要介護認定者，Mini�
Mental State Examination（MMSE）で 18 点未満者，ベースラインの時点で抑うつ状態であった者を除いて，約 15 か月後の追
跡調査に回答の得られた 3,106 名（男性 1,580 名，女性 1,526 名，平均年齢 71.5 歳）を最終的な分析対象とした。抑うつ症状はベー
スラインと 15 か月後に，Geriatric Depression Scale（GDS）により評価し，6 点以上を抑うつ状態ありと判定した。質問紙によ
り活動状況の調査を行い，【身体活動：①散歩・ウォーキング，②軽い運動・体操，③スポーツ】，【知的活動：①習い事，②ビ
デオ・DVD の操作，③パソコンの使用】，【社会活動：①家族友人の相談にのること，②公民館での行事・催し物への参加，③
地区の会合等への出席】の 9 項目について実施の有無を聴取した。その他の測定項目は，基本属性（年齢，性，教育歴），Short
Physical Performance Battery，MMSE，飲酒・喫煙習慣，主観的健康観，家族構成，服薬数とした。抑うつ状態の新規発生の
有無を従属変数，各活動の有無を独立変数，その他の測定項目を調整因子とした多重ロジスティック回帰分析を性別ごとに行っ
た。

【結果】

239 名（7.7%）で抑うつ状態が新規発生した。多重ロジスティック回帰分析の結果，有意となったのは，男性では習い事（OR
［95%CI］=0.59［0.35�0.99］），ビデオ・DVD の操作（0.64［0.42�0.97］），パソコンの使用（0.51［0.32�083］）であり，女性では
軽い運動・体操（0.65［0.44�0.95］），習い事（0.65［0.44�0.97］），公民館での行事・催し物への参加（0.39［0.26�0.58］），地区の
会合等への出席（0.49［0.33�0.73］）であった。

【結論】

男性では電子機器の使用のような知的活動が，女性では身体活動や地域行事・会合への参加のような社会活動が抑うつ状態の
発生と独立して関連していた。老年期の抑うつ状態の保護因子となる活動には性差がみられ，性別によって異なる予防的アプ
ローチが必要となる可能性が考えられた。
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加齢関連認知的低下高齢者と健常高齢者における夜間睡眠と日中の眠気の比較

田中 瞳1），植田 拓也2），安齋紗保理3），山上 徹也4），大森 圭貢5），柴 喜崇1）

1）北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
2）医療法人社団涓泉会山王リハビリ・クリニック，3）東京都健康長寿医療センター研究所，
4）群馬大学大学院保健学研究科，5）慶應義塾大学先導研究センター

key words 加齢関連認知的低下・睡眠・地域在住高齢者

【はじめに，目的】高齢者における睡眠は加齢性変化によって中途覚醒の増加，午睡の増加，睡眠効率の低下などが認められる。
高齢者の中でも認知症の前駆段階である加齢関連認知的低下（以下，Aging�associated Cognitive Decline：AACD（Levy R,
1994））者と類似概念の軽度認知障害高齢者において，健常高齢者より日中の眠気が弱い傾向であるという結果が示されている

（Jia�Ming Yu, 2009）が，AACD 者の睡眠の特徴を示したものは少ない。そこで本研究の目的は，健常高齢者と AACD 者の夜
間睡眠と日中の眠気を比較し，違いを明らかにすることとした。

【方法】対象は A 県 B 市在住の認知症の確定診断がなされている者と要支援・要介護者を除く 65 歳以上の高齢者 116 名で，B
市の広報誌と基本チェックリストの返送により募集した。除外基準は認知症の可能性（Five Cognitive Functions（以下，ファイ
ブ・コグ）の総合ランク得点が 5～10 点），うつ症状（Geriatric Depression Scale�15 が 5 点以上），睡眠剤の使用，脳血管障害
による片麻痺・高次脳機能障害，データ欠損がある場合とした。調査は郵送で自記式アンケート，会場でファイブ・コグを実施
した。調査項目は基本属性，認知機能（ファイブ・コグ），主観的な睡眠習慣や睡眠の質（ピッツバーグ睡眠質問票日本語版

（以下，Japanese version of Pittsburgh Sleep Quality Index：PSQI�J）），日中の眠気（日本語版 Epworth Sleepiness Scale（以下，
Japanese version of ESS：JESS））である。分析方法はファイブ・コグの総合ランク得点が 15 点を健常群，11～14 点を AACD
群として，2 群において PSQI�J と JESS の総得点は Mann�Whitney U Test，カットオフ値を基準とした良否は χ 二乗検定を
行った。なお，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】健常群 37 名，AACD 群 18 名の計 55 名（男性：18 名，女性：37 名）を選定し，AACD の出現頻度は母集団の 19.83％，
基本属性（年齢：健常群 72.73±4.91 歳，AACD 群 73.50±4.96 歳，教育年数：健常群 12.62±2.74 年，AACD 群 12.72±2.08 年）
に有意差は認められなかった。除外者は，認知症の可能性 4 名，うつ症状 41 名，睡眠剤の使用 7 名，データ欠損 9 名であった。
2 群において，PSQI�J の総得点と良否（健常群 31 名，AACD 群 16 名），JESS の良否（健常群 35 名，AACD 群 16 名）に有意
差は認められなかったが，JESS の総得点（健常群 35 名，AACD 群 16）に有意差（p=0.003）が認められ，健常群に比べ，AACD
群の日中の眠気が弱かった。

【結論】高齢者において健常群と AACD 群の主観的な睡眠習慣や睡眠の質に差は認められなかったが，健常群に比べ，AACD
群の日中の眠気が弱かった。
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認知症リハビリテーション自己効力感尺度の信頼性および妥当性の検証
クラスタ分析を用いたセラピストの自己効力感特性について

野倉 圭1,2），丸山 仁司3）

1）東京白十字病院リハビリテーション科，2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法学分野，
3）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words 認知症・自己効力感・セラピスト

【はじめに，目的】

近年，在院日数や在宅復帰率などのリハビリテーション（以下：リハ）効果へのアウトカムが求められ，認知症患者へのリハも
質が求められている。認知症が進行すれば行動・心理症状などが現れやすく，「認知症があるからやっても意味がない」とセラ
ピストの自己効力感（self�efficacy，以下：SE）低下が考えられる。セラピストの SE が高い方が認知症患者の要介護度改善者
の割合が高かったとの報告もあり，SE を向上させることは認知症患者への質の高いリハを提供するために必要である。そこで，
本研究の目的は認知症リハビリテーション自己効力感尺度（以下：尺度）を開発，信頼性・妥当性を検証し，認知症患者に対す
るセラピストの自己効力感（self�efficacy（以下：SE））を調査することである。

【方法】

調査対象は 114 名（男性 62 名，女性 52 名），年齢（31±7.43 歳），経験年数（5.8±4.63 年）。期間は平成 27 年 9 月から 11 月。
調査は 16 問，4 件法からなる自作の質問用紙を作成，既存の SE 尺度として一般性自己効力感尺度（以下：GSES）を使用した。
分析方法は，尺度の回答に対し偏りのみられた項目を除外後，主因子法による因子分析を行い，スクリー法，解釈可能性により
因子構造を仮定，再度仮定された因子に対し，主因子法・Promax 回転による因子分析を繰り返し，因子的妥当性を確認した。
尺度の信頼性は Cronbach の α 係数を算出した。GSES との相互相関はピアソンの積率相関係数を用いた。また，下位尺度因子
得点をクラスタ分析により分類し，クラスタを独立変数とした一元配置分散分析を行った。統計解析は SPSS Statics Version21
を使用，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

尺度の回答に偏りの見られた 2 項目除外し，14 問に対して因子分析した結果 4 因子が妥当と判断した。因子負荷量を 0.4 以上と
し，どの因子にも基準値を満たさなかった 6 項目を除外して分析を繰り返した結果，それぞれ 2 項目 4 因子からなる SE 因子を
抽出，命名を行った（第 1 因子：言語的説得，2：生理的・情動的状態，3：代理的体験，4：成功体験）。各尺度の信頼性を示す
α 係数は第 1 因子から 0.84，0.75，0.54，0.55 であった。次にクラスタ分析の結果，SE 尺度下位項目得点は 4 つに分類され（第
1 から 57 人，28 人，13 人，11 人），クラスタそれぞれの特徴を確認できたため 4 つのクラスタに命名を行った。さらに，得ら
れた 4 クラスタを独立変数，4 因子得点を従属変数とした一元配置分散分析を行い，4 因子間すべてに有意差をみとめた。認知
症リハ尺度と GSES との間には有意な相関を認めなかった。

【結論】

認知症リハ尺度の信頼性・妥当性が確認され，認知症患者に対するセラピストの SE の特徴が確認された。今後は調査数や設問
数を増やしたより精度の高い尺度の開発が望まれる。
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軽度認知機能障害と歩行速度低下により認知症の発症リスクは増加するか？
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key words 歩行・認知症・縦断研究

【はじめに，目的】

歩行能力低下は軽度認知障害（mild cognitive impairment：MCI）や認知症を有する高齢者の問題点の一つとして認識されてい
る。MCI は，認知症を発症するリスクが高い一方で，健常への改善も認められるため，認知症予防ひいては介護予防の対象とし
て着目すべきであると考えられている。しかし，MCI 高齢者において歩行速度低下を伴う場合に，認知症の発症リスクが増加す
るかについては未だ明らかにされていない。本研究は，縦断研究を実施し，歩行速度低下が認知症のリスクにどのような影響を
与えるかを MCI に着目して検討することを目的とした。

【方法】

本研究は，National Center for Geriatrics and Gerontology�Study of Geriatric Syndromes の参加者の中から，2011 年度に実施し
た調査に参加した 65 歳以上の者とし，ベースラインにおいて認知症，パーキンソン病，脳卒中の病歴がある者，MMSE が 24
点未満の者，診療情報が得られない者を除外した 3749 名を対象とした。ベースラインにて測定した歩行速度，認知機能，一般
特性，服薬数，Geriatric Depression Scale，身体活動習慣に加え，医療診療情報から得られる追跡期間中の認知症の発症をアウ
トカムとした。歩行が 1.0m/s 未満の場合を歩行速度低下とし，認知症ではなく日常生活が自立し全般的認知機能は保たれてい
るが，NCGG�FAT による認知機能評価で客観的な認知機能低下を認めた者を MCI とした。

【結果】

対象者 3749 名（平均年齢 72 歳，女性 53％）を，歩行速度低下と MCI のいずれにも該当しない群（control 群：n＝2608），歩行
速度低下のみを有する群（SG 群：n=358），MCI のみを有する群（MCI 群：n=628），歩行速度低下と MCI の両方を有する群

（MCI+SG 群：n=155）に群分けした。追跡期間中（平均追跡期間：42.7 ヶ月）に認知症を発症した者は 168 名であった。目的
変数に認知症の発症，説明変数に歩行速度と MCI による群要因を設定し，その他の測定項目を共変量として調整した生存分析
を実施した結果，control 群に比べ，SG 群（HR：1.12，95%CI：0.67�1.87）は認知症の発症との有意な関係は認めなかったが，
MCI 群（HR：2.05，95%CI：1.39�3.01）ならびに MCI+SG 群（HR：3.49，95%CI：2.17�5.63）は認知症の発症と有意な関係性
を有していた。

【結論】

MCI 高齢者における歩行能力低下は認知症のリスクを増加させることが明らかになった。高齢者が認知機能障害を有する場合
には，認知機能だけではなく歩行能力を評価し，適切なリスク評価を考慮して介入を行う必要があると考えられる。
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軽度認知障害及び軽度アルツハイマー病患者においてサルコペニアは 1年後
ADL低下の危険因子である
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4）金城学院大学大学院人間生活学研究科

key words サルコペニア・大脳白質病変・ADL

【はじめに，目的】

軽度認知障害（Mild cognitive impairment：MCI）及びアルツハイマー病（Alzheimer’s disease：AD）患者は加齢に伴い増加す
るため，認知機能低下のみならずサルコペニア，大脳白質病変などの老年症候群を有することが多い。本研究の目的は，MCI，
AD 患者においてサルコペニア，大脳白質病変と 1 年後の日常生活動作（Activities of Daily Living：ADL）の低下との関連性を
明らかにすることである。

【方法】

対象は，2010 年 10 月～2015 年 4 月の間に，もの忘れセンターを受診し，初診時に 70 歳以上，Barthel Index 80 点以上，Mini�
Mental State Examination が 18 点以上で MCI または AD と診断された 326 名である。約 12 ヶ月後に追跡調査の回答が得られ
た 277 名（フォロー率：85.0%，年齢：78.9±4.9 歳，女性：70.4％，MCI：93 名，AD：184 名）を最終的な解析対象とした。ADL
は Barthel Index にて評価し，5 点以上減少した者を ADL 低下群とした。身体機能は Timed Up and Go test（TUG），握力，予
測骨格筋量をバイオインピーダンス法で計測した。サルコペニアの定義は，TUG を 5 分位に分け最も時間がかかった分位であ
ること，または筋力低下に加えて，筋量減少がある者とした。大脳白質病変は，T2 及び FLAIR 画像より自動解析ソフトを用い
て頭蓋内容積に対する白質病変の容積（%）を算出した。その他，転倒歴，仕事の有無，運動習慣，社会活動，喫煙歴，飲酒歴，
服薬歴，併存疾患を調査し，行動心理症状を Dementia behavior disturbance scale（DBD），抑うつ症状を Geriatric Depression
Scale，意欲を Vitality Index（VI）にて評価した。統計解析は，ADL 低下の有無により群分けし，対応のない t 検定，χ2検定に
より各測定項目の群間比較を行った。また，ADL 低下の有無を目的変数，説明変数として社会人口学的指標，サルコペニア，
大脳白質病変に加え，群間比較で P 値 0.2 以下の変数を投入したステップワイズロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

平均 377.3±90.3 日の追跡期間で，ADL 低下群は 63 名（22.7%）であった。ADL 低下群では，ベースライン時のサルコペニアの
有症率が高く（31.8% vs 15.0%，P＜.01），大脳白質病変が多かった（1.35±1.1% vs 1.0±1.1%，P＜.01）。その他，ADL 低下群は，
有意に年齢，DBD の得点が高く，MMSE，VI の得点が低く（P＜.05），仕事を有している人が少なかった（P＜.05）。多変量解
析の結果，1 年後の ADL 低下と有意に関連していたのは，年齢（OR=1.08，［1.01�1.16］），サルコペニア（OR=2.19，［1.02�4.69］），
DBD（OR=1.07，［1.03�1.11］）であった。統計学的に有意ではないものの大脳白質病変は 1 年後 ADL 低下と関連する傾向が認
められた（OR=1.29，［0.99�1.69］）。

【結論】

MCI，AD 患者においてサルコペニアは，ADL 低下の危険因子であった。サルコペニアは栄養，運動療法により改善可能な状態
であると考えられ，サルコペニアに対する介入によって認知症患者の ADL 低下を予防できる可能性が示唆された。
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軽度認知機能低下がサルコペニア有病者の新規要介護発生リスクへ与える影
響：24ヵ月間の前向き研究

今岡 真和，李 相侖，牧迫飛雄馬，李 成喆，土井 剛彦，堤本 広大，中窪 翔，
牧野圭太郎，裵 成琉，鄭 松伊，島田 裕之

国立長寿医療研究センター

key words サルコペニア・軽度認知機能低下・地域在住高齢者

【はじめに，目的】

サルコペニアは加齢に伴う筋量や筋力の低下を特徴とする症候群であり，理学療法の重要な対象となる。一方，軽度認知機能低
下は認知症発症のリスクだけでなく身体機能低下のリスクにもなるため，要介護発生のリスクを増加させる要因の一つと考え
られる。しかし，サルコペニアと軽度認知機能低下が併存する高齢者の要介護発生リスクは未だ明らかではなく，そのような者
では要介護発生リスクがさらに高いことが予想され，予防理学療法のより重要な適応となる可能性が極めて高い。そこで，地域
在住高齢者を対象とした 2 年間の前方視的な調査を行い，サルコペニアおよび軽度認知機能低下と要介護発生状況との関連を
調査した。

【方法】

対象は，National Center for Geriatrics and Gerontology�Study of Geriatric Syndromes の 70 歳以上の健診受診者 5257 名のう
ち，パーキンソン病，脳卒中，うつ病の既往歴がある者，要介護認定者，MMSE21 点未満の者，測定項目に欠損がある者，ペー
スメーカー使用者，死亡または市外転居した者を除く 3900 名とした。

ベースライン評価は骨格筋量，握力，歩行速度，Mini�Mental State Examination（以下：MMSE），Geriatric Depression Scale
（以下：GDS），薬剤投与数，教育年数，アルコール摂取，喫煙，その他基本属性を調査した。サルコペニアは Asian Working
Group for Sarcopenia のアルゴリズムにより判定を行い，認知機能低下は MMSE が 26 点以下の者とした。ベースライン以降の
24 か月間における新規要支援・要介護発生の有無を調べた。統計解析は，ベースライン評価によって健常群，サルコペニア群，
軽度認知機能低下群，サルコペニアと軽度認知機能低下の併存群の 4 群に分け，Log�rank 検定および Cox 比例ハザード回帰分
析を行い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

調査対象 3900 名のうち，健常群 1788 名，サルコペニア群 120 名，軽度認知機能低下群 1853 名，併存群 139 名であり，288 名
（7.4%）が 2 年間で要支援・要介護を新規に発生した。各群の新規要支援・要介護発生率は，健常群 5.1%，サルコペニア群 8.3%，
軽度認知機能低下群 8.6%，併存群 18.7% であり，Log�rank 検定の結果，併存群とその他 3 群に有意差があった（p＜0.05）。Cox
比例ハザード回帰分析による健常群に対する要介護発生のハザード比は性，年齢，体重，GDS，喫煙，教育年数の調整モデルに
おいて，サルコペニア群 1.05（信頼区間：0.54�2.02），軽度認知機能低下群 1.47（信頼区間：1.12�1.90），併存群 1.97（信頼区間
1.25�3.10）であり，軽度認知機能低下群と併存群は有意に新規要介護発生との関連が認められた。

【結論】

健常高齢者と比較して，サルコペニアと軽度認知機能低下を併存する者は約 2 倍，軽度認知機能低下のみでは約 1.5 倍の要介護
発生リスクであることが示唆された。そのため，サルコペニアの有無に加え，認知機能を評価することは新規要介護リスクを客
観的に把握するために有用である。
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高齢者の移動能力に対する筋疲労課題中のパワー産生能力の重要性
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【はじめに，目的】

高齢者が自立した日常生活を送るためには，移動能力の維持が重要である。移動能力の低下の原因の 1 つとして，最大筋力が挙
げられている。最大筋力の測定は一瞬の最大の力を測定するが，日常生活で発揮する場面は少なく，むしろ最大下の力を疲れず
に持続的に発揮する場面が多く見受けられる。つまり，筋疲労が移動能力に影響すると考えられる。そこで，本研究は，日常生
活の収縮形態に近い等張性収縮による筋疲労課題を用いて，最大筋力と持続的に力を発揮する能力のどちらが移動能力に影響
するのかを検証した。筋疲労を評価や治療に応用できる可能性を示すことが本研究の意義となる。

【方法】

対象は，地域在住の女性の高齢者 15 名とし（年齢：79.6±6.2 歳，BMI：23.0±3.0kg/m2，MMSE�24 点），Short Physical Per-
formance Battery の点数をもとに，移動能力維持群（以下；維持群）と移動能力低下群（以下；低下群）に群わけをした（維持
群＞9 点；低下群�9 点）。最大筋力は，BIODEX を使用し，膝関節屈曲 90̊ で膝関節伸展の最大等尺性随意収縮（Maximal vol-
untary contractions；以下 MVCs）を 3 回測定し，最大値を用いた。疲労課題は，BIODEX を用いて，20%MVC の負荷に対し
て出来るだけ速い速度で膝関節伸展運動（膝関節屈曲 90̊ から 0̊ まで）を 30 回行う疲労課題を実施した。疲労課題中に，最大
パワー，最大速度，パワーの総和，パワーの変化率を測定した。パワーの変化率は，最大パワーを基準に 5 回ごとの平均値をも
とに算出した。疲労課題中のパワーの変化率の時系列と群間の 2 要因の比較には繰り返しのある二元配置分散分析を行った。有
意差を認めた場合，時系列は Tukey’s HSD による多重比較検定を用いた。また，群間の比較は対応のない t 検定を用いた。また，
それ以外の指標の群間の比較には，対応のない t 検定を用いた。全て有意水準は危険率 5% 未満とし，統計ソフトは SPSS 19.0
Japanese を用いた。

【結果】

年齢，BMI，MVC，最大パワー，最大速度は群間に有意差を認めなかった。パワーの変化率は 1－5 回に比べて，両群ともに有
意に減少した（p＜0.05）。また，群間の差は，1－5 回で低下群に比べて維持群が有意に高い値を示した（p＜0.05）。パワーの総
和（維持群；2068.8±635.3W vs 低下群；1385.4±547.5W）は群間に有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

本研究において，最大筋力は移動能力の低下に影響せず，持続的に力を発揮する能力が影響することが明らかとなった。また，
低下群は維持群に比べて，課題早期にパワーを維持できていないことも示された。よって，筋疲労という観点は移動能力の評価
や治療に重要であると考えられる。
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【はじめに， 目的】近年中高齢者の持久力を評価するテストとして 3 分間歩行テスト（以下 3MWD）の有用性が報告されている。
しかし障害を持った高齢者の中には持久力テストが身体的・精神的負担が大きい対象者がおり，また長い測定時間が必要であ
ることから集団を対象とする現場での使用が容易であるとはいえない。そこで今回，簡便な運動機能評価を用いて要支援者の持
久力を推定できる方法を明らかにするために，3MWD とその他の運動機能評価との関連性を調査したため報告する。

【方法】対象は 2009 年 4 月から 2015 年 6 月の期間に短時間通所リハビリテーションを利用開始となった要支援者のうち，屋内
の移動が自立している 218 名とした（男性 82 名，女性 136 名。年齢 76,7±9,1 歳）。要介護度は要支援 1 が 114 名，要支援 2 が
104 名であり，主疾患は運動器疾患 103 名，脳血管疾患 77 名，その他 38 名であった。持久力の評価には 3MWD を用い，その
他の運動機能評価として握力，30 秒椅子立ち上がりテスト（CS�30），10m 最大歩行時間（10mMWT），TUG を用いた。統計学
的分析として，【分析 1】3MWD と年齢，その他の運動機能評価間の相関関係を Pearson の相関係数を用いて検討した。【分析
2】3MWD を従属変数，性別と相関分析より有意な相関関係の認められた因子を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）
を行った。性別はダミー変数を用い男性を 1，女性を 0 と設定した。なお，重回帰分析を行う際には多重共線性を考慮し，独立
変数内で相関係数が 0.8 以上のものは従属変数との相関関係の強いもののみを投入することとした。統計ソフトはいずれもエク
セル統計 2010 を使用し，統計学的な有意水準は 1％ 未満とした。

【結果】各運動機能評価の平均値は 3MWD：120.0±41.5m，握力：16.8±5.8kg，CS30：8.6±4.2 回，10mMWT：11.6±5.5 秒，
TUG：13.2±5.9 秒であった。【分析 1】単相関分析によって 3MWD と有意な相関が認められたのは相関係数が高い順に 10
mMWT（r=－0.71），TUG（r=－0.69），CS�30（r=0.54），握力（r=0.24），年齢（r=－0.17）であった（p＜0.01）。【分析 2】重
回帰分析により 3MWD の関連因子として CS�30 と 10mMWT が抽出された（R＝0.745，修正 R2＝0.550，p＜0.001）。その重回
帰式は 3MWD（m）=2.63×CS�30（回）－4.43×10mMWT（秒）＋148.8 で示され，この重回帰式により得られた 3MWD の推定
値と実測値の間には有意差は認められなかった。回帰式による推定値の測定誤差は 21.3±17.7m であった。

【結論】本研究の結果，CS�30 と 10mMWT を用いて要支援者の持久力を推定することが可能であった。CS�30 は心疾患や呼吸
器疾患患者の持久力との関連性が報告されており，短距離の歩行速度を示す 10mMWT と組み合わせて使用することで 3MWD
の推定式の精度を高めることが可能であった。CS�30 や 10mMWT といった簡便な運動機能評価を用いて対象者の持久力を推
定できる可能性を示したことは対象者・検査者双方にとって有益であると考えられた。
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【はじめに，目的】通常歩行速度は歩行能力を示す代表的な指標であり，主要な日常生活活動に反映され，転倒や虚弱と密接に
関連する重要な評価として用いられている。とくに地域在住高齢者における介護・転倒・認知症の効果的な予防を図るために
は，有害事象のリスクを早期に検出するためだけでなく，予防・改善の介入効果を客観的に判断する評価指標とその参考値が求
められる。評価における測定誤差の限界域を表す最小可検変化量（MDC）は，測定値が測定誤差以上の変化を示したかどうか
を判断する参考値になるが，大規模研究による地域在住高齢者の年齢や性別を考慮した通常歩行速度の MDC を示した報告は
乏しい。本研究では，地域在住高齢者において，性別と各年代の違いによる通常歩行速度の差異を検証するとともに，各年代に
おける通常歩行速度の MDC を大規模集団の横断データによって明らかとすることを目的とした。

【方法】対象は，愛知県における高齢者機能健診に参加した 65 歳以上の地域在住高齢者 5104 人のうち，脳血管疾患，パーキン
ソン病，認知症の既往者，要介護認定者を除外し，通常歩行速度の測定が可能であった 4637 人とした。調査項目は通常歩行速
度であり，実際には 6.6m の直線歩行路における中央 2.4m の歩行区間を通常速度にて歩行した際の所要時間を Walkway にて測
定し，2 回測定した値を速度に換算して分析に用いた。全対象者を男女別で 5 歳ごとの年齢階級の群（65�69 歳，70�74 歳，75�
79 歳，80�84 歳，85 歳以上）に分類し，通常歩行速度について年齢および性別による差異を検討するために 2 元配置分散分析お
よび多重比較検定を用いて比較するとともに，各群において通常歩行速度の級内相関係数（ICC），測定標準誤差（SEM），およ
び MDC95を算出した。

【結果】全対象者における通常歩行速度は 1 回目 1.20±0.22m/s，2 回目 1.26±0.22m/s であり，級内相関係数 ICC（2,1）0.92，ICC
（2,2）0.96，SEM 0.06m/s，MDC95 0.17m/s であった。2 元配置分散分析の結果，年代および性別による有意な主効果（p＜0.01）
と交互作用（p＜0.001）を示した。また，多重比較検定の結果，男女ともに年代別のすべての群間に有意差が認められ，年齢階
級の高さに順じて有意な低値を示した。さらに，各群における通常歩行速度の MDC95を算出した結果，0.15～0.18m/s であった。

【結論】本研究における通常歩行速度の測定は，臨床的に有用とされる高い再現性を示した。近年の先行研究（Mangione KK,
et al., 2010）では，地域在住高齢者における通常歩行速度について SEM 0.08m/s，MDC 0.19m/s と報告されているが，通常歩行
速度の平均値が年齢の高さに順じて有意に低い値を示すとともに，年齢階級の差によって通常歩行速度の MDC においても
0.01～0.03m/s 程度の差異が生じていた。本研究における大規模集団の横断データによって算出された通常歩行速度の平均値お
よび MDC は，地域高齢者の予防的介入に活用できる参考値になると考えられた。
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高齢者における安定した支持面上および不安定板上での片脚立位制御とRate
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【はじめに，目的】

外乱負荷応答時などの立位姿勢制御において，最大筋力を発揮させる能力よりも素早く下肢筋力を発揮させる能力（Rate of
Force Development：RFD）が重要であると考えられている。我々は高齢者の片脚立位保持時間と下肢筋の RFD との関連につ
いて調べた結果，筋収縮開始の onset から 200ms の時点までの RFD や最大筋力とは関連がみられないが，収縮開始から 30ms
の時点までのごく早い時期の RFD は関連していることを報告した（ECSS 2016）。このことから，片脚立位時の足圧中心移動を
素早く制御するために早期の RFD が重要であることが推測されたが，片脚立位姿勢時の足圧中心移動速度と RFD との関連を
調べた研究は見当たらない。さらに，安定した支持面だけでなく不安定な支持面上での片脚立位制御と RFD との関連について
詳細に分析した報告はない。本研究の目的は高齢者における安定した支持面上および不安定板上での片脚立位制御と RFD との
関連性について明らかにすることである。

【方法】

対象は地域在住の健常高齢女性 65 名（平均年齢 73.6±6.5 歳）とした。安定した支持面課題として足圧分布測定装置（フィンガ
ルリンク製 Win�Pod）上，不安定な支持面課題として不安定傾斜板（酒井医療製 DYJOC board plus）上で 20 秒間片脚立位保持
させ，それぞれ前後および左右方向の足圧中心（CoP）の平均移動速度，不安定板傾斜角度の総角度変動量を算出した。なお，
総角度変動量が多いほど不安定板を動かす速度が速いことを意味する。最大筋力として足関節底屈と股関節外転の最大等尺性
筋力を測定した。RFD は足関節底屈と股関節外転について「できるだけ素早く・強く」最大筋力を発揮させたときの力�時間曲
線の傾き（Δforce/Δtime）から算出した。収縮開始の onset から 200ms の時点までの RFD（200msRFD）に加えて，30ms の時
点までの早期 RFD（30msRFD）も求めた。

統計は従属変数をそれぞれ前後および左右方向の CoP 移動速度および不安定傾斜板の総角度変動量とし，独立変数を年齢，足底
屈および股外転の最大トルク，30msRFD，200msRFD とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。

【結果】

重回帰分析の結果，前後および左右方向の CoP 移動速度に影響を及ぼす因子として足底屈 30msRFD（β=0.313；β=0.248）が抽
出された。また，不安定板の前後方向の総角度変動量に対する影響因子は抽出されなかったが，左右方向では足底屈の 30msRFD

（β=0.345）が抽出された。足底屈および股外転の最大トルクおよび 200msRFD はいずれも影響因子として抽出されなかった。

【結論】

本研究の結果，高齢者における安定した支持面および不安定な支持面での片脚立位制御には最大筋力よりも RFD，特に収縮開
始から 30ms の時点までの早期 RFD が関連していることが示唆された。また，片脚立位の制御には，股関節外転筋よりも足関
節底屈筋の素早い筋力発揮が重要であることが示唆された。
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地域在住高齢者の足底各部の足圧と足部形態異常との関連

仲 貴子

千葉県立保健医療大学健康科学部

key words 地域在住高齢者・足部障害・足圧分布測定

【はじめに，目的】歩行中の足圧分布と足部形態との関係を調べた研究は国内外で散見されるが，国内の研究の多くは，抽出し
た足圧特徴点の軌跡を比較する波形分析が多く，足圧の力学的特性に着目して分析したものは多くない。演者はこれまで高齢者
の足部形態異常や足部痛の高い有症率を報告してきたが，足部形態異常の発生には日常繰り返される歩行動作中の足圧特性が
寄与すると考えている。本研究では自立歩行が可能な高齢者を対象に足圧分布測定器による歩行検査を行い，足圧と足部形態異
常との関係を分析し，足部形態異常の発生を予防する効果的方略を探る基礎資料を得ることを目的とした。

【方法】地域在住高齢者 210 人（男性 129 人，女性 81 人，平均年齢±SD 74.6±5.0 歳）を対象とした。計測機器は足圧分布測定
器プレダス MD�1000（アニマ社）を用いた。計測プロトコルは Menz ら（2006）に倣い，歩行開始から 2 歩目の立脚相におけ
る足底各部の単位面積に加わる圧力（kgf/cm2）を周波数 20Hz で計測した。この圧力値を立脚時間で時間積分して力積（kgf/
cm2・m/s）を算出し，足底面積全体の総和力積，踵部最大力積，中足骨頭部最大力積，母趾底部最大力積（単位は全て kgf/cm2・
m/s）を求めた。ただしこれらの値は体重と極めて強い正の相関を有するので体重で正規化した値を以て分析に使用した。足部
形態異常の有無は，Manchester Scale2 点以上を「外反母趾あり」，静止立位の FootPrint で四趾に接地異常があるものを「足趾
変形あり」，舟状骨高 3.0cm 以下を「扁平足あり」と定義した。また足部痛の有無は過去 1 ヶ月間に 1 日以上持続する足部痛の
有無を尋ねた。分析は，外反母趾の有無，四趾変形の有無，扁平足の有無，足部痛の有無をそれぞれ従属変数とし，総和力積，
踵部最大力積，中足骨頭部最大力積，母趾底部最大力積を独立変数，歩行速度と足部痛の有無を調整変数として多重ロジス
ティック回帰分析（尤度比による変数増加法）を行った。

【結果】総和力積，踵部最大力積，中足骨頭部最大力積，母趾底部最大力積の平均±SD はそれぞれ 17.06±2.58，0.30±0.11，0.41
±0.13，0.28±0.19（kgf/cm2・m/s）であった。四趾変形と関連が認められたのは中足骨頭部最大力積（Odds Rasio（OR）18.43，
95%CI 1.90�178.99，p＜.05），扁平足と関連が認められたのは総和力積（Odds Rasio（OR）0.76，95%CI 0.64�0.90，p＜.01）で，
外反母趾はいずれの部位の足圧とも関連はみられなかった。

【結論】前足部の形態異常（四趾変形）は中足骨頭部の足圧亢進との関連が示唆された。ただし本研究は横断研究であり前足部
形態異常と足圧との因果関係には言及できない。また扁平足における過体重の寄与を指摘する先行研究は多いが，本研究の総和
力積は体重で正規化した値であることから，扁平足には，総和（足底圧）力積を亢進させる過体重以外の何等かの要因（歩行時
間距離因子等）の関与を示唆するものである。
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地域在住自立高齢者における社会参加の規定要因

安藤 雅峻1,2），上出 直人3,4），柴 喜崇3），佐藤 春彦3,4），坂本 美喜3），渡辺修一郎2,5）

1）汐田総合病院リハビリテーション課，2）桜美林大学大学院老年学研究科，3）北里大学医療衛生学部，
4）北里大学大学院医療系研究科，5）桜美林大学老年学総合研究所

key words 地域在住高齢者・社会参加・介護予防

【はじめに，目的】

近年，高齢者の社会参加が要介護状態の発生と関連することが明らかにされ（Kanamori, et al., 2014），介護予防においても社会
参加の促進に重点が置かれるようになってきた。従って，高齢者における社会参加の規定要因を多角的に検証することは，介護
予防において高齢者の社会参加を促進するための効果的な方法論を構築するための有益な情報になると考えられる。本研究の
目的は，地域在住自立高齢者において，社会参加の規定要因を身体・精神心理要因から検証することとした。

【方法】

要支援・要介護認定を受けていない 65 歳以上の地域在住高齢者 212 名（平均年齢 70.8±4.3 歳，男性 44 名）を対象とした。対
象者は地域の広報誌にて募集した。社会参加については，JST 版活動能力指標（鈴木，2013）の社会参加に関する下位尺度 4
項目を用い，4 項目中の 1 項目以上に該当する場合を社会参加ありと定義した。身体的要因として Timed Up and Go（TUG），
5m 快適歩行時間，握力，Chair Stand Test，四肢骨格筋量，精神心理的要因として抑うつの有無，転倒関連自己効力感尺度（FES�
I），Trail Making Test を調査した。その他，基本情報として，年齢，性別，体格指数，慢性疾患の有無，疼痛の有無，服薬状況
に加え，高次生活機能として老研式活動能力指標（老研式）を調査した。社会参加の有無と各変数の関連を単変量解析にて分析
し，その後，社会参加の有無を従属変数，単変量解析において社会参加と有意な関連を示した変数を独立変数としたロジス
ティック回帰分析（ステップワイズ法）を行った。統計的有意水準は 5% とした。

【結果】

対象者のうち 159 名（75%）が社会参加ありと定義された。単変量解析の結果，社会参加の有無と統計学的有意な関連を示した
変数は，老研式，TUG，5m 快適歩行時間，抑うつの有無，FES�I であった。その他の変数については，いずれも社会参加との
有意な関連が認められなかった。ロジスティック回帰分析の結果，老研式の点数が高いこと（p＜0.001），TUG が速いこと（p
＜0.05），抑うつがないこと（p＜0.05）が，社会参加があることと統計学的有意に関連していた。なお，年齢，性別で調整後も
結果に変化はなかった。

【結論】

本研究の結果から，高齢者の社会参加には高次の生活機能と身体・精神心理要因の両側面が関連していることが明らかとなっ
た。特に，身体的要因については TUG のみが社会参加と独立した関連要因として抽出された。地域で自立した生活を送る高齢
者において，TUG は社会参加を反映する指標となりうるとともに，歩行・バランス能力の維持・向上が社会参加の促進に寄与
しうると考えられた。
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運動器疾患患者に対する水中運動療法が静的・動的バランス能力に及ぼす影響

田河 久苗1），藤川 寿史1），竹下 直樹1），下村 珠美1），宮崎 雅司1），須藤 明治2），井㞍 幸成1），
榊間 春利3）

1）医療法人術徳会霧島整形外科，2）国士舘大学体育学部体育学科，
3）鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 運動器疾患・水中運動・バランス機能

【はじめに，目的】

当院では，転倒予防，介護予防，活動性向上などを目的に運動器疾患を有する地域在住高齢者に対して月 2 回のプール教室を開
催している。水中運動は，運動器疾患患者が陸上では行えない運動が長時間可能であり，また水の特性を利用した多くの感覚刺
激がバランス機能改善に有用であると報告されている。本研究では，バランス機能改善を取り入れた水中運動療法が静的あるい
は動的バランス能力に及ぼす即時効果について検討した。

【方法】

運動器疾患を有し当院のプール教室に通う参加者の内，データ収集が可能であった 10 名（男性 2 名，女性 8 名，平均年齢 65.1
±8.2 歳，平均 BMI：22.3±3.8）を対象とした。対象者は脊椎や下肢関節に疾患を有し，ADL は自立しているが日常の生活で疼
痛を訴えていた。水中運動内容は，20 分間の水中歩行を行った後，20 分間の筋力強化，バランス運動，リラクゼーションを行っ
た。バランス能力の測定にはゼブリス社製重心動揺計を使用し，水中運動療法開始 30 分前および終了直後に開眼静止立位と動
的なバランス能力の指標として Cross test を測定した。開眼静止立位は，開脚 10cm の立位をとり目線の高さで 3m 前方の指標
を注視させ，30 秒間測定した。Cross test は，安静立位を 4 秒間とった後，左右前後方向へ 4 秒かけて重心を最大限に移動させ
静止立位姿勢へと戻り，最後に 4 秒間の静止立位をとり終了とした。静的バランス能力の評価項目として総軌跡長，矩形面積，
左右方向中心変位，前後方向中心変位，下肢荷重率とした。Cross test から左右，前後方向への最大移動距離を評価した。統計
学的検定には，SPSS を使用してウイルコクソンの符号付順位検定を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

静的バランス能力において，水中運動後には総軌跡長が有意に減少した（前：915.7±212.8mm，後：793.4±124.1mm，p＜0.05）。
矩形面積は水中運動前後で有意な変化が見られなかった。左右方向への中心変位は水中運動後に有意に減少した（前：14.5±10.6
mm，後：6.0±7.7 mm，p＜0.01）。水中運動前は右下肢への荷重率が 56.9％ であったが，水中運動後には 53.1％ に変化した。動
的バランス能力には有意な変化は認められなかった。

【結論】

今回，短時間の水中運動療法により即時的に静的バランスの改善を示した。水中運動療法は水の物理的特性を利用した運動療法
であり，陸上で筋力強化やバランス練習の難しい運動器疾患患者でも浮力により体重が軽減され，背筋群や下肢筋群の緊張が解
かれ，脊柱の運動が円滑になり左右対称的にバランスの取れた筋力増強運動が可能となる。また，水中では視覚，固有感覚，迷
路受容器の刺激から多くの感覚入力が得られ，バランス機能に必要な感覚と運動の統合や運動学習が行える。そのため，水中と
いう特殊な環境での運動は姿勢の安定性向上に効果があり，バランス能力改善に即時的な効果が期待できると思われる。
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P-YB-01-2

反復後方ステップ練習による非予測的外乱時の即時効果

田中晨太郎1），長谷川直哉1），武田 賢太1），大橋 哲朗1），佐藤 祐樹1），呉 暇1），丸谷 孝史1），
金 雪梅1），萬井 太規2），前島 洋2），浅賀 忠義2）

1）北海道大学大学院保健科学院，2）北海道大学大学院保健科学研究院

key words ステップ反応・姿勢制御・転倒予防

【はじめに，目的】

後方へのステップ反応は，高齢者における日常生活の転倒と関連があると報告されている。非予測的な外乱方向の反復ステップ
練習を行い，その効果を非予測条件で評価した研究が多く報告されている。しかし，高齢者を対象にした練習ではより安全に行
える予測的な外乱方向の反復ステップ練習が望まれる。また，外乱後の姿勢反応は Feedforward 制御の影響を受けることが示唆
されているため，被験者自身が外乱を誘発する方法による練習効果も調べた。本研究の目的は，外乱方向が非予測的または予測
的な条件，さらに被験者自身が外乱を誘発するため外乱方向およびタイミング共に予測的な条件における反復ステップ練習の
効果について，非予測条件におけるステップ反応で比較検討することだった。

【方法】

対象は整形外科的・神経学的疾患がない健常若年者 33 名とし，外乱方向が予測できる反復ステップ練習をする群（以下，予測
群とする。）（21.2±1.2 歳），外乱方向が予測できない反復ステップ練習をする群（以下，非予測群とする。）（23.1±1.2 歳），被験者
自身がボタンを押して外乱を誘発する群（以下，自己誘発群とする。）（23.1±2.3 歳）に 11 名ずつランダムに割り当てた。被験者
は床面の外乱によりステップ反応が誘発された。予測群・自己誘発群は，後方へのステップ反応を誘発するために床面水平移動
による前方外乱のみを 60 回，非予測群は前方・後方外乱を各 30 回（計 60 回）ランダムに与えられた。外乱のタイミングは予
測群・非予測群はランダム，自己誘発群は被験者が意図したタイミングで行った。練習前後のテスト課題は外乱方向とタイミン
グはランダムに与えられた。解析対象は前方外乱に対する後方ステップのみとした。統計解析は二元配置分散分析（群間×テス
ト間）を用い，多重比較に Tukey 法を用いた。また， Pearson の相関係数を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

練習前後のテスト間に主効果が認められ，ステップ長，ステップ速度およびステップ着地時安定性臨界が練習後有意に増加した
（p＜0.01）。群間に主効果は認められなかった。ステップ着地時安定性臨界のみ交互作用が認められ，予測群および非予測群は
自己誘発群と比較して練習後有意に増加した（p＜0.01）。さらに，ステップ着地時安定性臨界はステップ長，ステップ速度とそ
れぞれ有意な正の相関が認められた（r=0.75，r=0.75）。

【結論】

外乱方向およびタイミングが予測できない条件におけるステップ後の姿勢安定性は，自己誘発群よりも予測群および非予測群
の方が向上し，予測群と非予測群では同程度の効果が期待できる。その要因として，ステップ長およびステップ速度の増加が挙
げられる。外乱方向が予測的な反復ステップ練習は非予測的な反復ステップ練習に比して恐怖感といった心理的負担が少ない
ため，姿勢不安定性を有する高齢者や障害者には推奨される練習方法であると考えられる。
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全身振動（Whole body vibration）マシンを用いた効率的な介護予防トレーニング方法とその効果
超高齢化社会に対応した新たなリハビリテーションの構築

鵜川 裕司1），政田 哲也2），北村 佳隆1）

1）こくぶ脳外科・内科クリニックリハビリテーション科，2）こくぶ脳外科・内科クリニック脳神経外科

key words 全身振動トレーニング・後期高齢者・介護予防

【はじめに，目的】

2025 年以降には 4 人に 1 人が 75 歳以上という超高齢化社会が到来するが，介護やリハビリ分野では人手不足が懸念され，また
老人医療費の増大など様々な問題も残る。そこで，当院では全身振動（Whole body vibration：以下，WBV）マシンを用いて，
少人数でより多くの高齢者の介護予防を行う効率的で効果的な新たなトレーニング方法を行ったため，その効果も含めて報告
する。

【方法】

対象は 2015 年 7 月から 2016 年 9 月に当院外来通院にて WBV トレーニングを行った 252 名の内，体力測定を 3 回以上実施で
きた高齢者群 61 名（年齢 74±8.4 歳）と，さらにその中から 75 歳以上の後期高齢者群 28 名（年齢 81 歳±4.2 歳）を抽出して検
討した。WBV トレーニングとして，Power plateⓇpro5 を 2 台，my5 を 2 台使用して，同時に最大 4 名を WBV 指導スタッフ 1
名，補助スタッフ 1 名にて 1 回あたり 10 分～12 分のトレーニングを実施。効果判定は，体力測定では，左右握力，左右開眼片
脚立位，5 回立ち上がりテストを測定し，初回，3 ヵ月後，6 ヵ月後の 3 回実施した。疼痛の評価には VAS を使用，骨密度は腰
椎と大腿骨のカルシウム量を測定し，それぞれ初回と 6 ヶ月後の比較を行った。統計処理は，体力測定には，初回からの経時的
変化は一元配置分散分析を，初回と 3 ヶ月後，初回と 6 ヵ月後の比較には対応のある t 検定を行い，疼痛と骨密度の初回と 6 ヶ
月後の比較には対応のある t 検定を行った。有意水準を 5％ 未満とした。

【結果】

高齢者群の 5 回立ち上がりテストは初回から 6 ヵ月後まで有意差を認めた（p＜0.01）。右開眼片脚立位は，初回と 3 ヵ月後（p
＜0.01），初回と 6 ヵ月後（p＜0.01）に有意差を認めた。左右握力は，初回と 3 ヵ月後に有意差を認めた（p＜0.01）。後期高齢者
群でも，5 回立ち上がりテストは初回から 6 ヵ月後まで有意差を認めた（p＜0.05）。右開眼片脚立位も，初回と 3 ヵ月後（p＜0.05），
初回と 6 ヵ月後（p＜0.05）に有意差を認めた。左右握力も，初回と 3 ヵ月後に有意差を認めた（p＜0.05）。疼痛と腰椎，大腿骨
の骨密度の初回と 6 ヶ月後にも有意差を認めた（p＜0.01）。

【考察】

WBV によって引き起こされた緊張性振動反射による筋力増強効果はスポーツ分野でエビデンスが構築されつつあり，最近では
一般高齢者にもその有用性が報告されている。しかし当院では WBV のもう一つの特性である動かずに行える運動に着目し，後
期高齢者でも高い安全性を確保して筋力増強を図ることができた。また疼痛改善や骨密度増加にも振動刺激によるメカニズム
が示唆されており，これらが寄与したものと考えた。これらの効果を少ないスタッフで得られたということがこれからの超高齢
化社会に対応する方法になりえると思われ，今後さらに工夫を重ねて新たなリハビリを構築していく必要があると考える。
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P-YB-01-4

介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中通所型サービスでの取り組み
サービス利用終了後の運動習慣・活動・参加に着目して

黒澤 由佳

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

key words 運動習慣・活動・社会参加

【はじめに，目的】

これからの介護予防は，高齢者本人に対してだけではなく，取り巻く環境も含め，バランスのとれたアプローチが重要とされて
いる。当院では，平成 27 年 10 月より介護予防・日常生活支援総合事業の中の短期集中通所型サービス（以下，事業）に，理学
療法士（以下，PT）を派遣し，社会福祉協議会と協働して取り組んでいる。事業は週 1 回 2 時間，全 22 回の 6 ヶ月であり，目
的は，利用者が運動器の機能低下に起因する日常生活上の支障等を自覚し，改善方法を習得すること，事業終了後も運動が継続
でき，地域の通いの場等へ参加できるよう支援することである。PT は月 2 回派遣され，利用者の個別評価・運動指導に加え，
健康増進や転倒予防，活動と参加についての講話や地域の通いの場を紹介することで，利用者の介護予防の知識を深め，地域で
生きがいを持って生活できるよう支援している。また，実際の生活環境の確認や外出支援等が必要な利用者に対し，自宅訪問を
行っている。今回，事業終了後の生活状況や運動習慣，活動・参加の状況についてアンケート調査を行い，事業の効果を検証し
たので，以下に報告する。

【方法】

対象は，平成 27 年 10 月から平成 28 年 3 月までの事業利用者 34 名のうち，アンケートに回答した 29 名（平均年齢 81.4±7.6
歳，要支援 1；10 名，要支援 2；10 名，事業対象者；9 名）。調査は，事業終了時と終了 3 ヶ月後（以下，3 ヶ月後）に行った。
内容は，「現在の生活上の困難さ（歩行，入浴，階段，近所の外出，交通機関を利用した外出，軽い家事，重い家事）」「1 ヶ月間
の活動状況（連続歩行時間，外出機会，運動習慣，家庭での役割）」「転倒（不安感，転倒歴）」「地域の集いや趣味等のクラブへの
参加状況」，3 ヶ月後のみ「通所型サービスの利用状況」を調査した。回答方法は 4 段階の択一選択とした。

【結果】

3 ヶ月後の結果，週 1 回以上，運動を行う者は 79.3％，家庭での役割を行う者は 72.4％，外出機会がある者は 65.5％ であった。
地域の集い等への参加は月 1 回以上の者が 62.1％ であった。また，3 ヶ月後に，運動や家庭での役割を行う機会が週 2～3 回以
上の者は，地域の集い等への参加や外出機会が多い傾向であった。

【結論】

要支援者のほとんどは身のまわりの動作は自立しているが，買い物等の生活行為の一部に支障があるといわれている。今回の結
果から，事業は生活行為や外出など行動の広がりにつながったと考えられる。今後の課題として，運動習慣や家庭での役割・外
出が定着しにくい利用者には，自宅訪問を利用して環境調整や運動指導・外出支援を積極的に行うこと，事業終了後の通いの場
や通所型サービスの利用を勧めることがあげられる。また，PT がケースカンファレンスやサービス担当者会議等に参加し，介
護支援専門員や家族との関わりを通して，リハ職としてより具体的に利用者を支援することがあげられる。
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P-YB-01-5

刑務所内での運動教室の実際

室井 宏育

（一財）総合南東北病院リハビリテーション科

key words 刑務所・運動指導・高齢化

【はじめに】わが国における急速な高齢化は様々な形で問題化しており，刑務所でも同様の問題が生じている。刑務所内活動を
維持し円滑な社会復帰へ向け，福島刑務支所では，高齢者健康講座の一つとして健康運動教室を行っている。地域高齢者を対象
にした運動指導は一般的に行われているが，刑務所内での運動指導の報告は見当たらない。そこで，今までの経験で得られた運
動指導の要点等を明らかにし，今後，同じ環境下で活躍する理学療法士の一助になることを期待し以下に報告する。

【対象（方法）】福島刑務支所（東北管内で唯一の女子刑務所，収容定員は 500 名）内，70 歳以上の女性受刑者を対象に月 1 回
7 名程度，40 分間の運動教室を行う。なるべく同程度の運動機能を有する対象者の選定を依頼している。毎回参加者は異なって
おり，7 名中約半数は膝や腰痛など運動器疾患を有している。その中には，不定愁訴や慢性疼痛を訴える者，認知面の低下が疑
われる者も含まれている。脳血管障害や神経筋疾患を有する者，人工膝関節・人工股関節などの手術既往者はいなかった。

【運動教室の実際（結果）】介入初期，運動教室開始当初は，地域高齢者に対する運動指導（ストレッチや筋力強化など）と同じ
ようなメニューを行っていた。しかし，自ら参加を希望し健康意識が高い地域高齢者と受刑者とでは，目的意識が著しく異なっ
ており，運動指導を見直す必要性が生じた。そこで，以下の 3 パターンに分け指導内容を変更した。

・疼痛を有しない対象者に対しては，日々の作業環境を聞き，腰痛などの予防を中心に指導

・疼痛や筋力低下を有する対象者に対しては，疼痛の改善や筋力強化メニューを施行し個別に指導

・認知面の低下が疑われる対象者に対しては，理解力が乏しいため，同室の方々に対象者の運動メニューを指導し，運動しても
らうようにアドバイザーを依頼

具体的内容としては，より実際的な立ち上がり，足踏み，歩行などにより，上記の 3 パターンのどれに当てはまるのかを確認し
ながら，運動指導をすすめた。また，対象者の居室環境を配慮し，ベッドか布団かなど環境に合わせた運動指導や自主練習が安
全にできるメニューを提示した。なお，運動指導にあたっては，危険な症状が出現する可能性のあるレッドフラグサインを十分
考慮した。

【結論】一般人口における高齢者比の増加以上に受刑者における高齢者比が増加していることが，わが国の特徴であると言われ
ている。高齢になり身体的な能力や認知面の衰えによって，就労などの社会的活動に参加できなくなり，生活が困窮したり，社
会的に孤立したりすることをきっかけに，社会的な不適応状態に陥って犯罪に走る現象がある。福島刑務支所での取り組みは，
これらを予防出来る事業であり，我々理学療法士もその一端を担い，効果的な運動を提示する事により，少しでも社会貢献に寄
与できるものと思われた。
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P-YB-02-1

健康増進事業参加者への理学療法介入における介入効果の評価分析

今北 英高1），西田 亮一1），熊谷有希子2），亀井 雅史2），倉地 洋輔3），新田 春子4）

1）畿央大学健康科学部理学療法学科，2）大和高田市社会福祉協議会，3）からだ康房，
4）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

key words 健康増進教室・理学療法介入・縦断的評価

【はじめに，目的】

地域で暮らす高齢者を支える役割の 1 つに，介護予防を目的とした健康増進事業がある。これまで健康増進事業における理学療
法の効果は，運動機能の向上や生活活動能力などで評価されることが多かった。また，理学療法評価においては，生理学的，運
動学的，神経学的評価はほぼ確立されているものの，生化学的評価はカルテから血液データ等の情報を得るのが一般的である。
本研究の目的は，健康増進事業に参加する高齢者に対して，その介入効果を唾液分析やその他の心理的要因，社会生活背景を含
め，調査・分析することである。

【方法】

研究対象者は平成 28 年 6 月 28 日～平成 28 年 9 月 30 日に健康増進教室に参加された地域在住一般高齢者延べ 48 名とした。同
意が得られた対象者に対して，健康増進教室の開始時および最終時に，体力測定および質問紙調査を実施した。また，これら対
象者のうち 6 名については，理学療法介入の即時効果について，実施期間の中で 5 回を抽出し，各回における同様の測定および
唾液採取を実施し，その 1 回ごとの変化を調査した。この 5 回に関しては，理学療法士がそれぞれ異なった介入プログラム（認
知運動機能，脳トレ，筋力増強トレーニング等）を実施し，それぞれの反応について主観的および客観的評価を行った。

【結果】

3 か月間の中長期理学療法介入により，うつ傾向が維持・改善された参加者は 58.8％ であった。また，運動に対する自己効力感
は有意に上昇した（p=0.035）。異なる介入プログラム実施前後の短期的な変化では，筋トレやストレッチを実施した初回のみ主
観的運動体験尺度のうち心理的ストレスが上昇する傾向がみられ（p=0.07），認知運動機能トレーニングでは，心理的ストレス
が軽減する傾向がみられた（p=0.06）。脳トレでは，主観的運動体験尺度のうち疲労度が低下する傾向がみられ（p=0.07），精神
的安寧度は有意に低下した。ストレッチングや認知運動機能トレーニングでは実施後に運動に対する自己効力感が有意に上昇
した（p＜0.01）。理学療法介入前後における唾液分泌量は体力測定でのみ有意に上昇したが，唾液アミラーゼ活性はストループ
テストや脳トレによって有意に低下した。また，介入後において唾液中のトータルタンパク量は低下する傾向がみられた。

【結論】

本研究結果から，介入の種類により主観的運動体験尺度の各因子に異なる影響が生じることがわかった。また，短期介入によっ
て運動に対する自己効力感を高めるためには，身体活動を取り入れたプログラムが重要であると考えられ，長期介入によって
は，さらに運動に対する自己効力感を高める可能性が示唆された。唾液中のトータルタンパク量は減少傾向を示したが，これは
唾液分泌量が介入後に増加する傾向がみられ，そのことにより相対的にトータルタンパク量が低下したのかもしれない。今後，
詳細な蛋白成分を免疫学的側面から調査していければと考える。
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P-YB-02-2

持久的運動に対して総仕事量を減少させたレペティション運動が動脈機能に及
ぼす影響

田村 靖明1,2），三浦 哉2），出口 憲市1）

1）徳島県鳴門病院リハビリテーション部，2）徳島大学総合科学研究部

key words 動脈機能・レペティション運動・持久的運動

【はじめに，目的】動脈硬化症の予防には，一般的に中強度持久的運動（CE）が推奨されている。近年，インターバル運動（IE）
が，CE 以上に動脈機能を亢進させ，CE より仕事量を減少させても，十分な動脈機能変化を得られるために注目されているが，
運動時間が短縮されていない。一方で，運動および休息を反復するレペティション運動（RE）が，動脈機能に対して十分な効
果を得ることができれば，運動時間の短縮に繋がる可能性がある。そこで，本研究は，CE よりも仕事量を減少させた一過性の
RE が動脈機能に及ぼす影響について検討した。

【方法】被験者（n=8）は健康な成人男性であり，15 分間の安静後，自転車エルゴメーターを用いて，50% peak power output
（Wmax）強度で，20 分間の定常負荷運動を実施する条件（CE 条件）および 100％Wmax強度で，20 秒間の高強度運動と 40 秒間の
休息を 20 回反復する条件（RE 条件）をそれぞれ 7 日以上の間隔を開けて実施した。運動前（pre），運動終了後 30 分（post 30）
および 60 分（post 60）に血流依存性血管拡張反応（FMD），収縮期，拡張期血圧および心拍数を測定した。一過性運動後の効
果を検討するために，両条件間の比較には，対応のある t 検定，各測定項目の運動前後の経時変化は，反復測定による二元配置
分散分析を行い，事後検定には，Bonferroni 法をそれぞれ用いた。統計処理は SPSS ver24.0 を使用し，有意水準 5％ をもって統
計学的有意とした。

【結果】pre，post 30 および post 60 の FMD は，CE 条件で 6.9±1.3%，7.2±1.1%，および 7.0±1.2%，RE 条件で 6.8±1.7%，9.4
±3.2% および 7.1±1.9% であった。両条件ともに pre と比較して，post 30 に FMD は増加，post 60 は pre と同程度まで低下し，
post 30 では，条件間で有意差が認められた（P＜0.05）。このように運動終了後の FMD が増加した原因は，血流が増加したこと
でずり応力が亢進し，内皮由来型一酸化窒素（NO）合成酵素を活性化させ，NO の生物学的利用能が向上し，血管平滑筋が弛緩
したためであると考えられる。さらに post30 の FMD について両条件間で有意な差が生じた原因は，発生した NO の量的違いが
影響していることが推測される。

【結論】CE 条件より総仕事量を低下させた一過性の RE 条件において，運動後の FMD が増加することが示された。高強度運動
である RE は，低体力者にはリスクの高い運動ではあるが，健常者の動脈硬化を予防/改善を目的としたトレーニング方法とし
て，CE と同様に有効である可能性が示唆された。
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P-YB-02-3

8 週間の水中呼吸運動が呼吸筋力に与える影響
陸上呼吸運動との比較

山科 吉弘1），青山 宏樹1），堀 寛史1），森田恵美子1），阪上 奈巳1），田平 一行2）

1）藍野大学医療保健学部理学療法学科，2）畿央大学大学院健康科学研究科

key words 水中呼吸運動・吸気負荷呼吸・呼吸筋力

【はじめに，目的】

近年，水中運動は水の性質（浮力，抵抗，水圧など）により関節負担を軽減できることや，四肢の筋力向上を促すことができる
ことから，中高年者をはじめ各世代で健康増進の手段として注目されている。また，水中では吸気時つまり胸郭拡張時に抵抗が
加わるため，吸気筋力の向上に繋がると考えられており，我々も当学会において，水深が鎖骨レベルでの水中呼吸運動は陸上呼
吸運動と比べて吸気筋疲労を増大させることを報告してきた。しかし，長期間の水中運動が本当に陸上運動よりも吸気筋力を向
上できるか否かは検証しておらず明らかになっていない。そこで，今回 8 週間の水中呼吸運動が呼吸筋力に与える影響について
陸上呼吸運動と比較したので報告する。

【方法】

被験者は，喫煙歴がなく呼吸・循環器疾患のない健常成人男性 29 名（年齢 22.4±1.4 歳）とし，ランダムに陸上運動群（14 名）・
水中運動群（15 名）に分けた。全被験者に対して安静時の吸気筋力（maximum inspiratory pressure：PImax）および呼気筋力

（maximum expiratory pressure：PEmax）を口腔内圧計（Minato AAM337）にて陸上座位姿勢で測定し，ベースライン値（BL
値）とした。次に，陸上運動群は陸上座位姿勢にて，水中運動群は鎖骨レベルの水深となるように水中トレッドミル（Hokkodenki
KRT�2500P）に入水（水温 32 度）した座位姿勢で，吸気負荷呼吸を実施した。なお吸気負荷呼吸は PImax の BL 値の 30％ 負
荷に設定した吸気負荷装置（Threshold IMT, PHILIPS, USA）を利用し，メトロノーム音に合わせ 1 分間に呼吸回数 15 回の頻
度で 1 日 15 分間行なった。このプログラムを週に 4 回かつ 8 週間実施した。PImax・PEmax は 1 週毎に測定し 8 週後まで計測
した。そして BL 値を基準として週毎の呼吸筋力の変化率を算出した。

【結果】

PImax は BL 時と比較し 5 週間以降の運動後は陸上運動群および水中運動群において有意に上昇を認めた（p＜0.05）。しかし，
PImax の上昇率は両群間においてすべての期間で有意な差を認めなかった。PEmax は両群において BL 時と比べて 8 週間の運
動後に有意な差を認めず，またその変化率にも有意な差はなかった。

【結論】

陸上運動群および水中運動群ともに吸気筋力が上昇したことから，吸気負荷呼吸は陸上や水中環境に関わらず，吸気筋力の向上
に有効であることが示唆された。しかし，8 週間の運動において両群間で吸気筋力の上昇率に差はなかった。これは，水深が鎖
骨レベルでは胸郭全体に水圧がかかっていると思われるが，健常成人においては吸気筋力を上昇させ得るほどの負荷ではない
と考えられる。また，今回の研究では定位置での水中運動であったが，今後は水中歩行などより水圧が胸郭に加わりやすい運動
負荷を検討する必要性がある。

一方，呼気筋に関しては，陸上運動群および水中運動群の両群において改善を認めなかった。これは，今回の研究では吸気筋に
のみ負荷を加えていることや，水中環境では水圧が呼気を補助したと思われ呼気筋には効果がなかったと思われる。
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P-YB-02-4

地域在住高齢者の骨密度・体力・QOLおよび食事内容の検討

藤縄 理1），菊本 東陽1），須永 康代1），村田 健児1），善生まり子2），内山 真理3），萱場 一則3），
廣瀬 圭子4），遠藤 直人5）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科，
3）埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科，4）東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科，
5）新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座整形外科分野

key words 健康増進・地域保健・高齢者保健

【はじめに，目的】我々は平成 20 年から地域住民が主体となって運営する骨粗鬆症と転倒の予防教室を支援し，骨密度と体力お
よび QOL を調査測定してきた。教室参加者の体力と QOL は長期にわたり高い水準を維持していたが，骨密度は年齢とともに低
下傾向があった。骨粗鬆症予防には運動と食事が重要とされている。本研究の目的は，地域在住高齢者の骨密度，体力，QOL
測定に加えて食事内容を調査分析して，教室支援の一助とすることである。

【方法】対象は平成 27 年 9 月に骨密度，体力，QOL，食事の調査測定に参加した 197 名とした。骨密度と体力，QOL は欠損値
の無かった男性 25 名，女性 166 名，計 192 名を分析対象とした。骨密度は超音波法で踵骨の音響的評価値（OSI）を測定し，若
年成人平均値（YAM%）および同年齢平均値（同年齢%）を求めた。体力は握力，開眼片脚起立時間，6 分間歩行，10m 障害物
歩行，長座位体前屈，起き上がり回数を文部科学省の新体力テスト（65 歳～79 歳対象）により，Time up and go test（TUG）は
一般化している方法で測定した。QOL 調査は日本骨代謝学会骨粗鬆症患者 QOL 評価表を用いた。食事は BDHQ（簡易型自記式
食事歴質問票）による 1 ヶ月以内の食事調査を実施し，エネルギーの申告誤差±50% 以上を除外した男性 23 名，女性 151 名，
計 174 名を分析した。エネルギー，栄養素の過不足は，日本人の食事摂取基準（2015 年版）を用いて判定した。

【結果】骨密度は男女とも YAM%が 80% かそれ以上，同年齢%で 100% 以上であった。体力テストの項目は男女とも 6～9 点
（10 点満点），TUG は普通（3/5），QOL は 80 点以上（100 点満点）であった。食事調査の結果，エネルギー産生栄養素の摂取状
況では，たんぱく質は十分に摂取できていたが，炭水化物は摂取割合が低く，総脂質，飽和脂肪酸は高かった。カルシウムに関
しては，平均値は骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン（2015 年版）の摂取量範囲にあったが，推定平均必要量を満たしていない
ものがいた。また，ビタミン D，K の摂取量は問題ない水準であった。食塩摂取量は，目標量を超えて摂取している割合が男性
95.7%，女性 98.0% であった。

【結論】地域在住高齢者の骨密度，体力，QOL，食事内容を調査測定した。骨密度は YAM%では 80% 以上，同年齢%は 100%
以上であった。体力と QOL は良い状態を維持しており，調査測定に参加した住民は運動を習慣化していたと推察できた。栄養
摂取状態は，たんぱく質は十分だったが，炭水化物は低く脂質が高かった。カルシウムは，推定平均必要量を満していないもの
がいた。ビタミン D，K は問題なかったが，食塩摂取量は目標量より高い住民が多かった。高齢者への骨粗鬆症予防の支援には，
運動指導だけでなく，栄養素や食塩摂取量に対するきめ細やかな食事指導の必要性が示唆された。
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P-YB-02-5

中年期から運動習慣を有する地域在住高齢者は高齢期の身体機能低下に影響す
る

柳下 貴士1），植田 拓也2），中村諒太郎3），畠山浩太郎4），前田悠紀人5），柴 喜崇1）

1）北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，
2）医療法人社団涓泉会山王リハビリ・クリニック，3）医療法人和会武蔵台病院リハビリテーション部，
4）農協共済中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘いずみ，5）医療法人財団天翁会あい訪問看護ステーション

key words 地域在住高齢者・運動習慣・運動継続

【はじめに，目的】我が国では，急速な高齢化に伴い，高齢者の身体機能及び健康寿命の延伸が重要な課題となっている。それ
に対し近年，地域在住高齢者における中年期の運動習慣と身体機能や認知機能の関連については多くの報告がある。しかし，中
年期からの運動継続の有無と高齢期の身体機能，精神的健康度および社会的紐帯の関係を調査しているものは少ない。そこで本
研究では，中年期の運動習慣の有無と，高齢期の身体機能，精神的健康および社会的紐帯の低下の関連を横断的に検討すること
を目的とした。

【方法】対象は神奈川県内 R 公園でのラジオ体操会会員から募集し，2016 年の身体機能測定及び質問紙調査に参加した地域在住
高齢者 79 名（男性：43 名，女性 36：名，平均年齢：76.64±8.01 歳）とした。調査項目は基本属性として年齢，性別，体格指数
を調査した。身体機能測定は 5m 快適・最大歩行速度，Timed Up and Go Test（TUG），開眼片脚立位時間，握力，立位体前屈，
膝伸展筋力を実施した。精神的健康度の指標として，WHO�5 精神的健康状態表，社会的紐帯の指標として Lubben social net-
work scale 短縮版（LSNS6）を調査した。中年期以降の運動習慣については独自に作成した調査表（30 歳代・40 歳代・50 歳代
の各運動歴の有無・頻度）を用いて調査した。中年期以降の運動習慣を，30 歳代以降のすべてにおいて週 1 回以上運動していた
と答えた群を運動継続群（継続群），30 歳代以降の 3 期において少なくとも 1 つの年代で週 1 回以上運動していなかったと答え
た群を非運動継続群（非継続群）と分類した。そして，身体機能・精神的健康度・LSNS6 の各項目について 2 群間の比較に対応
のない t 検定を用いた。

【結果】調査に参加した者のうち，継続群は 36 名（45.6%），非継続群は 43 名（54.4%）であり，基本属性に有意差は認められな
かった。対応のない t 検定の結果，継続群は非継続群に比較し 5m 最大歩行時間（継続群：2.29±0.28 秒，非継続群：2.45±4.11
秒，p＜0.05）と TUG（継続群：4.70±0.64 秒，非継続群：5.15±1.15 秒，p＜0.05）の 2 項目で有意に成績がよかった。その他の
項目には 2 群間で有意な差は確認されなかった。

【結論】本研究では地域在住高齢者を対象に，中年期からの運動継続の有無と身体機能，精神的健康・社会的紐帯の関係を横断
的に検討した。結果として，中年期からの運動継続群は非継続群に比して 5m 最大歩行速度・TUG におい成績良好であった。こ
のことから中年期からの継続的な運動習慣を有している高齢者においては，高齢期の身体機能が高く維持されることが示唆さ
れた。
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地域在住高齢者の誤嚥リスクと運動機能，心理面，栄養状態との関連
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key words 地域在住高齢者・誤嚥リスク・運動機能

【はじめに，目的】

高齢者における摂食・嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎を引き起こし，生命予後にも影響を与える。また，健康寿命の延伸を目的に，
老年症候群の早期発見と介入が重要となっている現在，運動機能低下や心理面の障害，低栄養といった栄養状態のみならず，口
腔機能低下に対する取り組みも重要である。摂食・嚥下機能に関する先行研究の多くは，施設入所者といった要介護認定者や虚
弱高齢者を対象に，運動機能や心理面，栄養状態との関連性を検討しているが，自立した生活を送る地域在住高齢者を対象とし
た報告は少ない。本研究の目的は，地域在住高齢者の摂食・嚥下機能と運動機能・心理面・栄養状態との関連性を明らかにし，
摂食・嚥下機能に最も影響する要因を検討することである。

【方法】

対象は自立した生活を送る地域在住高齢者で，当施設が地域の公民館等で実施している介護予防事業に参加した高齢者 194 名
（男性 22 名，女性 172 名，平均年齢 77.3±6.7 歳）とした。調査項目は，年齢，摂食・嚥下機能，運動機能，心理面，栄養状態，
転倒リスク数とし，摂食・嚥下機能評価は，地域高齢者誤嚥リスク評価指標（DRACE）を用いて評価した。DRACE は 12 項目
からなる質問紙であり，各項目 3 件法で回答を求め，高得点ほど摂食・嚥下機能低下リスクが高いことを示す。運動機能は，握
力，開眼片脚立位，椅子起立時間，Timed Up and Go（TUG）を測定し，心理面は GDS�15（GDS）を用いて評価した。また栄
養状態は，身長と体重から BMI を算出し，転倒リスク数は，鈴木らの転倒アセスメントを用いて評価した。統計解析は，DRACE
スコアと年齢，BMI，各運動機能評価項目，転倒リスク数，GDS の関連性を Spearman の順位相関係数を用いて検討した。そし
て，DRACE スコアを従属変数，単相関分析にて有意差を認めた項目を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を実施
した。なお，いずれの統計手法とも有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

単相関分析の結果，DRACE スコアと有意な相関関係が得られた項目は，BMI（ρ=�0.226，p＜0.001），握力（ρ=�0.212，p＜0.001），
椅子起立時間（ρ=0.271，p＜0.001），TUG（ρ=0.239，p＜0.001），転倒リスク（ρ=0.364，p＜0.001），GDS（ρ=0.317，p＜0.001）
であった。DRACE スコアを従属変数とした重回帰分析では，BMI（β=�0.269，p＜0.001），椅子起立時間（β=0.269，p＜0.001），
転倒リスク（β=0.173，p=0.031），GDS（β=0.165，p=0.027）が有意な変数として抽出された。

【結論】

地域在住高齢者の摂食・嚥下機能は，運動機能や心理面ならびに栄養状態と関連することが明らかとなった。また，誤嚥リスク
に影響する因子としては BMI，椅子起立時間，転倒リスク，GDS�15 が抽出され，これらの項目に着目した介入が地域在住高齢
者の誤嚥リスクを軽減する可能性を示唆した。
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シルバーリハビリ体操指導士養成研修が受講生に与える影響

田中 聡1），積山和加子1），飯田 忠行1），則宗 成美2），古西 恭子3）
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3）尾道市役所瀬戸田支所住民福祉課

key words シルバーリハビリ体操指導士・介護予防・自助

【はじめに，目的】

広島県尾道市の高齢化率は 33.1％ であり，広島県平均 26.6％ と比較しても高い状況にある。そのため，尾道市では平成 25 年度
から住民参加型の介護予防事業である，シルバーリハビリ体操普及事業を実施している。シルバーリハビリ体操普及事業とは，
平成 16 年度から茨城県で始まった事業で，まず介護予防体操を普及させるためのシルバーリハビリ体操指導士（以下，指導士）
を地域在住高齢者の中から養成し，その後，体操指導を通じて地域在住高齢者の自助および互助を促し介護予防を図る取組みで
ある。

本研究では，尾道市で実施している指導士養成研修受講生に対して運動・身体活動，健康心理学的特性および認知機能に関して
調査を行い，養成研修が受講生に与える影響について検討を行った。

【方法】

対象は，尾道市が開催した「シルバーリハビリ体操 2 級指導士養成研修」の受講生 17 名（男性 2 名，女性 15 名，平均年齢 66.8
±4.9 歳）とし，養成研修受講前と 4 週間の研修受講後に調査を行った。

運動・身体活動評価として，開眼片脚立位保持時間，握力，身体活動計（スズケン社製ライフコーダ GS/ME）を用いた活動量
を測定した。健康心理学的評価として，気分・不安障害の簡易スクリーニング調査票 K6 日本語版，高齢者の生きがい感評価 K�
I 式，気分プロフィール評価 POMS2 短縮版，認知機能評価として Touch Panel�type Dementia Assessment Scale（以下，TDAS）
を実施した。

統計解析として正規性を認めた場合は対応のある t 検定，正規性を認めない場合はウィルコクソンの符号順位和検定を行い，有
意水準は 5% とした。

【結果】

運動・身体活動評価において，受講前の開眼片脚立位保持時間の中央値は 50.6 秒，受講後は 60.0 秒であり，受講前に比べ受講
後に有意に増加した（P=0.0409）。握力，身体活動量（運動量，総消費量，歩数，活動時間）については受講前後で有意差は認
めなかった。健康心理学的評価において，受講前の POMS2 短縮版の「怒り～敵意」の中央値は 44.0 点，受講後は 40.0 点となり，
有意に減少した（P=0.0042）。K6 日本語版，K�I 式，POMS2 短縮版のその他の項目では受講前後で有意差は認めなかった。認
知機能評価の TDAS についても受講前後で有意差は認めなかった。

【結論】

本研究では指導士養成研修が受講生に与える影響，つまり自助効果について検討を行った。その結果，受講前後で開眼片脚立位
保持時間と POMS2 短縮版の「怒り～敵意」について改善を認めた。指導士養成研修は 1 回 5 時間，週 2 回の実技を交えた研修
会を計 8 回，4 週間かけて実施している。今回は研修時間以外の過ごし方の調査は行っていないが，本研修終了後には指導する
立場になることを受講生自身も自覚していることから，研修時間以外に体操の実践や練習を行っている可能性も考えられた。今
後は，研修時間以外の行動変容に関する調査や，研修終了後の中長期的な変化についても検討を行っていきたい。
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P-YB-03-3

シニアリーダー（介護予防推進ボランティア）養成事業における運動機能評価に
ついて

川村 悠1），安彦 和星1），奥田 一穂1），角田 裕一1），秋吉 直樹1），多田 大和1），山下 剛司2）

1）医療法人社団淳英会おゆみの中央病院リハビリテーション部，
2）医療法人社団淳英会おゆみの中央病院整形外科

key words 高齢者・介護予防・機能評価

【はじめに】当法人では，平成 27 年度より千葉県千葉市からシニアリーダー養成事業を受託し，地域で転倒予防・認知症予防を
目的とした「シニアリーダー体操」を普及啓発する介護予防推進ボランティアを養成している。シニアリーダー体操は，骨盤体
操（骨盤前後傾，重心左右シフト），筋力トレーニング（スクワット，腹筋・背筋），脳トレーニング（二重課題・ステップ動作
を組み合わせたもの）で構成されている。平成 28 年 9 月 30 日現在，シニアリーダー登録者は 311 名，シニアリーダーが主体と
なり運営している実活動は市内 67 箇所，参加延べ人数は 14,397 名である。体操効果を示すため，初回時と 3 ヶ月または 6 ヶ月
後に運動機能評価を実施したので以下に報告する。

【方法】対象は 3～4 回/月，体操教室に参加した地域在住高齢者（70～80 歳代）で初回時と 3 ヶ月後または 6 か月後に運動機能
評価が実施可能の者とした。運動機能評価は，開眼片脚立位（3 か月後 48 名，内男性 5 名），Timed Up ＆ Go（3 か月後 55 名内
男性 6 名），5 回立ち上がり（3 か月後 52 名内男性 6 名，6 か月後 13 名内男性 4 名）を 2 回ずつ測定し，平均値を算出した。な
お運動機能評価は，体操教室を運営するシニアリーダーが実施した。統計処理は，対応のある t 検定を用いて評価した。統計ソ
フトは R2.8.1 を使用し，有意水準は 5％ とした。

【結果】開眼片脚立位（初回：32.6±20.8 秒，3 か月後：38.3±21.9 秒）及び Timed Up ＆ Go（初回：6.9±1.2 秒，3 か月後：6.0
±0.7 秒）は有意に改善した。一方，5 回立ち上がり（初回：7.5±2.0 秒，3 か月後：7.2±1.4 秒）では 3 か月後は有意な改善は見
られなかったが，6 か月後（初回：7.8±1.2 秒，6 か月後：7.3±1.2 秒）は有意に改善した。

【結論】筋力，筋パワーを評価すると言われている 5 回立ち上がりが，他の項目と異なり 6 か月後に有意な改善が見られたこと
については，本教室は，3～4 回/月のペースであり，頻度が少ないため筋力，筋パワーを改善するには時間を要することが推察
された。また結果より，体操教室参加者は比較的運動機能レベルの高い高齢者が参加していることを示しており，数値の改善が
本来の目的である転倒リスクを減らすことを一概に示すものではない。今後は，参加対象者の運動機能レベルを踏まえた別の評
価方法についても検討をしなければならない。また現状，私たちが真の対象と考えている 2 次予防から要支援，要介護 1，2
レベルの参加者は少ない。今後データを蓄積し，効果検証を進めると同時に，精神機能面についての評価も加え，体操教室の参
加が精神機能面にどのような変化を与えたか調査する予定である。
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P-YB-03-4

介護予防教室参加者の基本チェックリストと体力の変化について

猪股 伸晃1），大河原和也1），金城 拓人1），今野 敬貴1），中村 佳代2）

1）上牧温泉病院，2）みなかみ町地域包括支援センター

key words 基本チェックリスト・介護予防教室・体力

【はじめに，目的】

基本チェックリストの運動器項目は 5 項目（以下 CL）からなり，3 項目以上の該当により二次予防事業の対象となる。運動器の
機能向上を目的とした運動プログラムを含む介護予防教室の参加者について，運動・動作の遂行能力および実行状況（体力）の
変化について検討した。また，動作の実行状況が改善された者と改善されない者についてその特徴を明らかにすることを目的と
した。

【方法】

群馬県みなかみ町において，平成 28 年 4 月より 3 ヶ月間実施した二次予防事業「はつらつ教室」（以下教室）において運動・生
活指導を個別に行った。参加者には教室開始時および終了時に体力テストを実施した。体力テスト項目は握力，30 秒椅子立ち上
がりテスト（以下 CS30），Functional Reach Test（以下 FR），5m 歩行時間（以下 5m 歩行），Timed Up ＆ Go test（以下 TUG），
転倒不安感尺度（以下 FES），Life�space Assessment（以下 LSA）とし，2 回の体力テストの結果について Wilcoxson 符号順位
検定を用いて比較検討をした。また教室終了時に CL の該当数を調査し，Wilcoxson 符号順位検定を用いて教室参加前の状況と
比較検討した。さらに CL 該当項目が減少した者（以下改善者），不変または増加した者（以下非改善者）に分け，Mann�Whit-
ney 検定を用いて開始時および終了時の体力テスト結果を比較した。

【結果】

2 回の体力テストを実施した解析対象者は 18 名であり，年齢は 78.1±5.7 歳であった。教室開始時の体力テスト結果は，握力が
24.8±6.1kg，CS30 が 14.1±2.6 回，FR が 26.8±2.8cm，5m 歩行が 3.2±0.7 秒，TUG が 7.8±1.8 秒，FES が 16.0±4.4 点，LSA
が 83.8±28.1 点であり 2 回のテスト結果に有意差は認めなかった。CL 該当数は教室開始時，3.7±0.7 項目から終了時 2.7±1.2
項目へと有意に改善した（p＜0.01）。CL の改善者は 12 名，非改善者は 6 名であり，教室終了時の FR において改善者が 30.2
±6.3cm（中央値 27.8），非改善者が 24.8±1.6cm（中央値 25.4），LSA において改善者が 88.7±21.0 点（中央値 85），非改善者が
64.1±21.1 点（中央値 60.5）とそれぞれ有意差を認めた（p＜0.05）。

【結論】

介護予防教室において，体力に改善は認めなくとも，動作の実行状況が改善する参加者が存在する。また，改善者と非改善者で
はバランスや生活空間の違いを認める。
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P-YB-03-5

二次予防事業終了者に対する互助活動支援に向けた自主体操グループの実態調
査

杉原 俊一1），鈴木 康太1），八反田葉月1），松村 亮1），三浦いずみ1），田中 敏明2,3），
加藤 士雄3），棚橋 嘉美3），宮坂 智哉3）

1）札幌秀友会病院リハビリテーション科，2）東京大学高齢社会総合研究機構，
3）北海道科学大学保健医療学部理学療法学科

key words 二次予防事業終了者・互助活動・介護予防

【はじめに】今後の介護予防・日常生活支援総合事業では，元気な高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく，高齢者
のニーズに応じた介護予防の取り組みが求められ，リハビリテーション専門職（以下リハ職）による互助活動を支援する仕組み
作りが重要となる。そこで本研究では，二次予防事業終了者の自主体操グループにアセスメント訪問を実施し，今後の互助活動
のリハ専門職の関与について検討することを目的とした。

【方法】対象は，T 区地域包括支援センターが後方支援している自主体操グループ参加者のうち（10 グループ），リハ職によるア
セスメントを実施した 4 グループ 28 名（平均年齢 76.4±6.1 歳，69～86 歳）とした。調査項目は生活空間の評価として Life space
assessment（LSA），日本語版 Montreal Cognitive Assessment（MoCA�J，cut�off 値 26 点），ハンドヘルドダイナモメーターに
よる等尺性膝伸展筋力の体重比（下肢筋力），Timed Up And Go Test（TUG），開眼片脚立位時間（片脚立位），CS�30 とした。
更に携帯型加速度計（AYUMIEYE，GE 社製）により，垂直・側方・前後方向の体幹部の加速度の二条平均平方根（root mean
square，以下 RMS）を算出し，RMS を歩行速度の二乗値で除して正規化した後，TUG，片脚立位，CS�30 との各指標の関連性
についてピアソンの相関係数を求め，危険率 5% 未満を有意とした。

【結果】LSA は 70.5±26.7 点，MoCA�J は 20.7±4.4 点，下肢筋力は 31.9±12.4%BW，TUG は 7.1±1.6 秒，片脚立位は 17.8±9.6
秒，CS�30 は 16.5±4.2 回で，MoCA�J では参加者の 86％ が，下肢筋力及び片脚立位では 50％ 以上が転倒リスクの cut�off 値以
下であった。加速度との関連性は前後方向の RMS で相関を認めず，上下及び左右方向の RMS で TUG，CS�30，片脚立位時間
で有意な相関を示した。

【考察】対象者の多くが MoCA�J による MCI のスクリーニングで cut�off 値以下を示し，生活機能において多面的な低下が危惧
されることから，MCI の早期発見に向けたリハ職による関与の必要性が示唆された。LSA の結果より町内レベルの外出を行う
対象者を含む場合，TUG や CS�30 のみでは，転倒スクリーニングは困難な可能性が考えられた。一方，TUG 等の各評価指標と
歩行加速度については関連性を認めており，多様な参加者のアセスメントには，鋭敏に転倒リスクを捉えうる可能性がある加速
度歩行指標の組み合わせが必要と考えられる。

【理学療法の意義】リハ専門職による互助活動の包括的な訪問アセスメントによる介護予防データの蓄積により，各地域におけ
る介護予防のスクリーニング法の確立に繋がる可能性がある。
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P-YB-04-1

介護予防教室終了後の 1年間の追跡調査

細野 健太

光市立光総合病院

key words 介護予防教室・追跡調査・介護保険認定の有無

【目的】二次予防事業対象者に対して介護予防を図るため，介護予防教室に関する研究は数多く紹介されている。筆者も 3 ヶ月
間の教室を行い，運動器機能の向上を示した。しかし，短期的な教室において運動器機能の向上は認めるが，教室終了後の実態
は不明のままで，実際に介護予防が図れているかは明らかとなっていない。短期的な調査だけでなく，教室終了後の長期的な経
過を調査し，介護予防の実態を把握する必要があると考えた。今回は教室終了後に介護保険に認定したかを調査することを目的
としてアンケートを実施した。【方法】対象は教室を終了し，1 年経過している 109 名（男性 32 名，女性 77 名）とした。教室は
1 回 90 分間の運動器機能向上プログラムを週に 1 回の頻度で 3 ヶ月間実施した。栄養状態評価は MNA�SF，心理機能評価は
GDS，生活空間評価は LSA，身体機能評価は体幹筋力，膝伸展筋力，10m 歩行時間，TUGT，片脚立位時間を測定した。アンケー
ト調査の項目は現在の介護保険認定の有無，教室終了後における運動習慣の有無および転倒発生の有無とした。【結果】109 名へ
のアンケートの結果，76 名より回答を得た（有効回答率 69.7％）。現在の介護保険認定群は 13 名（17.1%：男性 3 名，女性 10
名），非認定群は 63 名（82.9%：男性 9 名，女性 54 名）であった。教室終了後に運動を継続していたのは認定群 8 名（61.5%：
男性 2 名，女性 6 名），非認定群 48 名（76.2%：男性 5 名，女性 43 名）であり，転倒が発生したのは認定群 4 名（30.8%：男性
0 名，女性 4 名），非認定群 12 名（19.0%：男性 2 名，女性 10 名）であった。運動を継続していたが転倒が発生したのは認定群
4 名（50.0%：男性 0 名，女性 4 名），非認定群 12 名（25.0%：男性 2 名，女性 10 名）であった。教室終了後の MNA�SF，GDS，
LSA，体幹筋力，膝伸展筋力，10m 歩行時間，TUGT，片脚立位時間に有意差を認めた（p＜0.05）。【結論】今回の教室は 3 ヶ月
間と決められている。教室の目的は，QOL の改善，生活機能の向上により，要支援，要介護認定に移行する期間を引き延ばし，
要介護にならないような高齢者を増やしていくことである。地域高齢者における ADL 障害の発生を追跡調査した研究では，年
齢，下肢機能，身体活動，慢性疾患などが予測因子としてあげられている。本研究は ADL 障害の発生ではなく介護保険認定の
有無で調査したが，教室終了後に MNA�SF，GDS，LSA，体幹筋力，膝伸展筋力，10m 歩行時間，TUGT，片脚立位時間に有
意差を認めた。小池らは教室の印象が以降の運動習慣に関係するとし，レクリエーションプログラムは重要な役割を担うと報告
している。教室はアンケート結果からも，満足度は高く，今後も運動を継続していきたいという内容で，高齢者の健康増進に寄
与できるものであると考えている。
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P-YB-04-2

二次の介護予防事業における農村部と市街部高齢者の違いと介入効果の検討

原田 智史1），赤澤 克嘉1），塩原 可歩1），日向 莉奈1），山下 奈美2）

1）医療法人石和温泉病院リハビリテーション科理学療法室，2）甲州市役所介護支援課介護予防担当

key words 介護予防・介入・運動習慣

【はじめに，目的】

我が国では高齢化が急速に進み，2025 年には高齢者人口も 3,500 万人に達すると見込まれている。特に都市部においては高齢者
数が増加するという課題に直面しており，高齢者の地域特性に合った介護予防が理学療法士（以下 PT）に求められると予測さ
れる。

そこで本研究は，山梨県 A 市の特定高齢者に対する介護予防において，農村部と市街部間での高齢者の特性の相違と介入効果を
明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は，二次の介護予防に参加し，本研究に同意が得られた農村部 18 人，市街部 10 人の 28 名とした。対象者には自主運動を
指導し，初期時と 10 週後の終了時に，握力，長座体前屈，片脚立ち，5m 通常歩行時間，5m 最大歩行時間，Timed Up ＆ Go

（以下 TUG）の 6 項目を測定した。

分析は，6 項目について農村部と市街部間で差の検定を行った。さらに，介入効果の違いを明らかにするため，農村部と市街部
について，初期時と最終時の測定結果による差の検定を行った。差の検定には Student の t 検定，Mann�Whitney の U 検定，
Welch の t 検定，Wilcoxon 符号付順位和検定，対応のある t 検定を用い，有意水準を 5％ とした。

【結果】

農村部 18 名（男性 5 名，女性 13 名，平均年齢 79.9±4.51 歳），市街部 10 名（男性 2 名，女性 8 名，平均年齢 78.6±4.88 歳）で
あった。農村部と市街部の年齢（Student の t 検定 p=0.50）には統計学的有意差は認められなかった。また，初期時の握力，長
座体前屈，片脚立ち，5m 通常歩行時間，5m 最大歩行時間，TUG の 6 項目すべてにおいて農村部と市街部間では有意差は認め
られなかった。

介入効果について，農村部は握力，長坐体前屈，片脚立ちには有意な改善は認められなかったが，5m 通常歩行時間，5m 最大歩
行時間，TUG には有意に改善（対応のある t 検定 p＜0.01）が認められた。市街部は 6 項目全てにおいて有意な差は認められな
かった。

【結論】

農村部と市街部間では，年齢や 6 項目に差はなかったが，介入効果においては，久米ら（2010）による先行研究と同様に，農村
部において有意な差が認められた。その理由は運動習慣だと考える。農村部は，現在も農業を就労している方が多く，生活の中
で運動習慣が身についている。それに比べ市街部では，日常での運動習慣が乏しいため，自主的に運動することが少なく介入効
果に差が表れたと考える。

水本ら（2012）は，運動習慣の有無は就業や外出頻度に影響すると述べており，細井ら（2011）は，運動の継続には行動科学の
理論が有効であると述べている。市街部のように特定の就業を持たない地域高齢者への介入では，いかに外出頻度を増加させる
かと，行動科学の理論を用いた運動習慣の定着を図ることが必要であると考えられた。

本研究は，対象が特定地域である点で限界があるが，地域特性に合致した介入で介護予防を行う必要性が示唆された点で意義深
いものといえる。今後はデータ数を増やし，要因の検討も行っていきたい。
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介護予防におけるフラダンスの効果について
―フラ基本ステップの動作に着目して―

笹野 弘美1,2），平野 孝行1），森田 良文3），佐藤 徳孝3）

1）名古屋学院大学リハビリテーション学部，2）神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科，
3）名古屋工業大学大学院工学研究科

key words フラダンス・動作解析・介護予防

【はじめに，目的】現在，要支援者への予防給付と併せて，虚弱高齢者を早期に把握し水際で食い止める介護予防事業が重視さ
れている。我々の先行研究においてフラダンス（以下，フラ）は介護予防における有効な手段であることが示唆されたため，対
象者数及び検査項目を増やし，フラが身体機能，運動機能・能力，認知機能，生活に与える効果について検証した。今回はフラ
の基本ステップ（以下，ステップ）の動作に着目して報告する。

【方法】研究目的に賛同を得られたインストラクター（48 歳）に対し VICON による動作解析を実施した。また，同じく賛同を
得られた 60・70 歳代の女性 18 名（平均 71.4 歳）を対象に週 1 回のフラレッスン（以下，レッスン）を行い，介入前後に 18
名中希望のあった 14 名（平均 72.4 歳）に対し動作解析を実施した。ステップはカオ・カホロの 2 種とし，フラの独特の動きで
ある骨盤の傾斜に着目した。なお，レッスンは 1 時間とし，ストレッチ・リズム体操・フラの動きを使った筋力トレーニング・
振付を実施した。また，18 名全員に対し介入前後に体組成，体力測定，認知機能検査等を実施し，さらに，レッスンの成果を発
表する機会を設けた。

【結果】動作解析の希望者のうち本人都合及びレッスン開始後 2 か月半経過時に体調不良となり継続不可であった 2 名を除外し
た高齢者 12 名とインストラクターの計 13 名を対象とした。動作解析において，インストラクターはどのステップでも肩をほぼ
水平に保ったまま骨盤を左右に傾斜させていた。高齢者は介入前には肩と骨盤が同じように傾斜し体が傾いた状態であったが，
介入後 6 か月では徐々に肩を水平に保つことができるようになり，インストラクターの動きに近づいてきた。

【結論】肩を水平位に保ち骨盤を右方傾斜した場合，腰椎左側屈・右股関節外転・左股関節内転となり左方傾斜ではその逆とな
る。これらの動きには主に腰方形筋，内腹斜筋，外腹斜筋，腹直筋，脊柱起立筋，中殿筋，小殿筋，大腿筋膜張筋，大内転筋，
長内転筋，短内転筋，恥骨筋，薄筋が働いている。インストラクターの動きはこれらの筋を必要に応じて個々にコントロールし
ている。介入前の高齢者は筋を上手く利用できていないが，レッスンにより徐々に可能となってきた。これらより，フラは体幹・
股関節周囲筋を多く使い，またステップに応じて個々に筋を使うため，体幹・股関節周囲筋の筋力維持・強化に有効であると考
える。そして，この結果は第 51 回学術大会で発表した「フラは介護予防の有効な手段である」の裏付けとなる。今後も経時的
変化を追うとともに，その他の検査項目との関連性についても検討したい。
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自治体の介護予防事業（公助）終了者の体力変化
～互助グループとの比較～

新井 武志1），頓所 幹子2），尾曲 真一3），三浦 啓一4），原嶋 崇人5）

1）目白大学保健医療学部理学療法学科，2）介護老人保健施設蓮田ナーシングホーム翔裕園，
3）医療法人真正会霞ヶ関南病院，4）こまえ正吉苑，5）さわやか訪問看護リハビリステーション

key words 介護予防・公助・互助

【はじめに，目的】介護保険法改正や新しい総合事業の導入により，自治体等が行う公助としての介護予防事業は，住民主体の
活動である自助や互助を補完するものとの位置づけが明確にされた。今回，自治体の介護予防事業を終了した高齢者の体力の
フォローアップ調査をする機会を得た。本研究では公助による支援がその後の体力維持に寄与しているのか，同地域で互助とし
て体操を継続していたグループの体力変化率と比較し検討した。公助の支援を受けた者は，高いレベルで心身機能が維持される
ことが期待されるが，互助の介護予防活動との比較を行った研究は少ない。本研究は，今後の公助による支援のあり方，その後
の自助や互助との連携に関する知見を得ることを目的とした。

【方法】

対象は，東京都 A 区の介護予防事業（体操教室と転倒予防教室）に参加した地域在住女性高齢者 20 名（平均年齢 76.3 歳，以下
公助群）と，同区内において，住民同士で体操を実施している地域在住女性高齢者 32 名（平均年齢 77.4 歳，以下互助群）とし
た。本研究は性別の影響を排除するために女性のみを対象とした。体力測定項目は，5m 最大歩行時間（以下最大歩行），5m
通常歩行時間（以下通常歩行），Timed up ＆ go（以下 TUG），開眼片足立ち時間（以下片足立ち），握力を測定した。公助群は
教室終了時点と終了後 6 ヵ月の 2 時点間，同様に，互助群も，6 ヵ月間の体力の変化率を調査した。統計解析では，事前に年齢
や元々の体力レベルが 2 群間で差があるか対応のない t 検定で検討し，2 群間で有意差が認められた場合はそれらを共変量とし
て調整することとしたが，差が認められなかった為，2 群間の変化率の差は対応のない t 検定で比較した。有意水準は危険率 5%
未満とした。

【結果】追跡調査には 52 名中 36 名（69.2%，公助 16 名，互助 20 名）が参加した。握力のみ公助群の低下率が有意に大きかった
［�5.3±14.1%（公助群）v.s10.7±10.7%（互助群）（P＜0.05）］。それ以外の変化率の平均は（公助群 v.s.互助群），最大歩行［�4.5
±9.3%v.s�1.2±9.2%］，通常歩行［�3.8±16.7%v.s1.7±13.0%］，片足立ち［59.9±150.9%v.s75.2±161.2%］，TUG［�0.2±8.6%v.s�
0.3±9.8%］であった。いずれも有意差は認められなかった（P＞0.05）。

【結論】

公助については，税金や専門家が投入されるため，自助や互助に比べ高いレベルでの体力維持効果が期待される。本研究の結果
では，公助群の握力の低下率が互助群に比べて有意に大きくなり，その他の指標を見ても，公助群の体力維持効果が高いとは言
えない結果となった。体力維持に必要なセルフマネジメント能力の獲得を教室内でどのように支援していくのかが課題と考え
られる。一方，半年程度の追跡では差は出にくいとも考えられる。今後，さらに多数を長期的に追跡し，地域在住高齢者の体力
維持のためにどのような支援が必要か，どのような要因が影響しているのかを詳細に明らかにする必要がある。
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P-YB-04-5

介護予防事業参加者がリハビリテーション専門職へ期待することに関する調査
東京都小金井市の場合

細井 匠

医療法人社団総合会武蔵野中央病院

key words 小金井市・介護予防事業・リハビリテーション専門職

【はじめに，目的】小金井市は東京都下に位置し，平成 28 年 9 月 1 日の時点で，人口 119146 名のうち，65 歳以上の割合は 18.2％
（21677 名）である。今年度から市内に勤務するリハビリテーション専門職（以下，リハ専門職）が，介護予防事業に携わること
となり，その最初の関わりとして，7 年前から市内で実施されてきたご当地体操である「さくら体操」の実施会場を月 1 回のペー
スで巡回し，身体機能のスクリーニング，運動指導，健康相談などを実施することとなった。「さくら体操」は，ストレッチ，
筋力トレーニング，バランス練習などを組み合わせた複合的な運動内容を DVD 化したもので，地域包括支援センターの管理の
元，市内のボランティアで構成されるリーダーが DVD を映写しながら，近隣の高齢者と一緒に体操を行っており，毎週，市内
の 30 箇所以上で実施されている。今年度から「さくら体操」にリハ専門職が関わるにあたり，先ず，どのような役割がリハ専
門職に期待されているのかを把握することを目的にアンケート調査を実施した。

【方法】小金井市内の理学療法士 5 名と相談の上，自記式のアンケートを作成し，平成 28 年 3 月に市内各所の地域包括支援セン
ターの職員に依頼して，さくら体操参加者に配布，回収してもらった。調査項目は，回答者の性別と年代，リハ専門職に期待す
ること，である。リハ専門職に期待することについては，「健康面の相談」「運動の指導」「体力測定結果のフィードバック」「健康
や運動に関する講習や勉強会の開催」「歩行補助具の選定」「医療機関の紹介」「家屋環境の相談」「自分以外のご家族の介護や介助
に関する相談」「特になし」「その他」の中から複数回答を許可して選択してもらった。

【結果】回答者数は 160 名（男性 27 名，女性 124 名，性別無回答 9 名）であった。回答者の年代は 70 歳代が 53.1％ と最も多く，
次いで 80 歳代が 38.8％，60 歳代と 90 歳代がそれぞれ 3.1％ であった。「リハ専門職に期待すること」の集計結果では，「運動の
指導」が最も多く，71.9％ の方に選択されていた。以下，「健康面の相談（55.7％）」，「健康や運動に関する講習や勉強会の開催

（52.5％）」，「体力測定結果のフィードバック（33.5％）」，「医療機関の紹介（32.1％）」，「特になし（18.6％）」，「歩行補助具の選定
（17.6％）」，「自分以外のご家族の介護や介助に関する相談（10.4％）」，「家屋環境の相談（8.6％）」「その他（1.9％）」の順に多く選
択されていた。

【結論】さくら体操参加者がリハ専門職に期待する役割として，「運動の指導」，「健康面の相談」，「健康や運動に関する講習や勉
強会の開催」を望む方が多いことが分かり，これらのニーズを踏まえた活動を実施する必要がある
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高齢者における身体組成と要介護の関連性について

前原 直樹1），江越正次朗2），福島 康雄1），野中 賢1），山下 義己1），藤岡 康彦1）

1）医療法人大和正信会ふじおか病院，2）医療福祉専門学校緑生館

key words 高齢者・要介護・身体組成

【はじめに，目的】

本邦の要介護の要因として，体力低下や転倒が挙げられる。その他の要因として，身体特性に関する報告では身体機能に着目し
たものは多くみられるが，筋肉量を代表とする身体組成に関する報告は少ない。臨床で，体力低下や転倒により介護を要した高
齢者では，四肢が細い痩せ型の患者や，逆に肥満傾向にある患者といった印象が強く，要介護への身体組成の影響が予測される。
そこで本研究では，高齢者を対象にした要介護に影響する身体組成の要因を検討した。

【方法】

対象は，当院入院，外来患者 41 名，平均年齢 77.9±6.7 歳とした。介護度の内訳は，要支援 1：6 名，要支援 2：8 名，要介護 1：
3 名，要介護 2：1 名であり，自立：23 名である。

測定項目として，身体機能評価は握力，膝伸展筋力を測定した。身体組成は，InBody770 を用いて骨格筋指数である SMI（Skele-
tal Mass Index），四肢・体幹筋肉量割合，四肢・体幹脂肪割合，四肢周囲長を測定した。栄養状態評価は，簡易栄養状態評価表

（MNA�SF）を測定した。ADL 評価は Barthel Index（BI）を用いた。その他測定項目は，年齢，性別，BMI とした。

統計学的解析は介護保険の有無をもとに自立群と要介護群の 2 群に分類し，各測定項目を独立サンプルの Mann�whitney の U
検定を用いて分析した。また，要介護の有無を従属変数とし，四肢周囲長を独立変数としたロジスティック回帰分析を行い，要
介護の影響因子を検討した。統計処理は SPSS ver.21.0 を使用し，統計学的有意水準は 5％ とした。

【結果】

自立群と要介護群の比較において握力，膝伸展筋力，SMI，四肢・体幹脂肪割合，四肢周囲長，BI の整容を除いた全ての項目，
MNA�SF，体重，BMI，体脂肪率の項目が要介護群で有意に低値を示した。四肢・体幹筋肉量割合，BI 整容，年齢には有意差
は認められなかった。

要介護の有無を従属変数とし，四肢周囲長を独立変数としたロジスティック回帰分析の結果，右脚周囲長（OR=0.70，95％CI
＝0.533～0.887）が影響因子として抽出された。

【結論】

2 群間の比較では筋力，SMI，四肢・体幹脂肪割合，四肢周囲長，BI，MNA�SF において要介護群が有意に低値を示し，要介護
において最も影響する四肢周囲長は右脚周囲長であることがわかった。先行研究において四肢周囲長は筋肉量を反映し，高齢者
の ADL と関連するとの報告がある。一方で身体機能を維持する上では筋の量よりも質を高めることが重要とする報告がある
が，今回の対象である入院・外来患者のような疾患を有した高齢者に関しては，四肢・体幹の個別の筋肉量ではなく，全身の筋
肉量が介護度に影響することが示唆された。また，脂肪割合では要介護群で有意に低く，脂肪量を高めることが必要であること
が示唆された。以上のことから，要介護の予防には身体機能のみではなく身体組成の評価が重要であり，特に下肢の身体組成を
改善するような栄養療法や運動療法の介入が重要であることが示唆された。
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一次介護予防運動の情報発信者としての理学療法士の信頼度に影響を及ぼす要因
高齢者の一次介護予防運動への態度要因に注目して

實光 遼1,2），藤本 淳也3），中山 健3）

1）医療法人寿山会喜馬病院，2）大阪体育大学大学院（スポーツ科学），
3）大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科スポーツマネジメント分野

key words 介護予防運動・信頼度・運動行動変容

【はじめに，目的】

近年，介護予防の運動内容や効果に関する研究は数多くなされてきている。しかし，特に一次予防分野において積極的な介護予
防事業への参加増進には課題が残されている。今後，後期高齢者となる世代に対する理学療法士（以下，PT）への期待も高ま
る中，PT が現在の前期高齢者を一次介護予防運動（以下，予防運動）に導くための有効なマーケティングの視点は明確になっ
ていない。

本研究では，高齢者の予防運動の実態とその関連特性を把握するとともに，予防運動に関する情報発信者としての PT の信頼度
とその影響要因を明らかにすることにより，今後の予防運動推進のための基礎的資料を得ることである。

【方法】

調査期間は，2016 年 9 月 19 日から 28 日である。調査対象は，2016 年 2 月 1 日時点で大阪府泉佐野市に在住する 65 歳から 80
歳の地域住民 10,904 名を母集団とする選挙人名簿より等間隔抽出した男女 900 人である。調査方法は郵送法による質問紙調査
を用い，334 部の回答を得た（回収率 37.1%）。調査項目は性別や年齢，情報発信者への信頼度，予防運動に関する情報収集度

（6 項目），予防運動に対する態度（5 項目）・社会的規範（2 項目）・自己効力感（4 項目）で，それぞれ 5 段階尺度で測定した。
分析にはこれらの全項目に回答かつ PT を「知っている」「聞いたことがある」と回答した 200 部を用いた。そして情報発信者

（医師・研究者・PT）へのそれぞれの信頼度を従属変数とし，性別，年齢，情報収集度，予防運動に対する態度・社会的規範・
自己効力感を独立変数（それぞれ合成変数）とする重回帰分析を行った。統計解析には，SPSS（ver,22）を用いた。

【結果】

回答者の特性は男性 48.2%，女性 51.8%，平均年齢 71.5 歳であった。医師，研究者，PT に対する信頼度の平均値はそれぞれ 4.24，
4.02，4.20 であった。重回帰分析に独立変数として用いる性別，年齢，情報収集度，予防運動に対する態度・社会的規範・自己
効力感の変数間相関分析の結果，多重共線性は見られなかった。医師，研究者，PT に対する信頼度のそれぞれを従属変数とす
る重回帰分析の結果，医師への信頼度には「情報収集度（.192，p＜.01）」と「社会的規範（.180，p＜.05）」が有意な影響を与え

（R2=.105），研究者への信頼度にも「情報収集度（.270，p＜.001）」と「社会的規範（.234，p＜.01）」が有意な影響を与えていた
（R2=.164）。一方，PT への信頼度には「社会的規範（.313，p＜.001）」のみが有意な影響を与えていた（R2=.147）。

【結論】

高齢者の PT に対する信頼度に影響を及ぼす要因とその影響力は，医師・研究者と異なることが示唆された。予防運動実施に対
して周りの人からの期待や応援を認識している高齢者ほど PT への信頼度が高いことから，高齢者の周辺人物との関係性構築
も PT にとっても重要な役割を果たすと推察される。また，医師と研究者への影響要因の違いから，PT からの情報発信の促進
と充実の重要性も示唆された。
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P-YB-05-3

二次予防事業終了後の運動継続率向上に向けた取り組み

渡邉 賢治，廣西 郁恵，佐藤 聖哉，小嶋 遥香，内藤 佐希

新座志木中央総合病院

key words 二次予防事業・運動継続率・介護予防

【はじめに，目的】

二次予防事業とは，特定高齢者に対し医療専門職が短期集中的に介入し要支援，要介護状態になることを予防する取り組みであ
る。身体機能，健康関連 QOL が向上するとの報告がある一方，事業終了後の運動継続率が低いことが指摘されている。そこで
今回，理学療法士，行政，地域包括支援センター（以下地域包括）が連携を図りながら取り組んだ結果，高い運動継続率を示し
たので報告する。

【方法】

当院で実施した二次予防事業は，毎週 1 回の頻度で全 10 回，内容は運動機能向上を中心とした複合型プログラムである。毎回，
理学療法士が中心となり講義および重錘バンドを用いた「いきいき百歳体操」を実施した。対象は平成 27 年 5 月から平成 28
年 3 月までの期間に参加した 43 名（男性 11 名，平均年齢 76.5±5，女性 32 名，平均年齢 76.46±5 歳）。事業前後において Timed
Up and Go test，握力，開眼片脚立位保持時間，CS30，5m 最大歩行時間，長座位体前屈，基本チェックリスト，健康関連 QOL

（SF8），転倒不安感尺度を評価した。結果については対応のある t 検定および Wilcoxon の符号付順位和検定を用いて事業前後で
比較した。終了後の運動継続状況については，地域包括に依頼し電話にて本人に聴取した。運動継続率向上に向けた取り組みと
しては，事業開始前に運営会議を行い理学療法士，行政，地域包括がそれぞれの役割を明確にし，事業アウトカムを共有するこ
とを図った。理学療法士は介護予防に関する講義，終了後の目標設定，運動に関する行動変容に合わせた個別的な支援を行った。
行政は住民主体の通いの場の立ち上げを積極的に展開し，事業終了後の受け皿づくりを行った。地域包括は参加者のニーズに
合った地域資源に関する情報提供と自主的な活動に至るまでのシームレスな支援を行った。

【結果】

身体機能，基本チェックリスト，健康関連 QOL はサマリースコアである身体的健康，精神的健康ともに有意に改善を示した。
（P＜0.05）。事業終了後の運動継続率については，住民主体の通いの場への参加 17 名（40％），一次予防事業参加 7 名（16％），
自主活動 5 名（12％），二次予防事業参加 7 名（16％），実施していない 1 名（2％），要支援申請 5 名（12％），死亡 1 名（2％）
であった。

【結論】

今回，事業期間中も常に情報共有を行い，それぞれの活動を連動させ取り組んだ結果，事業終了後の運動継続率が 68% と高い結
果を示した。一方で 7 名が再び二次予防事業に参加する結果となった。事業終了後の受け皿は増加傾向だが，すべての参加者の
ニーズに対応するまでには至らず，運動機会の喪失とともに徐々に身体機能が低下し，再び介入が必要な状態に陥っていると推
測される。参加者の多様なニーズに対応するためには，受け皿づくりに介護予防サポーター等の住民ボランティアが積極的に活
用されることを期待する。今後は運動継続による身体機能，健康関連 QOL への影響について調査検討を行っていく。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）15：30～16：30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）【ポスター（予防）P05】

P-YB-05-4

一次予防高齢者に対する集団体操（転ばんごとがんばらんば体操）の長期的な効
果

柴原 健吾，酒井 祥平，作田 奏美，本多 一平

医療法人伴帥会愛野記念病院

key words 一次予防高齢者・集団体操・体力測定

【はじめに，目的】

現在，高齢者に対する介護予防教室での短期的な運動効果は数多く報告されているが，長期間の経過を追った報告はあまり散見
されない。実際，身体機能においても 12 週間の介入で高い効果量を得るとされている。しかし，その後運動を継続出来ないこ
とで，身体機能が介入時の状態に戻ることを経験する。そこで今回，一次予防高齢者（地域在住高齢者）に対して我々が考案し
た転ばんごとがんばらんば体操（以下：集団体操）を実施した。この体操は，地域包括支援センターや市の福祉課と協同して，
地域高齢者が自主的に身体機能維持や向上が行なえることを目的に作成した。これを長期的に継続することで，どの程度効果を
得られるかを検討したので報告する。集団体操の構成は，約 25 分の内容で頸部～下肢ストレッチ，筋力運動，立位でのバラン
ス運動の複合的プログラムである。これを地域自治体と協力し DVD を用いて月二回程度実施した。

【方法】

一次予防高齢者に対して，集団体操を 5 年間継続できた 24 名を対象とし，内訳は男性：8 名，女性 16 名で平均年齢は 78.0±4.7
歳であった。介入時に体力測定として握力，開眼片脚立ち，椅子起立テスト，TUG を実施し，その後は 1 年ごとにセラピスト
が介入し，体力測定や運動指導を行った。調査方法は，体力測定で行った 4 項目を介入時と 5 年後で比較し，統計学的処理には
T 検定を用いた。

【結果】

介入時/5 年後の体力測定の結果，握力 25.0±8.7/23.5±8.6，片脚立ち 27.1±18.3/23.3±18.1，椅子起立 6.9±1.4/6.6±1.4，TUG
6.8±1.0/7.4±1.9 であり，全ての項目で有意差は認められなかった。このことから身体機能は維持されていた。

【結論】

今回の調査結果から一次予防高齢者に対して，月に 2 回程度の長期的な集団体操を実施することは身体機能の維持に繋がるこ
とが示唆された。これには複合的プログラムで構成された集団体操を実施することで，高齢者の身体機能に合った形で行えたた
めではないかと考える。さらに運動を DVD とすることで，地域自治体の方にも専門職が介入することなく適切に運動を行うこ
とが出来，安全に運動を継続することに繋がったのではないかと考える。現在高齢者において健康及び身体的自立を維持・増進
するためには運動頻度：週 2 回以上，強度：中等度～高度，様式：漸増抵抗運動または体重負荷の健康体操といった筋力増強運
動の実施が推奨されているが，運動強度が高度になるにつれリスク評価を行わなければならず，地域高齢者に対しても多面的な
介入が頻回に必要となる。今後は身体機能に合わせた運動にて，長期的に活動を継続することが求められると考えている。
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高齢化率が高い地域の通所型二次予防事業対象者の歩行持久性に影響を及ぼす
因子の検討

徳元 義治1），田野 聡1），高岡 克宜1），安藝 友博1），鶯 春夫2），近藤 慶承2）

1）医療法人橋本病院リハビリテーション部，2）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words 高齢化率・二次予防・歩行持久性

【はじめに，目的】現在，我が国の高齢化率は 26.7％ で，4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となっている。ある都道府県において
は既に高齢化率が 30％ を超え，高齢者に対する様々な施策が緊急の課題となっている。我々も介護予防事業等に関わることが
増えてきているが，その事業で全身持久力に関する評価を行うことは比較的少ない。最大酸素摂取量の測定は，高齢者では安全
性の問題や高価な特定の機器などが必要とされる他，6 分間歩行距離では時間や場所が必要とされるからである。そのため，二
次予防事業を対象とした先行研究では，歩行持久性（以下，持久力）に関わる因子の検討をした研究は少なく，また地域特性を
考慮した上での因子の検討についても少ない。そこで我々は高齢化率が高い地域の通所型二次予防事業対象者（以下，二次予防
対象者）の持久力に影響を及ぼす因子の検討を行い，若干の知見が得られたのでここに報告する。

【対象及び方法】対象は高齢化率が 30％ を超えている A 県 B 広域連合の平成 28 年度二次予防対象者である 48 名（男性 6 名，
女性 42 名，平均年齢 79.6±5.5 歳，BMI23.7±2.7kg/m2）とし，測定に支障となる疾病又は障がいを有する場合は対象から除外
した。方法は持久力の指標として 3 分間歩行距離（以下，3MD）を，身体機能の指標として握力，Timed up and go test（以下，
TUG），2 ステップテスト（以下，2 ステップ値），足趾把持力体重比（以下，足趾把持力），30 秒間椅子立ち上がりテスト（以
下，CS�30），片脚立位時間，長座位体前屈，5m 最速歩行時間（以下，5mMWS）を測定した。さらに過去 1 年間の転倒経験の
有無や運動習慣の有無を聴取した。なお，2 ステップ値は最大値を身長で除した値を採用した。その後，持久力に影響を及ぼす
因子の検討を行うため，3MD を従属変数とし，身体機能指標 8 項目と転倒経験，運動習慣ならびに交絡因子（年齢，性別，BMI）
を説明変数としたステップワイズ法による重回帰分析を行った。全ての有意水準は 5％ とした。

【結果】3MD の平均値は 190.1±37.0m，握力は 22.9±5.5kg，TUG は 6.9±1.5 秒，2 ステップ値は 1.1±0.2，足趾把持力は 18.8
±6.4％，CS�30 は 14.5±4.7 回，片脚立位時間は 25.9±21.3 秒，5mMWS は 3.2±0.7 秒であった。3MD を説明する因子は 5
mMWS，2 ステップ値，CS�30，転倒経験が抽出され，R2＝0.788（p＜0.01）であった。また，標準化偏回帰係数はそれぞれ 5
mMWS は β＝�0.443（p＜0.01），2 ステップ値は β＝0.307（p＜0.01），CS�30 は β＝0.236（p＜0.01），転倒経験が β＝�0.221（p
＜0.01）であった。

【結論】高齢化率の高い地域の二次予防対象者の持久力には，歩行速度や下肢筋力，転倒経験が大きく影響していることが示唆
された。戸坂らによると 3MD は筋持久力を表す指標でもあると述べられており，本対象者においても山間部を含む地域に住む
二次予防対象者であったことから，移動能力指標との関与が強く反映したのではないかと推察された。
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地域リハビリテーション活動支援事業に対する意識調査
―三重県理学療法士会としての今後の課題―

南出 光章1），高橋 猛2），伊藤 卓也3），澤田 智司1），柳瀬 仁4）
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【はじめに，目的】平成 26 年介護保険法改正により，介護予防・地域リハビリテーション活動支援事業（以下，地域リハ支援事
業）への理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下，リハ専門職）の積極的な関与が推奨された。三重県理学療法士会は県行
政の支援を受け，平成 28 年 4 月 1 日に「三重県リハビリテーション情報センター（以下，リハ情報センター）」を設立し，今回
地域リハ支援事業を推進することを目的にアンケート調査を行ったので報告する。

【方法】平成 28 年 3 月から 5 月，県内リハ専門職の在籍する 263 施設に郵送にて調査を行なった。内容は（1）施設区分，人員
充足度（2）平成 27 年度，地域リハ支援事業に関わったか？（「はい」の場合：①申請方式②内容③募集方法④運営の問題点）

（3）今後地域リハ支援事業に関わりたいか？①どのような事業に関わることができるか？②関わろうと思われない理由とした。

【結果】県内 140 施設，53.2％ から回答を得られた。施設区分は，急性期：23，回復期：10，維持期：16，診療所：21，在宅系
（入所）：38，在宅系（通所）：19，その他：13 であった。リハ専門職の充足度において不足数 0 は，理学療法士：60％，作業療
法士：56％，言語聴覚士：59％ であった。地域リハ支援事業において平成 27 年度に関わったのは 34％（48 施設）（以下，施設省
略）であった。申請方式は，行政からの委託 88％（30）・行政に働きかけ 16％（7）であった。事業内容は，運動機能向上は 91％

（43），認知症予防・支援は 38％（18），閉じこもり予防・支援は 34％（16），他栄養改善，うつ予防・支援施設等であった。利
用者募集方法は，介護関係者の勧め 70％（33），広報 51％（24），保健師の勧め 26％（12）等であった。運営における問題点は，
利用者間の機能レベルの違い 49％（23），利用者の意欲の違い 32％（15），継続利用困難 32％（15）が主な問題点であった。今
後依頼があれば関わりたいと考える施設は 65％（91）であり，関われる内容は，通所・訪問等での介護職員等への助言 82％

（75），地域ケア会議への参加 85％（77），住民運営の通いの場での介護予防 77％（70）であった。また関わろうと思わない施設
は 35％（49）であり，理由は施設の業務で手一杯 92％（44），施設の協力が得られない 4％（2）等であった。

【結論】平成 27 年度地域リハ支援事業へ関わった施設は 34％ であるが，今後関わっていきたいと考える施設は 65％ である。し
かし関わろうと思わない施設も 35％ あり，理由として 4 割近くの施設でリハ専門職のマンパワー不足によるものが示唆され
た。今後具体的活動のためには，所属機関の理解，リハ専門職の介護予防に関する研修・啓発・情報共有・協力体制の構築を行
うことが重要であると考えられた。また制度に関しての周知や施設特性のある課題もあげられ今後さらなる取り組みの必要性
が示唆された。
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P-YB-06-2

透析クリニックにおける理学療法士の必要性の調査と介護予防の取り組み

上杉 睦

善仁会グループ本部医療技術本部

key words 透析クリニック・理学療法・介護予防

【はじめに，目的】

透析患者は週 3 回程度の通院と 1 回 4 時間程度の透析療法による時間の制約のため，日常の運動量が減少し ADL や体力低下が
問題となっている。近年，腎臓リハビリテーションが普及し，透析患者の運動療法の効果が明らかとなっている。しかし，現在
の本国の法制度化では慢性腎不全の診断のみでは積極的な理学療法が実施できず，現状では透析クリニックに理学療法士が勤
務する事はほとんど無い。しかし，今後，糖尿病性腎症の増加や患者の高齢化のため，透析患者に対する理学療法の関わりが重
要になると予想される。そこで，本研究では透析クリニックにおける理学療法士の必要性の調査と介護予防の取り組みについて
調査的研究を行った。

【方法】

対象は透析クリニック 14 施設。調査期間は平成 28 年 7 月から 9 月までの 3 ヶ月。準備期間として調査実施の 1 ヶ月前にクリ
ニックの職員に対して腎臓リハビリテーション（医歯薬出版株式会社，2012.6）の内容を参考に透析患者に対する運動療法，リ
ハビリテーションについての勉強会を実施した。その後，各クリニックに巡回で理学療法士が勤務し，医師の確認，指示のもと
介護予防の取り組みについて理学療法業務を実施した。調査項目は 1．職員に対し｢透析クリニックで理学療法士に希望するこ
と｣についての聞き取り調査を行い，クリニックごとの集計を行った。また，2．理学療法士が実施した業務の集計を行った。

【結果】

1．聞き取り調査の結果では ADL の維持についての取り組み 14 施設，透析中の運動療法実施 10 施設，非透析日の患者への運動
指導 19 施設，トランスファー方法の検討 4 施設，転倒予防の検討 7 施設，介護保険の相談対応 8 施設，フットケア 1 施設であっ
た。2．理学療法士が透析クリニックで実施した理学療法業務の結果では透析中の運動療法実施 51 件，非透析日の運動指導 19
件，介護保険の相談対応 9 件，トランスファー方法の検討 6 件，転倒予防の検討 6 件，体位交換の検討 1 件であった。

【結論】

透析クリニックでの理学療法士の必要性は高く，特に通院維持のための ADL 維持や介護予防の取り組みについて理学療法士に
希望することが分かった。現在の透析クリニックでの問題点として，通院困難者の対応や高齢化による身体機能，ADL の低下
がある。今後の高齢化によりさらに，これらを予防するため理学療法士の関わりが重要になる。また，介護保険の活用について
の相談件数も多く，透析患者の地域包括ケアの構築や多職種で連携して在宅生活，ADL 維持に対応していく必要がある。実際
の理学療法業務では透析中や非透析日の運動療法の実施に加え運動療法の重要性についての啓蒙活動を行うことも必要である
ため，今後，積極的に理学療法士が介護予防に関わる必要がある。
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P-YB-06-3

シルバーリハビリ体操指導士の介護予防・日常生活支援総合事業への参画に関
するアンケート調査について

古澤 綾1），菅谷公美子2），大川沙緒里1），齋藤 由香1），塚田 優子1,3），今 絵理佳1），
小室 明子1），大田 仁史1）

1）茨城県立健康プラザ，2）茨城県立医療大学付属病院，3）医療法人社団筑波記念会

key words 介護予防事業・地域在住高齢者・ボランティア

【はじめに，目的】

茨城県では平成 17 年度から，介護予防事業としてシルバーリハビリ体操指導士（以下，指導士）の養成事業を行っている。指
導士は，常勤の職を持たない，概ね 60 歳以上の茨城県民とし，講習会修了後はボランティアとして地域でシルバーリハビリ体
操の指導を行っている。平成 28 年 10 月末で指導士養成数は 7,500 人を超え，地域での活動も進展をみせている。平成 27 年には，
介護保険制度の改正により，予防給付の一部が市町村に移行された。多様化するサービスの中，高齢者が可能な限り住み慣れた
町で，最期まで自分らしく暮らせるよう，地域の包括的な支援・サービス提供体制の確立が進められている。その中には「住民
主体によるボランティア等が中心となったサービス」が組み込まれ，地域住民ボランティアへの期待が高まっている。そこで指
導士の，介護保険制度改正の認知度や，介護予防・日常生活支援総合事業（以下，総合事業）への参画への意識を調査した。

【方法】

県内 44 市町村毎に組織されている指導士会の代表者 44 名を対象に，総合事業に関するアンケート調査を実施した。

【結果】

アンケート回収率 75％，①制度改正の認知度：知っている 93％（聞いたことがある・詳細は知らないを含む）・知らない 5％・
未回答 2％，②総合事業への協力の意思：協力する 64％・協力しない 0％・わからない 24％・未回答 12％，③市長村からの事業
協力依頼の有無（平成 28 年 10 月現在）：ある 21％・ない 79％ であった。

【結論】

アンケート結果より，指導士の介護保険制度改正の認知度は高いものの「聞いたことはある」との声も聞かれ詳細までは周知さ
れていなことがわかった。比較的健康で介護保険を必要としない住民は詳細までは知らないことが予測される。地域で活動する
指導士へ周知することで，指導士自身や体操教室の参加者（一般住民）への介護予防への意識を高め，指導士の総合事業への参
画もスムーズに進むと考えられる。さらに，活動協力の意思も高いことがわかった。また，今回は指導士会の代表者を対象にア
ンケートを実施したため“わからない”との回答もあり，「会員全員の承認が必要」など，代表者としての意見もあり，組織力
の強さも窺えた。事業に協力していくためには，行政や専門職との連携をはじめ，指導士のコミュニーケーション能力や体操指
導技術の向上，指導士の増員，総合事業内容の理解が必要と考えていることがわかった。今後も，指導士の養成やフォローアッ
プを進めるとともに，指導士の活動を市町村や専門職へ情報発信し，シルバーリハビリ体操を通して地域の見守り体制の強化
や，社会参加の場の提供など，地域に応じた住民ニーズに対応できるよう，指導士の活動を支援していく必要がある。
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P-YB-06-4

リハビリテーション専門職が新しい総合事業における多様なサービスCの実施
に至るまでの検討プロセス

伊藤久美子，安斎紗保理，河合 恒，大渕 修一

東京都健康長寿医療センター研究所高齢者健康増進事業支援室

key words 介護予防・総合事業・リハビリテーション専門職

【はじめに，目的】介護予防・日常生活支援総合事業（以下，新しい総合事業）ではリハビリテーション専門職（以下，リハ専
門職）が関わることで地域の介護予防機能を強化する方向性が示されているが，具体的な関わり方や進め方については自治体の
裁量に委ねられている。東京都 A 市では，新しい総合事業の訪問・通所サービスにサービス C（短期集中予防サービス）を前置
し，ここでリハ専門職がアセスメントを行うことで，その後のよりよいサービスに繋げる，ケアマネジメントを強化する方針が
示されている。そこで我々は，サービス C へのリハ専門職の関わり方の先駆的なモデル構築のため，リハ専門職と共に検討会を
重ねて進めてきた。本報告では，検討会議の記録をもとに，リハ専門職がサービス C のモデル事業実施に至るまでのプロセスを
整理し，事業実施に繋げるための要点を検討する。

【方法】東京都 A 市では，A 市と隣接する B 市内の病院，施設等のリハ専門職 10 名（PT7 名，OT3 名）と研究職 1 名により，
リハ専門職の新しい総合事業への関わり方に関する検討会が全 17 回行われた。前半 8 回はリハ専門職のサービス C への関わり
方，後半 9 回はサービス C の類型や評価表に関する検討が行われた。本研究では，会議の記録から，事業実施に繋げる上で重要
と思われる内容を抽出した。

【結果】検討会では，リハ専門職が新しい総合事業や対象者のイメージを掴むことを目的として，市の職員から新しい総合事業・
類型に関する説明，市の方針の説明，サービス C の対象となりそうな利用者のケアプランの提示を実施した。リハ専門職のサー
ビス C への関わり方の検討では，始めにサービス C の目的とリハ専門職が関わる目的について整理し，リハ専門職のサービス
C での役割を明確にした。続いて，リハ専門職がサービス C で関われること・関わる上での課題と解決策を整理し，具体的な活
動案を検討した。具体的な活動案の検討では，予想されるサービス C の事業量とリハ専門職のマンパワーを確認した上で，リハ
専門職が実施可能な内容・頻度を提案した。サービス C の類型と評価表の検討には，市や包括の職員にも参加を依頼した。サー
ビス C の類型の検討では，他職種とも動きや連携方法を確認し，市の職員に制度上での実施可能性を確認しながら進めた。サー
ビス C の評価表の検討では，他職種からの理解が得られるよう，包括の職員と共に作成し，使用方法や管理方法について検討し
た。

【結論】本事例から，リハ専門職がサービス C の事業を実施するには，新しい総合事業と自治体の方針について十分な理解が必
要であり，リハ専門職が関わる目的や役割を明確にした上で，実際の事業量やリハ専門職のマンパワーなどから実施可能な内容
を提案することが重要であった。さらに，市や包括の職員等の他職種からの視点を取り入れ，共に実施可能性を確認することよ
り，提案内容を実施に繋げることができると考えられた。
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P-YB-06-5

奈良県橿原市介護予防事業 元気な一歩会の取り組みについて
ロコチェックと自覚的幸福度

河合 成文，中川 勝利，中川 大樹，土橋 孝政，小林千恵子

医療法人良翔会訪問看護ステーションみそら

key words 介護予防事業・健康寿命・サークル活動

【はじめに，目的】

奈良県橿原市の取り組みとして地域ごとに介護予防に繋がる活動をしているサークルをつくり，市内在住の 65 歳以上の方を対
象にした介護予防事業がある。市民が自主的に集いの場を作ることで，高齢者同士が親睦を深め，介護予防に努めることを目的
としている。今回，私達，理学療法士が中心となり「おみそしるの会」という介護予防サークルを立ち上げた。活動で念頭に置
いていることは，ご本人で「自らする・できる」ようになること。そう繋がるまでの橋渡しを目的としている。このサークルは，
こちらが一方的に行うものでなく，サポートの位置づけとし，健康寿命を延ばせるよう取り組みをしている。その内容をここに
報告する。

【方法】

サークルには理学・作業療法士，言語聴覚士，看護師の 10 名が在籍している。それぞれの専門分野を活かし，個人単位で可能
な範囲を考慮し，健康体操（有酸素運動）や個別運動メニューの指導，作成（パーソナルトレーニング）を実施。毎週 1 回定員
を 15 名までとし 2016 年 4 月から公民館で開催している。医療や介護，日常生活相談も受けながら聞き取りやアンケートで「し
たいこと」の意見を集め，講習やご家族様にも参加してもらえるイベントを開催している。継続して参加されている 10 名を対
象に 4 月と 10 月に日本整形外科学会が推奨している 7 項目のロコチェックを実施。さらに「あなたは，現在どの程度幸せです
か」という自覚的幸福度を「とても幸せ」を 10 点，「とても不幸」を 0 点として 10 段階で自己評価させた。質問はすべて，個
別に直接聴取し記録した。

【結果】

10 名の結果を A から J とし，ロコチェック（4 月/10 月），自覚的幸福度（4 月/10 月）で記載した。

A：（2/1）（5/7），B：（3/2）（6/8），C：（3/2）（4/6），D：（3/2）（6/7），E：（3/2）（6/7），F：（2/1）（7/8），G：（4/3）（5/6），H：（3/
3）（5/6），I：（3/3）（6/7），J：（2/2）（4/7）

（A～G）の 7 名がロコチェックの項目でチェック数が減少した。

（H～J）の 3 名はチェック数に変化はみられなかった。10 名の自覚的幸福度が上昇し QOL の向上に繋がったと考えられる。

アンケートからは，皆でカラオケに行きたい，食事に行きたいなど外出への意欲が強く，希望した方を中心に段取りをしていた
だき私達は移動方法や，介助が必要な場所だけサポートや指導を行うことで，ご家族だけでも外出できたと報告があった。

【結論】

サークルに参加していただいている方の意欲向上がみられており，自発的な発言や行動が増加していることから，介護保険を使
用せず，健康を地域で支えていくシステム作りに近づいたと考えられる。理学療法士として地域に貢献できる取り組みであり，
継続することにより，ネットワークを通じて社会資源の活用を知ることができ，地域住民主体で介護を考えることができる地域
力向上に繋がると考えられる。
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P-YB-07-1

血液腫瘍疾患へのリハビリテーション効果

宮下 崇，岡崎 雅樹，向嶋 啓介，矢部 信明

福井赤十字病院

key words がんリハビリテーション・血液腫瘍・運動機能

はじめに

血液腫瘍疾患は化学療法を長期間施行する例が多く，様々な有害事象が生じて身体活動量低下が生じ問題となることが多い。血
液腫瘍に対するリハビリテーション介入は移植前後の報告が多く，一般的な入院治療時の効果を報告したものは多くない。本研
究の目的は当院での血液腫瘍患者に対するリハビリテーションの効果を，運動機能，日常生活動作能力の面から検討することで
ある。

方法

2014 年 9 月から 2016 年 9 月の期間中，血液腫瘍疾患に対してがん算定でリハビリテーションを行ったものを対象とした。転帰
が死亡となったもの，身体機能評価が未実施のものは除外した。がん患者の全身状態・機能障害の評価として，Performance
Status（以下 PS），日常生活動作評価尺度である Functional Independence Measure（以下 FIM）を用い，開始時，終了時で点
数を比較した。身体機能評価は，10m 歩行，3m timed up＆ go test（以下 TUG），片脚立ち，6 分間歩行テスト，握力を，計測
が可能となった時点と終了時に測定した。運動療法介入は，ストレッチング，筋力トレーニング，歩行練習，バランス練習，有
酸素運動等を個別に組み合わせて行った。統計処理は対応のある t 検定を用いて行い，有意水準は危険率 5％ 未満とした。

結果

対象となる患者数は 20 例で，男性 7 名，女性 13 名，年齢は 71.2±10.2 歳であった。疾患内訳は，悪性リンパ腫 19 例（びまん
性大細胞型 B 細胞性リンパ腫 14 例，濾胞性リンパ腫 4 例，血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫 1 例），白血病 1 例であった。治療
内容は全例が各疾患に対応した化学療法を施行され，3 例は放射線治療が追加された。体重は治療開始前が 55.6±10.4kg，治療
終了時が 51.3±10.5kg と有意な低下を示した（P＜0.01）。PS は開始時 1.9±1.0 から終了時 1.8±0.8 と有意差を認めなかった。
FIM は 95.9±20.7 点から 113.6±11.8 点で有意差を認め（P＜0.01）， 運動項目が 63.4±18.3 から 79.3±10.2 と有意な改善を示し，
認知項目では有意差を認めなかった。身体機能評価では 10m 歩行が 9.5±3.3 秒から 8.7±3.5 秒，TUG が 12.4±5.4 秒から 10.9
±4.7 秒，片脚立ちが 14.6±17.0 秒から 19.0±20.5 秒と改善傾向であったが有意差は認めなかった。6 分間歩行テストは 348.1±
59.8m から 396.0±66.0m と有意な改善を認めた（P＜0.05）。一方，握力は 23.1±8.9kg から 20.8±8.7kg と有意な低下を認めた

（P＜0.05）。

結論

歩行速度，バランス能では有意差はないが改善傾向を示し，運動耐容能，FIM で有意な改善が認められた。筋力低下の原因とし
ては，摂食量低下による体重減少に伴う筋萎縮が考えられる。強力な化学療法による体重減少で筋力の低下は避けられないが，
運動耐容能を初めとした身体のパフォーマンスが向上したことで日常生活動作能力の改善につながったと考えられる。血液腫
瘍疾患に対しての治療中に，リハビリテーションを実施することで身体機能を向上させて日常生活動作能力を改善させる可能
性が示唆される。
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P-YB-07-2

食道がん切除再建術患者における術前身体活動量が術後の身体機能と健康関連
QOLに与える影響

髙畑 晴行1,2），脇田 正徳1），濱田 真一1），清水 遼子1），金 光浩1），伊藤 健一2,3），長谷 公隆1）

1）関西医科大学附属病院リハビリテーション科，
2）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，3）枚方公済病院リハビリテーション科

key words 身体活動量・がん・運動耐容能

【はじめに，目的】

近年，生活習慣病や認知症など様々な疾患において，疾病発症予防として身体活動を高めることが推奨されている。食道がん切
除再建術は手術侵襲が大きく，術後に身体機能や健康関連 QOL の低下を生じやすい手術の一つである。先行研究では，食道が
ん切除再建術後における身体活動量が健康関連 QOL の改善や生存率の向上に関与することが報告されているが，術前の身体活
動量が手術後に与える影響については十分に検証されていない。そこで本研究では，食道がん患者における術前の身体活動量の
違いが術後の身体機能および健康関連 QOL に与える影響について検討したので報告する。

【方法】

対象は 2016 年 1 月から 9 月の間に食道がん切除再建術を施行した症例のうち，研究の同意が得られた 17 名とした。術前の身体
活動量を国際標準化身体活動質問票（以下，IPAQ）を用いて評価した。また，術前と退院時（術後入院日数 17±7 日）に身体
機能および健康関連 QOL を評価した。身体機能の評価には握力，等尺性膝伸展筋力，6 分間歩行距離，骨格筋量，体脂肪率を
測定し，健康関連 QOL の評価には SF�36 を使用した。IPAQ にて術前に 1 日 3METs・時間以上活動していた症例を活動群，未
満の症例を低活動群に分類して，2 群間における術前および術後での各測定項目の違いを Mann�Whitney の U 検定により比較
検討した。また，全対象者での各項目の関連性について Spearman の順位相関係数を用いて検討した。統計学的有意水準は 5%
とした。

【結果】

術前では，活動群が低活動群よりも等尺性膝伸展筋力，6 分間歩行距離，身体的 QOL サマリースコア（以下，PSC）が有意に高
かった。一方，術後は活動群で等尺性膝伸展筋力のみが有意に高く，他の項目では低活動群との違いは認めなかった。術前の身
体活動量と術後の等尺性膝伸展筋力には有意な正の相関（r=0.52）を認めた。

【結論】

食道がん切除再建術では，術前の身体活動量が高い症例で，低活動群よりも術後の下肢筋力が維持できていることが明らかと
なった。一方，術前に認めていた 6 分間歩行距離と PSC の両群の差が術後には認めなくなったことから，術前に身体活動量が
維持できていた症例でも退院時の身体持久力や健康関連 QOL は著しく低下していると考えられた。食道がん切除再建術は高侵
襲を伴う手術であるため， 身体機能のなかでも心肺機能と関連する運動耐用能の低下が QOL の低下に影響する可能性があり，
術前，周術期，退院後において運動耐容能を高めるための理学療法介入の有効性について今後検討する必要がある。
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P-YB-07-3

当院の周術期がん患者早期退院プログラムにおける身体機能の比較

飯島 進乃，大藤 範之，加藤 龍彦，島野 祐輔，瀬谷 諒太，原田 浩樹，上田 清史

国際医療福祉大学病院診療技術部リハビリテーション室

key words がん・早期退院・腹腔鏡手術

【はじめに，目的】

がんの治療手段として手術療法が行われるが，近年は手術に伴う侵襲を少なくする目的で腹腔鏡手術が増えている。当院では腹
腔鏡補助下で行われる胃がん，結腸がん，一部の直腸がんの手術について，術後約 5 日間で退院する早期退院プログラムに取り
組んでいる。この取り組みの中で，リハビリテーションでは理学療法士が術前の身体機能評価と，術後の早期離床および身体機
能の再評価を行っている。現状では術前後の患者の身体機能が，早期退院プログラム達成の可否に影響を与えるかという点につ
いて，明らかになっていない状況であった。本研究は，術前および術後の身体機能が早期退院に影響を与えるか検証することを
目的とした。

【方法】

平成 27 年 1 月 1 日～平成 28 年 3 月 1 日で，当院消化器外科で腹腔鏡手術を行った胃がん，結腸がん，直腸がん（人工肛門造設
や会陰部切除を伴わない場合）患者で，早期退院プログラムの適応となった 85 名を抽出した。85 名のうち自立歩行が可能で，
データ欠損を除外した 70 名を本研究の対象とした。データ抽出は過去のカルテを遡り，後ろ向きに調査した。対象は男性 38
名，女性 32 名，疾患は胃がん 27 名，結腸がん 38 名，直腸がん 5 名であった。術後データは術後 5～7 日目の値を用いた。

術後 5 日目に医師から退院許可となった群を早期退院群（31 名），6 日以降の退院許可となった群を退院遅延群（39 名）の 2
群に分けて比較した。年齢は早期退院群：67.9±9.8 歳（男性 17 名，女性 14 名），退院遅延群：69.1±10.7 歳（男性 18 名，女性
21 名）であった。

カルテより術前後のアルブミン値（ALB），ヘモグロビン値，C 反応蛋白値（CRP），疼痛（NRS），6 分間歩行距離（6MWD）を
抽出した。その他，術前の握力，％肺活量，1 秒率（Gaensler）を抽出した。6MWD は，術前後での変化率：（術後の値/術前の
値）×100 を算出した。統計処理は対応のない t 検定を行った（有意水準 5% 未満）。統計ソフトは IBM SPSS23 を使用した。

【結果】

群間で男女や疾患の割合に有意差はなかった。早期退院群では，退院遅延群と比較して術後 CRP が有意に低く（4.6±3.3 vs 8.4
±4.2mg/dl），術後 ALB（3.1±0.3 vs 2.8±0.4g/dl），術後 6MWD（375.6±91.0 vs 315.9±109.2m），6MWD 変化率（80.4±12.8
vs 70.7±20.6%）では有意に高い結果となった。術前の値，疼痛は群間で有意差がなかった。

【結論】

結果より，炎症値が低く，術前からの歩行距離低下の割合が低かった者は早期退院可能であった。今後の展望として，筋力やバ
ランス，呼吸機能の変化を前向き研究として検証し，早期退院の支援において理学療法士がどのような形で関わる必要があるか
検討が必要であると考える。
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周術期消化器がん患者の身体活動量の推移

五十嵐 仁，金子 一雄，島田 雄司，熊木 裕，野口 潔，八木 緑，石塚 大祐

燕労災病院中央リハビリテーション部
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【はじめに，目的】周術期の消化器がん患者は栄養障害や悪液質による筋力低下，さらに倦怠感が加わり身体活動量に影響して
いる可能性がある。手術前後のがん患者の身体機能，栄養状態について検討した報告は見られるものの，身体活動量を合わせた
報告は少ない。そこで本研究においては，当院で手術を行った消化器がん患者の身体活動量を入院前と退院後で比較し，栄養状
態および運動機能，倦怠感との関連性について明らかにすることを目的とした。

【方法】2015 年 12 月から 2016 年 9 月までに当院で手術を行った消化器がん患者（術式不問）の入院前と退院後の身体活動量，
栄養状態，運動機能，倦怠感を評価。身体活動量は活動量計を用い，入院前受診時から入院までと退院から初回受診時まで，各
期間内の歩数を調査した。栄養状態は体成分分析装置を用いて骨格筋量，体細胞量（BCM）を測定し，血液検査から血清総蛋白

（TP），血清アルブミン値（以下 Alb）を抽出した。運動機能は Short Physical Performance Battery（SPPB），握力，開眼片脚
立位時間を測定した。倦怠感の指標には Cancer Fatigue Scale（CFS）を用いた。栄養状態と運動機能，倦怠感の評価は，入院
前の受診時と退院後初回の受診時に行った。尚，術前からの歩行困難例，ADL に介助を要する例，PS3 以上の例，活動量に影
響を及ぼすような併存疾患を有する例，がん未告知例は除外した。統計処理は，それぞれの結果を入院前と退院後で比較し Wil-
coxon の符号付順位和検定を用い，有意水準は 5% 未満とした。加えて歩数と他の評価指標との相関関係について検討した。

【結果】基準を満たした 20 例（男性 12 例，女性 8 例，平均年齢 70.85±8.66 歳）が対象として抽出された。対象者の手術部位は，
胃 9 例，胆嚢 2 例，小腸 1 例，結腸 6 例，直腸 2 例であった。入院前の歩数（mean±SD）は 4209.5±2993.6 歩，退院後は 2507.0
±2397.2 歩であった（p=0.009）。入院前と退院後の比較では歩数，Alb 値，握力，骨格筋量，BCM，片脚立位時間において，退
院後に有意な低下を認めた。また，退院後の歩数と片脚立位時間に正の相関を認めた（r=0.49）。

【結論】消化器がん患者は術前から身体活動量の低下があり，術後に速やかな回復が期待できるものと予測していた。しかし今
回の結果からは，退院後の方に身体活動量の低下があり，退院後早期には入院前の状態まで回復していないことが明らかとなっ
た。入院前と退院後の比較において栄養状態，運動機能に退院後有意な低下を認めたことから，これらと身体活動量との関連性
について検討した。その結果，退院後の歩数と片脚立位時間に相関を認め，歩数とバランス能力の関連性が示唆された。消化器
がん患者の周術期理学療法は，退院後早期に身体活動量や運動機能が回復しにくいことを考慮した介入が必要と考える。
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P-YB-07-5

頭頸部がん患者に対する化学放射線治療前後での体組成および身体機能の変化

古本 太希1），安井 苑子2），佐藤 紀1），島田 亜紀3），武田 憲昭3），濱田 康弘2），加藤 真介1）
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3）徳島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

key words 頭頸部がん・化学放射線治療・身体機能

＜はじめに，目的＞

頭頸部がん患者に対する化学放射線治療（CRT）中は，倦怠感や骨髄抑制に伴う活動量低下及び口腔粘膜障害や嚥下障害などに
伴う栄養不良によって，著明な体重減少を生じ二次性サルコぺニアの発生リスクも高まることが報告されているが，CRT 前後
における体組成及び上下肢筋力などの身体機能の変化については不明確である。そこで，本研究では CRT を実施する頭頸部が
ん患者に対しての具体的なリハビリテーション栄養での介入方法を明らかにする目的で，CRT 前後での体組成および身体機能
評価を実施した。

＜方法＞

対象は，初回 CRT を施行した頭頸部がん患者 12 例とした。治療前後での体組成は体成分分析装置（In body S10）を使用し，体
重，体脂肪量および四肢筋量を算出した。身体機能として，等尺膝伸展筋力は徒手筋力計（アニマ社製 μ�TAS）を用い，測定
肢位は座位で膝関節 90̊ 屈曲位とし，右側で 2 回測定した。また膝伸展筋力の形態学要因となる大腿筋量を超音波診断装置（HI-
TACHI EUB�8500）にて大腿長 50％ 点で大腿外側部筋厚を測定した。神経学的要因の指標となる固有筋力指数は，単位筋断面
積当たりの筋力値を算出した。CRT 中の理学療法は下肢筋力強化（カーフレイズ，レッグエクステンションを 10�15RM×1set），
バランス訓練（片足立位保持を左右 15 秒間），自転車エルゴメーター（Brog11�13，10 分間）実施した。統計解析は，SPSSver
22.0 にて治療前後での比較に Wilcoxon の符号付順位和検定を用い有意水準は 5％ 未満とした。

＜結果＞

CRT 中の理学療法実施率は 49.6±21.0％ であった。治療前後での体組成変化は，体重が 62.1±10.6 から 56.5±9.5kg，四肢筋量
が 19.8±3.6 から 18.5±3.7kg，体脂肪量が 15.2±5.3 から 12.8±3.6kg，大腿外側筋厚が 3.4±0.4 から 2.9±0.3cm，膝伸展筋力が
32.8±9.0 から 28.9±7.3kgf となり全て有意な低下を認めた（p＜0.01）。しかし，固有筋力指数は 0.9±0.2 から 1.2±0.4kgf/cm2

となり有意な増加を認めた（p＜0.01）。

＜結論＞

本研究結果より CRT 後に骨格筋および体脂肪量の低下が生じており，これは活動量低下による筋蛋白の異化や必要量に対する
摂取エネルギー量の不足が影響したと考える。膝伸展筋力の低下は，CRT 中の下肢筋力訓練により神経性要因の維持が可能で
あったため，筋形態学的要因である外側広筋の筋萎縮の影響が強く生じたと考える。このため，CRT を施行する頭頸部がん患
者に対するリハビリテーション栄養の介入方法として，充足した栄養管理および院内での活動量向上による体組成維持と理学
療法での神経性要因の向上を目的とした下肢筋力訓練が必要であることが示唆された。
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勤労者の筋量減少が筋力と運動機能に与える影響

安田 広江

秋田労災病院中央リハビリテーション部

key words 勤労者・サルコペニア・運動機能

【はじめに，目的】

超高齢化社会を迎え，サルコペニアによる身体機能低下が大きな問題となっている。高齢者を対象とした筋肉量と機能に関する
研究は増えているが，若い世代の調査研究はまだ少ない。本研究では，青壮年勤労者を対象に筋肉量と筋力・身体機能の関係を
明らかにすることを目的とした。

【方法】

当院では「労災疾病臨床研究補助金事業」として，平成 27 年 11 月から市内の青壮年勤労者の血液データ，筋肉量，脊椎アライ
メント，運動機能等のデータベースを作成している。

本研究では平成 28 年 9 月末までに評価した 244 名（男性 179 名，女性 65 名）を対象とした。対象者の筋肉量，握力，体幹・下
肢等尺性筋力，運動機能（Functional Reach Test（以下 FRT），歩行速度，Timed Up and Go（以下 TUG））を計測した。筋肉
量は DXA 法で得られた四肢の除脂肪除骨重量を身長の 2 乗で除した値（Skeltal Muscle Index 以下 SMI）を用いた。体幹筋力
はストレインゲージにより背筋の等尺性筋力を，下肢筋力は徒手筋力計測器により股関節屈筋・膝関節伸展筋の等尺性筋力を
計測した。

SMI を基に，Sanada が提示する日本人のカットオフ値を基準に，筋肉量の正常群，プレサルコペニア群，サルコペニア群の 3
群に分け，各群間で筋力，身体機能を比較した。統計処理は SPBS V9.6 を使用し，一元配置分散分析を行い，有意差のあったも
のに対して Scheffe の多重比較を行った。有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

対象者は年齢 42±12.6 歳（男性 38±12.3 歳，女性 42±12.9 歳）であった。SMI 平均値は男性 8.01±0.96 kg/m2，女性 6.21±0.91
kg/m2であった。男性は正常群 101 名，プレサルコペニア群 59 名，サルコペニア群 19 名，女性は正常群 28 名，プレサルコペ
ニア群 26 名，サルコペニア群 11 名であった。サルコペニア・プレサルコペニア群を合わせた低筋量者が男性で 43.5％，女性で
は 56.9％ 存在した。

3 群間の比較の結果，男性では，握力は 3 群間で有意差が見られた。背筋力で正常群がサルコペニア群・プレサルコペニア群よ
り有意に高かった。一方，股関節屈筋力ではプレサルコペニア群が正常群に勝っていた。女性では握力と背筋には差がなく，筋
力では股関節屈筋力でサルコペニア群が正常群より高かった。男女ともに膝伸展筋力，FRT，歩行速度，TUG では差が無かっ
た。

【結論】

今回の調査の結果，青壮年において男性で半数近く，女性では半数以上がサルコペニア・プレサルコペニアに相当する低筋量値
を示した。筋肉量と筋力の関係では，男性で握力・背筋力に筋肉量の影響が見られたが，身体機能では差がなく，女性では筋肉
量の筋力への影響も少なかったことより，青壮年期においては，筋肉量減少が筋力及び身体機能に与える影響は小さいことが判
明した。若年期では維持された筋力や機能が，今後加齢に伴い容易に低下することも予想され，高齢期に起こる機能低下がより
早期に生じたり，転倒リスクの増加や ADL 低下が危惧される。
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P-YB-08-2

透析患者におけるサルコペニアと認知機能の関係

齊藤浩太郎1），鈴木 重行1），杉浦 英志1），景山真知子2），杉浦 江美2），渡邊 龍憲1），野嶌 一平1）

1）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻，
2）名古屋大学医学部保健学科理学療法学専攻

key words 透析・サルコペニア・認知機能

【はじめに，目的】

透析患者におけるサルコペニア有病率は地域在住高齢者と比較して高く，サルコペニア群で身体活動量や身体機能が低下して
いることが報告されている（Hotta, et al., 2015）。しかし，透析患者におけるサルコペニア発症のリスク要因やメカニズム，認知
機能，ADL などを含めた包括的な検討はされていない。特に認知機能の低下及び認知症の発症は身体活動量が独立した要因で
あることが示されている。透析患者においては，透析のため臥床時間が比較的長いこと，また腎機能低下に起因する骨格筋量の
減少や身体機能の低下に伴い，不活動時間が長くなり，認知機能低下のリスクが高くなる。そこで研究の目的を透析患者におけ
るサルコペニア有病者の特徴とリスク要因を明らかにすることとし，特に今回は認知機能面に着目し，予防の観点から，認知症
発症のリスク因子となる軽度認知症の存在率に関しても検討した。

【方法】

歩行が自立した透析患者 129 名のうち，年齢が 65 歳以上で重度の認知機能の低下や失語症のない 91 名を対象に，年齢，性別，
体組成，握力，片脚立位保持時間，下腿周径，歩行速度，認知機能（Moca�J），老研式活動能力指標，KDQOL，転倒歴，薬剤
使用，既往歴，透析期間，標準化透析量，%クレアチン産生速度，栄養状態，タンパク質異化率，を評価項目として測定を行なっ
た。サルコペニアの診断は EWGSOP の基準を使用し，対象をサルコペニア群，非サルコペニア群の 2 群に分け，各評価項目を
Mann�Whitney の U 検定およびカイ二乗検定を用いて比較した。その後，軽度認知症（MoCA�J スコア 25 点以下）の有無を従
属変数，サルコペニアの有無を説明変数，調整変数を性別，年齢としたロジスティック回帰分析を実施した。

【結果】

サルコペニアの有病率は 72.6% であり，サルコペニア群は有意に年齢が高かった。またサルコペニア群において，体重，握力，
片脚立位保持時間，下腿周径，歩行速度，MoCA�J 得点，老研式活動能力指標（手段的，社会的，総合），KDQOL の得点が有
意に低下していた。ロジスティック回帰分析の結果，サルコペニアを有する透析患者における軽度認知症のリスクはサルコペニ
アでない患者の 8.37 倍であった。（調整済みオッズ比=8.37）。

【結論】

サルコペニアを有する透析患者では，先行研究同様身体機能の低下が認められた。また，サルコペニアを有していることが認知
機能低下に独立して関係していた。一方，透析患者でもサルコペニアを発症していない群では認知機能が高いレベルで保たれて
いたことや IADL の手段的項目や社会的項目の点数が高かったことから，認知機能を維持し，社会的な関わりやセルフケアを十
分に行えていることが，サルコペニア発症予防に重要であることが考えられた。透析患者において，早期の認知機能低下の発見，
日常生活活動の状況把握とそれらの対策を講じることが，その後の重症化を防ぐために必要であることが示唆された。
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P-YB-08-3

理学療法開始時の骨格筋量減少が急性期病院退院時のADLに与える影響につ
いて

保木本崇弘1），樋口 謙次1），竹川 徹2），安保 雅博2）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，
2）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words サルコペニア・急性期・低栄養

【はじめに，目的】

近年，高齢化に伴いサルコペニアを予防することの重要性が増している。急性期病院において高齢者は，侵襲や安静臥床にて容
易に廃用症候群を認めサルコペニアやサルコペニア予備軍となり，ADL の低下が生じやすいと予想される。本研究の目的は，
急性期病院における理学療法開始時の骨格筋量減少が退院時の ADL に影響するか調査することである。

【方法】

対象は本学附属病院において 2015 年 8 月 1 日～9 月 30 日，2016 年 1 月 1 日～2016 年 3 月 31 日までに入院した 65 歳以上の患
者であり，脳血管疾患，内科系疾患，腫瘍疾患に診断分類できた 40 名（脳血管疾患 11 名，内科系疾患 22 名，腫瘍 8 名，平均
年齢 78.7±7.2 歳，男性 23 名，女性 17 名）とした。ペースメーカー挿入者，入院から理学療法開始までに 14 日以上経過した者，
理学療法開始時の Barthel Index（以下 BI）が 90 点以上の者は除外した。データは診療録より収集した。項目は理学療法開始時
の年齢，性別，BMI，骨格筋指（Skeletal Muscle Index 以下 SMI），栄養評価（MNA�SF），血液・生化学検査（Alb，TP，Hb），
入院前の活動（mRS），ADL（BI）とした。アウトカムは，退院時の ADL（BI）と BI 効率（（退院時の BI－開始時の BI）/理学
療法介入期間）とした。骨格筋量の評価には，InbodyS10（Inbody 社製）を用いた。谷本らの報告を参考に若年者の平均－SD
以下を骨格筋量減少群（以下減少群）（n=18），その他を正常群（n=22）とした。統計解析は減少群と正常群の比較には t 検定，
Mann�Whitney の U 検定，Fisher の直接確率検定を行った。開始時の項目で 2 群の比較にて有意な差を認めたものは，アウト
カムとの関連を spearman の順位相関係数にて検討した。いずれも危険率 0.05 未満を有意とした。

【結果】

2 群の比較では減少群は正常群に比べ男性が多く，BMI，MNA�SF，Alb，Hb にて有意な低下を認めた。代表値（減少群/正常
群）は，BMI は 18.4±3.2/22.1±3.9，MNA�SF は 5（2.75�6）/8.5（4�10），Alb は 2.4±0.6/3.1±0.6，Hb は 10.1±2.0/11.9±2.4
であった。アウトカムでは減少群は正常群に比べ退院時の BI，BI 効率に有意な低下を認めた。代表値は，退院時の BI は 38.5
±33.2/61.1±32.1，BI 効率は 0.3±1.3/1.3±1.6 であった。Spearman の順位相関係数の結果，退院時の BI と BMI，MNA�SF，
Alb にて有意な相関を認めた。BI 効率に有意な相関は認めなかった。

【結論】

減少群では理学療法開始時の BMI，MNA�SF，Alb，Hb に有意な低下を認め，正常群に比べ低栄養であった。原疾患や治療時
の安静や悪液質による影響と入院前からの低栄養が考えられる。減少群の退院時の ADL は正常群に比べ有意に低く，改善率も
低かった。開始時の BMI，MNA�SF，Alb は退院時の BI と有意な相関を認めた。急性期病院退院時の ADL には理学療法開始
時の栄養状態と骨格筋量，その改善率に骨格筋量が関連すると考えられる。栄養状態の改善と骨格筋量の減少を予防することで
機能予後を改善できる可能性が考えられる。
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P-YB-08-4

サルコペニアと転倒発生
地域住民コホート調査GAINA study での 2年間前向き研究

松本 浩実1），和田 崇1），尾崎 まり1），萩野 浩1,2）

1）鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）鳥取大学医学部保健学科

key words 転倒・サルコぺニア・前向き調査

【目的】サルコぺニアが地域住民における転倒発生危険因子であるか 2 年間の前向き調査で明らかにすること。

【方法】

平成 26 年度鳥取県日野郡日野町において実施した地域住民コホート調査 GAINA study 第 1 回目参加者 223 名（年齢 73.6 歳，
男性 82 名，女性 141 名）を対象とした。取り込み基準は 1）運動検査が実施可能，2）我々の調査アンケートに自己記入可能か
つ 3）本研究への参加同意したものとし，除外規定は要介護認定者とした。研究デザインは前向きコホート研究であり，このベー
スラインに登録された 223 名の住民のうち平成 27 年，28 年のフォローアップ調査が可能であった住民における 2 年間での転倒
発生を追跡調査した。ベースライン調査にて基本属性ならびに，ベースライン調査以前の転倒歴，変形性膝関節症，骨粗鬆症，
変形性腰椎症の診断歴を聴取した。ロコモティブシンドローム（ロコモ）の有無は自己記入式質問紙ロコモ 5 を用いて行い，6
点以上を「ロコモ」と定義した。痛みの評価として Visual Analouge Scale（VAS），定量的超音波法を用いた骨量測定，インピー
ダンス法による筋肉量測定，歩行分析装置を用いた歩行速度計測を実施した。サルコぺニアは Asian Working Group for Sarco-
penia の定義にて，補正四肢骨格筋量低下（男性 7.0 kg/m2 未満，女性 5.7 kg/m2 未満）のある者のうち，握力低下（男性 26
kg 未満，女性 18 kg 未満）もしくは歩行速度低下（＜0.8 m/s）のあるものをサルコペニアと定義した。転倒は 2 年間のフォロー
アップ期間で 1 回でも転倒したものを「転倒群」，転倒の無かったものを「非転倒群」として群わけした。2 群間の変数をカイ二
乗検定，対応のない T 検定にて比較した。転倒の有無を従属変数，サルコぺニアの有無を独立変数とし，年齢，性別，BMI，過
去の転倒歴，単変量解析にて p 値 0.05 未満の変数で調整した二項ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

ベースライン調査に登録された 223 名中，60 歳未満の 10 名，介護認定もしくは死亡した 9 名は対象から除外した。さらに 42
名はフォローアップが不可能であった。最終的に 162 名（年齢 74.2 歳，男性 59 名，女性 103 名）を調査対象とした。2 年間で
の転倒頻度は 30.8％ であり，そのうち 3 名が骨折した。非転倒群と転倒群の変数比較では過去の転倒歴（8.0% vs 40.0%），ロコ
モの有無（12.5% vs 28.0%），VAS 値（7mmvs 21mm），サルコぺニアの有無（2.7% vs 12.0%）に有意な差があった。その他の変
数には有意な群間差はなかった。ロジスティック回帰分析にてサルコぺニア（Odds：7.25，95%CI：1.33�39.56）は有意に転倒を
予測した。

【結論】

年齢や転倒歴で調整してもサルコぺニアが転倒に関与したことは，筋肉量低下を起因とした運動機能低下のあるものは将来，転
倒しやすいことを示している。前向き調査によってサルコぺニアが未来の転倒を予測したことは，それが地域住民において転
倒，骨折の原因となることの裏付けとなった。
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P-YB-08-5

呼吸器疾患患者に対してフレイルが与える身体機能及び日常生活活動への影響

秋 達也，音地 亮

社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院

key words フレイル・FRAILscale・Functional Ambulation Categories

【はじめに，目的】

呼吸器疾患患者において呼吸機能低下だけでなく，疾病とは異なる身体変化，特に上下肢筋力や歩行耐久性の低下を認め理学療
法進行に難渋するケースをよく経験する。日本老年医学会（2014 年）は高齢者が筋力や活動が低下している状態を「フレイル」
と提唱し，予防に取り組むことを呼び掛けている。そこで，本研究は呼吸器疾患患者におけるフレイルの有無が影響を及ぼすこ
とが考えられる因子を検討することを目的とした。

【方法】

呼吸器疾患により当院入院となった患者のうち，コミュニケーション可能かつ，評価結果を得ることができた 26 名（平均年齢
82.3±7.3 歳 男性 13 名）を解析対象とした。方法はカルテより後方視的に疾患名，年齢，性別，体格指数（以下 BMI），在院
日数，喫煙歴，初回介入時 FIM，転帰，入院時 FRAILscale，入院時及び退院時 Functional Ambulation classification（以下 FAC）
を調査した。FRAILscale において原法に基づき，0 から 2 点をフレイル無し群，3 から 5 点をフレイル有り群に分類し，統計学
的手法として，調査項目を t 検定及び χ2検定と Mann�Whitney U 検定を用い 2 群間の比較を行った。次に，入院時から退院時
の FAC の変化について，増悪群と維持・改善群に分け同様の検定を行った。さらに Spearman の順位相関を用い FRAILEscale
と FAC の関連性を調査した。これらの検定に先立ち shapiro�wilk 検定にて正規性の確認を行った。

【結果】

FRAILscale において（フレイル有り群 vs フレイル無し群：p 値），BMI（21.4±2.5vs21.5±5.7：n.s），在院日数（12.1±7.3 日 vs
17.3±11.6 日：n.s），喫煙歴有（19％vs23％：n.s），初回 FIM（65.1±31.2 点 vs60.8±28.2 点：n.s），自宅退院割合（50%vs23.1%：
n.s），退院時 FAC において有意差を認めた（p＜0.05）。入院時 FAC と退院時 FAC を比較した結果，増悪した症例を 26％ 認め
た。FAC の変化におけるフレイル有りは（増悪群 23.1％vs 維持・改善群 15.4％），FRAILscale 得点は（増悪群 3.14±1.21vs
維持・改善群 1.8±1.3：p＜0.05）であった。FRAILscale と退院時 FAC との関係では負の相関を認めた（r＝�0.54 p＜0.01）。

【結論】

フレイルあり群は退院時 FAC が有意に低い結果であった。また，入院時と退院時の FAC を比較した結果，増悪症例は 26％ 認
め，増悪群の FRAILscale 得点が有意に高く，FRAILscale と退院時 FAC は負の相関関係であった。このことから，入院時のフ
レイル有無が，退院時の歩行状態に影響を及ぼすことが分かった。これは，呼吸器疾患以外の身体機能低下を及ぼすフレイルが
介助量を増加し，治療期間を延伸させることが考えられる。本研究の限界として症例数の少なさから多変量解析における影響度
を測ることができなかったことである。
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P-YB-09-1

ライフステージにおける運動習慣の確保はフレイル発症リスクを軽減するか？

金井 瑞希1），永井 宏達2），玉木 彰2），宮本 俊朗2），塚越 累2），和田 智弘1），和田 陽介1），
道免 和久3）

1）兵庫医科大学ささやま医療センター，2）兵庫医療大学，3）兵庫医科大学病院

key words フレイル・運動習慣・身体機能

【はじめに，目的】高齢者が要介護状態に至る前段階として，近年フレイル（Frailty）が注目されている。フレイルとは，加齢
に伴って身体の生理的予備能が低下して脆弱化が進み，健康障害を引き起こしやすい状態のことをいう。フレイルを予防する一
つの対策として，運動介入が有用であるとされている。高齢期に運動習慣がある者は身体機能が維持され，転倒リスクが減少す
ると報告されている。また青年期に運動習慣があった者は，高齢期でも運動習慣が維持されるとの報告もある。しかしライフス
テージにおける運動習慣が，高齢期のフレイル発症に及ぼす影響は未だ明らかでない。本研究では，ライフステージにおける運
動習慣と高齢期の身体機能に着目し，運動習慣がフレイル発症リスクに及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象者は高齢者マンション及び地域在住の 65 歳以上の高齢者 109 名とした。認知症を有する者，脳血管障害による後遺
症を有する者，神経系疾患を有する者，自立歩行が不可能な者を除外基準とした。青年期から高齢期 10 年毎の運動習慣を聴取
し，握力，TUG（Time Up and Go），SPPB（Short Physical Performance Battery），筋量（インピーダンス測定装置），骨密度

（超音波）を身体機能として評価した。ライフステージにおける運動習慣の結果より，青年期から高齢期にかけてあり（A 群），
青年・中年期あり・高齢期なし（B 群），青年・中年期なし・高齢期あり（C 群），青年期から高齢期にかけてなし（D 群）の 4
群に分類し比較した。4 群間の身体機能の比較にはカイ二乗検定，一元配置分散分析，Kruskal�Wallis 検定を用いた。その後，
年齢，性別で調整したロジスティック回帰分析を用いてオッズ比を導き出し，運動習慣による（プレ）フレイル発症リスクにつ
いて検討した。（プレ）フレイルの判定は Fried らの判定基準である，体重減少，筋力低下，疲労感，歩行速度低下，身体活動
量に従った。

【結果】除外基準に該当した者と欠損データがあった者を除外した結果，89 名が解析対象となった。各群での（プレ）フレイル
発症人数は，A 群が 18 人中 13 人（72%），B 群が 7 人中 4 人（57%），C 群が 49 人中 29 人（59%），D 群が 15 人中 11 人（73%）
であった。4 群間において（プレ）フレイル発症率の差は認めなかった（p≧0.05）。またフレイル発症リスクを検討した結果，
A 群を基準とした B 群のフレイル発症のオッズ比は 1.39（95%CI：0.27�7.04），C 群は 2.43（95%CI：0.34�17.24），D 群は 1.91

（95%CI：0.51�7.14）となり，有意なリスクの増加は認めなかった。

【結論】本研究において，ライフステージにおける運動習慣の確保はフレイル発症リスクを軽減することはなかった。今後，運
動強度や頻度の検討，若年者を対象とした大規模な前向き研究を実施することで，運動習慣とフレイル発症リスクに関するより
詳細な関係を明らかにしていく必要がある。
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P-YB-09-2

地域特定保健検査の検診参加者における運動の捉え方と身体機能の関連

甘利 貴志，坂本 祐太，松田 英樹，村松 雅也，小野 美奈

笛吹中央病院リハビリテーション科

key words 健康教室・心身機能・患者教育

【はじめに，目的】

笛吹市では，特定健康検査の保健指導において，特定の基準を満たした者に対し健康教室を実施している。メタボリックシンド
ローム対策であるチャレンジ脱メタボ教室（以下。脱メタボ教室）と動脈硬化予防教室において，当院のリハビリテーション科
患者教育視点の運動プログラムを考案し実施した。各教室において，運動に対して消極的な捉え方をしている対象者の中には身
体機能が低下している対象者が多くみられた。そのため，対象者の運動に対しての捉え方と身体機能に着目し，検討を行なった。

【方法】

健康教室は基準によって脱メタボ教室，動脈硬化予防教室に分かれ，希望者に当院で運動指導が行われた。

測定は身体組成測定（IN BODY720；バイオスペース社），身体機能測定に膝伸展筋力（Nm/kg），長座体前屈，Functional Reach
Test（以下，FRT）を測定した。質問紙で運動に対する自信度と重要度の VAS（Visual Analog Scale）と運動の準備性（行動
変容ステージ）の回答を得た。以上の項目を元に，運動を実施するためのカウンセリングを個別に 30 分実施した。脱メタボ教
室と動脈硬化予防教室は対象者が異なることより，教室前の自信度と重要度の数値と身体機能の分析をそれぞれの健康教室ご
とに行なった。

統計学的解析は，目的変数を各身体機能，説明変数を自信度，重要度とし Spearman の順位相関係数を用いて分析を行った。解
析は JMP ver11.2 を用いた。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】

各教室の対象者は，脱メタボ教室にて 16 名（年齢 63.4±9.8 歳，男女比 1：1，BMI25.7±2.9%，体脂肪率 30.1±7.9%），動脈硬化
予防教室にて 11 名（年齢 65.5±9.4 歳，男女比 2：9，BMI23.5±3.3%，体脂肪率 27.8±8.2%）となった。

身体機能では，脱メタボ教室，動脈硬化予防教室ともに膝伸展筋力，FRT，長座体前屈は低値であった。動脈硬化予防教室にお
いて，自信度と膝伸展筋力（rs=0.75，p＜0.01），自信度と FRT（rs＝0.76，p＜0.01）で有意な正の相関を示した。脱メタボ教室
では自信度，重要度ともに身体機能では有意差を認めなかった。

【結論】

本研究において，動脈硬化教室のみ自信度と下肢筋力，FRT に正の相関を示した。これより，自信度が低い対象者は下肢筋力
やバランス能力が低下していることが示唆された。脱メタボ教室では有意差は認めなかった。したがって，重症化の疑いがある
動脈硬化予防教室において，自信度が低い対象者には運動の動機づけに加えて身体機能向上も含めた教育を行い，行動変容を促
していく必要があると考える。
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P-YB-09-3

単回のフレイル予防公開講座は地域在住高齢者にどのような効果をもたらすの
か？

西郡 亨1），原 泰裕1），岩佐 健示1），半沢 嘉基1），中野 拓1），久住 治彦1），平林 弦大2）

1）津田沼中央総合病院リハビリテーション科，2）新潟保健医療専門学校

key words 公開講座・フレイル予防・行動変容

【はじめに，目的】

近年，介護予防においてフレイル予防が重要視されている。フレイルを予防するには，高齢者自身がフレイルに伴うリスクを認
知し行動することが重要であり，そのための啓蒙や運動指導として介護予防教室や公開講座が開催されている。予防活動の効果
検証に関して，介護予防教室など継続した複数回での活動の報告は多々見受けられるが，公開講座など単回の講座における効果
検証の報告はされていない。そこで今回，単回のフレイル予防公開講座（公開講座）が地域在住高齢者にもたらす効果を検証す
ることとした。

【方法】

A 病院にて開催された公開講座で得られたアンケート結果から，その効果を検証した。対象は，公開講座に参加しアンケート調
査に協力が得られた地域在住高齢者 37 名のうち，記入漏れ等で質問紙に不備のない 21 名（平均年齢 74±6.4 歳，男性 4 名・女
性 17 名）とした。アンケートは独自に作成したアンケート調査票を用いた。この公開講座では，フレイル判定の後にフレイル
に関する講義を行った。

公開講座の効果判定は，行動変容に着目し，①講座前後の運動意欲の変化 ②講座後の要介護化に対する不安感の変化 ③行動
プラン立案の 3 つを検証した。「運動意欲」と「要介護化に対する不安感の変化」についてはいずれも 4 段階評価，「行動プラン」
に関しては「介護を受けないために何をしようと思いましたか」との問いに対する自由記述で回答を求めた。

統計処理は，講座前後の運動意欲のアンケート結果を Wilcoxon の符号付順位和検定にて比較し，p＜0.05 で有意差ありとした。
要介護化への不安感の変化の結果は，単純集計し割合を求めた。行動プランに関する自由記述の回答は，テキストマイニングの
手法にて頻出後抽出と階層的クラスター分析を行った。

【結果】

講座前後の運動意欲の変化に有意差が認められた（p=0.005）。講座後の要介護化への不安感の変化は，不安感減少者が 87%，不
安感増加者が 13％ であった。行動プランに関する自由記述では，最頻 150 語を抽出した結果「運動」「思う」「栄養」「食事」「続け
る」が上位 5 番目までの最頻出語であった。階層クラスター分析では「続けること」「運動，食事，栄養」の 2 クラスターが得ら
れた。

【結論】

単回の公開講座により，地域在住高齢者の運動意欲向上が得られた。また，階層クラスター分析より「継続性」「運動・栄養」が
抽出され，要介護状態を予防する行動プラン立案が可能であった。今回の結果を示した要因としては，要介護化に対する不安感
が減少していたことから，運動の実施や継続と適切な食事，栄養管理により要介護化へのリスクが減少するという効果を認識で
きたことが行動変容に影響を及ぼしたと考えられた。本研究の限界として，行動変容が生じた者が実際に行動に移したか否かは
不明である。今後は，公開講座にて行動変容が生じた地域在住高齢者の運動と栄養管理の継続の可否を検証していく必要があ
る。
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P-YB-09-4

静岡県理学療法士会 公開講座の活動報告について
地域のニーズと理学療法士の課題

山下裕太郎1,4），小山内 隆2,4），和泉 謙二3,4）

1）JA静岡厚生連遠州病院リハビリテーション科，2）熱川温泉病院リハビリテーション部，
3）共立蒲原総合病院リハビリテーション科，4）一般社団法人静岡県理学療法士会

key words 公開講座・健康増進・理学療法啓発

【はじめに，目的】

一般社団法人 静岡県理学療法士会（以下，県士会）は，3,000 名を超える職能団体である。そして地域から信頼される団体を
目指し，介護予防や健康増進に加え，社会貢献や理学療法の啓発を目的とした公益活動を展開している。今回，全国統一イベン
ト「介護予防 健康増進キャンペーン」の一環として，地域住民に向けた公開講座を実施した結果，多くの反響が得られたため
アンケート結果を含め報告する。

【方法】

平成 18 年に第 1 回公開講座が開始され，現在までに 19 回の公開講座が開催された。東西に長く広域に渡る静岡県では，開催地
を東部地区，中部地区，西部地区の持ち回りとしている。第 19 回公開講座は浜松市のアクトシティ浜松で開催した。準備委員
会は開催の 1 年 3 ヶ月前に立ち上げ，14 名の理学療法士で準備を行った。今回のテーマは，主題「元気な暮らしをオイモトメル

（老いも止める）」副題「転倒や認知症の具体的な予防運動を理学療法士がお伝えします」とし，転倒や認知症の予防に関する講
演やリハビリ相談に加え，地域ボランティアの方々と共に実技を取り入れた浜松いきいき体操を実施した。浜松いきいき体操は
県士会員が介入し，体操のプログラム立案や普及活動を行うご当地体操である。また，介護予防推進リーダーの活用促進のため
に，講義中には推進リーダーの活動報告や活動依頼書の説明も行った。

【結果】

参加者は過去最高の 295 名となり，会場には臨時に補助席を用意する等の対応となった。アンケートは 236 名からの回答が得ら
れた。参加者の年齢層としては，70 代，60 代，80 代の順で多い結果となった。満足度調査では，満足とやや満足の回答が，講
演で 94.9％，浜松いきいき体操で 91.2% であり，満足度の高い結果となった。また，今後も介護予防や健康増進を目的とした公
開講座等のイベントに参加したいという回答が 98％ であった。

【結論】

来場者数は過去最高であり，多くの反響が得られた。このことから，急速に進む高齢化に伴い，地域住民の健康意識への関心の
高まりが感じられた。また，講演のみならず，共に行うご当地体操を取り入れた結果，会場には一体感が生まれ，高い満足度が
得られたものと思われる。公開講座開催までの広報活動や来場者数の増加に伴い，理学療法士の認知度向上や地域住民のニーズ
を実感したことは今回の成果だと考える。しかし，公開講座は年 1 回のイベントであり，今回の結果からでは，来場した参加者
の健康寿命延伸に寄与しているのかは不明である。よって，今後に繋げていくためには，地域ニーズに対応できる介護予防推進
リーダーの育成や継続的な活動，リハビリ体操マネジメントやサロン活動等の推進が出来る理学療法士の養成を組織的に行っ
ていく必要があると思われる。
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P-YB-09-5

健常男性におけるバランスボールトレーニングの効果

上村 将史，芝山 龍介，松田 景介，村木伸太朗，新堂 翔平，森 静香，上村謙一郎，
松島 聡

済生会明和病院

key words バランス・健康増進・転倒予防

【はじめに，目的】

一般的にバランス練習として，バランスボールを使ったトレーニングは広く用いられている。先行研究によると健康女性に対し
2 週間のバランスボールトレーニングを実施した結果，開眼時の重心動揺距離，重心動揺面積は有意に減少したと報告している。
そこで今回，バランスボールトレーニングは姿勢安定性が向上しバランス・俊敏性・筋力の向上に繋がるのではないかと考え
検討した。

【方法】

対象は健常男性 12 名（平均年齢 25.3 歳，体重 62.3kg）とした。対象者に対してバランスボールトレーニングを週 3 回，6 週間
実施した。トレーニング方法は直径 60cm のバランスボール上に床面と垂直になるような座位姿勢で対側上下肢を挙上（肩関節
屈曲 90̊，膝関節伸展 0̊）し 20 秒間保持し，対側に切り替え 20 秒間保持した。これを 3 分間×3 セット実施した。休憩は各セッ
ト間に 3 分とした。代償動作を防ぐため，姿勢指導を運動中に実施した。評価は次の方法で介入前後に実施した。バランスは静
的バランスとして Functional Reach（以下 FR），動的バランスとして Timed Up and Go Test（以下 TUG）を測定した。俊敏性
は反復横跳び，踏み台昇降運動を測定した。筋力測定は Biodex system4（酒井医療株式会社製）を用い体幹屈伸，股関節屈伸，
股関節内外転，膝関節屈伸の最大トルク/体重（角速度 60deg/sec）を評価した。統計学的処理には介入前後の差を対応のある
t 検定を行い，有意水準は全て 5％ 未満とした。

【結果】

バランス（介入前/後）は静的バランスの FR（37.8/41.8cm），動的バランスの TUG（4.7/4.0 秒）とも有意に向上を認めた。俊
敏性（介入前/後）は反復横跳び（50.3/54.4 回），踏み台昇降運動（23.3/28.6 回）において有意に向上を認めた。筋力（介入前/
後）は右股関節外転（117.6/145.6%）のみ有意に向上を認めた。右膝関節屈曲（152.2/141.2%），右膝関節伸展（283.2/271.5%），
左膝関節屈曲（144.6/132.5%），左膝関節伸展（266.4/248.8%）において有意に減少を認めた。他の項目は有意差を認めなかった。

【結論】

バランスボールトレーニングを実施した結果，バランス，俊敏性の各項目において有意に向上を認めた。筋力は有意に向上と低
下を認めた。先行研究ではバランスボールトレーニングにより，筋・神経系調節機能，固有感覚受容器機能の適応と改善の可能
性があるとされている。本研究においても同様の影響から姿勢安定性へと繋がり FR，TUG のバランスと反復横跳び，踏み台昇
降運動の俊敏性が向上したと考えられる。筋力は向上と低下を示したことからバランスボールトレーニングによる筋力への影
響は小さいと考えられる。また，筋・神経調節機能及び固有感覚受容器機能低下は転倒の危険因子であると報告されており，今
回のバランスボールトレーニング方法は簡便に活用でき今後，高齢者の転倒予防・健康増進として用いることが期待できる。
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P-YB-10-1

歩行が自立していない慢性期脳卒中患者における筋力と筋量および筋内脂肪量
との関連

貴志 将紀1），原田 和宏2），赤澤 直紀3），大川 直美1），田村 公之1）

1）河西田村病院リハビリテーション室，2）吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科，
3）徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科

key words 慢性期脳卒中・筋力・筋量

【はじめに，目的】

歩行が自立した慢性期脳卒中患者において，筋量の増大および筋内脂肪量の減少は，筋力の向上に繋がることが明らかとなって
いる（Ryan, et al., 2011）。一方，臨床では歩行が自立していない慢性期脳卒中患者を対象とすることが多いが，それら患者にお
いて，筋力と筋量および筋内脂肪量との間に関連が存在するかどうかは不明である。これら関連を明らかにすることは，歩行が
自立していない脳卒中患者に対する効果的な理学療法プログラムの立案に対して，有益な知見を付加することとなると考える。
本研究の目的は，歩行が自立していない慢性期脳卒中患者における筋力と筋量および筋内脂肪量との関連を明らかにすること
である。

【方法】

対象は，発症から 6 カ月以上経過した歩行が自立していない脳卒中患者 28 名とした。認知症と失語症を有する者および麻痺側
下肢に随意性がない者は除外した。歩行非自立者は，Functional independence measure 歩行スコアにおいて 5 点以下に該当す
る者とした。評価項目は，麻痺側と非麻痺側の大腿四頭筋の筋力，筋量，筋内脂肪量および Fugl�Meyer Assessment（FMA）
下肢スコアとした。筋力は，徒手保持型筋力測定器を用いて測定された等尺性筋力とした。大腿四頭筋の筋量と筋内脂肪量は，
超音波画像診断装置の B モード法で撮影された横断面画像の筋厚と筋輝度から評価した。筋厚と筋輝度の計測には，Image J
software を用いた。筋厚は，大腿直筋と中間広筋の筋厚の合計値とし，筋輝度は，大腿直筋と中間広筋の輝度の平均値とした。
筋輝度は，8 bit gray�scale を用いて数値化した。筋輝度は筋内脂肪量が多いと高値となり，少ないと低値を示すことで評価され
る（Pillen, et al., 2006）。統計解析は，麻痺側筋力を従属変数，麻痺側筋厚，筋輝度，FMA 下肢スコアを独立変数としたステッ
プワイズ法による重回帰分析を行った。併せて，非麻痺側筋力を従属変数，非麻痺側筋厚，筋輝度を独立変数とした重回帰分析

（ステップワイズ法）を行った。統計学的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

麻痺側筋力に寄与する有意な変数として，麻痺側筋輝度（標準偏回帰係数＝－0.50）と FMA 下肢スコア（標準偏回帰係数＝0.42）
が採択された（決定係数＝0.34）。非麻痺側筋力に寄与する有意な変数としては，非麻痺側筋厚（標準偏回帰係数＝0.77）が採択
された（決定係数＝0.59）。

【結論】

歩行が自立していない慢性期脳卒中患者の麻痺側下肢の筋力は，中枢性運動麻痺よりも筋内脂肪量の説明力がより高くなった。
非麻痺側下肢の筋力は，筋内脂肪量よりも筋量の説明力が高い結果となった。歩行が自立していない慢性期脳卒中患者に対する
理学療法プログラムの立案を考える上では，非麻痺側では筋量，麻痺側では中枢性運動麻痺だけではなく，筋内脂肪量の変化を
含めた理解が求めれるのではと考える。
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P-YB-10-2

スポーツ導入まで支援した大腿切断後の一症例

俵 紘志

福山市民病院リハビリテーション科

key words 大腿切断・障がい者スポーツ・うつ

【はじめに，目的】

交通事故外傷後は心的外傷後ストレス障害（以下，PTSD）や抑うつ状態を発症することがあり，下肢切断者においては，高位
切断ほど体脂肪量が多く生活習慣病合併のリスクが高いといわれている。一般的に，抑うつ状態や生活習慣病には運動が有効と
されているが，障がいのある在宅生活者は，健常者と比較して日々のエネルギー消費量が少なく，スポーツ活動を通した運動の
機会も限られている現状がある。
今回，交通外傷により右大腿切断を呈した一症例の入院から退院後の外来リハビリテーションに関わる中で，スポーツ導入まで
を支援したので，考察を加え報告する。

【方法】

20 歳代，男性。妻・子との 3 人暮らし。通勤時の交通外傷による右大腿切断。特記すべき既往歴なし。合併障害として右大腿・
会陰部・臀部・肛門周囲軟部損傷，骨盤開放骨折（両恥坐骨・仙骨），壊死性筋膜炎。

〈理学療法開始時評価〉
意識レベルは JCSII�30，ICU にて人工呼吸器挿管・鎮静管理中。
断端長は 13.8cm。著明な低栄養状態と両上下肢 MMT1～2 レベルの ICU�AW 呈していた。

〈入院中の経過〉
受傷同日に右下腿切断術と骨盤創外固定術，人工肛門増設術施行，11 病日に右大腿切断術施行された。27 病日に人工呼吸器抜
管し，59 病日に絞扼性イレウスに対し解除術施行，82 病日に一般病棟転床し，195 病日に自宅退院した。
理学療法は，17 病日目にベッド上での残存肢機能練習より開始した。創部の治癒を優先させるため，積極的な離床は許可されず，
56 病日より車いす離床開始，65 病日より平行棒内立位，77 病日より平行棒内歩行，88 病日より松葉枝歩行開始した。

〈退院時評価〉
両上肢，左下肢 MMT5 レベル。車いす自走自立，両ロフストランド杖にて歩行自立。

〈退院後の経過〉
退院後間もなく急激な体重増加（退院時+4.0kg）が認められた。
279 病日に右大腿骨追加切除（断端長；12.5cm）施行され，362 病日には人工肛門閉鎖術・ストマ縫合閉鎖術施行した。今後，
専門病院での義足作成予定あり，コンディショニング目的で当院外来リハビリフォロー中。
減量を目的としたスポーツ導入だが，精神的効果をみるため，スポーツ導入前後で日本版自己評価式抑うつ性尺度（以下，SDS）
を使用した抑うつ性の評価を実施。また，事故後の PTSD の評価は臨床心理士に依頼した。

【結果】

臨床心理士の評価では PTSD の可能性は低いとされた。SDS はスポーツ導入前後で 50 点から 39 点であった。スポーツ導入か
ら半年で体重は退院時と同じ状態にまで戻った。

【結論】

障がいのある在宅生活者のスポーツ導入は抑うつ状態や生活習慣病の予防・改善の一つとなることが推察された。また，日々の
エネルギー消費量が少ない障がい者に対して，スポーツに関する情報提供を行えるよう，地域のスポーツ施設と連携をとり支援
していくことも必要と思われた。
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P-YB-10-3

高用量ステロイド治療中患者の筋力と体重

長島 正明，蓮井 誠，永房 鉄之，美津島 隆

浜松医科大学医学部附属病院

key words 高用量ステロイド・筋力・体重

【はじめに，目的】

自己免疫疾患などの炎症性疾患の急性期治療として，一般的に高用量ステロイド治療（30～60mg/日）が実施される。しかし，
高用量ステロイド治療によって，ステロイド筋症が危惧される。主に速筋線維の萎縮が惹起され，筋力低下から転倒リスクが高
まる。一方，骨格筋は身体の 40% 前後の重量を占めている。そこで我々は，筋力の推移は体重の推移から推測できると仮説した。
本研究の目的は，高用量ステロイド治療中患者の筋力と体重の推移の関係性を検証することである。

【方法】

対象は高用量ステロイド治療目的で当院に入院した患者で，運動療法目的にリハビリテーション科に紹介となり ADL が自立し
ている 17 例とした。クレアチンキナーゼの上昇がない間質性肺炎合併皮膚筋炎および多発性筋炎 4 名，微小変化型ネフローゼ
3 名，全身性エリテマトーデス 2 名，肺サルコイドーシス 2 名，成人スティル病 1 名，天疱瘡 1 名，顕微鏡的多発血管炎 1 名，
血管炎 1 名，非 IgA 腎症 1 名，膜性腎症 1 名で，男性 10 名女性 7 名であった。平均年齢は 50±14 歳，平均在院日数は 68±18
日，運動療法開始から退院時までの平均期間は 49±14 日であった。運動療法は，有酸素トレーニングとして嫌気性作業閾値の
強度での自転車駆動 20�30 分，筋力トレーニングとしてスクワット運動や上肢ダンベル運動を Borg Scale13�15 の強度で週 5
回実施した。測定は運動療法開始時と退院時に実施した。筋力は筋機能評価運動装置 BIODEX を用い膝屈曲 90̊ 位で等尺性膝伸
展最大筋力を測定した。体重，ステロイド服用量を診療録より記録した。骨格筋量は体組成計インボディを用い計測した。運動
療法開始時と退院時の比較に，対応のある t 検定を用いた。また，筋力変化率と体重変化率の関係は，Pearson の相関係数を用
いた。有意水準は 5% 未満とした。結果は平均±標準偏差で示す。

【結果】

運動療法開始時/退院時で，1 日あたりのステロイド服用量は 45±8/30±5mg であった。体重は 56.8±12.6/54.2±10.7kg（変化率�
4.0±4.6%），骨格筋量は 23.5±6.1/22.1±5.8kg（変化率�5.7±6.0%），膝伸展筋力は右 113±60/101±58Nm（変化率�9.3±24.9%），
左 109±59/101±60Nm（変化率�6.8±27.1％）で有意に低下した。体重変化率と右膝伸展筋力変化率（r=0.67 p=0.004），体重変
化率と左膝伸展筋力変化率（r=0.57 p=0.018）は有意に相関した。

【結論】

高用量ステロイド治療中患者の筋力は，運動療法を実施したにも関わらず有意に低下した。高用量ステロイド治療中患者の筋力
減少と体重減少は有意に相関した。したがって，高用量ステロイド治療中患者において，筋力測定をせずとも体重減少から筋力
低下を推測でき，転倒リスクの把握に有益である可能性がある。
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P-YB-11-1

変形性膝関節症術後患者の退院時期に影響する因子の検証
―身体機能，疼痛関連因子，身体活動，生化学的指標―

出口 直樹1,2），平川 善之3），高橋 慶悟1），井澤 渉太1），横山 一仁1），鴛渕 亮一1），
野原 英樹1），檜垣 靖樹4,5）

1）福岡リハ整形外科クリニック，2）福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科運動生理学研究室，
3）福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部，4）福岡大学スポーツ科学部，
5）福岡大学基盤研究機関身体活動研究所

key words 変形性膝関節症の術後・在院期間・患者教育

【はじめに，目的】変形性膝関節症の術後患者（以下，膝術後患者）の慢性痛は長期的な QOL に影響を与える。しかし，慢性痛
の原因として術後持続痛の影響は 6％ であることから，術前の患者教育が必要となる。今後さらなる在院日数の短縮を考えると
入院における早期からの ADL および QOL 向上が必要となる。しかし，膝術後患者の退院時期に影響する術前および術後の関連
因子の検証は不十分で調査により術前および術後の理学療法の一助となる。本研究では，膝術後患者の退院時期に影響する因子
を身体機能，疼痛関連因子，身体活動，生化学的指標から検証した。

【方法】当院に H27 年 4 月～H28 年 10 月まで入院し中枢性疾患，認知症を認めない全人工膝関節置換術（以下，TKA）および
高位脛骨骨切り術（以下，HTO）を実施した膝術後患者 84 名（70.7±8.4 歳）とした。対象の分類は，在院期間を 3 分位（早期
群，中間群，遅延群）とした。説明変数は，術前の膝伸展筋力，Time up＆go（TUG），疼痛は，安静時および歩行時の Numeri-
cal Rating Scale（NRS），Pain self�efficacy Questionnaire（PSEQ），Pain Catastrophizing Scale（PCS）の下位尺度とした。術
後因子としては，直後の血液より Alb 値，血中総タンパク，CRP の調査，術後荷重開始 1 週間後の身体活動を三軸加速度計に
て座位行動（≦1.5METs），軽強度（1.6～2.9METs），中強度（3.0～5.9METs）の時間（分）を調査した。その他の因子として
K/L Grade，術後合併症の有無（下肢静脈瘤および糖尿病），仕事，同居人の有無を調査した。交絡因子は，年齢，性別，術式

（TKA か HTO）を調査し，単相関係数にて p＜0.2，r＜0.8 の変数を説明変数とし選択した後，説明因子に対し交絡因子を強制
投入した階層的重回帰分析を早期群，中間群，遅延群に対し実施し有意水準 5％ 未満とした。

【結果】在院期間では早期群 36（33�39）日，中間群 45（43�46），遅延群 53（49�54）で 3 群間に影響した因子は，反芻（crude：
β＝�0.459，95％IC：�0.506～－0.412. adjusted：β＝－0.463，95％IC：－0.508～－0.418），血中総タンパク（crude：β＝0.431，
95％IC：0.004～0.858 adjusted：β＝0.356，95％IC：－0.099～0.811）であった（R2＝0.42）。

【結論】退院時期の関連因子には，術直後の alb 値および CRP は関連を認めず血中総タンパクおよび PCS の反芻が関連し，術後
炎症以外の因子が関連していると考える。本研究により，入院前のタンパク質摂取を含めた栄養管理教育や破局化尺度を含めた
疼痛に関する教育は退院時期の短縮化につながる可能性を示し，2025 年の在院期間短縮に対応する理学療法の一助となる。
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骨折連鎖の予防を目的とした退院先への適切な情報提供を目指して
～退院先別の骨粗鬆症・転倒リスクの検討～

田中 暢一1），倉都 滋之2）

1）ベルランド総合病院理学療法室，2）ベルランド総合病院整形外科

key words 骨粗鬆症リエゾンサービス・大腿骨近位部骨折・連携

【はじめに，目的】

近年骨粗鬆症による骨折リスクと骨折発生数の低減を目的に骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）が様々な形で行われている。急
性期病院における OLS のひとつに短い入院期間の中で骨粗鬆症に対する評価を行い，次の施設へその内容を伝達し，連携を図
ることがある。その中でもし退院先の違いにより骨粗鬆症および転倒リスクの違いが存在すれば，その情報を提供することで二
次骨折の予防がより可能になると考えた。そこで，今回は大腿骨近位部骨折症例に対して，退院先別による骨粗鬆症および転倒
リスクの違いの有無を明確にすることを目的に調査を行った。

【方法】

対象は当院で大腿骨近位部骨折に対して手術を施行した 447 例のうち，入院中死亡例や合併症発生例などを除いた 358 例とし
た。調査項目は，個人属性として性別，年齢，BMI，医学属性として骨折型，術式，受傷前の所在，大腿骨近位部骨折の既往歴
の有無，術後在院日数，DXA の実施有無，心身・身体属性として歩行能力（受傷前，退院時），握力，健側の下腿周径（ともに
術前，術後 14 日目），改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS�R）とした。検討は対象者を自宅退院群（自宅群），病院転院
群（病院群），施設転院群（施設群）の 3 群に分類し，各項目を比較した。統計手法は，対応のない一元配置分散分析または Kruskal�
Wallis 検定を行い，有意性が認められた場合は多重比較検定（Scheffe 法）を行った。カテゴリー変数は χ2 乗検定を行った。

【結果】

年齢は自宅群 73.0 歳（41 例），病院群 84.0 歳（232 例），施設群 86.7 歳（85 例）とすべての群間で有意差を認め，施設群は女性
が 95.3％ と有意に多かった。また，施設群は受傷前も施設に入所していたものが 92.9％ と有意に多く，反対側の大腿骨近位部
骨折の既存骨折が 23.5％ と有意に多いうえ，術後在院日数は 14.0 日と自宅群や病院群（ともに 17.0 日）より有意に短かった。
心身・身体属性は，歩行能力が受傷前・退院時ともに施設群は歩行器または車椅子を使用しているものが有意に多く，自宅群で
は支持物を使用せず歩行しているものが多かった。握力や下腿周径，HDS�R はすべて施設群が自宅群，病院群に比べて有意に
低値となった。

【結論】

諸家の報告では，骨粗鬆症リスクとして高齢，女性，脆弱性骨折の既往などが，転倒リスクとして，高齢，下肢筋力，歩行能力，
認知機能，バランス能力などが挙げられている。今回，施設群は高齢女性が多く，認知機能が低下しており，歩行能力が不良で，
下肢筋力と関係があるといわれる握力や下腿周径において低値であることから骨粗鬆症および転倒リスクが非常に高い状態で
あった。また，施設群は受傷前も施設に入所していたものが多く，術後早期に骨折前と同じ状況を繰り返す可能性の高い元の施
設に戻る傾向があった。したがって，施設群は骨折連鎖の予防のためにも，他群より詳細な情報提供が必要であると思われた。
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P-YB-11-3

心大血管リハビリ対象者における屋外活動の効果
POMS2成人用短縮版を使用して

曽根 典法1），藤平 保茂2）

1）舞鶴共済病院リハビリテーション科，2）大阪河﨑リハビリテーション大学理学療法学専攻

key words 心大血管リハ・POMS・野外心リハ

【はじめに，目的】

心大血管リハビリを施行する施設で，屋外活動の報告がある。当院でも外来患者を対象に年に数回の屋外歩行を行なっている。
過去の参加者へのアンケートより屋外活動では運動よりも患者同士の情報交換など精神的な効果を期待する傾向があった。そ
こで今回，気分プロフィール検査（POMS2）を用いて，本活動の効果判定を試みた。

【方法】

屋外活動は，当院から約 1.5km 先の公園を目的地とする往復約 3km の歩行を行なった。
スタッフは医師・看護師・理学療法士・臨床検査技師各 1 名，計 4 名で対応した。
目的地では，80kcal おやつの試食や，グループに分かれての情報交換等を 30 分程度行なった。
検査対象として，屋外歩行に参加した 15 名のうち，同意の得られた 6 名とした。
内訳は男性 5 名，女性 1 名。平均年齢 68.2 歳（50～84 歳）であった。
屋外活動前 1 週間以内の外来リハビリ直後に事前検査を施行。そして，屋外活動直後に再度検査を施行した。
気分状態の測定には McNair.D.M.らの開発し，横山らが監訳した日本語版気分プロフィール検査（Profile of Mood States 2nd edi-
tion 成人用短縮版，以下 POMS2）を用いた。
評価の尺度は怒り－敵意（AH），混乱－当惑（CB），抑うつ－落込み（DD），疲労－無気力（FI），緊張－不安（TA），活気－
活力（VA），友好（F）の 7 項目で広範な気分状態を網羅する。
また AH+CB+DD+FI+TA�VA を TMD（Total Mood Disturbance，総合的気分状態）得点とする。これは，苦痛や情動障害の
程度の指標になるとされる。
手順として検査結果の素得点を T 得点に換算する。これは測定基準を正規化し，平均値を 50，標準偏差を 10 とする得点である。
各尺度の T 得点に対し統計処理を行なった。
検定は Wilcoxon の符号付き順位和検定を用いた。
また，特に活動前後で分散の差が大きかった AH，CB について等分散性の検定を行なった。
検定は F 検定を用いた。
いずれも有意水準を 5％ とした。
検定の多重性の問題を避けるために Bonferroni の方法で補正し有意水準を 0.5％ とした。統計処理には statcel2 を用いた。

【結果】

各平均値を事前・事後で示す。AH：47.3・39.5。CB：51.7・43.2。DD：51.5・46.3。FI：45.2・42.2。TA：45.7・43.8。VA：54.2・
53.2。F：57.2・54.3。TMD：46.5・41.3。次に各 p 値を示す。AH：p=0.068，CB：p=0.068，DD：p=0.066，FI：p=0.273，TA：
p=0.588，VA：p=1，F：p=0.144，TMD：p=0.168。
F 検定，p 値，AH：p=0.00085。CB：p=0.0162。
検定の結果，AH の F 検定のみ有意差を認めた。
これは，AH の尺度のばらつきが減り，40 点付近に集約される。つまり，怒り－敵意が改善したことを示す。
運動は普段の外来リハビリで施行している。外出や他の患者とのコミュニケーションが良い効果を生んだと考える。

【結論】

POMS2 成人用短縮版を用いて，屋外活動の効果判定を試みた。
怒り－敵意（AH）尺度の改善に効果を認めた。
屋外の軽い運動と，患者間のコミュニケーションの効果を示すと考える。
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P-YB-11-4

当院における重複障害例の回復期と生活期の連携に関する検討
―脳血管疾患と心不全を併発した症例の申し送りの検討より―

本間 憲治，八反田葉月，篠原 悠人，鈴木 康太，杉原 俊一

医療法人秀友会札幌秀友会病院

key words 重複障害・生活期・申し送り

【はじめに，目的】

近年，脳血管疾患（以下，CVA）死亡数は減少傾向にあるが，要介護状態となる主原因疾患とされている。一方，心不全（以下，
HF）は高齢化に伴い患者数は増加傾向にあり，今後は CVA と HF など重複障害例の増加が予想される。

当院は脳神経外科に加えて循環器科，心臓血管外科を併設した 141 床の一般病院で，回復期病棟も併設しており，急性期から在
宅まで一貫したリハビリテーションを提供している。当院の地域は脳卒中地域連携パスによる医療連携が積極的に行われてお
り，生活期との連携については，退院時の申し送りを中心に行っている。

そこで今回，CVA と HF の重複障害例の申し送り内容に特徴がないか後方視的に検討する事を目的とした。

【方法】

対象は H26 年 9 月から H28 年 9 月に当院回復期病棟から自宅退院した CVA 症例中，退院前に申し送りを行った者 110 例とし，
既往に HF 及び入院中に HF を併発した HF あり群 29 例と HF なし群 81 例の 2 群に分類し，申し送り書の内容について比較検
討した。

分析方法は退院時申し送り書より抽出した年齢，退院時の合計 FIM，運動 FIM，認知 FIM の 2 群間比較には対応のない t 検定，
性別，高次脳機能障害，及び認知機能の低下の有無の 2 群間比較には χ 二乗検定を用い有意水準を 5% 未満とした。また，退院
時申し送り書の項目より，「予想される問題点」と「依頼事項」の記述内容を，計量テキスト分析ソフト「KH�Coder」を使用し，
2 群の上記各項目に対し共起ネットワーク分析（サブグラフ検出・媒介）を用い jaccard 係数を 0.2 以上とした。共起ネットワー
ク抽出語数，線の数，グループ数を抽出した。なお，共起ネットワークとは，テキスト中の単語間の出現パターンが類似したも
のを線で結んだ図で，結びつきの強さを jaccard 係数で表している。

【結果】

年齢，性別，退院時の合計 FIM，運動 FIM，認知 FIM，高次脳機能障害の有無，認知面低下の有無の全てにおいて，両群で有
意差を認めなかった。「予想される問題点」について，共起ネットワーク抽出語数は HF あり 32，HF なし 98，線の数は HF
あり 46，HF なし 77，グループ数は HF あり 8，HF なし 11 で，HF ありで全てにおいて少なかった。「依頼事項」について，共
起ネットワーク抽出語数は HF あり 41，HF なし 126，線の数は HF あり 73，HF なし 117，グループ数は HF あり 12，HF なし
11 で，HF ありでグループ数を除き少なかった。

【結論】

「予想される問題点」「依頼事項」について，共起ネットワーク抽出語数，線の数はそれぞれ HF ありで少なく，障害が重複し，
問題点の細分化が難しく，抽象的で個別性の低い内容となる傾向が示唆された。

HF ありでは「予想される問題点」に比べ「依頼事項」のグループ数は増加しており，HF ありの抽象的で個別性の低い内容か
ら具体的な依頼事項を絞り込むことが困難なため，依頼事項が散在化した可能性が示唆された。

今後の展望として，重複障害例の申し送り時には身体活動の増加や予防を目的とした個別性の高い内容を伝え，生活期との連携
を行いたいと考える。
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P-YB-11-5

精神疾患患者 1症例に対する運動療法の介入効果
介入前後で気分・感情状態は変化する

川野 裕亮，市村 大輔，高木 洋平

平成扇病院

key words 精神疾患・うつ症状・有酸素運動

【はじめに，目的】

本邦では現在，300 万人以上もの精神疾患患者が存在する。これだけの母数がいれば骨折や脳卒中などを新たに呈し，身体的な
リハビリテーション（以下リハ）を必要とする患者も多く存在するのは必然である。特に精神疾患の患者では飛び降りや飛び込
みなどによる多発外傷を呈し，回復期リハ病棟等での入院が長期間に及ぶケースも少なくない。しかしながら回復期リハでは精
神的な面に関してほとんど目が向けられていないのが現状である。Ohmatsu ら（2014）はペダリング動作による有酸素運動を行
うと情動状態の改善がみられたと報告している。我々はこのような報告をもとに，精神疾患を有する 1 症例に対し運動療法を実
施し，情動面の改善を期待した。

【方法】

症例は 40 歳代の女性である。視神経炎の治療のためステロイドパルス療法を行い，ステロイド精神病を発症する。その後，飛
び降りから多発外傷を受傷し，急性期病院を経て受傷後 34 日目に回復期リハ病院に入院する。入院当初はハミルトンうつ尺度
が 23/52 点と最重度のうつを患っていた。身体面の改善を目的にリハを実施しても「この先どうなるのだろうか」といった不安
を訴える発言が非常に多かった。そのため，受傷後 88 日目から 10 日間，精神面の改善を狙った有酸素運動を実施した。効果判
定をするため，有酸素運動の前後，ベッド上での筋力訓練の前後で大杉ら（2014）が報告した気分・感情状態の評価指標（POMS）
を測定し，比較した。介入時間は 15 分にし，負荷量は症例の快適負荷とし，各運動前後での血圧，脈拍の測定をした。有酸素
運動の機器は自転車エルゴメーター（OG Welness 社製）を使用した。測定はベッド上，自転車エルゴメーターでそれぞれ 10
回，計 20 回行った。統計処理は wilcoxon の符号付き順位和検定を行い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

自転車エルゴメーターを用いた有酸素運動前後では POMS の活気の項目が優位（p＜0.01）に改善がみられた。ベッド上の筋力
訓練の前後では優位差のある変化はみられなかった。他の項目に関しては有意差のある変化はみられなかった。

【結論】

この結果はうつ患者に対して運動療法は効果があるといった過去の報告（Viola, 2014）を支持するものとなった。本症例は身体
的なリハビリ目的で理学療法を受けていたが，受傷起点は精神的なものが大きく関わっている。すなわち，リハビリとしては身
体面，精神面，両方の介入が必要であり，どちらも同等に考えなければいけない。昨今の社会的な背景を踏まえると，このよう
な患者に対し，適切なリハビリを提供していくことは極めて重要である。今後，至適負荷量を検討していきながら症例数を増や
していき，どのようなプロセスで改善がみられるのかを確かめていきたい。
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P-YB-12-1

介護度の異なる要支援高齢者の身体組成の縦断的変化

後藤 和也1,2），山本 達郎1），知久 正孝1），石井 真夢1），久保 晃3），神津 教経1）

1）こうづ整形外科，2）国際医療福祉大学大学院，3）国際医療福祉大学

key words 要支援高齢者・身体組成・筋量

【はじめに，目的】

わが国では高齢社会が進展し，年々要介護認定を受ける高齢者が増え，医療保険のみならず介護保険での医療費が高くなってい
る。このため介護予防に対する関心が高まり，介護予防における理学療法の必要性が注目されている。しかし，介護予防におい
て理学療法の必要性を述べるに当たり，要支援者の身体組成をもとに報告した例は少ないように見受けられる。本研究では，要
支援認定を受け基本的な日常生活が概ね自立している高齢者を対象に身体組成の測定を 1 年間行い，要支援者の身体組成の特
性を調べた。そして，介護度別での下肢・体幹を中心に筋量の違いを明らかにし，介護予防理学療法の必要性を明らかにするこ
とを目的に行った。

【方法】

対象は，当院介護予防通所リハビリテーション利用者女性 18 名で介護度の内訳は要支援 1 が 10 名，要支援 2 が 8 名である。属
性は要支援 1（年齢 80.1±5.2 歳，身長 147.2±4.0cm，体重 50.5±6.8kg，Body Mass Index（BMI）23.2±2.3kg/m2），要支援 2

（年齢 81.6±5.9 歳，身長 150.4±5.8cm，体重 55.2±8.7kg，BMI24.3±2.7 kg/m2）（平均±標準偏差）で有意差は認められなかった。
対象者にはフィジョン MD（（株）フィジョン社製）を用い，初回の測定を 1M とし，3 か月毎に 3M・6M・9M・12M と合計 5
回の筋量（全身筋肉量・左右大腿・左右下腿・左右体幹）を測定し，1 年間における身体組成の経過を追った。

解析は，属性における各項目と要支援 1 と要支援 2 とで評価月毎に各部位の筋肉量を Mann�Whitney の U 検定を用いて行っ
た。また，各介護度別に Friedman 検定を行い，有意差が認められた場合には Wilcoxon の符号付順位検定で多重比較を行った。
使用統計ソフトは SPSS statistics 23 を用い，有意水準は 5％ とした。

【結果】

要支援 1 と要支援 2 の比較では，体幹筋量の 6M（支援 1：6.6±0.8kg，支援 2：5.8±0.8kg）でのみ差がみられた。介護度の縦断
的変化では，要支援 1 の下腿筋量と，要支援 2 の全身筋量および大腿筋量で有意差が認められ，要支援 2 の全身筋量において，
1M（15.3±2.7kg）に比べ 9M（14.3±2.0kg）で有意に低下していた。

【結論】

要支援 1 に比べて要支援 2 では他部位の筋量よりも体幹部で差がみられ，姿勢保持能力などに影響を及ぼすと考えられ，動作の
不安定性が増す可能性が考えられる。介護度別では，各部位の筋量の変化には特徴があり，特に要支援 2 では全身・大腿筋量で
有意差が示されたことは，加齢以外の要因で筋量が低下する可能性が考えられ，介護度の違いにより，その変化に差があること
が示唆される。また，全身筋量では有意に低下する傾向もみられ，要支援 2 の方がより要介護状態になる可能性が高いことが明
らかとなった。これより，要支援者への理学療法を考えたときに，下肢のみならず，体幹部へのアプローチを積極的に行うこと
で介護予防への効果が期待できるのではないかと考えられる。
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P-YB-12-2

地域在住高齢者における身体活動量と口腔・嚥下機能，誤嚥リスク指標との関
連

森下 元賀1），佐能三保子2），安田 真弓2），齋藤奈津恵2），高尾 茂子3）

1）吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科，2）浅口市健康福祉部高齢者支援課，
3）吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科

key words 摂食嚥下機能評価・身体活動量・介護予防

【はじめに，目的】介護予防分野において，転倒やロコモティブシンドロームの予防だけでなく，他職種と連携して口腔・嚥下
機能の低下にも対策を行うことが誤嚥性肺炎の予防として重要である。サルコペニアによる嚥下障害の指標として，近年舌圧の
測定が多く実施されており，嚥下機能や食事形態，握力，歩行能力との関連が報告されているが，日常生活の活動量と舌圧など
の口腔・嚥下機能との関連の報告は少ない。理学療法士が嚥下障害の予防に関わる上で，日常生活での活動量と口腔・嚥下機能
との関連を明らかにすることは，日常生活の指導をする上で重要である。本研究の目的は地域在住高齢者の身体活動量と口腔・
嚥下機能，自覚的な誤嚥リスク指標との関連を明らかにすることである。

【方法】対象は岡山県 A 市の介護予防事業に参加している地域在住高齢者 57 名（男性 15 名，女性 42 名，平均年齢 76.4±7.4
歳）とした。口腔・嚥下機能の測定は口唇閉鎖力，随意的最大舌圧（以下，MTP），反復唾液嚥下テスト（以下，RSST），オー
ラルディアドコキネス（パ，タ，カ音）を実施した。身体機能の指標として握力を測定し，日常生活の身体活動量は国際標準化
身体活動質問票 short version 日本語版（以下，IPAQ）を使用して聴取した。自覚的な嚥下状態は地域高齢者誤嚥リスク評価指
標（以下，DRACE）を使用して聴取した。統計学的解析は口腔・嚥下機能，握力，IPAQ，DRACE のそれぞれの項目の関連性
をピアソンの積率相関係数により求めた。統計学的有意水準は 5% とした。

【結果】IPAQ はどの項目とも相関を認めなかった。握力は MTP（r=0.779），オーラルディアドコキネス（パ音：r=0.584，タ音：
r=0.580，カ音：r=0.630）に有意な相関を認めた。MTP は RSST（r=0.465），オーラルディアドコキネス（パ音：r=0.471，タ音：
r=0.455，カ音：r=0.486）に有意な相関を認めた。DRACE は口唇閉鎖力と有意な負の相関（r=�0.334）を認め，誤嚥リスクが高
いほうが口唇閉鎖力は低くなる関係が見られた。

【結論】身体活動量はどの項目とも関連がなかった。しかし，自覚的な嚥下状態は口唇閉鎖力と関連しており，握力は嚥下能力
を反映する舌圧や口腔機能としてのオーラルディアドコキネスと関連していた。また，舌圧は嚥下反射の強さを反映する RSST
と関連していた。舌圧と握力との関連は，これまでの報告と同様に全身のサルコペニアが生じると嚥下に関連する筋出力の低下
を引き起こすことを示している。これらのことから，理学療法士が口腔・嚥下機能低下の予防に取り組む際には日常生活の活動
性の向上だけではなく，レジスタンストレーニングを含めた全身の筋力向上と口腔・嚥下機能に対して直接的にアプローチを
する必要があることが明らかとなった。
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P-YB-12-3

地域在住高齢者における咳嗽能力の関連因子

久保 宏紀1,2），浅井 剛3），福元 喜啓3），岡 智大4），糟谷 明彦1），門條 宏宜1），
大島 賢典1），中川 昭夫3）

1）神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科，
2）伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部，3）神戸学院大学総合リハビリテーション学部，
4）あんしん病院リハビリテーション科

key words 地域在住高齢者・咳嗽・内臓脂肪

【はじめに，目的】

肺炎は本邦の死亡原因の第 3 位でありその数は増加の一途をたどっている。肺炎による死亡の 95% 以上は 65 歳以上の高齢者で
あり，その 70% 以上が誤嚥性肺炎である。咳嗽は，気道に入った異物を排出する役割を担う，誤嚥予防に不可欠な呼吸器の機能
である。咳嗽能力は加齢とともに低下するため，高齢者において咳嗽能力を維持することは肺炎予防に有効である。咳嗽能力を
維持するには，その関連因子を明らかにし，適切な治療的介入を行うことが必要である。現在までのところ，身体活動量・握力
との関連は報告されているが，その他の身体的関連因子については明らかになっていない。本研究の目的は咳嗽能力と運動機能
や体型等の身体的要因の関連を明らかにすることである。

【方法】

対象は地域在住高齢者 83 名（男/女：28/55，年齢：73.8±6.4 歳）であった。身体機能の測定は全身筋力の指標として握力（竹
井機器），包括的な運動機能として Time up and Go test（TUG），持久性として 3 分間歩行を測定した。また呼吸筋力として吸
気筋力，呼気筋力を呼吸圧測定器（ポリテックス社製）にて測定した。内臓脂肪の測定には内臓脂肪計 EW�FA90（Panasonic
製）を用い立位にて計測した。咳嗽能力の測定にはピークフローメーター（東京エム・アイ社製）を用い，随意的な咳嗽最大流
量（Peak Cough Flow：PCF）を咳嗽の強さとした。統計学的解析は，PCF と性別の比較には t 検定を用い，PCF とその他の
因子の比較にはピアソンの積率相関係数を用いた。続いてステップワイズ法を用いて PCF を従属変数，2 変量の解析により有意
差がみられた因子を独立変数とする重回帰モデルを作成し，咳嗽能力を説明する因子を抽出した。統計学的有意水準は 5% とし
た。

【結果】

PCF は男性 328.0±162.7L/min，女性 234.1±105.9L/min であった。PCF と有意な関連を示した因子は性別（p=.002），握力（r
=.37，p＜0.001），TUG（r=�.31，p=.004），呼気筋力（r=.34，p=.002），吸気筋力（r=.25，p=.025），内臓脂肪（r=.32，p=.004）
であった。ステップワイズ法の結果，CPF を説明する因子として TUG（標準 β 係数：�.292，p=.007），内臓脂肪（標準 β 係
数：.286，p=.009）が抽出された（自由度調整 R2=.225）。

【結論】

地域在住高齢者において咳嗽能力は TUG，内臓脂肪と関連していた。包括的な運動機能を維持し，栄養摂取により内蔵脂肪を
蓄えておくことで，高齢者の咳嗽能力の維持が期待できる。
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P-YB-12-4

地域在住高齢女性における咳嗽力変化量と呼吸機能および運動機能変化量の関
連

金子 秀雄，鈴木あかり

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

key words 高齢者・咳嗽力・運動機能

【はじめに，目的】

誤嚥性肺炎の予防において咳嗽力は重要な要素の一つである。我々は地域高齢者を対象にした調査において，咳嗽力の指標とな
る咳嗽時最大呼気流速（CPF）が努力性肺活量（FVC）と最大吸気圧（MIP）に関連することを示した。しかし，CPF の変化量
が FVC や MIP の変化量に関連するかは不明であり，CPF を保つためには CPF 変化量がどの機能の変化量に影響しているかを
明らかにする必要がある。そこで，本研究では地域在住高齢者の CPF，呼吸機能，運動機能の再調査を行い，CPF 変化量が呼
吸機能および運動機能の変化量に関連するかを検証した。

【方法】

対象は地域在住で介護予防事業（一次予防事業）に参加している 65 歳以上で歩行が自立している高齢者のうち， 1 年後に CPF，
呼吸機能，運動機能の再測定を行った女性 61 名（平均年齢 78±6 歳：初回時）を対象とした。一秒率が 70％ 未満，MIP と最大
呼気圧（MEP）が 20 cmH2O 未満の対象者は除外した。CPF はフェイスマスクとピークフローメータを用い最大吸気位からの
随意咳嗽を行わせた。呼吸機能では FVC，MIP・MEP，胸腹部可動性（呼吸運動評価スケール）を測定した。FVC と MIP・MEP
は，それぞれスパイロメータと口腔内圧計を使いガイドラインに準じて測定した。呼吸運動評価スケールは，呼吸運動測定器を
使い上部胸郭，下部胸郭，腹部における深呼吸時のスケール値（0～8）を測定し，その合計（0～24）を算出した。運動機能は，
30 秒椅子立ち上がりテスト（CS�30）による起立回数と Timed up and go test（TUG）の所要時間を先行研究に準じて測定した。
統計分析は，初回時と 1 年後の調査結果の比較に対応のある t 検定または Mann�Whitney の U 検定を用いた。また，CPF 変化
量を従属変数，FVC，MIP，MEP，合計スケール値，起立回数，所要時間の変化量を独立変数とした重回帰分析（強制投入法）
を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

1 年後の調査では，初回時に比べ，CPF において有意な低下が認められた（初回時：288±64 L/min，1 年後：265±75 L/min）。
しかし，その他の測定項目に有意差は認められなかった。また，重回帰分析における CPF 変化量の有意な独立変数は，TUG
所要時間の変化量（β＝－0.30，p＜0.05）であった。

【結論】

地域在住高齢女性の CPF は，1 年後に有意な低下を示した。しかし，CPF の関連因子である FVC と MIP に有意差は認められ
ず，CPF 変化量には TUG 所要時間の変化量が関連することが示された。つまり，高齢女性における CPF は，呼吸機能や運動
機能より低下しやすく，バランス能力に関連した運動機能に影響を受けている可能性が考えられる。本研究は高齢女性を対象と
した結果であることから，今後は高齢男性も含めたより長期的な変化について検討していく必要がある。
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P-YB-12-5

医療系大学生における身体活動量と生活習慣の関係

葉山 静香1），赤塚 清矢2），諏訪 愛理3）

1）北村山公立病院，2）山形県立保健医療大学，3）鶴岡協立リハビリテーション病院

key words 医療系大学生・身体活動量・生活習慣

【はじめに，目的】

生活習慣が乱れやすいことが報告されている。また，青年期の平均歩数は厚生労働省が推奨する歩数である 10,000 歩に達してい
ない。そして，女性の医療系大学生は運動不足を自覚しながらも，実際に運動を行っていないことが報告されている。本研究の
目的は，医療系大学生の身体活動量と生活習慣の実態を把握し，検討を行うことである。

【方法】

対象は，医療系大学生 30 名（男性 9 名，女性 21 名，年齢 21.2±0.9）である。測定には，加速度計付生活習慣記録器，体組成計，
アナログ握力計，等尺性筋力測定器，自転車エルゴメータ，呼気ガス分析装置，心臓運動負荷装置モニタリングシステムを用い
た。身体活動量は加速度計付生活習慣記録器を使用し，1 週間の測定を行った。厚生労働省が推奨する 10,000 歩を基準に，1
週間の平均歩数が 10,000 歩以下の対象者を身体活動量低群（L 群），10,000 歩以上の対象者を身体活動量高群（H 群）に群分け
した。身体的特性は，身長，体重，BMI，体脂肪率・筋肉量・骨量，握力，膝関節最大伸展トルク，無酸素性作業閾値（AT），
酸素摂取量（VO2），二酸化炭素排出量（VCO2）を測定した。V�slope 法により求めた AT における収縮期血圧と心拍数を乗じ
て，二重積を算出した。健康度，生活習慣の測定には，「健康度・生活習慣診断検査（Diagnostic Inventory of Health and Life
Habit：DIHAL.2）」を用いた。統計処理は，データに欠損のない対象者を解析対象とし，対応のない t 検定，ピアソンの相関係
数を用いた。

【結果】

L 群は 20 名（男性 6 名，女性 14 名），H 群は 6 人（男性 3 名，女性 3 名）であった。身体的特性は，身長以外の項目で男女間
に有意差を認めなかった。身体活動量別の比較では，VO2と VCO2（p＜0.05）及び歩数（p＜0.01）において H 群で高値を示し
た。DIHAL.2 の各尺度・因子の得点について，社会的健康度において H 群で高値を示し（p＜0.05），運動行動・条件と歩数で相
関を認めた（r=0.549，p＜0.01）。健康度・生活習慣パターン判定について，DIHAL.2 の健康度・生活習慣パターンの判定基準に
基づき，4 分類した結果，充実型 11 名（L 群 8 名，H 群 3 名），生活習慣要注意型 10 名（L 群 8 名，H 群 2 名），健康度要注意
型 1 名（L 群 1 名，H 群 0 名），要注意型 4 名（L 群 3 名，H 群 1 名）であった。

【結論】

要注意型，生活習慣要注意型，健康度要注意型に属する L 群は，身体活動量を増加し，生活習慣の内容を振り返り改善を図る必
要があると考えた。また，生活習慣要注意型，要注意型に属する H 群においても，要因を分析し生活習慣の見直しを行う必要が
あると考えた。
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P-YB-13-1

月経前症候群に対するストレッチング介入効果の検討

横山 美翔1），寒川 美奈2），宮崎 未来3），石田 優子2），鈴森 雄貴2），生田 亮平4），奥貫 拓実5），
佐橋 健人2），齊藤 展士2），遠山 晴一2），山中 正紀2）

1）医療法人潤和会札幌ひばりが丘病院リハビリテーション科，2）北海道大学大学院保健科学研究院，
3）城南福祉医療協会大田病院リハビリテーション科，
4）八王子スポーツ整形外科リハビリテーションセンター，5）社会医療法人松田整形外科記念病院理学療法科

key words 月経前症候群・スタティックストレッチング・自律神経活動

【はじめに，目的】女性の月経周期は性ホルモンの変動によって形成される。近年，月経関連疾患に関する研究が多く行われて
きている。月経前症候群（PMS）は，黄体期後期に生じ，月経開始とともに終了する精神的及び身体的症状であり，本国では
5.3～11.8% の罹患率が報告されている。PMS の発生原因については未だ統一した見解は得られていないものの，自律神経活動に
関して黄体期では卵胞期に比べ，副交感神経活動が低下し交感神経活動が優位であるといわれている。PMS に対する治療とし
て運動療法の有効性が検証されているが，症状改善の要因は明確に示されておらず，介入方法や期間についても統一した見解が
得られていない。そこで本研究は，交感神経活動抑制および副交感神経活動増加への効果が示されているスタティックストレッ
チング（SS）を用いて，PMS の有無による SS の有効性を検証した。

【方法】対象は PMS 症状を有する女子大学生 7 名（PMS 群；年齢 21.7±1.2 歳），PMS を有さない女子大学生 9 名（非 PMS
群；年齢 22.3±0.9 歳）とした。月経翌日より計測した基礎体温により黄体期を確認し，基礎体温上昇翌日または翌々日に SS
を指導及び実施し（1 日目），前後で SS の即時効果を検討した（Pre，Post）。被験者にはセルフ SS を 6 日間実施させ，1 日目の
7 日後に再度測定（1week）を実施し SS の短期効果を検討した。SS はハムストリングス及び腰背部，股関節屈筋群及び大腿直
筋，股関節内転筋群に対して各 30 秒 4 セット，セット間 20 秒の計 12 分間を実施した。評価指標は，心電図波形より心拍数

（HR），交感神経活動を示す標準化低周波（%LF），副交感神経活動を示す標準化高周波（%HF）を算出した。統計解析は，反復
測定一元配置分散分析を用いて SS の即時及び短期効果を比較検討した。有意水準は P＜0.05 とした。

【結果】HR に関しては，PMS 群において 1week が Pre 及び Post に比し有意な高値を示した（3 群間：P=0.019，Pre�1week：
P=0.026，Post�1week：P=0.042）。一方，%LF，%HF では有意な変化はみられなかった。非 PMS 群は，全ての項目において有
意な変化がなかった。

【結論】本研究結果より，PMS 群では 1week の HR に有意な増加を示した。PMS 症状は黄体後期に増強するといわれているが，
交感神経活動の亢進とともに，HR の増加が促されたものと考えられた。しかしながら，本研究では%LF や%HF の変化はみら
れておらず，PMS 群では交感神経活動の亢進が SS により抑制された可能性が考えられた。したがって PMS 症状の増強時に SS
を実施する等，介入時期の検討が必要であることが示唆された。また非 PMS 群においては，全ての指標において有意な変化は
みられておらず，自律神経活動への変化が生じていなかったことが考えられた。今回実施した SS における時間，強度，方法等
が自律神経に影響を与えるには不十分であったことも考えられるため，更なる検討が必要であると思われた。
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P-YB-13-2

児童期後期における骨格筋が骨密度の変化に与える影響について
～1年間の縦断的検討～

鳥澤幸太郎1），伊佐 常紀1），村田 峻輔1），海老名 葵1），近藤 有希1），坪井 大和1），奥村 真帆2），
重本 千尋2），松田 直佳2），小野 玲1）

1）神戸大学大学院保健学研究科，2）神戸大学医学部保健学科

key words 児童期後期・骨密度・骨格筋

【はじめに，目的】

骨密度は成長に伴い増加し，20 歳代でピークを迎え，その後は徐々に低下していく。成人後期や高齢期における著しい骨密度の
低下は骨粗鬆症を招き，骨折や寝たきりの原因となるため，その予防は重大な課題である。骨粗鬆症を予防するには，成人期や
高齢期における骨密度の低下を防ぐことだけでなく，児童期後期（10―12 歳）において可能な限り骨密度を獲得することも重要
である。児童期後期における骨密度増加に関係する重要な要因に骨格筋がある。しかし，その関連については横断的検討にとど
まっており，骨格筋が骨密度にどのような影響を及ぼしているかは検討されていない。また，児童期後期は第二次性徴にさしか
かる時期であり，骨密度や骨格筋などの体組成は著しく発達する。第二次性徴による発達の影響を考慮したうえで，骨格筋が骨
密度に与える影響を縦断的に検討することが重要であると考えられる。本研究の目的は，児童期後期における骨格筋が 1 年間の
骨密度の変化に与える影響について縦断的に検討することである。

【方法】

対象者はベースライン調査と 1 年後の追跡調査が実施可能であった，神戸市にある 2 つの小学校高学年の児童 80 名（平均年齢
10.1±0.8 歳，女児 37.5%）とした。ベースライン時と 1 年後の骨密度の指標として，超音波骨密度測定装置（CM200，古野電気
社）を用いて踵骨の骨内伝播速度（SOS）を測定し，1 年間の変化量（ΔSOS）を算出した。SOS は骨密度が高いほど高値を示し，
骨密度測定法の主流である DXA 法で測定された骨密度と高い相関を示しており，被爆もみられないことから児童の骨密度評価
に適している。骨格筋量は，生体電気インピーダンス法を用いて測定し（InBody430，バイオスペース社），四肢骨格筋量指数

（SMI）を算出した。その他，身長を測定し，ベースライン時および 1 年後の身長の値から，児童における発達の指標として用
いられる身長増加率を算出した。統計解析は，ベースライン時の SMI が 1 年間の骨密度の変化量に与える影響を検討するため
に，目的変数を ΔSOS，説明変数をベースライン時の SMI とし，単回帰分析を行った。その後，先行研究にて骨密度の変化量と
関連が報告されているベースライン時の年齢，性別，身長増加率，ベースライン時の SOS を交絡変数とし，強制投入法による
重回帰分析を行った。統計学的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

単回帰分析の結果，ベースライン時の SMI が ΔSOS と有意な関連を示した（標準化 β=0.22，p=0.048）。これらの関係は交絡変
数の調整後においても，他因子と独立して有意な関連を示した（標準化 β=0.34，p=0.01）。

【結論】

児童期後期において，骨格筋量が 1 年間の骨密度の増加に影響を及ぼしていることが明らかとなった。先行研究にて，小学校に
おける運動介入は骨格筋量を増加させることが報告されており，骨格筋量増加に寄与する介入を行うことで，骨密度を増加させ
る可能性が示唆された。
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P-YB-13-3

若年成人女性における足関節捻挫の既往と内側縦アーチとの関連

木村 航汰，矢倉 千昭，小川 紘代

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科

key words 足関節捻挫・足部アーチ・若年成人女性

【はじめに，目的】

足関節捻挫は発生頻度の高い整形外科疾患であり，スポーツ外傷全体に占める発症率は 13.9～17％ にものぼる。足部の底屈と内
がえしの強制により外側靱帯が損傷する足関節内反捻挫の発生率は 70～77％ と受傷メカニズムの中で最も多い。また，足関節
捻挫では，再受傷率も高く，その危険因子は構造的因子と機能的因子に分類される。そこで本研究では，足部の構造として足部
アーチの中で臨床的に重要視されている内側縦アーチに着目し，足関節捻挫の既往と内側縦アーチとの関連について検討した。

【方法】

対象は健常成人女性 197 名，年齢は 20.3±1.3 歳で，下肢の整形外科的疾患の有無を聴取した。足関節捻挫の既往は，測定側で
ある利き足が過去に足関節捻挫もしくは足関節靭帯損傷と医師に診断を受けたことのある者とし，既往有群と既往無群に分類
した。内側縦アーチの測定は，筋による影響を排除し内側縦アーチの構造をみるため非荷重位にて行った。肢位は，座位で股関
節・膝関節 90̊ 屈曲位，足底は接地させ足関節底背屈中間位・距骨下関節中間位とした。床から舟状骨までの舟状骨高と足長を
測定し，足長に対する舟状骨高の割合を内側縦アーチ高率とした。統計処理は 2 群間の比較では Man�Whitney U 検定を用い，
ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

内側縦アーチ高率は，既往有群（26 名）17.8±2.1％，既往無群（171 名）19.0±2.6％ で，既往有群が有意に低かった（p＜0.05）。
また，体重は，既往有群 53.1±6.3kg，既往無群 50.1±5.7kg で，既往有群が有意に高かった（p＜0.05）。足関節捻挫の既往の有
無を従属変数，年齢，身長，体重および内側縦アーチ高率を独立変数としたロジスティック回帰分析の結果，オッズ比 0.82（95%
CI：0.69�0.98）であった。

【結論】

足関節捻挫の既往有群では，内側縦アーチ高率が有意に低下していた。足関節内反捻挫では前距腓靭帯や踵腓靭帯の損傷率が非
常に高いが，後脛骨筋腱の損傷率も 53％ と高いことが報告されている。後脛骨筋腱の損傷による腱変性により，筋力低下や機
能不全を招き，内側縦アーチ高率が低下したのではないかと考えられる。また，足関節捻挫の再受傷を繰り返している人では距
骨下関節の不安定性が増大したとの報告や，初回捻挫群と比較し慢性的な足関節捻挫群において有意に内側縦アーチが低下し
たとの報告がある。受傷との前後関係は分からないが，足部アライメントの不良が再受傷の危険因子であることも示唆されてお
り，足関節捻挫の再受傷予防に足部アライメントの評価が重要であると考えられる。今回は内側縦アーチ高率のみの測定であっ
たため足部アライメント全体を捉えることができなかった。今後は，足関節捻挫と他の構造的因子や機能的因子との関連につい
て検討する必要がある。
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P-YB-13-4

子どもの検診事業の取り組みから子どものロコモ予防についての一考察
平成 28年度千葉県理学療法士会スポーツ健康増進支援部の取り組み

松田 雅弘1,2），大山 隆人2），石井 真夢2），宮島 恵樹3），田上 未来1），新田 收4）

1）植草学園大学保健医療学部，2）千葉県理学療法士会スポーツ健康増進支援部，3）健和会病院，
4）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words 子どもロコモ・運動器検診・運動不足

【はじめに】子どもの運動不足と運動器疾患の関連が指摘され，平成 28 年度より小学校で学校検診が始まり，簡易的にロコモ
ティブシンボローム（以下，ロコモ）予備軍の発見に役立てるなど，子どものロコモの予防が警鐘されている。千葉県理学療法
士会スポーツ健康増進支援部では，子どもロコモ事業を 3 年前より実施しており，子どもの健康増進の活動を行っている。本研
究は，平成 28 年度子どもロコモ事業の結果をもとに，子どもの健康状態と今後の対応方法について検討した。【方法】対象は，
平成 28 年度千葉県浦安市，佐倉市の子供ロコ事業のスポーツイベントに参加した 297 名（男児 142 名，女児 155 名；4～13 歳）
で，測定に同意の得られた者である。除外基準は，口頭指示が適切に入らず正確な計測が不可能だった者とした。運動テストは，
片脚立位，立位体前屈，しゃがみ込み，腕立て，腹筋，踵殿距離，四つ這いバランスで，他に食習慣，睡眠，運動時間を口頭に
て聴取した。統計解析は，SPSS ver.21 を利用し各項目の相関，クロス集計で検討し，その他は記述統計を行った。有意水準は
5％ 未満とした。【結果】運動テストは，片脚立位不可 5.6％，体前屈 0cm 未満 21.6％，しゃがみ込み困難 5.0％，四つ這いバラ
ンス困難 19.5％，腕立て困難 24.9％，腹筋困難 37.1％，踵距離 0cm 以上 18.3％ で，柔軟性およびバランスの低下した者が多かっ
た。外遊びをする児童は 81.8％，ケガをしやすい 29.3％，転倒しやすい 20.2％，疲れやすい 38.9％，現在の運動器疼痛 27.2％，
過去の運動器疼痛 8.6％，平均 1 日運動時間 1.4±0.9 時間，睡眠時間 9.1±1.3 時間であった。現在の運動器疼痛がある者に踵殿距
離の有意な低下があり，腕立てと弱い相関（r=0.13）を認め，過去の疼痛と運動総合点に弱い相関（r=�0.16），睡眠時間と現在・
過去の疼痛（r�0.28，0.14）にも相関を認めた。【考察】普通学校の児童・生徒の 1～2 割に運動器疾患・障害がみられ，片脚立ち
左右 5 秒間，手を 180 度挙げる，しゃがみ込み，体前屈のうち困難な項目が一つ以上で，何らかの運動機能不全と判断すると，
約 4 割の児童が該当すると報告がある。本事業の結果，各運動能力の一部が低下している児童が多かった。特に，現在の運動器
疼痛と踵殿距離の低下，過去の疼痛が総合点に影響し，さらに生活習慣も関与していることから，基本的運動能力である柔軟性。
バランス能力，筋力を運動習慣で身に着けるとともに，普段の生活習慣の見直しが重要なことが示唆された。また，ケガをしや
すい，転びやすい，疲れやすいなど高齢者のロコモ予防で啓発している内容が子どもでもみられ，運動時間の減少が子どもの健
康状態を低下させている一要因になると考えられる。今回の取り組みは親と子どもで参加することも多く，家族を通じた運動の
意識を高める一助になるのではないかと考えられる。
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P-YB-13-5

奈良県の小学校における運動器検診の取り組みと今後の課題

山野 宏章1），山川 智之1），福本 貴彦2）

1）南大阪病院診療支援部リハビリテーション科，2）畿央大学健康科学部理学療法学科

key words 運動器検診・小学校・体力低下

【はじめに，目的】

近年，子供の体力低下が社会的問題として取り上げられており，文部科学省によると昭和 60 年頃と比較すると低水準であると
報告されている。また，運動器の 10 年・日本協会（以下：運動器の 10 年）では，子供の体力低下の原因は運動不足と運動過多
に二極化していると言われている。それらのことから，小学校における運動器検診が今年度より必須となり，全国で様々な動き
がみられる。大阪では，大阪府理学療法士会が会を挙げて運動器検診に取り組んでおり，理学療法士が検診に参加できるよう研
修と登録制度が設けられている。奈良でも以前より理学療法士が積極的に学校と関わり，体力テストや運動器検診に関わってい
る。

そこで，今回は奈良の一部の小学校で行われた運動器検診の結果を踏まえ，今後理学療法士が運動器検診に参加する意義を検討
した。

【方法】

対象は奈良県下の小学校 4 校の四年生，五年生，六年生 258 名とした。方法は全国で行われている運動器検診に準じて奈良県に
より作成された運動器に関する保健調査票による保護者のチェックを実施し，そこで抽出された生徒に対して各学校の養護教
諭，学校医による運動器検診を実施した。

【結果】

四年生，五年生，六年生 258 名のうち 38 名（14.7%）が家族により何らかの項目にチェックが入り，そのうち 14 名（5%）が学
校医によって経過観察および二次検診該当者と判断された。また，14 名のうち 9 名（64%）が運動部に所属していた。

【結論】

運動器の 10 年では 1～2 割程度の生徒が身体の問題を抱えていると推定しており，今回の調査では 5％ 程度であったため，運動
器の 10 年の推定を下回る結果となった。また，体力低下は，運動不足と運動過多の二極化がみられていると報告しているが，
今回の結果からは運動過多と考えられる生徒がやや多かった。運動器の 10 年の報告と異なる結果となった要因としては，保健
調査票の判断内容に少し不明確な点があり，保護者によるチェックの時点で取りこぼしが起きている可能性があること，学校医
による検診の判断基準が定まっていないこと，調査した小学校における学校医に内科医が多く，運動器の問題に対する判断にバ
ラつきがみられた可能性などが考えられる。現状では上記の点から生徒の運動器に関する問題を正確に捉えるのは困難ではな
いかと考える。また，検診をスクリーニングと捉えると本来は生徒全員を対象としてチェックするのが望ましいが，学校医が生
徒全員を対象に運動器検診を行うのは現実的ではない。そこで，我々理学療法士が医師の検診に先立って生徒全員のチェックを
することや保健調査票や評価基準の改訂に関わることなど，学校や医師会と組織的に積極的な連携を取るよう働きかけること
で，運動器検診の質を向上させ，子供の障害予防に寄与できる可能性があると考えられる。
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P-YB-14-1

地域在住高齢者を対象とした 8週間のダイナミックストレッチングプログラム
が筋力，筋柔軟性，バランス，歩行能力に与える効果の検討

木元 裕介1,2），佐竹 將宏2），岩澤 里美2,3），菊地 和人2,4），鈴木 瞭平2,5），皆方 伸1）

1）秋田県立脳血管研究センター，2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座，
3）秋田県立リハビリテーション・精神医療センター，4）国立病院機構あきた病院，
5）JA秋田厚生連雄勝中央病院

key words 地域在住高齢者・ダイナミックストレッチング・エラストグラフィ

【はじめに，目的】

本研究の目的はダイナミックストレッチング（DS）プログラムを 8 週間行った際の，筋力，筋柔軟性，バランス，歩行能力に対
する効果を検討することである。近年，スポーツ分野では DS が注目されており，DS を 8 週間行うことで，筋柔軟性だけでな
くジャンプ力が向上することが報告されている（Turki 2014）。著者らは過去に DS の肢位や運動速度を高齢者にとって行いやす
いよう工夫し，優れた急性効果を有することを報告した。今回，地域在住高齢者が DS を日常的に 8 週間行った際の効果を検討
し，それを報告する。

【方法】

対象は A 市高齢者サークルから自由意思で参加した地域在住高齢者 10 名（平均年齢 79.3±4.9 歳，女性 10 名）とした。先行研
究を参考に，DS プログラムは下肢の筋群に対して関節運動速度と回数を，10 回/分（1 回 6 秒）のゆっくりとした速度で 12
回自動運動を行った。具体的には，椅子座位をとりながら，膝関節屈曲伸展全可動域を自動運動する方法と足関節底背屈全可動
域を自動運動する方法，つかまり立位をとりながら，股関節屈曲伸展全可動域を自動運動する方法と股関節内転外転全可動域を
自動運動する方法，および膝関節屈曲伸展全可動域を自動運動する方法，以上の 5 種を 1 日 1 回行うものとした。測定はプログ
ラム開始直前，開始から 4 週後，8 週後に行い，測定項目は膝伸展筋力，握力，超音波エラストグラフィによる腓腹筋筋硬度，
Timed Up and Go Test（TUG），片脚立位時間，5m 通常・最大歩行時間とした。膝伸展筋力はベルト固定可能なハンドヘルド
ダイナモメーター（ミュータス F�1；アニマ社製）を用い，筋硬度は超音波診断装置（AVIUS；日立アロメディカ社製）のスト
レイン・エラストグラフィモードを用いた。統計処理は SPSS21.0 を用い反復測定分散分析および Bonferroni 法によりプログラ
ム開始前後に有意差があるか検討した。

【結果】

DS プログラムの 8 週間中 1 日 1 回の実施率は平均 83.5±19.3％ だった。膝伸展筋力はプログラム開始直前と比較し 8 週後で有
意に増加した（p＝0.02）。腓腹筋筋硬度は，プログラム開始直前と比較し 4 週後と 8 週後に有意に向上し（いずれも p＜0.01），
さらに 4 週後よりも 8 週後が有意に向上した（p＝0.03）。TUG はプログラム開始直前と比較して 8 週後に有意に所要時間が減少
した（p＝0.02）。5m 最大歩行時間はプログラム開始直前と比較し 4 週後および 8 週後に有意に所要時間が減少した（それぞれ
p＝0.02，p=0.03）。握力，片脚立位時間，5m 通常歩行時間においては統計的有意差がなかった。

【結論】

先行研究より膝伸展筋力は地域在住高齢者の生活範囲や転倒予防に，筋柔軟性は血管柔軟性などに関連があるとされている。8
週間の DS プログラムを日常的に行うことは地域在住高齢者の健康増進に寄与する可能性が示唆された。
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P-YB-14-2

スタティックストレッチングの伸張時間の違いが自律神経活動に及ぼす影響

大橋 啓太1），藤原 芽生1），小野くみ子2），石川 朗2）

1）神戸大学医学部保健学科，2）神戸大学大学院保健学研究科

key words スタティックストレッチング・リラクセーション・自律神経

【はじめに，目的】スタティックストレッチングがもたらす効果として，リラクセーション効果がある。リラクセーション効果
を目的としたスタティックストレッチングに関する研究では，5 分から 10 分程度のストレッチングプログラムを実施した場合
のリラクセーション効果についての報告はあるが，一般的に推奨されている 30 秒程度のスタティックストレッチングがもたら
すリラクセーション効果に関する報告は見当たらない。そこで，本研究ではスタティックストレッチングの伸張時間の違いが，
自律神経活動に及ぼす影響について検討することを目的とした。

【方法】9 名の健常若年成人男性を対象とした。実験に先立ち，膝関節伸展位での股関節屈曲（SLR）可動域（ROM）を測定し，
そこから 3 度減じた角度をストレッチング実施角度に決定した。実験は，5 分間の安静背臥位（PRE）後，スタティックストレッ
チングとして SLR（ST）を行い，その後 5 分間の安静背臥位（POST）を行い，終了とした。実験条件は，ストレッチングを
10 秒間（10 秒条件），30 秒間（30 秒条件），60 秒間（60 秒条件）それぞれ行う 3 条件に加え，安静背臥位を保持する条件（CON
条件）の計 4 条件を設定した。実験を通して，心拍数（HR）および心臓副交感神経系活動（lnHF）の測定を行い，効果判定と
して実験後に SLR の ROM 測定を行った。さらに，交感神経活動指標として唾液アミラーゼ活性（SAA）を，PRE の最後の 1
分間，ST 直後 1 分間，POST 終了後 1 分間，それぞれ唾液を採取して測定した。ST 実施角度決定時および ST 時の自覚的伸張
感は Visual Analog Scale（VAS）を用いて測定した。データ処理として，PRE における測定値は，最初と最後の 1 分間を除い
た 3 分間の平均値を，ST における測定値は，それぞれの条件の後半の 10 秒間の平均値を，POST における測定値は 5 分間の平
均値をそれぞれ算出し，比較検討した。

【結果】ROM は，30 秒条件（P＜0.01）および 60 秒条件（P＜0.05）において実験前と比較して実験後に有意に増大した。VAS
は，各条件においてストレッチ角度決定時および ST 時に有意差を認めなかった。HR は，時間および条件の交互作用に有意差
を認め（P＜0.01），10 秒条件において PRE および POST と比較して ST 時に有意な上昇を認めた（P＜0.01）。lnHF は，PRE
と比較して ST 時に有意に上昇した（P＜0.01）が，条件間および交互作用には有意差を認めなかった。SAA は，条件，時間，
交互作用とも有意差を認めなかった。

【結論】リラクセーション効果を目的としたスタティックストレッチングの伸張時間について，60 秒までの短時間のスタティッ
クストレッチングでは，伸張時間の違いによる自律神経活動，特に副交感神経活動への有意な影響は認められず，リラクセー
ション効果を目的とした場合は，少なくとも 60 秒よりも長い時間のスタティックストレッチングを実施する必要があることが
示唆された。
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P-YB-14-3

エロンゲーショントレーニングは運動療法の代わりとなりうるか？
―虚弱高齢者を対象とした研究―

高橋 亮人1），宮﨑 純弥2），高橋 哲也1），徳永 仁美1），矢本 竣平1），岡田 菜奈1），坂元 亜衣1），
幸田 仁志2），佐伯 武士3）

1）明石仁十病院，2）京都橘大学健康科学部理学療法学科，3）株式会社 ELT健康増進研究所

key words 虚弱高齢者・エロンゲーショントレーニング・トレーニング実施率

【はじめに，目的】

通所リハビリテーション（通所リハ）では，心身機能，活動，参加に対して取り組む必要度が高まっている。これまで様々な取
り組みがなされているが，要介護認定者は増加の一途を辿っている。その原因は，トレーニングの実施率が低いことがその要因
のひとつと考えられている。我々は，高齢者でも手軽に実施可能な，エロンゲーショントレーニング（Elongation Training，ELT）
を開発し，身体機能に対する効果について検証することを目的とした。

【方法】

対象は，当院の通所リハを利用しており，研究に同意を得られた 25 名を対象とした男性 10 名，女性 15 名，年齢 83.5±6.5 歳だっ
た。除外基準として，歩行に介助を要さないこと，認知症が認められないこと（Mini�Mental State Examination が 24 点以上），
関節リウマチ等による強度な関節変形がみられないこと，股関節脱臼を過去に経験していないことを条件とした。対象者 25
名を無作為割り付けに ELT 群 13 名と一般的な理学療法群（対照群）12 名に分けた。身体機能評価を研究開始前と開始後 1 ヶ月
ごとに 6 ヶ月間測定し比較検討した。評価項目は身長，体重，握力，30 秒椅子立ち上がりテスト（CS�30），大腿四頭筋筋力，
股関節伸展自動可動域，肩関節屈曲自動可動域，長座体前屈，片足立ち保持時間，Time Up and Go test（TUG），Maximum
Walking Speed（MWS），2STEP TEST（2ST）とした。ELT 群はエロンゲーションバンドを使用したトレーニング（各肢位で
10 秒間姿勢保持し 10 秒間休憩する，これを 3 回繰り返す）を実施した。ELT 群のプログラム内容は，ELT（背臥位，側臥位
2 種類）を約 10 分と関節可動域練習や筋力増強練習を含まない理学療法を約 10 分の計約 20 分とした。要介護と要支援 1 の
ELT 群では，上記プログラム内容を最大で週 2 回実施し，要支援 2 の ELT 群では週 1 回の上記プログラム内容と週 1 回の集団
ELT（座位 6 種類）を約 20 分実施した。対照群のプログラム内容は，関節可動域練習，筋力増強練習，起居動作練習，歩行練
習等を約 20 分実施するとした。統計解析は，二元配置分散分析を使用し，多重比較には Boneferroni 法を使用し有意水準 5％ と
した。

【結果】

両群間の背景に有意な差は認めなかった。両群とも全ての測定項目において，経時的な改善傾向を認めたが，交互作用は認めら
れなかった。CS�30，大腿四頭筋筋力，股関節伸展自動可動域，長座体前屈，TUG，2ST には期間の主効果を認めた。また有害
事象は認めず，完遂率は 90％ であった。

【結論】

自動運動の ELT と他動運動の運動療法は同等の効果が認められ，十分に他動運動が中心の運動療法の代用と成り得ることが示
唆された。ELT は自動運動で行え，臥位や座位でも実施可能であるから自主トレーニングが容易に可能と思われ，課題であるト
レーニング実施率低下の改善に寄与すると考えられた。
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P-YB-14-4

廃用症候群症例に対する重心動揺リアルタイムフィードバックを用いた介入効
果

奥埜 博之1），菅沼 惇一1），橋本宏二郎1），河島 則天2）

1）摂南総合病院リハビリテーション科，2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所

key words 廃用症候群・姿勢制御・重心動揺リアルタイムフィードバック

【はじめに，目的】長期臥床などによる廃用症候群を呈する症例の場合，運動機能の減退や訓練意欲の低下などによって理学療
法介入に困難を伴うことが多い。本研究では廃用症候群を呈した 2 症例に対して，姿勢調節に関わる残存機能の賦活を企図した
重心動揺リアルタイムフィードバックを用いた介入を試みたので報告する。この方法は，立位姿勢時の足圧中心（COP）の前後
変位をフィードバック信号として床面をリアルタイムに動揺させ，姿勢動揺量を操作的に減弱（in�phase 条件），あるいは増幅

（anti�phase 条件）させることで，立位姿勢調節の改善を図るものである。今回は，重心動揺を増幅させる anti�phase 条件を用
いて，潜在的に保持している脊髄反射系の賦活を狙いとした介入を行い，重心動揺特性及び筋活動の変化の観点から，その効果
について検討することを目的とした。

【方法】対象は本研究に同意を得た廃用症候群症例 2 名とした。症例 1（70 歳代女性）の特徴は，心不全後の臥床による廃用症
候群で立位が不安定となり，後方に重心を移動させた際には立位姿勢の保持が困難であった。症例 2（70 歳代男性）の特徴は，
転倒歴が多く左上腕骨近位端骨折を受傷し，骨折後の活動量の低下により廃用症候群を呈し，歩行には見守りが必要な状態で
あった。対象者には，重心動揺リアルタイムフィードバック装置（BASYS，テック技販社製）上に立位姿勢を取るよう指示を
与え，開眼静止立位を 30 秒間実施した。立位姿勢に対する介入として，足圧中心の前後方向と逆方向にフィードバックを与え
ることにより，動揺量を増幅させる設定（anti�phase）を用いた。フィードバックゲインは COP 動揺量の 5%，10%，15% の 3
段階とした。1 症例目は anti15% では，立位困難となったため 5% 及び 10% のみの介入とした。各試行 30 秒を 1 セットとし，
介入前の静止立位，anti�phase 条件（5%，10%，15%），介入後の静止立位を測定した。介入効果の評価には，静止立位姿勢時
の COP と筋電図（前脛骨筋，ヒラメ筋）の計測を実施した。

【結果】症例 1 は介入後に，前後方向の平均値は前方に変位し，95% 信頼楕円面積，前後の動揺範囲，LF/HF，前脛骨筋及びヒ
ラメ筋の活動量は減少し，後方への重心移動時の立位の保持が可能となった。症例 2 も介入後に COP 動揺の前後方向の平均値
は前方に変位し，動揺速度，95% 信頼楕円面積，前後の動揺範囲，LF/HF，前脛骨筋及びヒラメ筋の共収縮に減少を認め，歩行
は自立レベルとなった。

【結論】本研究の結果は，廃用症候群を呈した症例に対して anti�phase 条件での介入を行うことで，下腿筋の共収縮が減弱する
とともに，脊髄反射による自律的な姿勢制御が促されたことを示唆するものであった。この方法は，患者自身は装置上に通常の
立位姿勢をとるのみで，特別な教示や課題に関する努力要求を要しない。すなわち，BASYS を用いた anti�phase 条件での介入
は，廃用による立位不安定性を呈する症例に効果的な介入手段となり得る可能性が示された。
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P-YB-15-1

地域在住高齢者のがん罹患に関する自己報告の妥当性検証

井平 光1），牧野圭太郎2,3），木原由里子2），志水宏太郎2），山口 亨2），伊藤 一成2），
田井 啓太2），牧迫飛雄馬3），島田 裕之3），古名 丈人2）

1）国立がん研究センター社会と健康研究センター疫学研究部，2）札幌医科大学大学院保健医療学研究科，
3）国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部

key words がんサバイバー・虚弱高齢者・陽性的中率

【はじめに，目的】

がん罹患の高齢化を背景に，高齢がん罹患者の運動機能に着目した報告が増加している。実際に，高齢がん罹患者の歩行機能や
筋力が低下していることが示されており，この対象への改善策が課題となっている。これらの報告のなかで，がんの罹患を判断
するために，基本的には調査時の自己報告によって得られた情報を採用する場合が多い。しかしながら，その自己報告が正確な
ものであるかどうかは検証が必要であり，特に高齢者のがん罹患に関する妥当性の検証はなされていない。本研究では，75 歳以
上の地域在住高齢者を対象に，がん罹患に関する自己報告の妥当性を検証し，自己報告の有無による縦断的な機能変化を明らか
にすることを目的とした。

【方法】

対象は，測定調査会に参加した 75 歳以上の地域在住高齢者 411 名のうち，がん罹患に関する調査データに不備のあった 1 名を
除外した 410 名（男性 169 名，女性 241 名，平均年齢 80.0±4.1 歳）とした。ベースライン時におけるがんの自己報告について
は，がん罹患の有無，罹患時期，がんの種類などを面接聴取した。また，がんの発症を同定するために，後期高齢者医療制度に
おける診療報酬請求（レセプト）情報を活用した。さらに，機能指標として運動機能，認知機能，および健康関連指標を測定し
た。統計解析は，レセプト情報によってがん罹患を同定された者のうち，がんの罹患を自ら報告した高齢者の陽性的中率を算出
し，自己報告による妥当性を検証した。また，がん罹患者を自己報告群と非自己報告群に分類し，2 群間の各変数を比較した。
さらに，2 群間における各機能の縦断的変化についても検討した。

【結果】

レセプト情報によると，ベースライン調査の時点でがんに罹患していた者は 51 名だった。このうち，がんに罹患したことを自
ら報告した高齢者は 28 名であり，陽性的中率は 54.9% だった。報告群と非報告群の比較では，年齢（p=0.710）と性別（p=0.601）
に有意な差は認められなかった。また，測定したすべての変数で有意な差は認められなかった。さらに，二元配置分散分析の結
果からも，交互作用の見られた項目はなかった。

【結論】

国立がん研究センターによると，40～69 歳を対象とした自己報告によるがん罹患の陽性的中率は 53% であった。本研究におい
ても同等の結果が得られ，がん罹患に関しては自己報告による調査だけでは正確に把握することが難しいことを示唆するもの
であった。理由として，高齢者のなかにはがんに対して誤った理解や病識を有している方がおり，自らをがん罹患者と表出する
ことに抵抗感がある可能性が挙げられた。また，自己報告の有無によって諸機能の差異は認められず，将来的な機能低下に影響
を及ぼすことも明らかにされなかった。今後は，がん罹患の陽性的中率を上げる工夫をするとともに，虚弱な高齢がん罹患者に
対して機能向上を目的としたアプローチを検討する必要がある。
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P-YB-15-2

人工膝関節全置換術患者における歩行自立度と転倒セルフエフィカシーの関係
について

五十嵐祐介1），平野 和宏2），鈴木 壽彦1），樋口 謙次3），中山 恭秀4），安保 雅博5）

1）東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科，2）東京慈恵会医科大学葛飾医療センターリハビリテーション科，
3）東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，4）東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科，
5）東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座

key words 歩行自立度・転倒セルフエフィカシー・人工膝関節全置換術患者

【目的】高齢化に伴い人工膝関節全置換術（以下 TKA）患者は増加の一途を辿っており，同時に医療費の増加も顕著となってい
る。そのため，入院期間の短縮に向けた取り組みや検討がなされている。院内における歩行自立度は入院期間に影響を及ぼす要
因の一つとして考えられ，臨床では歩行自立度の判断が求められる。この時に身体機能が低い症例でも自らの身体機能を把握し
ている症例は自立と判断しやすく，身体機能が高くても自らの身体機能以上の動作を行う症例は自立の判断に踏み切れないこ
とがある。自らの身体機能の把握とそれに伴う行動は転倒セルフエフィカシー尺度（以下 FES）による報告が散見されているが，
TKA 患者における歩行自立度との関係を検討した報告はみられない。今回は TKA 患者の歩行自立度に影響を及ぼす因子を身
体機能及び転倒セルフエフィカシーから探ることを目的とする。

【方法】対象は当院にて片側 TKA を施行し術後 3 週で評価を行った 22 例とした。方法は各症例に対し年齢，FES，痛み（VAS），
5m 最大歩行時間，膝関節屈曲 60̊ 肢位での術側・非術側等尺性膝伸展・屈曲筋力，歩行自立度を評価した。歩行自立度は歩行
補助具の有無や種類は問わずに評価実施時に最も自立度が高い移動手段で院内の移動が自立か自立以外の 2 群とした。上記の
評価値に対し歩行自立度を従属変数，その他の評価値を独立変数としたロジスティック回帰分析をステップワイズ法を用いて
検討した。

【結果】歩行自立が 9 例（平均年齢 74.8±7.0 歳），自立以外が 13 例（平均年齢 77.0±8.4 歳）であった。ロジスティック回帰分析
の結果では歩行自立度に関連する変数として FES 得点のみが抽出された。モデル χ2 乗検定は p＜0.01，Hosmer�Lemeshow
検定は p=0.55，判別適中率は 77.3％ で 95％ 信頼区間は 1.01�1.11 であった。

【結論】今回の検討では TKA 患者における歩行自立度に影響を及ぼす因子として FES 得点のみが抽出された。歩行自立の判断
には身体機能評価が必要不可欠であるが，時期や環境によって自らの身体機能とそれに見合った行動がとれるかどうかといっ
た評価も重要な要素であることが示された。一方，筋力や痛み，歩行時間が今回の結果に反映されなかった理由として，杖歩行
は監視だが歩行器歩行が自立していれば自立と評価したため関連する変数として抽出されなかったのではないかと考える。ま
た，対象疾患が片側 TKA 後であったため上肢や非術側下肢による代償を行いやすいことも理由の一つとして考えられる。歩行
自立の判断は曖昧な評価となりやすい要因の一つであるため，より客観的な評価が行えるように検討していきたい。
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P-YB-15-3

要介護高齢者における外出行動の多面的検討

村瀬 裕志1）

1）真栄病院リハビリテーション部，2）訪問看護ステーションしんえい

key words 要介護高齢者・外出・自己効力感

【はじめに，目的】

高齢者の外出活動は，身体機能の維持・向上のみならず，社会活動にも直接的に繋がることからその重要性は知られている。外
出活動の効果は要介護認定を受けた高齢者においても同様であるが，要介護高齢者は健常高齢者と比較して外出頻度や外出活
動が減少し，その原因が異なることも報告されている。鈴川らは，要介護高齢者の町外への外出は階段昇降能力と関連があるこ
とを示した。しかし，外出活動には身体機能のみならず，心理的な要因や社会的背景も関連していることが推測され，要介護高
齢者の外出活動を支援していくためにはそれらの要因との関連を明らかする必要であると考える。本研究では要介護高齢者の
外出活動と関連する因子を多面的に評価した。

【方法】

北海道 A 市の在宅サービスを利用している要介護高齢者 16 名（平均年齢 80.1±6.5 歳，男性 7 名，女性 9 名）を対象とした。取
り込み基準は，介助者や福祉用具の有無に関わらず歩行できることとした。除外基準は，認知機能低下の疑いがあること（MMSE
＜24），失語症を有することとした。測定項目は，年齢，性別，要介護度，通所サービスの有無とその回数，同居者の人数，外
出頻度，Chair stand 5（CS5），motor fitness scale（MFS），主観的健康感，地域高齢者の外出に対する自己効力感尺度（SEGE）
とした。主観的健康感は 4 件法で聴取し，数字が低いほど自分の健康状態を良好だと感じているという結果になる。また，外出
頻度は外出活動が 1 週間あたり「毎日 1 回以上」，「2～3 日に 1 回程度」，「週に 1 回程度」，「ほとんどない」の 4 件法により，本
人または家族から聴取し，通所サービスの利用回数を引いた値を修正外出頻度とした。修正外出頻度により「毎日 1 回以上」ま
たは「2～3 日に 1 回程度」に該当する者を外出群（6 名），「週に 1 回程度」または「ほとんどない」に該当する者を非外出群

（10 名）として 2 群に分けた。外出頻度以外の測定項目について対応のない t 検定を行い，群間の差を比較検討した。

【結果】

各測定項目の結果は，同居者の人数が外出群 1.3±1.9 人，非外出群 1.6±1.6 人，CS5 が外出群 14.2±2.0 秒，非外出群 27.8±12.6
秒，MFS が外出群 6.8±2.6，非外出群 4.2±3.4，主観的健康感が外出群 2.5±0.8，非外出群 2.8±0.6，SEGE が外出群 13.0±4.8，
非外出群 11.3±5.2 であった。対応のない t 検定の結果，CS5 において外出群は非外出群と比較して有意に低い値を示したが，そ
の他の測定項目では有意な差は認められなかった。

【結論】

結果から下肢筋力が外出頻度と関連している可能性が示唆された。一方で，同居者の人数以外の測定項目についても外出群の方
が非外出群よりも良好な値を示した。要介護高齢者の外出行動を支援していくには，心理的な背景も考慮した上で介入していく
必要があると考える。今後はより詳細な分析を行うために対象者数を増やし，多変量解析などを用いて検証を行う必要があると
考える。
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P-YB-15-4

当院における退院時の歩行能力と再入院までの在宅日数との関係性

杉 輝夫，関 建太，箕輪 文緒，安部 未来

湘南病院リハビリテーション室

key words 歩行能力・在宅日数・再入院

【はじめに，目的】

当院では身体機能の維持・向上だけでなく，予防を念頭に置いた理学療法を実施している。しかし歩行能力が向上して退院して
も，すぐに再入院してくる患者が多い印象があった。歩行は高齢者の身体活動量を維持するのに導入しやすいといわれており，
退院時の歩行能力は退院後の活動量と大きく関係していると考えられる。

ひととのつながりが認知症を発症するリスクを軽減させる因子として注目されている。退院後に外出できるレベルの歩行能力
を獲得することは，ひとと会いつながりを維持することを可能とし，認知症の予防につながると考えられた。加えて，身体活動
の量は，循環障害，2 型糖尿病，骨粗鬆症，癌，うつ病といった疾患と関係しているという報告も散見される。

以上のことから，退院時の歩行能力は自宅での活動量に影響を与え，歩行能力が高い場合は活動量が維持され在宅生活の期間も
長期化すると予想された。歩行能力だけが在宅生活を維持するための決定因子ではないが，大きな要因になりうることが伺われ
た。健康寿命の延伸が社会的に重要な課題となっている今日，予防医学的な視点に立った歩行能力の分析は理学療法士が担うべ
き役割と考えられた。

そこで当院における再入院までの期間の現状を調査し，退院時の歩行能力と退院後の自宅生活を継続できた期間に関係性があ
るかを調べることとした

【方法】

対象：2015 年 4 月～2017 年 5 月までに当院に 2 回以上入院。且つ，連続する 2 回のうち，先の退院時に自由 10m 歩行の測定を
3 回実施していた者。なお，それぞれの入院について契機となった診断は問わないこととした。

方法：後方視的に情報収集。

測定項目：退院から次の入院まで自宅で生活した日数（在宅日数）。歩行速度・歩幅・歩行率，各項目の変動係数（CV）

統計学的処理：Pearson の相関係数を用いて，在宅日数と歩行能力の各測定項目の相関関係を検証。中央値とヒストグラムを参
考に在宅期間を長期群と短期群に分類。相関関係を認めた項目において等分散性の検定（F 検定）を実施。その後，対応のない
t 検定を用いて長期群と短期群との違いについて調査した。統計ソフトは R を使用

【結果】

対象期間中に 2 回以上入院したものは 29 名で，そのうち条件を満たした者は 17 名（男性 8 名 女性 9 名，75.6±13.7 歳）。在宅
日数 114.6±121.1 日（中央値 42.0 日）。在宅日数と有意な相関を認めたのは歩幅 CV（r2=�0.55，p=0.02）のみであった。歩幅 CV
の等分散性（F＝0.354，p=0.188）を確認後，在宅日数＜100 日を短期群，それ以上を長期群とし対応のない t 検定を実施したと
ころ，有意な差（短期群：6.0% 長期群：2.7%，t=�3.020，df=15，p=0.008）を認めた

【結論】

退院時に，歩幅 CV が小さいほうが在宅日数が延長する傾向が示された。歩幅のばらつきを少なくするような理学療法を実施す
ることで医療費抑制の一助を果たせる可能性があると考えられた
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P-YB-15-5

訪問リハビリテーション介入によってけいれん重積発作が予防可能か？
シングルケーススタディによる検討

尾関 伸哉

ナースコール株式会社ナースコール在宅センター訪問サービス尾頭橋

key words 訪問リハビリテーション・ストレス・けいれん重積発作予防

【はじめに，目的】

てんかん患者にとって，てんかん発作は日常生活活動を狭小化させる大きな要因であり，再発を心配するあまり家に閉じこもり
がちになってしまう患者も少なくない。てんかん発作を予防できることはてんかん患者の QOL の改善にとても重要なことと考
えられる。海外では，てんかん患者に対する運動療法の有用性を報告している論文は多くみられる。しかし，わが国ではてんか
ん患者のリハビリ介入による発作予防の報告は少なく，生活期においては皆無である。そこで今回，訪問リハビリ介入によって
けいれん重積発作が予防できた症例を報告する。

【方法，症例供覧】

父と母の三人暮らしの 40 代男性，生下時の二分脊椎による水頭症にて症候性てんかんを呈している。けいれん重積発作にて
5 ヶ月間入院。右上下肢の失調出現し，歩行困難となり自宅内移動は車椅子となる。退院直後より訪問リハビリ開始となる。

【結果，経過】

訪問リハビリは，立位・移乗動作の介助量軽減を目的に週 3 回 40 分間の介入となった。介入当初，血圧は 170/110mmHg 前後，
MMT 両下肢 2～3，右上下肢・体幹の運動失調あり，立ち上がりや移乗は膝折れみられ，中等度介助であった。介入 3 ヶ月頃よ
り，立位時の膝折れみられなくなり，足踏みが行えるようになった。立ち上がりや立位保持は手すりを用いて軽介助にて可能と
なった。介入 6 ヶ月頃より，血圧は 150/100mmHg 前後に改善，MMT 両下肢 3 に向上みられた。立ち上がり，立位保持，移乗
は手すりを使用して見守りレベル。ピックアップ歩行器を使用して 5m 中等度介助にて歩行可能となった。

【結論】

本症例はリハビリ介入期間中に数回小発作はみられたものの大発作は出現しなかった。本症例において，てんかん発作を誘発す
る大きな要因として精神的ストレスが考えられ，てんかん患者にとって，ストレスは発作を頻発させる促進剤のひとつと報告さ
れている。しかし，定期的な運動は，発作予防に有用であり，運動はストレスに対する感度を減少させる効果があるとされてい
る。従って，運動不足というのはてんかん発作を誘発する新たな要因とも考えられる。本症例は，けいれん重積発作を起こすこ
とで不活動期間が増え，身体機能，ADL 能力が低下し，それによって介護負担が増え，本人・家族ともにストレスが増加した
と考えられる。しかし，訪問リハビリが介入したことで，徐々に筋力や耐久性が向上し，ADL 能力や活動量が増加。家族の介
護負担が軽減し，本人や家族のストレスが軽減できたことで，リハビリ期間中のけいれん重積発作が予防できたと考えられる。
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P-YB-16-1

外来リハビリテーションに通院する膝痛高齢者への痛み対処スキルトレーニン
グの効果

長澤 康弘1），岡 浩一朗2），柴田 愛3）

1）長谷川病院，2）早稲田大学スポーツ科学学術院，3）筑波大学体育系

key words 外来リハビリテーション・膝痛高齢者・痛み対処スキルトレーニング

【はじめに，目的】

膝痛高齢者の代表的な疾患である膝 OA は外来リハビリテーションにおいて運動療法が実施され，一定の効果が得られている。
しかし，膝痛高齢者は，破局思考や医療行動，不活動など不適切な痛み対処方法を選択することが多く，有効性が示されている
運動療法の継続を妨げる。この課題に対して，近年では膝痛高齢者に認知行動療法を取り入れた痛み対処スキルトレーニング

（PCST）が実施され，膝痛軽減，身体機能向上，膝痛の自己管理に関連する痛み対処方略や痛みセルフ・エフィカシーの改善が
報告されている。しかしながら，これらの先行研究は全て諸外国によるものであり，わが国での PCST による介入効果は明らか
にされていない。そこで，本研究では外来リハビリテーションで運動療法を実施している膝痛高齢者に個別での PCST をおこな
い，その効果を明らかにすることとした。

【方法】

対象は膝 OA の診断を受け，外来リハビリテーションに通院する高齢者で採択基準（3 ヵ月以上続く膝痛，VAS30mm 以上，K�
L 分類 2 以上）を満たし，除外基準（認知症が疑われる者，膝関節の手術予定者，膝関節の手術施行者，移動手段が車椅子の者，
膝痛や認知行動療法に関する教室への参加経験者）に該当しない 25 名（男性 4 名，女性 21 名）とした。対象者の介入には医師
および PT が対象者の希望を踏まえて健康状態が両群で均等になるように，個別での PCST を実施する PCST 群 13 名，健康講
話を個別にて実施する健康教育群 12 名に振り分けた。介入は週 1 回 8 週，約 20 分の介入をそれぞれ実施した。調査項目は基本
属性に BMI，痛み持続期間，教育歴，居住人数，現病歴，既往歴，合併症，K�L 分類を調査した。効果判定に痛みの程度及び
痛みによる活動制限，痛み対処方略，痛みセルフ・エフィカシー，運動セルフ・エフィカシー，下肢筋力，移動能力，3 軸加速
度計 Active style pro（オムロン社，日本）を使用して身体活動量を調査した。解析では介入前後の 2 群の変化量の差異を共分
散分析にて解析した。なお，共変量に性別，年齢，介入前データを設定し，介入中断者を含めた Intent�to�treat 解析を用いた。

【結果】

対象者の平均年齢は PCST 群で 75.1±7.1 歳，健康教育群で 75.7 歳±5.9 歳であった。また，全ての基本属性において両群に有意
な差異は認められなかった。また，ベースライン値においては，PCST 群の破滅思考が健康教育群と比較して有意に高かった

（p=0.041）。介入前後で PCST 群が健康教育群と比較して有意に改善した項目は痛みセルフ・エフィカシー（p=0.005），運動セ
ルフ・エフィカシー（p=0.042），5 回立ち上がりテスト（p=0.004），TUG�t（p=0.027）であった。また，有意な改善傾向が認め
られた項目は痛みの対処方略の下位尺度である医薬行動（p=0.073），中高強度の身体活動量（p=0.052）であった。

【結論】

PCST は一般的に用いる健康教育より，痛み自己管理能力，身体機能，中高強度身体活動に有効である可能性を示した。
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P-YB-16-2

日常生活上の身体活動量の違いが遅発性筋痛の回復に与える影響

柳迫 由佳

学校法人平松学園大分リハビリテーション専門学校

key words 遅発性筋痛・身体活動量・対処法

【はじめに，目的】

運動後に生じる遅発性筋痛（delayed onset muscle soreness：DOMS）は，休止していた運動を再開した時や，運動初心者が運
動を開始した時に遭遇することが多い。この DOMS は，関節可動域や筋パフォーマンスを低下させ，健康増進のための運動継
続を妨げる要因となる。これまで DOMS の予防及び対処法については多くの観点から議論されており，その中の「低強度運動」
については，実施後一時的に DOMS を軽減させるが持続性に乏しいことが報告されている。この「低強度運動」について検証
した先行研究を概観すると，低強度とは言えど比較的高負荷の介入課題を用い，かつ介入が一度のみである研究が多く散見され
た。

今回は介入課題の強度・頻度に着目し，運動習慣のない者にも毎日繰り返される「日常生活上の身体活動」が，DOMS の予防及
び対処法と成り得るかどうかを検証した。

【方法】

被験者は健常女性 10 名（平均年齢 20.0±0.0 歳，平均身長 159.2±4.7cm，平均体重 55.7±11.0kg）である。被験者の条件は，①
過去半年間に運動習慣がない者②下肢の傷害歴がない者③移動に自転車を用いていない者とした。実験期間は 6 日間とし，期間
中はライフコーダ GS（スズケン社製）にて身体活動を記録した。また 1 日毎に強度別（低・中・高）の活動時間（以下，強度
別身体活動量）を算出した。実験 2 日目には，被験者の利き脚（膝伸展筋群）に 60％/RM の負荷量で意図的に DOMS を起こす
運動を実施した。DOMS の測定には VAS を用い，運動直後・運動後 24 時間（以下，h）・48h・72h・96h の 5 時点に測定した。

分析は，まず運動直後を除く 4 時点の VAS と実験期間中 1 日毎の強度別身体活動量との相関係数を求め，関係性を確認した。
次に相関係数から関係性が有意であった組み合わせにおいて，運動後 48h・72h の VAS をそれぞれ従属変数，実験 1 日目および
2 日目の強度別身体活動量を説明変数とし，重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。

【結果】

DOMS 平均値は，運動後 24h では 6.6±1.2cm，48h では 4.4±2.6cm，72h では 2.3±2.1cm，96h では 0.3±0.4cm であった。実験
1 日目の強度別身体活動量は，低強度 48.8±51.8 分，中強度 13.1±18.6 分，高強度 1.2±1.5 分であった。また実験 2 日目におい
ては低強度 44.1±24.8 分，中強度 10.8±8.2 分，高強度 1.1±1.1 分であった。

重回帰分析の結果，運動後 48h の VAS では実験 2 日目の低強度活動時間が有意な因子として抽出され（β＝�0.71，P＜0.05，R＊2

＝0.59），運動後 72h の VAS では，実験 1 日目の高強度活動時間が有意な因子として抽出された（β＝�0.62，P＜0.05，R＊2＝0.36）。

【結論】

今回の結果から，運動前日の高強度身体活動量および運動当日の低強度身体活動量には，DOMS の回復を促進させる効果がある
ことが示された。スムーズに運動継続に繋げるために「生活上の身体活動」の DOMS に対する有効性が示唆された。
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P-YB-16-3

地域在住高齢者における腰痛によるADL低下と転倒の関連についての前向き調査
地域住民コホート調査GAINA study

和田 崇1），松本 浩実1），谷島 伸二2），尾崎 まり3），萩野 浩3,4）

1）鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）鳥取大学医学部附属病院整形外科，
3）鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション科，4）鳥取大学医学部保健学科

key words 地域在住高齢者・腰痛・転倒

【はじめに，目的】

腰痛は心理面に悪影響を与えることで activities of daily living（ADL）や活動性を低下させ，運動機能を低下させるといった悪
循環を生じさせることから，転倒との関連が示唆されている。しかし，腰痛による ADL 低下がある例で転倒リスクが上昇する
かどうかについては定かでない。本研究の目的は地域在住高齢者において腰痛による ADL 低下が転倒リスクとなり得るか 2
年間の前向き調査によって明らかにすることである。

【方法】

平成 26 年度鳥取県日野郡日野町における特定健診及び後期高齢者健診受診者で我々の研究に参加同意した 223 名を対象とし
た。ベースラインでは基本属性，過去 1 年間の転倒歴を聴取した。運動評価は筋量測定，握力測定，歩行分析を行った。足腰の
痛みは visual analogue scale（VAS）を用いて評価した。腰痛による ADL 低下については oswestry disability index（ODI）を
用い「性生活」の項目を除外した 9 項目にて合計点を満点の 45 で除し，0�100% で評価した。2 年間のフォローアップ期間中の
転倒歴を「非転倒群」，「1 回転倒群」，「複数回転倒群」の 3 群にカテゴリ化した。転倒歴 3 群とベースラインにおける各変数の
関連を一元配置分散分析，Kruskal�Wallis 検定，カイ二乗検定にて解析した。転倒歴 3 群を従属変数，ODI を独立変数とし，年
齢，性別，ベースラインでの転倒歴，歩行速度で調整した多項ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

ODI を評価し，2 年間の転倒回数のフォローアップ調査が可能であったのは 154 名（平均年齢：73.2±8.0 歳，男性 56 名，女性
98 名）であった。フォローアップ期間中の転倒頻度は 22.7%（35/154 名）であり，1 回転倒群は 11.0%（17 名/154 名），複数回
転倒群は 11.7%（18 名/154 名）であった。非転倒群，1 回転倒群，複数回転倒群の比較ではベースラインでの転倒歴（8.4% vs
17.6% vs 55.6%），VAS（7.0mm vs 20.0mm vs 23.0mm），ODI（6.7% vs 15.6% vs 20.0%）に有意差が認められた。多項ロジスティッ
ク回帰分析の結果，ベースラインでの転倒歴（Odds：10.64，95%CI：3.17�35.74）と ODI（Odds：1.07，95%CI：1.02�1.13）が
複数回転倒のリスク因子であった。

【結論】

ODI が複数回転倒に関連したことは，腰痛による運動機能の低下や腰椎疾患による神経症状が転倒リスクを高めている可能性
を示唆している。さらに腰痛による活動性低下が，運動機能の低下を助長している可能性もある。転倒リスク評価では運動機能
や痛み強度の評価だけでなく，痛みによる ADL への影響についても評価する必要がある。
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P-YB-16-4

地域高齢者の慢性疼痛の強さ別にみた身体活動特性の違い

牧野圭太郎1），牧迫飛雄馬1），土井 剛彦1），堤本 広大1），堀田 亮1），中窪 翔1），
鈴木 隆雄1,2），島田 裕之1）

1）国立長寿医療研究センター，2）桜美林大学

key words 慢性疼痛・身体活動・地域高齢者

【はじめに，目的】

慢性疼痛を有する高齢者は，痛みを回避しようと過剰に身体活動量を制限させることで心身の虚弱化および痛み自体のさらな
る悪化が引き起こされる悪循環に陥りやすいと考えられている。したがって，慢性期では痛みの強さに応じて無理のない範囲で
身体活動を維持させることが重要と考えられる。本研究では，慢性疼痛を有する高齢者の身体活動に関する基礎的知見を得るた
め，大規模横断調査から痛みの強さ別に身体活動特性の違いを検討した。

【方法】

National Center for Geriatrics and Gerontology�Study of Geriatric Syndromes の参加者のうち，2013 年度の調査に参加し活動
量計による身体活動量評価を実施した地域在住高齢者 2,366 名（75.7±4.1 歳）を分析対象とした。なお，要介護認定を受けてい
る者，認知症，脳卒中，パーキンソン病の既往を有する者は除外した。また，急性疼痛を持つ者，腰または膝以外の部位に痛み
がある者，医師による運動制限を受けている者についても分析から除外した。

基本属性として年齢，性別，1 日の服薬数，歩行速度，Mini�Mental State Examination（MMSE）を評価した。慢性疼痛は，腰
または膝に 2 ヶ月以上継続した痛みがある場合を慢性疼痛ありとし，痛みの強さ別に 3 段階で評価した（疼痛なし/軽度の慢性
疼痛あり/中等度以上の慢性疼痛あり）。身体活動の指標には，3 軸加速度計内臓の活動量計で計測した 1 日あたりの歩数と強度
別の身体活動時間を用いた。

統計解析として，対象者を疼痛なし群，軽度群，中等度以上群に分類し，3 群間で基本属性および各身体活動指標を比較した。

【結果】

2,366 名のうち，906 名（38.3%）が慢性疼痛を有しており，そのうち軽度の慢性疼痛が 546 名，中等度以上の慢性疼痛が 360
名であった。慢性疼痛の強さによる一元配置分散分析の結果，MMSE を除く全ての基本属性に有意な主効果が認められた（p
＜0.01）。各群における歩数の平均値は，疼痛なし群で 5,371 歩，軽度群で 4,770 歩，中等度以上群で 4,338 歩であった。年齢と性
別を共変量とした共分散分析および事後検定の結果，歩数および中強度（3METs）以上の身体活動時間に関しては，軽度群と中
等度以上群で疼痛なし群よりも少なく（p＜0.01），軽度群と中等度以上群の間に有意差はみられなかった。低強度（1.5～2.9
METs）の身体活動時間に関しては，中等度以上群は疼痛なし群よりも少なかった（p＜0.05）のに対し，軽度群は他の群との間
に有意差はみられなかった。

【結論】

慢性疼痛を有する高齢者において，身体活動量は慢性疼痛の強さと関連することが示唆され，慢性疼痛が軽度の者は低強度の活
動に関しては疼痛のない者と同程度の活動量が維持されていた。慢性疼痛の強さによって異なる強度の身体活動が制限される
ことを示した本研究結果は，慢性疼痛を有する高齢者の身体活動の維持促進を目的とした理学療法介入にとって有用な知見を
提供するものと考える。
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P-YB-16-5

緊張性頭痛に対して生活指導が奏功した症例の経験

新田 麻美1），西上 智彦2），壹岐 伸弥1），中川幸太郎1），川口 琢也1）

1）川口脳神経外科リハビリクリニック，2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科

key words 緊張性頭痛・慢性痛・生活指導

【はじめに，目的】

本邦における緊張性頭痛の有病率は人口の約 20％ であることが報告されている。緊張性頭痛症例において，痛みだけでなく日
常生活動作及び生活の質の低下も問題となっている。このような症例に対し，薬物療法や筋緊張緩和のためのマッサージなどが
行われているが治療に抵抗する症例も存在する。諸外国においては，運動療法あるいは徒手療法により緊張性頭痛症例の痛みの
頻度，強度が減少したことや日常生活動作の改善が報告されている。しかし，本邦において，緊張性頭痛は生活の質を低下させ
る問題であるにも関わらず，理学療法の効果について経時的な評価は行われていない。また，どのような理学療法が有効である
かは未だ明らかではない。今回，緊張性頭痛に対し，頚部のリラクセーションや姿勢改善を目的とした理学療法では改善しな
かったが，生活指導を中心とした理学療法によって疼痛の軽減が認められた症例について報告する。

【方法】

症例は慢性的な頭頚部痛を有する頸椎症患者で 80 代女性であった。薬物療法はセレコキシブ 100mg，ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液 4 単位，レバミピド 100mg が処方された。薬物療法に加え，12 週間，週 1�2 回の頻度で，1 回 60 分の理学
療法を実施した。それぞれの介入前後に，頭痛日数，疼痛強度として Numeric rating scale（NRS），頭痛評価として Headache
Impact Test（HIT），身体機能評価として頸部の関節可動域テスト（Range of Motion：ROM）及び 7 段階の患者満足度評価を
行った。理学療法内容は，期間 A では頚部他動運動，頚部リラクセーション及び座位姿勢調整課題を 8 週間実施し，期間 B
では生活指導，自主運動を 4 週間実施した。期間 A と B の間に 4 週間のウォッシュアウト期間を設けた。

【結果】

期間 A の頭痛日数は介入前後とも 14 日，NRS は介入前 6，介入後 5，HIT は介入前 40，介入後 45 であった。頚部の ROM は介
入前後とも屈曲は 60̊，伸展は 50̊，右回旋は 45̊，左回旋は 45̊ であり介入前後で改善を認めなかった。また，患者満足度は「変
化なし」であった。期間 B では頭痛日数は介入前（ウォッシュアウト後）14 日，介入後 3 日，NRS は介入前 6，介入後 3，HIT
は介入前 45，介入後 38 であった。頚部 ROM は屈曲は介入前 55̊，介入後 60̊，伸展は介入前 45̊，介入後 50̊，右回旋は介入前
25̊，介入後 45̊，左回旋は介入前 45̊，介入後 50̊ であり，介入後に若干の改善を認めた。また，患者満足度は「改善した」であっ
た。

【結論】

本研究では 4 週間のウォッシュアウト期間を設けることで，期間 A の継続効果を可能な範囲で減弱させて，異なる理学療法の効
果の違いを比較した。結果，本症例においては，従来の緊張性頭痛に対して有効であると報告されてきた理学療法よりも生活指
導を実施することが奏功した。このことは，近年，慢性痛の理学療法で重要視されている受動的な治療よりも主体的な治療の有
効性を緊張性頭痛においても支持したと考えられる。
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P-YB-17-1

転倒恐怖感を有する独居高齢女性は食多様性が制限されている

城岡 秀彦1,2），西口 周3），鈴木 祐介2），田坂精志朗2），青山 朋樹2）

1）東京湾岸リハビリテーション病院，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，
3）東京工科大学医療保健学部理学療法学科

key words 食多様性・転倒恐怖感・地域在住高齢者

【はじめに，目的】

高齢者において，多様な食品を摂取することは，栄養状態を保ち，運動機能や認知機能低下を予防すると考えられている。過去
の報告では，食多様性の制限因子は，年齢，文化，居住環境，経済力などが挙げられている。しかし，これらの要素は理学療法
による介入は難しい。そこで我々は，理学療法により改善可能である転倒恐怖感に着目し，転倒恐怖感を有する高齢者は食多様
性が低く，その傾向は独居高齢者で顕著であると仮説を立てた。本研究の目的は，独居高齢女性において，転倒恐怖感と食多様
性の関連性を検討することである。

【方法】

要介護認定を受けていない地域在住の 65 歳以上の高齢女性 428 名に対して測定会を実施し，データに欠損がなく，且つ Mini�
Mental State Examination（MMSE）が 24 点以上である 360 名（うち独居女性 103 人）を解析対象とした。食品摂取の多様性は，
11�item Food Diversity Score Kyoto（FDSK�11）に含まれている 11 食品群（穀物・いも類・肉類・魚介類・卵・乳製品・野菜・
海藻類・豆類・ナッツ類・果実類）の半年間の摂取頻度について，「殆ど食べない」「週に 1～2 日」「週に 3�5 日」「週に 6～7 日」の
4 択形式にて尋ねることにより評価し，食多様性の合計点数を算出した（11 点～44 点）。そして，四分位法により，対象者を食
多様性高値群（32 点以上），低値群（31 点以下）の 2 群に分けた。転倒恐怖感は，「普段の生活で転倒に対して恐怖感を感じま
すか」という 2 択式質問により評価した。統計解析は，まず独居女性 103 人に対して，転倒恐怖感あり群・なし群における食多
様性低値群への該当割合の差をカイ二乗検定にて検討した。次に，従属変数に食多様性を，独立変数に転倒恐怖感の有無を，調
整変数に年齢，BMI，MMSE 点数を投入したロジスティック回帰分析（強制投入法）を行った。また，独居ではない女性 257
名に対しても同様のカイ二乗検定，ロジスティック回帰分析を行った。

【結果】

独居の高齢女性 103 名のうち，転倒恐怖感を有する者は 49 名であった。独居の高齢女性に対するカイ二乗検定の結果，転倒恐
怖感あり群は，なし群と比較して食多様性低値群への該当割合が有意に高かった（有り群：42.9%，無し群：24.1%，p=0.04）。
また，ロジスティック回帰分析の結果，転倒恐怖感を有する独居高齢女性は食多様性が制限されていた（OR：2.47，95%CI：1.05�
5.84，p=0.04）。一方で，独居ではない高齢女性においては，転倒恐怖感と食多様性との関連はみられなかった。

【結論】

本研究より，転倒恐怖感を有する独居高齢女性は，食品摂取の多様性が制限されていることが明らかとなった。転倒恐怖感を有
することにより活動範囲の狭小化が生じ，それが食多様性を制限していると考えられる。独居高齢者に対して転倒恐怖感を抑制
するための運動療法を実施することにより，多様な食品摂取へとつながる可能性がある。
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P-YB-17-2

後期高齢要支援認定者の身体機能に対する介護予防通所リハビリテーションの
効果

高見奈津子1），宗形 成子1），二瓶 忠臣1），小室 英生2），奥山 高司1），関和 良太1），江口 紘也1），
推名 翔太1），大森 圭貢3），前平 奈加1），石井 照子2）

1）独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院付属介護老人保健施設，
2）独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院，3）慶応義塾大学先導研究センター

key words 通所リハビリテーション・後期高齢者・身体機能

【はじめに，目的】介護予防通所リハビリテーション（以下通所リハ）は介護予防，特に三次予防の役割を有する。高齢化が進
み 2010 年，N 市の高齢化率は 23% となる中，当通所リハもこの役割を担ってきた。当通所リハでは①心身機能と生活状況聴取，
②身体機能練習として四肢体幹筋力練習，バランス練習，起居移動動作練習を行っている。本研究の目的は，1．利用者の身体
機能検査平均値と健常高齢者平均値との比較，2．転倒カットオフ値との比較，3．初回最終検査値の変化，これらより通所リハ
の効果を明らかにする事である。

【方法】対象は，当通所リハ開始 1 か月以内に初回検査，その後平成 26 年 4 月から平成 28 年 4 月の間に最終検査を実施した 75
歳以上の要支援認定者（以下要支援者）17 名（男性 4 名，女性 13 名）。年齢は初回最終検査の順に 81.5±5.1 歳と 84.8±4.1 歳。
初回最終検査までの期間は平均 37 カ月±25 カ月で最短 7 カ月，最長 82 カ月。通所頻度は週 1 から 2 回。検査項目は握力，5
m 最大歩行速度（以下歩行速度），ファンクショナルリーチテスト（以下 FRT），timed up and go テスト（以下 TUG）の結果
を後方視した。先行研究に 75 歳以上要支援者の身体機能報告は少なかったため平均値を健常高齢者平均値と比較し，平均値を
超えた割合を算出した。また対応のある t 検定を用い初回最終検査で各項目の違いを分析した。FRT と TUG は先行研究から転
倒リスクのカットオフ値 15.3cm 以下と 13.5 秒以上に相当しない割合を算出した。次に検査項目毎に初回最終で維持向上した割
合を算出した。更に各項目の初回最終の変化率を算出し介入期間との相関より関与期間の影響をみた。

【結果】初回最終検査の平均値は，握力は 20.0±7.2kg，19.5±6.9kg，歩行速度は 0.73m/秒，0.86m/秒，FRT は 18.6±7.2cm，20.2
±6.9cm，TUG は 17.9±10.8 秒，18.0±9.0 秒であった。t 検定ではいずれの項目も有意差はなかった。健常者の平均値を超えた
割合は，初回最終検査の順に握力は 59％ と 71%，歩行速度は 29% と 18%，FRT は 12％ と 24%，TUG は 0% と 0% であった。
転倒リスクとの比較では初回最終検査の順に FRT が 64.7% と 71%，TUG が 41.2% と 34.4% であった。初回最終検査の間で維持
向上した割合は握力 52.9%，歩行速度 58.8%，FRT64.7%，TUG は 58.8% であった。また関与期間と初回最終変化率は 5m 最大
歩行速度以外では相関がなかった。

【結論】身体機能は加齢に伴う有意な低下がなく，半数以上の身体機能が維持向上できていると考えられた。また健常高齢者と
の比較でも TUG を除くいずれの項目も平均値を超えた割合は増加しており通所リハによる効果があったと考えられた。関与期
間にはややばらつきがみられたが歩行速度以外は相関がなく影響は少なかった。しかしバランス機能が健常高齢者の平均値よ
り低い傾向にある事，初回最終で維持改善しない者が存在する事より今後はその者に対する関わり方を検討することで更なる
効果が期待できると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）【ポスター（予防）P17】

P-YB-17-3

地域医療魚沼学校による魚沼限界集落転倒予防の取り組み

清水 直之，桑原 勇，佐藤 純，佐藤 由梨，田中 優子，中島 亮，五十嵐美紀，
高山 竜輔，清水 小雪，中林百合恵，今井知恵美，小川菜々子

魚沼市立小出病院

key words 虚弱高齢者・転倒予防・健康寿命延伸

【目的】

魚沼市は高齢化率が 2015 年に 33.32％ に達し，現在すでに厚生労働省が打ち出した 2025 年問題に直面していると言える。さら
に 2025 年には魚沼市の高齢化率が 40％ を超えることが推測され，現行のままでは異次元の高齢化問題に直面する。

そのため，魚沼市では全国的に見ても早期に高齢者の健康寿命を延伸させ，介護を必要とする虚弱高齢者を減らす必要がある。
虚弱高齢者を減らす一つの方法として，寝たきりになる割合の 21％ が骨折や関節疾患であり，骨折の 8 割が転倒であると報告
があることから，転倒予防の重要性を地域住民に啓蒙し，骨折を防ぐことが重要である。そこで今回魚沼市の中でも限界集落と
いわれている山間部にある 2 つの集落に地域医療魚沼学校の事業の一環として出向し，転倒予防の重要性を市民に講演した。

地域医療魚沼学校は地域の医療を守り続けるために，住民と医療人が互いに学び，支えあい，健康を守る人材を育成する事業で
ある。住民自ら人材であるという「住民こそ医療資源である」を合言葉に，地域や学校教育現場などで学生・研修医・専門他職
種が講師となり，地域住民のなかでともに学んでいる。

地域医療魚沼学校ホームページ：http://www.uonuma�school.jp/

【方法】

限界集落住民を対象に，1．高齢者は転びやすい。2．転倒はなぜ危険か。3．転倒を起こす原因は。4．自分のバランス能力は。
5．転倒を予防するには。の 5 つの大項目を中心に講演した。転倒の危険性や転倒予防の必要性を理解しやすくするために，筋
力・バランス能力評価や予防体操の実技に多く時間を配分した。

【結果】

参加者の筋力・バランス能力評価を実施したところ，筋力・バランス評価時に年齢相応の筋力を発揮できない者や，バランスを
保てない者が多数見られた。聴取をすると実際に自宅で転倒している者もいた。

【結論】

今回病院・医療と関わりが少ない魚沼限界集落住民を対象に転倒予防の講演を行った。講演中，年齢相応の筋力・バランス能力
を発揮できない参加者や，実際に自宅で転倒している参加者もいたことから，地域に虚弱高齢者が多数いる印象を受けた。その
為，転倒に伴う骨折患者に病院で治療・リハビリテーションを行うだけでなく，地域住民を対象とした転倒予防リハビリテー
ションを行い，虚弱高齢者を減らすことが 2025 年問題を乗り切る糸口の一つであると強く感じた。

また転倒予防を定着させるには，継続して関わることが大切であるため，今後定期的に転倒予防の重要性を伝えることを第一に
行っていく。次に魚沼市と連携しながら転倒予防教室を地域住民主体で能動的に継続できる環境作りを行い，医療資源が少ない
魚沼で転倒予防の定着を進めていく。そしてすでに 2025 年問題に直面している魚沼の地から転倒予防の重要性を発信し，魚沼
市だけでなく全国の健康寿命延伸に対して努めていく。
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P-YB-17-4

二重課題条件下での段差乗り越え動作における馴化および年齢の影響について

梅沢 朝陽1），藤縄 理2）

1）さがみリハビリテーション病院，2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 二重課題・段差乗り越え動作・馴化

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は骨折を惹起し，日常生活活動（ADL）を低下させるばかりか高齢者に転倒恐怖感を抱かせ，生命の質（QOL）を
低下させることにもつながるおそれがあると報告されている。したがって，転倒の原因を解析し予防することは，高齢者の身体
能力や QOL を維持するうえで重要な課題のひとつであると考えられる。
そこで，本研究では，二重課題条件下の段差乗り越え動作における馴化の影響と若年者と高齢者での対応能力の違いを明らかに
し，高齢者の転倒予防のための指針とすることを目的とした。

【方法】

1）対象
女性高齢者および女性若年者各 11 名とした。
2）測定項目

（1）基本属性
年齢，身長，体重，利き足，他動的可動域測定（股・膝・足関節の屈曲/伸展）。高齢者に対して転倒歴の聴取，認知機能評価と
して MMSE（Mini�Mental State Examination）を調査した。

（2）またぎ動作能力
助走路は 10m とし，高さが 10cm の障害物を助走路の先に置いた。
単一課題では，助走路の先に設置してある障害物を越えるよう指示した。
二重課題では，単一課題時の条件に加え計算課題を課した。
馴化を考慮するため，単一課題と二重課題を交互に，各 10 セットずつ行った。

（3）画像分析
測定は，ビデオカメラを用いて歩行を側面から撮影し，段差を乗り越える際の最終ステップの足尖から段差までの距離，段差乗
り越え後の段差から第一ステップ時の踵部までの距離，段差乗り越え時の歩幅，段差に対するトウクリアランスの距離を二次元
平面上において画像解析ソフト（ImageJ）を用いて行った。

（4）統計処理
R2.8.1 を使用して多元配置分散分析を行い，有意水準 5％ とした。

【結果】

最終ステップ�段差距離（cm）：高齢者 28.1±3.1，若年者 41.1±5.6；段差�第一ステップ距離（cm）：高齢者 10.5±2.9，若年者 20.9
±5.2；歩幅（cm）：高齢者 41.2±1.4，若年者 63.9±1.6；トウクリアランス（cm）：高齢者 7.4±0.3，若年者 10.6±0.8 であった。
いずれの項目においても，高齢者が有意（いずれも p＜0.001）に小さくなっていた。一方，課題数，回数および各因子間におい
て有意差はみられなかった。

【結論】

今回の研究では課題数の増加や段差乗り越え動作の回数を重ねたことによる歩幅・トウクリアランスの対応の変化が無かっ
た。高齢者においては二重課題時においてなんらかの変化があると予想されたが本研究では変化がみられなかった。本研究の対
象者は普段から体操などの運動を行っており比較的身体機能が高い高齢者であり，MMSE のテストにおいて認知機能にもほと
んど問題がみられなかったことから，計算課題では課題としての負荷が小さかったことが原因として考えられる。
また，段差乗り越え動作時において高齢者は若年者に比べトウクリアランスが低下していることがわかった。このことから，高
齢者の躓きによる転倒が多いことは，高齢者の段差に対するトウクリアランスが低くなっていることが一つの要因として推察
できる。
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P-YB-17-5

回復期病棟入院中の高齢整形疾患患者における転倒恐怖感とADLの経過と関
連について

古川 雄一，丸山 詩恵，濱島 毬里，中澤 信

医療法人仁医会あいちリハビリテーション病院

key words 転倒恐怖感・ADL・高齢者

【はじめに，目的】

高齢者の在宅生活の問題として転倒恐怖感が注目されている。転倒恐怖感の存在は QOL の低下のみならず，日常生活における
身体活動量低下を引き起こし，廃用症候群の原因となると報告されている。転倒恐怖感は，自己効力感や身体運動機能・活動量
との関連が指摘されているが，その介入方法についての報告は少なく，転倒恐怖感の報告は地域在住高齢者に対するものが多
い。そのため，本研究では，回復期病棟入院中の転倒恐怖感と ADL の経過，それぞれの関連を調査することを目的とした。

【方法】

対象は 65 歳以上の転倒により下肢，脊椎骨折を呈した患者 20 名（男性 2 名，女性 18 名，平均年齢 80.7 歳±5.0）である。また，
転倒恐怖感があり研究内容を理解でき，荷重制限なく歩行練習を行っていた者とした。転倒恐怖感の指標として，14 項目の活動
を転倒することなく行う自信の程度を測定する尺度である Modified�Fall Efficacy Scale（以下 M�FES）を用いた。対象者に 0
点（全く自信がない）～10 点（完全に自信がある）より決定し，合計点数（0～140 点）が低い程，転倒恐怖感が強いことを示
す。ADL の指標としては入退院時点の Functional Independence Measure（以下 FIM）の点数を用いた。M�FES，FIM の経過
は入退院のそれぞれ 2 週間以内に評価を実施し，改善度は退院時と入院時の得点の差から算出した。方法は，入退院時点の M�
FES を対応のある t 検定，FIM を Wilcoxon の符号付順位和検定，M�FES，FIM の改善度を Pearson の相関係数を用いて統計
学的に解析した。また，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

入退院時点の M�FES，FIM を比較した結果，いずれも有意差が認められた。（P＜0.01）。M�FES の平均値は入院時 74.4 点から
退院時 95.1 点，FIM の平均値は 90.1 点から 110.2 点であった。M�FES，FIM の改善度との相関係数を求めた結果，有意な相関
を認めなかった。

【結論】

本研究の結果から，高齢整形疾患患者に対する当院での介入は，ADL と転倒恐怖感いずれも改善しており，効果があることが
示唆された。対象者への主な介入としては，歩行練習（100%），起立・立位保持練習（70%），筋力練習（65%），関節可動域練
習（65%）であった。これらの介入方法は，地域在住高齢者ではない回復期病棟入院中の高齢整形疾患患者の転倒恐怖感を軽減
させる可能性が考えられる。一方で，M�FES，FIM の改善度との関連性は認められなかった。これは，Petrella らが報告してい
る大腿骨頚部骨折後に集中的なリハビリテーションプログラムを受けた高齢者を調査した結果，FES と ADL の変化との間に
有意な相関がみられなかったことを支持している。転倒恐怖感は様々な要因の影響を受けることが考えられ，今回の研究結果は
一要因に過ぎず，身体的な変化に着目した介入方法では転倒恐怖感が軽減できない可能性が考えられる。我々は患者の転倒恐怖
感を評価し，M�FES の 10 点未満の下位項目を確認し，介入・効果判定をすることが重要であると考える。
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P-YB-18-1

転倒予防のための足趾伸展・足関節背屈補助靴下の開発
―健常若年者を対象とした基礎的研究―

塚越 累1），廣瀬 吉彦2），森田 善之2），永井 宏達1），藤岡 宏幸1）

1）兵庫医療大学，2）株式会社ユニバル

key words 転倒予防・靴下・動作分析

【はじめに，目的】

厚生労働省の人口動態統計（2011 年）から，転倒・転落による死亡者数は年間 7,000 名を超え，今や交通事故による死亡者数を
上回りさらに上昇する傾向にある。歩行中の転倒原因のひとつは歩行遊脚期での足指伸展や足関節背屈不足による躓きとされ
ている。本研究では，歩行時の躓きによる転倒を防止するための足趾伸展・足関節背屈補助靴下（以下，補助靴下）を開発し，
その効果を運動学的，筋電図学的に検証することを目的とした。

【方法】

補助靴下の開発においては，特殊な編成技術により高い伸縮性を持たせた編地を下腿前面と足部背面に使用し，編地の伸縮力に
より足趾伸展・足関節背屈運動を補助できるよう工夫した。健常若年者 11 名（平均年齢 21.8±0.4 歳，身長 166.1±10.1cm，体重
58.2±9.1kg 男性 6 名）を対象として，通常の紳士・婦人用靴下（以下，通常靴下）と開発した補助靴下装着歩行時の歩行動作分
析と筋活動分析を行った。動作分析には三次元動作解析装置（VICON NEXUS，カメラ 8 台，VICON 社製）を用い，Oxford
foot model に準じて，被験者の骨盤と両側の大腿，下腿および足部に合計 31 個の赤外線反射マーカーを貼付した。右下肢を分
析対象とし，右母趾基節骨側面に貼付したマーカー（以下，母趾マーカー）の遊脚中期における最下点を同定し，その時点にお
ける股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度，足関節背屈角度および母趾伸展角度を求めた。筋活動分析の対象筋は右前脛骨筋とし，
三次元動作解析装置と同期させた表面筋電計（DELSYS Trigno，DELSYS 社製）を用いて筋活動を計測した。得られた筋電図
生波形を全波整流し 50ms の Root mean square を求めた後，前脛骨筋の MMT3 の肢位における筋活動を 100% として正規化
し，遊脚期の平均値を算出した。歩行課題は各 3 回測定し，分析には 3 回の平均値を使用した。統計分析では，運動学的パラメー
タと前脛骨筋筋活動について対応のある t 検定を用いて通常靴下と補助靴下とを比較した。検定の有意水準は 5% とした。

【結果】

歩行速度，歩行率および歩幅には両靴下条件における差はみられなかった。遊脚期における母趾マーカーの最下点は，通常靴下
に比べて補助靴下のほうが有意に高位であった（通常靴下 27.0±7.5mm，補助靴下 32.2±4.7mm）。さらに，同時点での足関節背
屈角度および母趾伸展角度においても補助靴下のほうが有意に高い値を示した。股関節・膝関節角度および前脛骨筋筋活動に
は有意な差はなかった。

【結論】

本研究で開発した補助靴下は，通常の靴下に比べて有意に足趾伸展と足関節背屈を促し，歩行遊脚期における母趾の最下点を 5
mm 程度挙上させる機能を持つことが明らかとなった。前脛骨筋の活動には両靴下条件間で差が無かったことから，この挙上作
用は純粋に補助靴下の効果と考えられる。今後，高齢者を対象とした効果検証を行うとともに，履き易さや履き心地についても
検討していく必要がある。
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歩行時スマートフォンSNS操作における視覚認知の垂直格差について

新崎 泰恵1），造田 允人1），髙見 彰淑2）

1）弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻，2）弘前大学大学院保健学研究科

key words 転倒リスク・視覚認知・複数課題

【目的】

スマートフォンで SNS 操作しながら歩くことは，複数課題遂行であり，転倒や衝突など影響が出ると考えられる。加えて，操
作姿勢を観ると視線が固定され，多くは下方注視傾向となる。これにより上方の空間認知の欠落が考えられる。そこで本研究の
目的は，視覚情報認知における垂直方向の上・下格差について，歩容変化とともに検討するものである。

【方法】

対象者は，スマートフォンを普段利用している 21 名（男性 12 名，女性 9 名，年齢 20.3±1.0 歳）とした。

歩行路は 72m2の部屋に 1 周 30m の四辺形で 3 周させた。測定方法は（a）快適歩行（b）電話をしながらの歩行（c）スマート
フォンを使って文字を打つ操作（以下，文字操作）をしながらの 3 条件である。（b）（c）では容易に解答できる設問 10 項目準備
し，歩行中に解答してもらった。また，視覚情報の認知の検討として，（c）では歩行路中に 1 桁の数字を 4 カ所に設置し，歩行
後に何の数字があったかを解答してもらった。この際，肩峰の高さ（以下，上方）に 2 カ所，膝関節裂隙の高さ（以下，下方）
に 2 カ所設置した。3 周するため 3 度確認の機会がある。測定項目は，①歩行速度，歩幅，歩行率を算出②4 カ所の数字の正誤
を測定した。解析は各 3 条件で多重比較し，上下の正答は独立 2 群検定を実施した（Tukey，t 検定）。また計測後，VAS（100
mm）を利用し，快適歩行を 50mm として歩きにくさについて聴取した。いずれの解析も有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

文字操作では，速度，歩幅が有意に減少（p＜0.05）した。歩きにくさ（VAS）では，（b）電話 53.1±13.4mm（c）文字操作 81.5
±16.6mm と有意に，文字操作で歩きにくいと自覚していた（p＜0.05）。また，空間認知において誤答数（見落とし含む）の全
体の平均値は 4 問中 1.3±1.2 個だった。上下に区別すると，上方の誤答数の平均値は 2 問中 0.9±0.8 個，下方は 0.4±0.7 個とな
り，上方の誤答数の方が下方に比べ有意に多い結果となった（p＜0.05）。3 度確認する機会があったことを鑑みると，約半数で
認識できず，かなりの見落としが判明した。なお，電話は快適歩行と有意な差はなかった。

【結論】

文字操作で速度，歩幅が減少したことから，両側同時接地時間を長くし，危機回避に対応していると推測される。また文字操作
し歩行した際の視覚情報の認知については，上方・下方共に低下していた。よって段差につまずくことや衝突といったリスク等
が考えられる。特に上方の方がエラーや見落としが多く，文字操作することで，人や上方の障害物等に衝突したり，信号機未確
認などのリスクがある。さらに，歩きにくさを自覚しているにもかかわらず実行した場合は，よりリスクが助長されることも考
えられた。
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P-YB-18-3

入院患者における転倒恐怖感に及ぼす要因についての検討

船着 裕貴1），倉田 和範1），安部 大昭1），小幡 賢吾2）

1）総合病院津山第一病院リハビリテーション科，2）岡山赤十字病院リハビリテーション科

key words 転倒恐怖感・高齢者・筋力

【はじめに，目的】

近年，高齢者の転倒に関する因子として転倒恐怖感があげられている。転倒恐怖感は日常生活のみならず社会交流や余暇活動等
の活動を制限し，結果として QOL を低下させるという報告がある。したがって，転倒恐怖感を軽減させることで，高齢者の QOL
の向上に繋がるのではないかと考える。これまで，地域高齢者を対象とした転倒恐怖感に対する報告は多くなされているが，入
院患者において転倒恐怖感に影響を及ぼす因子の報告は少ない。本研究は，入院患者における転倒恐怖感へ影響を及ぼす関連因
子を検討することを目的とした。

【方法】

平成 28 年 4 月～8 月の間に当院にてリハビリテーションを実施し退院した 65 歳以上で，Barthel Index の歩行項目 10 点以上の
高齢者 106 名を対象とした。このうち，認知症患者（Mini Mental State Examination＜21 点），退院時の評価欠損患者，退院先
が自宅以外に該当した 74 名を除く 32 名（男性 9 名，女性 23 名，平均年齢 87.1 歳）を対象とした。転倒恐怖感の評価には日本
語版 Fall Efficacy Scale（以下 FES）を用いた。FES は 10 項目からからなる活動を転倒することなく行う自信の程度を評価する
尺度である。FES との関連性を検討する因子として退院時の大腿四頭筋筋力，握力，Timed Up ＆ GO Test（以下 TUG），Func-
tional Reach Test（以下 FRT），Short physical performance Battery（以下 SPPB）および Functional Independence Measure

（以下 FIM）の運動項目を評価した。統計学的解析は Pearson 積率相関関係数または spearman の順位関係数を用い，FES と各
評価項目の関係性を検証した。危険率 5% 未満をもって，有意差ありと判定した。

【結果】

対象者の疾患の内訳は整形外科 26 名，外科 4 名，内科 2 名であった。FES は大腿四頭筋筋力（ρ=0.42，P＜0.05），および握力
（ρ=0.43，P＜0.05）と有意な相関を認めた。しかし，TUG（ρ=－0.27），FRT（r=0.15），SPPB（ρ=0.18），および FIM の運動項
目（ρ=0.19）との間には有意な相関を認めなかった。

【結論】

地域高齢者を対象とした先行研究によると，転倒恐怖感に関連する因子は筋力，歩行能力等であると報告されている。入院患者
を対象とした本研究の結果においても，転倒恐怖感と筋力が関係していることが示された。入院中から筋力向上を図ることは必
要なことであり，転倒恐怖感においても筋力に着目することが重要であると考える。
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P-YB-18-4

老年内科受診高齢者の転倒に関与する筋

青山 満喜1,2）

1）常葉大学保健医療学部，2）名古屋大学地域在宅医療学老年科学

key words 高齢者・頻回転倒・非頻回転倒

【はじめに，目的】高齢者が増加している本邦では，高齢者が要介護となる原因の第三位に転倒とそれに伴う骨折が挙げられて
いる。後期高齢者の 8％－17％ は 1 年間に数回は転倒するといわれている。転倒により身体的な障害だけでなく，転倒後症候群
のような心理的機能障害も惹起されるため，要介護者を減らすには，転倒の予防が不可欠となる。本研究では転倒予防のため，
転倒と下肢筋力の関連を明らかにすることを目的とした。

【方法】老年内科を受診している 65 歳以上の高齢者 100 名（平均年齢 80.5±5.7 歳）を対象とした。「転倒リスク調査票」にて過
去一年間の転倒歴を調査，対象者全員には「転倒記録手帳」を配布し，6 ヶ月間の観察期間中に発生した転倒回数を記録した。
運動機能評価には Motor Fitness Scale（MFS）と Timed Up and Go（TUG）を用いた。下肢筋力は徒手筋力測定器を使用し，
股関節屈曲，膝関節伸展，足関節背屈，足関節底屈の各筋力を測定した。

「転倒予防ガイドライン」に基づき，6 ヶ月の観察期間中に 2 回以上転倒した者を「頻回転倒者」，転倒なし，または転倒 1 回の
者を「非頻回転倒者」として二群に分け，これら二群の単変量解析を行った。次にロジスティック回帰分析ステップワイズ法に
て観察期間中の転倒を予測する因子を抽出した。変数間の多重共線性を確認した結果，「非頻回転倒者」の股関節屈曲筋力と足
関節底屈筋力に多重共線性を認めたため，これらを除外した重回帰分析により転倒に関わる下肢筋力を抽出した。

【結果】「非頻回転倒者」と「頻回転倒者」の単変量解析の結果，性別，過去一年間の転倒歴，MFS，TUG に有意差（p＜0.05）を
認めた。ロジスティック回帰分析ステップワイズ法の結果，性別（p＜0.05）が転倒を予測する有意な因子として抽出された。こ
の結果をふまえ，更に，女性対象者のみを「非頻回転倒者」と「頻回転倒者」の二群に分けた重回帰分析の結果，「非頻回転倒
者」では下肢の筋力に有意差を認めなかったが，「頻回転倒者」においては足関節底屈筋力に有意差（p＝0.01）を認めた。

【結論】老年内科を受診している高齢者の下肢筋力に着目し，転倒に関与する筋力を検討した結果，足関節底屈筋力は高齢女性
の繰り返す転倒の有意な予測因子であり，転倒リスクを評価するのに有用であることが明らかとなった。足関節底屈筋には膝関
節を伸展位で安定させる作用もあり，立位時，歩行時の安定性にも関与すると考えられる。従って，足関節底屈筋力の測定が高
齢女性の転倒予防に関する効果的な理学療法プログラムを立案する際の一助となることを示唆している。下肢筋力は比較的簡
単に測定でき，特に高価な測定機器を必要としないため，理学療法の臨床現場においても実施できる有用な評価法であり，転倒
リスクが高い高齢女性のスクリーニングに用いることも可能な評価方法のひとつといえる。
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P-YB-18-5

再転倒における転倒自己効力感の意義に関する検討

安延由紀子1），杉本 研1），井坂 昌明2），田中 稔2），藤本 拓1），赤坂 憲1），竹屋 泰1），
山本 浩一1），樂木 宏実1）

1）大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学，2）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科

key words 高齢者・転倒自己効力感・転倒

【はじめに，目的】

高齢者における転倒は様々な因子との関連が報告されており，それらを元に考案されたリスク評価法がすでに実用化されてい
る。中でも転倒自己効力感（Modified Fall Efficacy Scale，以下 MFES）は主観的な転倒への不安感を評価する方法として近年
注目されているが，転倒既往のある高齢者における MFES と各転倒関連因子との関連や，再転倒への影響についての検討は不
十分である。我々は転倒既往と MFES の再転倒への影響と，それらと身体・精神機能の関連について検討した。

【対象と方法】

当科に入院または通院中の自立歩行可能な 65 歳以上で，1 年後までフォローし得た連続 100 例（平均年齢 76.6 歳）を対象とし
た。測定項目は，身体計測に加え身体機能として筋力（下肢筋力，握力），バランス機能（片脚立ち時間，重心動揺検査），10
m 最大歩行速度を測定した。高齢者総合機能評価（CGA）として認知機能検査（MMSE），手段的活動動作，うつ状態（GDS�
15）などを評価した。また運動習慣の有無，後ろ向きに 1 年間の転倒有無を聴取した。転倒リスク評価として転倒リスク指標

（FRI）と転倒自己効力感（MFES）を評価した。1 年後に同様の検査を行い，ベースラインにおける転倒既往の有無と MFES
低値（41 点以下）の有無により 4 群（I 群：転倒既往無/MFES 低値無，II 群：転倒既往有/MFES 低値無，III 群：転倒既往無/
MFES 低値有，IV 群：転倒既往有/MFES 低値有）に分け，各群間における 1 年間の転倒有無，MFES 総スコア，身体・精神機
能との関連を検討した。

【結果】

II 群と IV 群では IV 群が 1 年間の再転倒と関連し（p=0.05），I 群と II 群では II 群が 1 年間の転倒と関連した（p＜0.05）。I 群と
III 群では新規転倒と関連せず，I 群と II 群，III 群と IV 群では転倒既往がある方が転倒と関連した（I＜II p＜0.05，III＜IV p
＜0.01）。1 年後の身体・精神機能との関連については，III 群のみ筋力，歩行速度，MMSE と有意に関連が認められ，1 年間転
倒しなかった場合の MFES は III 群で有意に改善が認められた。一方，IV 群では身体機能との関連は認められなかったが，
GDS�15 と有意な関連が認められた。

【結論】

転倒既往がある場合，MFES が低いことが 1 年間の再転倒と関連した。転倒既往は転倒リスク因子の上位であり，既に転倒リス
クが高い人の再転倒には心理的要因が影響することが示唆された。転倒既往のない場合は，MFES は新規転倒と関連を認めな
かったことから，転倒自体とは転倒既往がより強く影響することが示唆された。

今回，身体・精神機能が低いことと転倒恐怖感は関連を示した。転倒予防のアプローチとして，転倒既往があり自己効力感も低
い場合は，心理面への介入が有用であり，転倒既往がない場合は，転倒リスク評価を行うことが，転倒予防の意識向上や自発的
な身体機能維持に繋がることが示唆された。また転倒を予防できたことがさらなる自己効力感の向上，身体認知機能の維持向上
に繋がると考えられた。
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P-YB-19-1

当院救命 ICUにおける理学療法士の専属配置とカンファレンスへの参加
―早期介入・早期離床への効果の検討―

大久保裕也1），武井 圭一1），髙野 敬士1），岩﨑 寛之1），萩原 郁美1），荒木 心太1），冨樫 健太1），
山岸 宏江2），山本 満2）

1）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部，
2）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科

key words 救命ICU・専属理学療法士・カンファレンス

【はじめに，目的】

当院高度救命救急センターは，ドクターヘリを運用して埼玉県全域の重症外傷患者をカバーしており，20 床の救命 ICU を有し
ている。リハビリテーション部では，2016 年 3 月 1 日より救命 ICU における早期介入と早期離床の促進，効率的な理学療法

（PT）の実施のために 2 名の理学療法士の専属配置と救命カンファレンスへの参加を開始した。本研究の目的は，理学療法士の
専属配置と救命カンファレンスへの参加前後での早期介入・早期離床への効果について調査し，救命 ICU における理学療法の
現状と今後の課題点について明らかにすることである。

【方法】

対象は，2015 年と 2016 年の 3 月 1 日から 8 月 31 日に当院救命 ICU へ入室した救命救急センター・ER 科の患者のうち，理学療
法の処方があったものとした。調査項目は，年齢，疾患分類，重症度（APACHEIIscore，ISS），PT 依頼件数，ICU 入室から
PT 開始までの日数，ICU 入室から離床（車いす，起立，歩行）までの日数，処置・ケアでの PT コストなし日数，ventilator
free days，ICU 在室日数，肺合併症罹患率，褥瘡発生率，せん妄発生率，在院日数，退院時 Barthel Index，転帰（自宅退院，
転院，死亡），退院時の歩行自立率とした。統計学的分析は，各調査項目に対して 2015 年の pre 群と 2016 年の post 群の 2 群間
を比較検討した。有意水準は，5％ とした。

【結果】

各調査項目の結果（pre 群・post 群）は，年齢（中央値）は 64 歳・63 歳，疾患分類は外傷が最も多く両群とも約 70％ を占めて
いた。APACHE II score は 26 点・25 点，ISS は 26 点・26 点であった。依頼件数は 20 件・61 件，ICU 入室から PT 開始までの
期間は 6 日・3 日，処置・ケアでの PT コストなし日数は 4 日（20％）・13 日（21％），ICU 入室から離床までの日数は，車いす
で 10 日・5 日，起立で 12 日・5 日，歩行で 21 日・7 日，ventilator free days は 22 日・23 日であった。ICU 在室日数は 10 日・
10 日，肺合併症は 4 名（20％）・13 名（21％），褥瘡発生率は 5 名（25％）・7 名（12％），せん妄発生率は 6 名（30％）・17 名

（29％），在院日数は 52 日・40 日，退院時 Barthel Index は 10 点・75 点，転帰は自宅退院で 3 名（15％）・21 名（34％），転院
で 15 名（75％）・34 名（56％），死亡で 2 名（10％）・6 名（10％），退院時歩行自立は 5 名（25％）・28 名（46％）であった。pre
群と post 群間は，ICU 入室から PT 開始までの日数，ICU 入室から車いす・起立・歩行までの日数，退院時 Barthel Index に有
意差（p＜0.05）を認めた。

【結論】

理学療法士の専属配置とカンファレンス参加により，PT 依頼件数の増加・早期介入・早期離床が可能となり，退院時の ADL
向上に有効であった可能性が示唆された。しかしながら，ICU 滞在中の二次的合併症予防への対応が今後の課題点である。
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P-YB-19-2

血液内科・リウマチ膠原病内科病棟における理学療法士による予防的介入の適応
ADL維持向上等体制加算算定前の準備期間における検討

森本 貴之1），武井 圭一1），小林 大祐1），國友 淳子1），山岸 宏江2），山本 満1,2）

1）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部，
2）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科

key words ADL維持向上等体制加算・予防・疾患別リハビリテーション

【はじめに，目的】

当院では平成 28 年度から ADL 維持向上等体制加算の導入を目指し，血液内科・リウマチ膠原病内科病棟に専従 PT を 1 名配
置し，準備期間として入院・退院時 ADL 評価，多職種カンファレンスへの参加を開始した。専従 PT 配置後には疾患別リハ実
施割合の増加やリハ開始時期の早期化を認め，リハを必要とする症例に対して確実に早期から実施するという点においては良
好な効果を示している。しかし，リハ専門職のマンパワーに限りがある中で ADL 維持向上等体制加算を有効活用するためには，
疾患別リハを行わない予防的介入にも重点をおく必要がある。そこで，本研究の目的は，専従 PT 配置後の疾患別リハの有無に
よる ADL 変化と各々の症例・疾患特性を調査することで，予防的介入の適応を判断する基準を明らかにすることとした。

【方法】

平成 28 年 6 月から 8 月に当院の血液内科・リウマチ膠原病内科病棟（54 床）に入院し退院した症例のなかで，死亡退院の 6
例，入院時 ADL が Barthel Index（BI）100 点の 30 例，入院後 5 日以内に転棟した 5 例を除外した 62 例を対象とした。入院中
に疾患別リハを施行した 37 例をリハ群，疾患別リハを施行しなかった 25 例を予防群とした。年齢，入院時 BI，退院時 BI，疾
患名，ADL 低下の要因とその症状の経過を診療録から後方視的に調査した。症状の経過は，入院前に 2 週間以上継続した症状
を認めた場合を慢性，2 週間未満の症状の場合を急性とした。解析は，2 群の入院時と退院時の BI 変化について 2 元配置分散分
析を行った。疾患別リハの有無の関連因子の検討として，疾患別リハの有無を従属変数，年齢，入院時 BI，疾患名，ADL 低下
の要因，症状の経過を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。入院時 BI については ROC 曲線を用い，予防群を
判定するカットオフ値を求めた。統計解析には，IBM SPSS ver.22 を使用し有意水準は 5％ とした。

【結果】

疾患名（リハ群/予防群）は，新生物 16 例/11 例，筋骨格系 11 例/10 例，その他 10 例/4 例，入院時 BI は 50 点/70 点，退院時
BI は 100 点/100 点，症状の経過は，急性 22 例/23 例，慢性 15 例/2 例であった。疾患別リハの有無と BI の評価時期による交互
作用は認めず，各要因においてのみ有意差を認めた。予防群の判定には，入院時 BI が高いことと，慢性症状がないことが関連
しており（モデル χ2値 p＜0.05，判別的中率 72.6％），入院時 BI のカットオフ値は 65 点と示された（p＜0.05，感度 0.6，特異度
0.3，曲線下面積 0.7）。

【結論】

血液内科やリウマチ膠原病内科の症例を中心とする病棟においては，年齢，疾患名，ADL 低下の要因に関わらず，入院時 BI
が 65 点以上であり慢性症状による ADL 低下を有さない症例は，PT による予防的介入の適応となることが示唆された。これら
を基準の 1 つとして疾患別リハの必要性を検討していくことで，マンパワーに限りがある中で ADL 低下を予防していくことが
可能と考える。
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P-YB-19-3

中国国内における長期臥床の予防を目的とした，日常生活の手引きを作成した
退院支援の実践

渡辺 美里1），今田 健2）

1）株式会社タイカ，2）錦海リハビリテーション病院リハビリテーション技術部

key words 手引き・退院支援・中国

【はじめに，目的】

中国国内の病院における，社会復帰支援に関する調査を行った。中国国内の治療者は，入院中におけるリハビリテーション治療
に最も重点を置いており，患者の家庭状況や社会復帰を視野に入れた，退院支援が不足していたことを第 50 回の本学術大会に
おいて報告した。中国では今後，高齢者を中心とした在宅生活者，中でも，介護を必要とする重度の長期臥床者の増加が懸念さ
れている。在宅生活における介護サービスの充実や，介護に関する情報提供が求められている。

中国国内の入院患者やその家族を対象とした，退院後の在宅生活における注意事項をまとめた小冊子（以下，退院後てびき）を
作成し，長期臥床を予防する取り組みを実施した。

【方法】

中国国内に入院している，褥瘡発生のリスクがある患者とその家族，144,000 人を対象とした退院後てびきを作成した。内容は，
長期臥床となる要因，在宅での過ごし方，起居動作の方法，長期臥床患者の介護方法，ベッド周辺に関する福祉用具の選定方法
をカラー写真も用いて明記した 30 ページの小冊子である。2015 年 1 月より，中国国内の病院や施設の看護師を中心に配布希望
を募った。その後，実際に臨床現場で使用してもらい，モニター調査を実施した。モニター調査は口頭にて実施し，使用方法，
掲載内容，使用結果について，必要な情報を聴取した。

【結果】

病院や施設から希望された，計 2,000 部を配布した。病院に入院している患者や家族に対し，看護師などの医療従事者が，入院
中の生活指導や，退院後の在宅生活の指導ツールとして用いられた。使用した医療従事者らからは，指導すべきポイントがよく
まとまっていた，抽出された項目が在宅生活の指導に適している，在宅における自主トレーニング内容を記載した方が良い，患
者や家族のみならず医療従事者にとっても在宅生活に対する意識を高める有用なてびきである，という意見が多く得られた。

【結論】

退院後の在宅生活を見据えたてびきを作成し，希望する中国国内に対して計 2,000 部配布し，使用後の意見を募った。中国国内
における，看護師をはじめとする医療従事者らが，退院後てびきを用いて，退院後の在宅生活の指導を行うことで，より充実し
た退院支援が可能である。退院後に在宅で生活する患者や家族の生活指南書として，中国国内における，長期臥床患者の防止に
働きかける一助となる。
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P-YB-19-4

整形外科患者の病棟内自立歩行に関連する因子の検討

倉田 和範1），船着 裕貴1），林田 一成1），安部 大昭1），小幡 賢吾2）

1）津山第一病院リハビリテーション科，2）岡山赤十字病院リハビリテーション科

key words 整形外科疾患・病棟内歩行自立・カットオフ値

【はじめに，目的】入院患者は活動量が大きく低下し，廃用症候群が進行することが報告されている。リハビリテーション（リ
ハ）中に歩行練習等を通じ活動性向上を促しているが，時間的にも限界がある。このため，リハ時間外の病棟内における活動性
をいかに向上させるかが重要であると考える。しかし，患者は他者の見守りや介助を敬遠しがちであり，杖や歩行器などの歩行
形態を問わず，歩行自立とすることが望ましい。これらのことから，病棟内歩行自立に影響する因子を検出することで，より安
全かつ客観的に歩行自立を判断することが可能になると考える。そこで，入院患者における病棟内歩行自立に関連する因子を抽
出することを，本研究の目的とした。

【方法】対象は 2016 年 4 月以降に整形外科病棟でリハを開始， および 2016 年 9 月までに退院した 75 歳以上の入院患者 160 名。
このうち退院時に寝たきり，立位などの測定姿勢困難，認知症または精神疾患による患者の理解困難，測定の同意が得られない，
急遽の退院等によるデータ欠損，入院前から歩行困難，に該当した 85 名を除く 75 名を調査対象とした。診療録より年齢，性別，
下肢疾患の有無，Mini Mental State Examination（MMSE）および退院時の Functional Independence Measure（FIM）を抽出
し，退院時に握力，大腿四頭筋筋力，Short Physical Performance Battery（SPPB）および Fall Efficacy Scale（FES）を評価し
た。歩行形態は問わず，退院時の FIM の移動・歩行項目の 6 点以上を自立群，5 点以下を非自立群とし，病棟内歩行自立可否に
よって 2 群に分けた。統計学的解析として，連続変数に対しては正規性を確認した後に，wilcoxon 順位和検定または対応のない
t 検定，カテゴリ変数に対しては χ2検定を用いて単変量解析を行った。次に多変量解析として病棟内歩行自立可否を従属変数，
有意差が認められた変数を独立変数として多重ロジスティック回帰分析を行った。有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】自立群 35 名，非自立群 40 名であった。単変量解析の結果，有意差が認められたのは年齢（自立群 82.3 歳 vs 非自立群
87.2 歳），握力（32.9%BWvs27.6%BW），大腿四頭筋筋力（22.5%BWvs16.4%BW），SPPB（7.9 点 vs3.8 点），MMSE（25.5 点 vs
18.5 点），FES（30.9 点 vs26.2 点）で，性別および下肢疾患の有無は有意差を認めなかった。多重ロジスティック回帰分析の結
果，病棟内歩行自立に関係する因子として MMSE および SPPB が抽出された。オッズ比は MMSE1.82，SPPB2.12 であった。ROC
曲線を用いてカットオフ値を算出したところ，病棟内自立歩行可否のカットオフ値は MMSE23 点，SPPB6 点であった。

【結論】病棟内歩行自立可否を検討するうえで，年齢や下肢疾患の有無よりも，認知機能と身体機能が重要な因子であることが
示された。得られたカットオフ値を用いることで，根拠に基づいた入院患者の歩行自立を検討できるのではないかと考える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）【ポスター（予防）P19】

P-YB-19-5

回復期リハビリテーション病棟における整形疾患患者の栄養状態と日常生活動
作改善との関連

小島 怜士1），鈴木 啓介2），宮内 良治1）

1）すずかけヘルスケアホスピタルリハビリテーション技術部，
2）国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

key words 回復期リハビリテーション病棟・栄養状態・日常生活動作

【はじめに，目的】

回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハ病棟）に入院する患者の多くは低栄養状態を呈していると報告されており，
回復期リハ病棟は低栄養の好発地帯と言える。また施設入所要介護者を対象にした研究では，栄養状態が身体機能を介して日常
生活動作（以下，ADL）に影響を与えると報告されている。ここで整形外科疾患患者の特徴として，その多くが高齢者であり身
体活動量低下，筋力低下，認知機能低下などにより身体機能が低下することが挙げられる。さらに近年，低栄養状態によって身
体機能低下を惹起する可能性が報告されている。低栄養状態が継続すると虚弱状態となり，転倒を引き起こすと考えられる。
ADL を改善させる必要が高い回復期リハ病棟において栄養状態と ADL との関連性を明らかにすることは，機能を改善また予
測するために重要であると考えられる。そこで，本研究では回復期リハ病棟における整形疾患患者の栄養状態と ADL 獲得との
関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は整形疾患の診断を受け，当院に入院された 54 名（男性 7 名・女性 47 名，平均年齢 80±8 歳）とした。測定項目は，年齢，
簡易栄養状態評価表（以下，MNA�SF，MNA），血清アルブミン値（以下 ALB 値），Short Physical Performance Battery（以
下，SPPB），認知機能検査（以下，MMSE），機能的自立度評価表（以下，FIM），とした。各評価項目は入院時と退院時に測定
を実施した。

統計学的検定は，FIM 変化量と年齢，MNA�SF，MNA，ALB 値，SPPB，MMSE との関係を Pearson の相関係数を用いて検
討した。さらに FIM 変化量を従属変数をとし，これらの相関の得られた項目を独立変数とした重回帰分析のステップワイズ法
を用いた。統計解析は IBM 社製 SPSS version23 を用いて行い，有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

FIM 変化量に対して入院時 MNA，MNA�SF 変化量，入院時 MNA�SF，退院時 MNA�SF，MNA�SF 変化量，SPPB 変化量に
おいて相関関係が認められた（p＜0.05）。次に重回帰分析の結果，有意な関連要因として抽出された因子は，MNA�SF 変化量

（β=0.57，p＜0.05），SPPB 変化量（β=0.31，p＜0.05）であった。

【結論】

本研究の結果から，ADL 獲得に寄与する因子として MNA�SF 変化量，SPPB 変化量が関係していることが明らかとなり，
MNA�SF 変化量と SPPB 変化量が多い人ほど FIM 変化量が多いという結果となった。そのため，栄養状態の改善や身体機能の
改善が良い人ほど ADL を獲得できる可能性が示唆された。要因として栄養状態の改善に伴い，身体機能が改善し ADL 獲得に
繋がったと考える。身体機能と ADL 獲得の関連性は，先行研究において数多く記されている。しかし，今回の結果から栄養状
態の改善も ADL 獲得に関連していることが示唆された。栄養状態と ADL 獲得の関連性が明らかとなったことで，理学療法を
実施する上で，身体機能だけでなく栄養状態にも着目し介入する必要性を提言できたと考える。
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P-YB-20-1

短期間低頻度の運動介入は地域在住高齢者の認知機能を改善させるのか？
教室開催回数の違いによる検証

倉地 洋輔1），柳原 順子2），鈴木 美穂2），井上 優3）

1）からだ康房，2）町田市堺第二高齢者支援センター，3）吉備国際大学福祉研究所

key words 認知機能・介護予防・地域在住高齢者

【はじめに，目的】認知症は社会的にも大きな影響を与えることから，認知症予防のための様々な取り組みが各地で行われてい
る。近年，運動が認知症発症リスクの軽減や認知機能低下の抑制に有効であることが報告されている。しかし，介入効果を認め
たプログラムの多くは期間が 6 か月以上で週 3 回以上で実施されており，地域介護予防教室（以下，教室）で同程度の開催期間，
頻度での実施は容易ではない。我々は昨年度の本学会において，地域在住高齢者を対象に週 1 回計 8 回の複合運動プログラムを
提供する教室を開催し，即時再生機能にのみ改善を認めたことを報告した。この結果は限定的であり，介入効果を担保するため
には適切な実施回数に関する追加検証が必要である。そこで本研究は，低頻度で開催される教室の開催回数の違いが認知機能の
変化に与える影響を検証することを目的とした。

【方法】2015 年から 2016 年に東京都 M 市の 2 地区（A 地区および B 地区）における教室に参加した地域在住高齢者を対象とし
た。A 地区の対象者は 13 名（年齢 71.9±6.5 歳），B 地区の対象者は 10 名（年齢 70.4±4.4 歳）で，A 地区，B 地区の介入回数は
それぞれ全 8 回，全 10 回とした。介入プログラムは，ウォーミングアップ，筋力トレーニング，スクエアステップエクササイ
ズ，コグニサイズとし，理学療法士とスクエアステップ指導員が指導した。評価は初回と最終回に行い，認知機能評価項目は，
記憶と前頭葉に関する検査を実施した。記憶は日本語版 Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsycological Status
を用いて 10 単語の即時再生・遅延再生テスト，前頭葉検査は実行機能として山口式漢字符号判定テスト（YKSST），言語流暢
性として語想起テストを行った。教室参加前後の 2 群間比較には，参加前の各指標得点による介入効果への影響を排除するた
め，各指標の初期値を共変量とする共分散分析を行い，事後検定に Bonfferoni 法を用いた。統計学的解析には統計ソフト IBM
SPSS statistics ver.21 を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】運動介入前の A 地区と B 地区の参加者の年齢，身体特性，認知機能に有意差はなかった。介入の結果，A 地区では即時
再生テストが 24.5±10.0 点から 27.0±10.7 点へと有意な改善を認めたが，YKSST，語想起テスト，遅延再生機能テストには有意
な改善を認めなかった。B 地区では，10 単語即時再生テストは 27.2±2.9 点から 31.2±2.5 点，YKSST は 43.9±5.3 点から 47.7
±5.3 点，語想起テストは 10.4±1.1 点から 12.3±1.2 点へと有意な改善を認め，10 単語遅延再生テストは 7.3±0.8 から 7.4±1.2
と有意差は認めなかった。

【結論】地域在住高齢者を対象とした短期間低頻度の教室において，開催回数が 8 回より 10 回の方が複数の認知機能項目に改善
を認めた。本研究結果から週 1 回という低頻度の教室を開催する場合は，少なくとも 10 回の開催が認知機能の改善に望ましい
ことが示唆された。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）【ポスター（予防）P20】

P-YB-20-2

地域高齢者の認知機能低下に影響する要因の検討
2年間の縦断調査から

大杉 紘徳1），村田 伸2），白岩加代子2），安彦 鉄平2），阿波 邦彦3），窓場 勝之4），岩瀬 弘明2），
内藤 紘一2），堀江 淳2）

1）城西国際大学理学，2）京都橘大学，3）大和大学，4）京都博愛会病院

key words 認知症・抑うつ・縦断調査

【はじめに，目的】

高齢社会が進行し続けているわが国において，介護予防は重要課題である。要介護状態に至る原因の上位に認知症があり，認知
症患者数は今後，ますます増加することが予測されている。多くの認知症は根治困難であり，発症予防が重要である。近年では，
認知症の発症予防に対し，身体機能の維持・向上の有効性が示され，理学療法士が認知症予防に関与する機会が増えている。し
かし，認知症に関わる要因は多岐にわたることから，多面的な評価が必要になると思われる。そこで本研究では，2 年間の縦断
調査から，地域高齢者の認知機能低下に影響する要因を，身体機能と抑うつ状態に着目して明らかにすることとした。

【方法】

対象は A 市で毎年開催している健康支援事業に，2014 年および 2016 年の両方に参加し，2014 年時点で認知機能評価（Mini�
Mental State Examination：MMSE）が 28 点以上で，認知機能障害がないと判断された 78 名とした。調査・測定項目は年齢，
身長，体重の基本情報の他に，筋力の指標として握力，等尺性膝伸展筋力，複合的な動作能力の指標として Timed up ＆ Go test，
柔軟性の指標として長座位体前屈を測定した。また，抑うつ傾向の評価として 5 段階 Geriatric Depression Scale（GDS�5）を行
い，GDS�5 で 2 点以上を抑うつ傾向ありと判断した。認知機能の評価には，全般的な認知機能評価である MMSE を用いた。

2014 年から 2016 年にかけて，MMSE で 3 点以上低下した対象を低下群（14 名，平均年齢 72.6 歳，標準偏差 5.2），MMSE の変
化が 3 点未満であった対象を維持群（64 名，平均年齢 72.2 歳，標準偏差 5.2）とした。各群の 2014 年時点の測定値を，対応の
ない t 検定およびカイ二乗検定で比較した。さらに，認知機能が低下したか否かを従属変数，2014 年時点の各測定値を説明変数
とする多重ロジスティック回帰分析（強制投入法）にてオッズ比を求めた。統計解析は SPSS 23 を用い，有意水準を 5% とした。

【結果】

低下群，維持群の 2 群間で各測定値を比較した結果，抑うつ傾向の有無で有意差を認め，低下群では 2014 年時点に抑うつ傾向
を有している者の割合が有意に高かった（P＜0.05，低下群 44%，維持群 17%）。ロジスティック回帰分析の結果，認知機能低下
の有無に関わる要因として有意であったのは抑うつ傾向の有無のみであり，オッズ比は 8.89 だった（95% 信頼区間；1.55�51.10，
P=0.014）。

【結論】

認知機能の低下群と維持群で，調査開始時の各身体機能を比較した結果，各項目に有意差を認めなかった。一方，抑うつ傾向に
ある高齢者は 2 年後に認知機能が低下しやすいことが明らかとなった。これは，年齢やその他の身体機能で調整した分析におい
ても有意であり，抑うつ傾向にあることは，その後，早期に認知機能が低下しやすい可能性が示唆される。認知症予防の介入の
ためには，身体機能の評価のみならず，抑うつを始めとする精神機能評価も併せて行う必要性があると考えられる。
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P-YB-20-3

高齢者における歩行能力および転倒リスクの検討
二重課題下での Frail CS�10 と 10m歩行を用いて

石田 俊1），窪田 正大2），入井 祐太1），坂元 俊哉1），竹内 明禅1），五十峯淳一1），八反丸健二1）

1）医療法人慈圭会八反丸リハビリテーション病院，2）鹿児島大学医学部保健学科

key words 二重課題・Frail CS�10・転倒リスク

【目的】

簡易的な運動機能テストである虚弱高齢者用 10 秒椅子立ち上がりテスト（Frail CS�10）は，歩行速度と有意に関連している
（村田ら 2010）。この Frail CS�10 は，10 秒間に椅子から何回立ち上がりを繰り返すことができるかを評価するもので，時間や場
所の制限が少なく特別な機器を必要としない。また，この Frail CS�10 は，転倒リスクの評価にも有用である（岩瀬ら 2014）。
さらに，我々も FrailCS�10 の回数が 3 回以下で転倒回数が多くなったことを報告した（石田ら 2016）。

近年は，歩行能力の評価に二重課題を用いた（歩行しながら認知課題を課す）研究が散見される。そこで今回は，この Frail CS�
10 に認知課題を課した二重課題下での Frail CS�10（DT Frail CS�10）を用いて歩行能力と転倒リスクの検討をした。

【方法】

対象は，2015 年 3 月から 9 月までの 7 ヵ月間に当院に入院していた，病棟内自立歩行（杖または独歩）の 65 歳以上の患者 50
名（男性 18 名，女性 32 名，平均年齢 75.3±7.4 歳，運動器疾患 25 名，脳血管疾患 25 名）であった。

評価項目は DT Frail CS�10，10m 歩行，年齢，性別，疾患別，転倒歴（過去 2 年間の転倒回数）とした。今回の二重課題は，Frail
CS�10（運動課題）を実施しながら 100�2 の減算（認知課題）を行うこととした。なお 10m 歩行は，自由歩行で計測した。

分析方法は，DT FrailCS�10 と 10m との相関関係を調べた。中央値（74.0 歳）より年齢が低い群と高い群とに対象者を 2 群に分
類し，DT FrailCS�10 と 10m 歩行との関係を比較した。また，過去 2 年間に転倒した転倒群と非転倒群の 2 群（転倒群は 26
名，非転倒群は 24 名）に分類し，DT FrailCS�10 と 10m 歩行を比較した。さらに，DT FrailCS�10 を中央値（3 回）より低い
群（2 回以下）と高い群（3 回以上）とに分け，比較検討をおこなった。

統計処理は，相関関係にスピアマンの順位相関係数，有意差検定にマン・ホイットニーの U 検定を用い，有意水準を 5％ 未満と
した。

【結果】

DT FrailCS�10 と 10m 歩行とは，有意な相関関係を認めた（rs=�0.394，P=0.006）。

DT FrailCS�10 は，年齢が低い群が高い群より回数が有意に多かった（P=0.004）。

DT FrailCS�10 は，非転倒群が転倒群より回数が有意に多かった（P=0.029）。

DT FrailCS�10 は，中央値より低い群（2 回以下）が高い群（3 回以上）より対象者の転倒回数が有意に多かった（P=0.035）。

【結論】

今回の研究で，DT FrailCS�10 が歩行能力と関連性があり，また転倒リスクとも関連性があることがわかった。さらに，DT Frail
CS�10 が 2 回以下で対象者の転倒回数が多くなった。これは，高齢者で病棟内自立歩行レベルであったとしても，DT Frail CS�
10 が 2 回以下であれば転倒リスクが高くなると予測される。

これらの結果より，二重課題下での Frail CS�10 は，運動機能面と認知機能面から簡易的に歩行能力の評価ができ，今後転倒リ
スクの評価の一つとして利用出来ると考える。
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P-YB-20-4

認知症患者における運動シミュレーション，運動イメージ能力がADLに及ぼす
影響

此上 剛健，菴原 亮太，横井 綾，浅野 大喜

日本バプテスト病院

key words 認知症・運動イメージ・ADL

【はじめに，目的】運動イメージ評価のひとつに imagined Time Up and Go test（iTUG）を使用する方法がある。iTUG は，TUG
を実施した後に，心的に TUG をイメージさせた際に要した時間と実際の TUG 時間との一致率を delta TUG と表して運動イ
メージ能力の指標とするものである。先行研究では，健常高齢者の delta TUG と歩行速度，日常生活遂行度が関連すること，ま
た認知症患者の delta TUG は低下しないことが報告されている。これまで認知症患者の ADL にはバランス能力や実行機能が関
連することが示されているが，delta TUG と ADL の関係は明らかになっていない。そこで本研究では，認知症患者の delta TUG
と ADL との関連性，さらに TUG 実施前に心的にイメージさせる simulated TUG（sTUG）も併せて測定し，検討した。

【方法】対象は当院に入院中の高齢者 42 名。認知症診断の有無，Mini Mental State Examination（MMSE）のカットオフ値（23/
24 点）を基準に，認知症あり群 18 名（平均年齢 83.9±6.1 歳，MMSE 21.8±6.1 点），認知症なし群 24 名（平均年齢 80.4±8.0
歳，MMSE 28.1±1.4 点）に分けた。認知機能評価として，MMSE に加え，Frontal Assessment Battery（FAB），Trail Making
Test（TMT），ADL 評価は FIM を実施した。次に TUG 実施前に TUG をイメージしてもらい，その所要時間を sTUG とした。
さらに TUG 実施後に再度 TUG をイメージした時間を iTUG とし，sTUG，iTUG 各々について実際の TUG との一致度を
Beauchet（2010）の方法にならい，gamma TUG（運動シミュレーションの指標），delta TUG（運動イメージの指標）として算
出した。除外基準は，急性疼痛を有する，TMT が遂行できない，実験の趣旨が理解できない場合とした。結果の解析は，男女
比にはカイ二乗検定，その他すべての測定項目については，対応のない t 検定を用いて 2 群間で比較した。次に ADL の関連因
子を調べるために FIM と各測定項目との相関分析をピアソンの積率相関係数を用いて行なった。統計学的有意水準は 5％ とし
た。

【結果】2 群間で年齢，男女比に有意差はなかった。認知症あり群では認知機能（MMSE，FAB，TMT），運動シミュレーショ
ン（gamma TUG），FIM が有意に低下していた（p＜0.05）が，TUG，運動イメージ（delta TUG）に有意差はなかった。FIM
と有意な相関を示した項目は MMSE（r=0.65），FAB（r=0.48），gamma TUG（r=�0.59），delta TUG（r=�0.60）だった（いず
れも p＜0.05）。

【結論】認知症あり群は認知症なし群と比較して，認知機能，FIM，さらに運動シミュレーション能力が低下していたが，TUG
と運動イメージ能力では差がなかった。また今回の対象者では，運動機能は ADL と関連はなかったが，代表的な認知機能の他
に，運動シミュレーションと運動イメージ能力といった行為を実行，修正するために重要な認知機能が ADL と関連することが
明らかになった。
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P-YB-21-1

褥婦 903 名の産後及び 1ヶ月健診時遷延する妊娠期マイナートラブルの実態調
査とその関連要因の分析

田舎中真由美1），仲 貴子2），遠藤 源樹3），木野 秀郷4），久保田武美5）

1）インターリハ株式会社フィジオセンター，
2）千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション科理学療法専攻，
3）東京女子医科大学衛生学公衆衛生学第二講座，4）木野産婦人科医院，5）久保田病院

key words 産後・骨盤輪不安定症・骨盤底機能不全

【はじめに，目的】妊娠・分娩により腰痛・骨盤痛をはじめとする骨盤輪不安定症や排泄障害といったマイナートラブルを生じ
る褥婦は多い。これら骨盤輪不安定症に焦点を当てた研究（Noren ら；2002，Ostgaard ら；1997）や尿失禁に焦点を当てた妊
娠期・産褥期の研究（Torrisi ら；2012）は散見されるが，同一対象者における両者の関連を分析した報告は少ない。我々は第
75 回公衆衛生学会において褥婦の 75.7% が産後マイナートラブルを抱える現状が明らかにし，更に，妊娠期マイナートラブルの
ある者はない者より産後マイナートラブルが 3 倍も多いことを報告した。しかしここでは妊娠期マイナートラブルの内訳を言
及するには至らなかった。本研究の目的は，産後マイナートラブルに関連する妊娠期マイナートラブルの詳細を明らかにし，遷
延するマイナートラブル予防・改善のための疫学的知見を得ることである。

【方法】対象者は産科医院において 2014 年 11 月から 2016 年 3 月末までに分娩した褥婦 903 名であった。1 ヶ月健診時に自記式
質問紙調査を実施し，妊娠中，産後，および 1 ヶ月健診時のマイナートラブルの有無を調査した。ここでいうマイナートラブル
とは腰痛，恥骨痛，殿部・骨盤痛，尾骨痛，頸部・肩の凝り，尿失禁，ガス失禁，便失禁，便秘である。1 ヶ月健診時まで遷延
する産後マイナートラブルの有無を従属変数，妊娠期のマイナートラブルそれぞれの有無を独立変数，年齢，胎児体重を調整変
数として多重ロジスティック回帰分析（尤度比による変数増加法）を行った。

【結果】対象者の平均年齢±SD は 31.6±4.4 歳，出産歴は第 1 子が 49.1% で平均分娩週数は 39 週，自然分娩が 62.7% を占め平均
分娩時間±SD は 9.2±7.2 時間，子の平均出生体重±SD は 3083.3±374.4g であった。妊娠中に腰痛・骨盤帯疼痛と何らかの骨盤
底機能不全が併存した割合は 42.0%，骨盤帯疼痛のみが 30.0%，骨盤底機能不全のみは 13.5% であった。1 ヶ月健診時まで遷延す
る産後マイナートラブルの有無に関連が示唆される変数は，妊娠中の腰痛（OR0.61，95%CI 0.46�0.81，p＜0.01），恥骨痛（OR
0.61，95%CI 0.44�0.84，p＜0.01），殿部・骨盤痛（OR0.40，95%CI 0.27�0.59，p＜0.01），頸部・肩の凝り（OR0.29，95%CI 0.20�
0.42，p＜0.01），便秘（OR0.71 95%CI 0.52�0.95 p＜0.05）で，尾骨痛，尿失禁，ガス失禁，便失禁は残らなかった。これによる判
別的中率は 66.5% であった。

【結論】1 ヶ月健診時まで遷延する産後マイナートラブルの要因として，妊娠中の頸部・肩の凝り，便秘と，腰痛，恥骨痛，殿部・
骨盤痛といった骨盤輪不安定症の関連が明らかとなった。これらは総じて運動器の症候と捉えることもできる。今後医師，助産
師との連携の元，理学療法士が妊娠期からマイナートラブルの評価を行い，これらの症候を呈する症例に早期介入を行うこと
で，産後及び 1 ヶ月健診時まで遷延する褥婦のマイナートラブルを予防できる可能性が示唆された。
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P-YB-21-2

女子大学生における月経前症候群と部活の有無による身体活動量の関連につい
て

島 香織1），田代 雄斗2），田坂精志朗2），鈴木 祐介2），松下 智史2），松原 慶昌2），川越 美嶺2），
園田 拓也2），中山 恭章2），横田 有紀2），青山 朋樹2）

1）京都大学医学部人間健康科学科，2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

key words 月経前症候群・身体活動・女子大学生

【はじめに・目的】

月経前症候群（以下 PMS）とは，月経前 3～10 日の間続く精神的あるいは身体的症状で，月経発来とともに減退ないしは消失
するものを特徴とする。先行研究によると，30 代に比べて 20 代の PMS の発症頻度が高いと言われており，女子大学生の PMS
症状において日常生活習慣の関連についての報告もみられるが，女子大学生の PMS 症状の程度と身体活動量を運動部への所属
の有無を踏まえて報告しているものはない。そこで本研究の目的は，女子大学生の運動部への所属と身体活動量が PMS に与え
る影響について検討することとした。

【方法】

研究対象は運動部に所属している女子大学生（以下，所属群）240 名と，運動部に所属していない女子大学生（以下，非所属群）
195 名の合計 435 名で，解析対象は月経周期が不規則な者や PMS 症状に影響する既往歴をもつ者，欠損値を除外した 381 名

（所属群 211 名，非所属群 170 名）とした。調査方法は内容が同じ質問紙と web アンケートの 2 つを使用し，年齢（20.5±1.2
歳），月経周期，PMS 症状，身体活動量を聴取した。

PMS 症状の評価は，米国産婦人科学会の診断基準 10 項目（身体症状 4 項目，精神症状 6 項目）に，先行研究を基に身体症状 6
項目（下腹部の痛み，食欲亢進，疲労感，腰痛，眠気，ニキビ）と精神症状 2 項目（集中力がなくなる，やる気がなくなる）を
加えた合計 18 項目を点数化し（症状なし：0 点，症状はあるが生活に支障はない：1 点，生活に支障あり：2 点），その合計を算
出した。

また，身体活動量の指標には国際標準化身体活動質問票（IPAQ）Short Version 日本語版を用い，運動強度が強い身体活動，中
等度の身体活動，歩行，不活動（座位や睡眠以外の臥位）のそれぞれ活動量（METs）から，個人の体型を考慮した活動量（kcal）
を算出し，さらに 1 日当たりの合計身体活動量（kcal�minutes/日）を算出した。

統計処理は，所属群・非所属群における PMS 症状 18 項目の比較については対応のない t 検定，また両群における IPAC の運動
強度別の比較は Spearman の順位相関分析を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

解析の結果，非所属群において PMS18 項目の合計点が有意に高かった（所属群 8.1±6.6 点，非所属群 10.0.±7.1 点，p=.009）。

また，非所属群は，PMS 症状 18 項目のうち，身体症状 10 項目の合計点と IPAC の中等度の身体活動量に負の相関（p=.037，r
=�.161）がみられ，不活動の時間と正の相関（p=.038，r=.159）がみられた。一方，IPAC の 1 日の合計身体活動量と PMS 症状
18 項目との関連は見られなかった。

【結論】

本研究の結果，非所属群の方が所属群に比べて PMS 症状が生じやすく，その中でも身体活動を詳細に検討した結果，運動強度
が中等度（IPAC では 4METs の運動強度としており，家事や階段の昇り降りが含まれている）の身体活動量が多いほど PMS
症状のうち身体症状が減少し，一方で不活動量が多いと身体症状が増加することが明らかとなった。
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P-YB-21-3

外科・泌尿器科混合病棟における排尿ケアチームの取り組みと課題

上村 幸子1），末松 直子1），楢原 貴雄1），赤坂聡一郎2）

1）労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター中央リハビリテーション部，
2）労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター泌尿器科

key words 排尿ケア・ADL向上・多職種介入

【はじめに，目的】

2016 年度の診療報酬改定により新設された排尿自立指導料は，下部尿路機能障害を有する患者に対して，病棟でのケアや多職種
チームによる下部尿路機能の回復のための包括的排尿ケアを評価するものである。尿道留置カテーテルを 1 日でも早く抜去し，
尿路感染を防止するとともに，下部尿路機能を回復させ排尿自立を促すことを目的とされ，QOL の向上や健康寿命の延長に寄
与することが期待されている。当院では，泌尿器科医師・看護師・理学療法士・事務職員からなる排尿ケアチームを発足させ，
平成 28 年度 6 月より外科・泌尿器科混合病棟にて介入を開始した。そこで，本研究の目的を，チーム発足からの経過を調査し
介入効果ならびに課題を検討することとした。

【方法】

対象は年 6 月～9 月に当院外科・泌尿器科混合病棟（53 床）に入院し排尿ケア介入を行った患者 37 例（男性 21 名，女性 16
名，平均年齢 78.6±2.2 歳）とし，死亡例，転科・転棟例は本検討から除外した。

カルテより，年齢，尿道留置カテーテル期間，在院日数，下部尿路機能障害の評価（以下 LUTD），ADL 評価（Barthel Index，
以下 BI）を後方視的に調査した。排尿ケア介入の効果の検討として，LUTD，BI の比較を開始・退院時で対応のある t 検定を
用いて行った。さらに排尿ケア介入＋疾患別リハ群 28 例（以下リハ実施群），排尿ケア介入のみの群 9 例（以下リハ非実施群）
で 2 群に分類した。2 群間の差の検定を Mann�Whitney の U 検定を用いて行った。有意水準は 5% 未満とし，統計解析には，
SPSS Ver.24.0 を用いた。

【結果】

排尿ケア介入おいて，LUTD は開始時 7.4±3.9 点退院時 5.0±3.2 点，BI は開始時 34.8±10.3 点退院時 73.9±32.0 点と，共に有意
な改善を認めた（p＜0.01）。

開始時 LUTD は，リハ実施群 8.6 ±3.8 点リハ非実施群 4.4±2.6 点，退院時 LUTD は，リハ実施群 3.0±2.6 点リハ非実施群 0.6
±0.3 点と，共にリハ実施群が有意に低かった（p＜0.01）。開始時 BI は，リハ実施群 23.9±8.4 点リハ非実施群 68.3±31.7 点 と
リハ実施群が有意に低かった（p＜0.01）。在院日数は，リハ実施群 38.6±21.1 日リハ非実施群 17.1±6.6 日とリハ実施群が有意に
長かった（p＜0.01）。

その他の項目においては，有意な差は認められなかった。

週 1 回のカンファレンスでは，排尿ケア実施継続の必要性の有無や，ADL 向上に向けた排泄方法の提案，投薬の他，排尿ケア
だけにとどまらず，栄養・全身状態，社会背景等含め，包括的に検討される。疾患別リハ未実施の患者も対象となるため，ADL
低下が懸念される場合は，疾患別リハ開始の提案することも可能となった。

【結論】

排尿ケアチームの介入は，多職種での情報共有が図れ，ADL 改善に貢献できることが示唆された。引き続き実際の介入内容の
指標が明確になるよう検討し，患者の ADL 向上（低下の予防）に繋がるよう積極的な取り組みが求められる。
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P-YB-21-4

排尿ケアチームにおける理学療法士の役割についての検討

松永 明子1），横田 一彦1），小柳 礼恵2），林 千恵子2），長谷 久恵3），宮嵜 英世4），芳賀 信彦5）

1）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部，2）東京大学医学部附属病院看護部，
3）東京大学医学部附属病院事務部総務課，4）東京大学医学部附属病院泌尿器科，
5）東京大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学

key words 排尿自立指導料・排尿ケアチーム・理学療法士

【はじめに】

平成 28 年度の診療報酬改定で排尿自立指導料が新設され，多職種で構成された排尿ケアチームと病棟看護師等が排尿自立に対
して包括的ケアを実施するシステムが動き始めた。当院では，平成 28 年 6 月より排尿ケアチームによる活動が開始している。
今回，当院での排尿ケアチームの活動経過を振り返り，対象者の特徴を調査した。これらを通しチーム内での理学療法士（以下
PT）の役割と今後の課題について検討したので報告する。

【方法】

排尿自立指導料算定に向けた事務部門との連携，排尿ケアチームの結成，施設基準申請に必要な院内勉強会の開催など，当院に
おける一連の活動を振り返った。さらに平成 28 年 6 月の算定開始から 8 月までに排尿自立指導料を算定した入院患者 150 名及
びリハビリテーション（以下リハ）科医師の処方を経て PT が個別療法として介入した 33 名を対象としてその特徴を検討した。

【結果】

当院では平成 28 年 4 月から関係部署のスタッフが集まり，診療計画書の作成や対象病棟・対象患者の院内基準の決定，コンサ
ルト手順などのシステム作りを開始した。その上で，排尿自立指導料に関わる説明会，勉強会を実施し院内スタッフへの周知を
行い，6 月から算定を開始した。これまでに排尿自立指導料の対象となった患者は実人数 150 名，診療科は泌尿器科 113 名，整
形外科 23 名，その他の診療科 14 名であった。そのうち通常のリハ処方を経て PT が介入したのは 33 名（23.2％）で，平均年齢
は 61.1±20.3 歳，整形外科 23 名，泌尿器科 6 名，その他の診療科 4 名，手術目的での入院が 28 名であった。また，PT 介入時
に移動を含めたセルフケアが自立していたのは 29 名であり，リハ依頼は主に術後の安静度拡大に応じた動作指導，機能回復な
どが目的であった。

【結論】

多職種からなる排尿ケアチームの中で，PT は専門性を生かして排泄動作の妨げとなっている機能障害を評価し，病棟看護師等
に対して安全な動作の誘導方法や環境設定を提案する役割を持つ。今回の調査では，当院での指導料算定対象病棟が外科中心で
あったため，リハ医の処方を経た PT 介入目的は主に術後の身体機能へのアプローチであったことがわかった。今後の排尿ケア
チームにおける PT の役割として，術後の身体機能へのアプローチ以外にも疾患特性や既往歴などから判断して，低体力や骨盤
底機能低下，巧緻運動機能低下などの個別に対応が必要と考えられる患者をスクリーニングし，積極的に個別療法の対象として
提案していくことも重要であると考える。
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P-YB-21-5

地域在住経産婦のマイナートラブルに関する実態調査と理学療法介入の可能性

橋本 優子

医療法人うらた整形外科クリニック

key words マイナートラブル・経産婦・運動器疾患

【はじめに，目的】

女性のライフステージは，思春期，成熟期，更年期および老年期に分けられる。その中でも成熟期における月経，妊娠，出産，
また更年期は身体面だけでなく，心理面でも大きな変化を経験する時期である。特に妊娠，出産に伴う身体的変化は大きい。近
年，妊娠や出産に伴うマイナートラブルを抱える人も多く報告されている。このマイナートラブルとは，妊娠や出産を機に生命
を脅かすものでは無いものの，QOL に影響を与える症状のことである。そこで，実際に妊娠・出産を経た女性がどのような身
体状況にあるのか実態を調査し，理学療法の介入の可能性について検証を行った。

【方法】

平成 27 年度，公民館や子育て支援施設，企業で開催した女性向け健康教室の参加者のうち，調査に同意した 89 名に無記名のア
ンケート調査を実施した。質問は 1）産後マイナートラブルの有無，2）マイナートラブルの内訳，3）マイナートラブルに対し
てどこへ行ったか，4）現在の運動習慣の有無，5）運動の具体的な内容とした。

【結果】

回答者の年齢は 20 代 6 名，30 代 59 名，40 代 14 名，50 代 10 名であった。1）産後のマイナートラブル有りと回答したのは 85
名（95.5％），2）腰痛，ウエスト周囲のたるみ，肩の痛み，体重増加，疲労感，尿失禁，膝痛，便秘，月経周期の乱れ，性交痛，
生理痛の順で多かった。その他，頭痛や頸部の痛み，ばね指，腱鞘炎なども挙げられた。3）どこにも行かなかった 50 名（56.2％），
整骨院，ヨガ・ピラティス教室，マッサージ，整体，カイロプラティック，鍼灸院，医療機関の順で多かった。4）運動習慣有
りと回答したのは 26 名（29.2％），5）運動平均時間 27.6 分，最も多い項目はストレッチであった。また 1）でマイナートラブル
無しと回答した 4 名中 3 名は 4）で運動習慣有りと回答し，5）で 3 人とも 1 日 30 分のストレッチを行っていた。

【結論】

今回，経産婦の大半がマイナートラブルを経験するものの，そのまま放置している人が多いことがわかった。症状の内訳を見る
と，腰痛や肩の痛みなど理学療法士が介入することができる運動器疾患が多く挙げられている。マイナートラブルを経験しな
かった人は日常的に運動を行っており，適度な運動がマイナートラブルを回避する一要因となる事が推測される。このことから
直接的治療だけでなく，マイナートラブルに対する啓発活動やセルフケアの教育など予防面でも介入の可能性が示唆された。
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P-YB-22-1

転倒回避ステップのバランス回復能力と下肢筋力およびRFDとの関係

越智 亮，大澤 竜也，杉山 友斗，中村 翔太

星城大学リハビリテーション学部

key words ステップ・バランス回復・Rate of force development

【はじめに，目的】

つまずき等のきっかけ後，下肢を大きく踏み出すこと（以下，ステップ）で転倒を回避することができる。バランス喪失からス
テップで回復するには，下肢を素早く踏み出すために，最大筋力のみならず，適切なタイミングに素早く関節モーメントを産出
する能力も必要となる。これまでバランス回復能力と下肢筋力の関係は明らかにされているが，RFD との関係については検討
されておらず，不明なままである。本研究の目的は，Tether�Release 法で評価されるバランス回復能力と，下肢筋群の最大筋力
および RFD との関連性を，若年者を対象に検証することである。

【方法】

対象は健常若年者 40 名（男性 20 名，女性 20 名，年齢 20～22 歳，平均身長 163.6cm，平均体重 57.5kg とした。MMT の方法で
股屈曲・伸展，膝屈曲・伸展，足背屈・底屈の等尺性最大筋力を発揮させ，トルクカーブを計測した。足底屈のみ MMT とは異
なる方法を用い，股屈曲 90̊ 長座位で足底にロードセルを設置した。3 回計測し，トルクカーブのピークが最大のものをデータ
とした。トルクカーブは 10ms の移動平均法で平滑化し，ピークを最大筋力（Nm/kg）とした。さらに，筋力発揮開始からピー
クまで 10ms 毎のトルク上昇量（傾き）を算出し，その中の最大値を instantaneous Rate of Force Development（以下，iRFD）
とした。ステップ誘発は，被験者に牽引ケーブルで背部を牽引した状態で身体を前傾させ，検査者が牽引を解放した後にステッ
プさせる方法とした。初期身体前傾角度（床からの垂直軸と，肩峰―腓骨外果を結んだ線のなす角）を徐々に大きくしていき，
一歩のバランス回復に失敗した一段階前の身体前傾角度をバランス回復能力とした。バランス回復能力を目的変数，下肢の各最
大筋力および iRFD を説明変数とし，ステップワイズによる重回帰分析を行った。サブ解析としてバランス回復能力が最も高い
者から第 1 四分位までの 10 名を高能力群，第 3 四分位から最低値までの 10 名を低能力群として，各最大筋力，iRFD の群間比
較を行った。

【結果】

バランス回復能力に関連のある因子として抽出されたのは股屈曲筋力のみであった（標準化偏回帰係数 0.577，p＜0.01，自由度
調整済み決定係数 0.315）。高能力群と低能力群のバランス回復能力はそれぞれ 37.9±2.5̊ と 26.8±1.9̊ で，両群の男性数は 8 名と
3 名であった。高能力群と低能力群で有意差を認めたものは股屈曲筋力（3.2±0.6 Nm/kg と 2.5±0.4 Nm/kg，p＜0.01），股伸展
iRFD（735±276 Nm/s と 503±185 Nm/s，p＜0.05），足底屈 iRFD（577±213 Nm/s と 377±198 Nm/s，p＜0.05）で，いずれも
高能力群が高値であった。

【結論】

より大きく身体が傾斜した状態から素早くステップでバランス回復するために，股屈曲筋力が大きな役割を持つ。バランス回復
能力を向上させるために，最大筋力だけでなく，股伸展と足底屈の筋力を素早く産出する能力も必要であることが示唆された。
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P-YB-22-2

視覚情報の違いによる跨ぎ動作の相違

加藤 結衣1），池田 由美2）

1）地域医療機能推進機構船橋中央病院リハビリテーション科，2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科

key words 視覚情報・高齢者・跨ぎ動作

【はじめに，目的】

高齢者の転倒は骨折の原因として最も多く挙げられる要因であり，転倒の原因には段差への躓きが挙げられる。先行研究におい
て，錯視を利用した障害物のある条件下における跨ぎ動作での障害物と足部の距離を測定した報告はあるが，成人と高齢者の見
え方による違いから検討したものはほとんど見当たらない。そこで，本研究では成人と高齢者体験ゴーグルを装着した成人間と
で障害物の見え方や跨ぎ動作時の足部と障害物との距離に差異が生じるのかを分析し，視覚情報の違いによる跨ぎ動作に相違
がみられるか検討することを目的とした。

【方法】

対象は下肢および視覚に障害を有さない健常成人 30 名（男性 9 名，女性 21 名，年齢 21.8±0.6 歳）とし，高齢者体験ゴーグル
を装着した者（以下，疑似高齢者群）と装着しない者（以下，コントロール群）の 2 群に無作為に分けた。実験は白い歩行路に
て行い，スタート地点から 5m 先の歩行路上に障害物を設置した。障害物は高さ 20cm，横幅 40cm，奥行 5cm の大きさで，縦
ストライプ，横ストライプ，全体が茶一色の 3 種類の模様を用意した。被験者は障害物 5m 手前から歩行を始め，右足から障害
物を跨ぐように指示した。練習は 1 回行い，その後各障害物の試行を 3 回ずつ計 9 回行った。その様子をビデオカメラにて記録
し，①右足が障害物前縁を超える際の足尖高（右足前縁足尖高），②右足が障害物後縁を超える際の踵部高（右足後縁踵部高）の
2 項目を測定した。また，画像解析を行った際，障害物の跨ぎ方に膝関節を大きく屈曲させ跨ぐタイプと，膝関節を必要最低限
に屈曲させて跨ぐタイプがあることが確認されたため，この 2 つのタイプごとの分析も行った。測定結果は①右足前縁足尖高と
②右足後縁踵部高において，各群を 1 要因（2 条件），障害物を 1 要因（3 条件）とする二元配置分散分析を有意水準 5％ として
行った。

【結果】

コントロール群と疑似高齢者群の 2 群間にて，①右足前縁足尖高ではすべての障害物条件において，②右足後縁踵部高では横ス
トライプにのみ疑似高齢者群の方が有意に高値を示した。膝関節を大きく屈曲させて跨ぐタイプは，①右足前縁足尖高，②右足
後縁踵部高ともにすべての障害物条件において疑似高齢者群の方が有意に高値を示した。膝関節を最小限屈曲させて跨ぐタイ
プは，①右足前縁足尖高，②右足後縁踵部高ともに茶色と横ストライプ条件で疑似高齢者群の方が有意に高値を示した。また，
コントロール群では①右足前縁足尖高において横ストライプと比べ縦ストライプの方が有意に高値を示した。

【結論】

視覚情報の異なる障害物において，健常成人は錯視の影響を受けるが，健常成人が高齢者と類似した視力，視野の状態となると，
色覚に対しての影響が大きくなることが分かった。また，膝関節を最小限屈曲させて跨ぐタイプは錯視，色覚ともに影響を受け
やすいことが考えられた。
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P-YB-22-3

高齢者の姿勢変化と身体機能との関係
3年間の縦断的検証

加納 弘崇

デイサービス shisei 太田川

key words 姿勢評価・高齢者・身体機能

【はじめに，目的】

身体機能と姿勢との関係について検証された研究は少ないが，身体機能と姿勢ともに加齢の変化との関係については，重要と考
えられている。そこで，3 年間以上施設に通所している高齢者の体力測定と姿勢測定の結果を用いて身体機能と姿勢との関係に
ついての検討を行った。

【方法】

対象は，H21 年 4 月から H27 年 10 月の間で 3 年以上施設を利用されている利用者で男性 6 名（初回平均年齢 66.33 歳，平均 BMI
25.39，脳梗塞 3 名，脊髄小脳変性症 1 名，脊椎狭窄症 1 名，パーキンソン病 1 名），女性 4 名（初回平均年齢 79.50 歳，平均 BMI
25.36，脳梗塞 2 名，圧迫骨折 1 名，人工股関節 1 名）。身体機能は，HUR 社製のマシンとパフォーマンスレコーダーにて，股関
節外内転，左右体幹回旋，左右 leg press，左右膝伸展・左右膝屈曲の各筋力。takei 社製の握力計にて，握力を測定。開眼片脚
立ち保持時間（片脚立ち），10m 歩行，Timed Up and Go test（TUG）を計測した。姿勢測定は，（株）ザ・ビッグスポーツ社製
の PA200 を用い，前額面では，眉間，両肩峰，喉元，臍，両上前腸骨棘，両膝蓋骨中心，両足関節中心を指標とし，矢状面で
は，耳穴，C7，肩峰，上前腸骨棘，上後腸骨棘，大転子，外側上顆，第五中足骨粗面を指標とした。初回と 2 年目，3 年目の 10
m 歩行と左右 TUG の測定値の差と同様の体力測定値と姿勢測定値の差とを相関関係をピアソンの積率相関係数を用いて検討
した。

【結果】

初回�2 年目では，左右 leg press，右膝伸展，片脚立ち，右 TUG，10m 歩行にて有意な改善がみられ，初回�3 年目では，左右
leg press にて有意な改善がみられた。また，骨盤回旋や大転子，眉間が正中線に有意に近づいた。10m 歩行との相関関係がみら
れたのは，初回�2 年目では，左レッグプレス（r＝0.40）と大転子（r＝0.49）。初回�3 年目では，大転子（r＝�0.64），眉間（r
＝�0.43）であった。右 TUG では，初回�2 年目にて左 TUG（r＝0.90）と 10m 歩行（r＝0.72），初回�3 年目で左 TUG（r＝0.95）
と 10m 歩行（r＝0.92），片脚立ち（r＝�0.40），大転子（r＝�0.74），眉間（r＝�0.50）であった。左 TUG では，初回�2 年目にて
10m 歩行（r＝0.95），初回�3 年目にて片脚立ち（r＝�0.50），大転子（r＝�0.57），眉間（r＝�0.44）であった。

【結論】

過去の文献から，首背角度と筋力量，最大歩行速度や 6 分間歩行と腰椎前彎角に有意な相関が認められ，大腿四頭筋等の膝伸展
筋力と腰椎前彎角との関係にも負の相関が認められている。本研究も，10m 歩行と leg press とに正の相関が，10m 歩行と大転
子，10m 歩行と眉間，左右 TUG と大転子，左右 TUG と眉間とに負の相関が認められ，大転子や眉間が正中線に近づく事によ
り 10m 歩行や TUG の測定値が向上されたと考えられ，大転子や眉間の位置が歩行速度や機能的移動能力といった身体機能に
影響を及ぼす可能性があり，姿勢の評価や指導も効率的な身体機能の改善に期待できると示唆された。
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P-YB-22-4

地域在住中高齢者における生活空間と身体的・心理的因子との関連についての
共分散構造分析

池添 冬芽1,5），井上和郁子2,5），正木 光裕3,5），神谷 碧1,5），磯野 凌1,5），加藤 丈博1,5），
山縣 桃子1,5），佐伯 純弥1,5），田中真砂世1,5），田原 康玄4,5），松田 文彦4,5），坪山 直生1,5），市橋 則明1,5）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）アルケア株式会社，
3）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，4）京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター，
5）ながはま0次コホート研究グループ

key words 生活空間・身体的・心理的因子・共分散構造分析

【はじめに，目的】

高齢者の生活空間には，さまざまな身体的因子・心理的因子が複雑に影響を及ぼし，またこれらの要因間にも相互に関連性がみ
られると考えられる。また，身体的・心理的因子には性差が存在するにも関わらず，これらが生活空間に与える影響について男
女別に検討した報告は少ない。そこで，本研究では地域在住中高齢者の生活空間に直接的・間接的に影響を及ぼす因子を明らか
にすることを目的として，身体的因子および心理的因子を詳細に評価し，共分散構造分析を用いて影響因子間の関連を考慮した
うえで男女別に生活空間に影響を及ぼす因子について検討した。

【方法】

対象は 60 歳以上の滋賀県長浜市在住中高齢者 736 名（男性 236 名，女性 500 名，年齢 68.2±5.1 歳）とした。なお，重度の神経
学的・整形外科的障害や認知障害を有する者は対象から除外した。

生活空間の評価には Life�Space�Assessment（LSA）を用い，過去 1 ヵ月間の活動範囲，活動頻度および自立度から評価した。

身体的因子として，移動動作能力（通常・最大歩行速度，二重課題歩行速度，段差昇降テスト，立ち座りテスト），下肢筋力
（膝伸展，股伸展・屈曲・外転，足趾屈曲筋力），バランス能力（安静立位時重心動揺，片脚立位保持時間，TUG），疼痛，心肺
機能（心機能，呼吸機能）について評価した。心理的因子として，健康関連 QOL（SF�8），主観的健康観，抑うつ，転倒恐怖感
について評価した。

生活空間に対する身体的および心理的因子の影響および要因間の関連を検討するために，男女別に仮説モデルを作成し，共分散
構造分析を行った。なお，モデルには「心理的因子」および身体的因子として「移動動作能力」「下肢筋力」「バランス能力」「痛み」

「心肺機能」という構成概念を用いた。

【結果】

共分散構造分析の結果，女性においては移動動作能力および心理的因子が直接的に生活空間に影響を及ぼすことが示された。さ
らに，移動動作能力は心理的因子に影響を及ぼし，生活空間に対する間接的な影響も持つことが示された。一方，男性において
は生活空間に直接影響を及ぼす因子は心理的因子であり，移動動作能力は生活空間に対して直接的な影響を及ぼさないことが
示された。また，男女のモデルに共通して，移動動作能力は筋力およびバランス能力から影響を受け，これらは間接的に生活空
間に影響を及ぼしていた。一方，男女ともに心肺機能は生活空間に対して影響を及ぼさないことが示された。生活空間に対する
影響の強さを示す標準化総合効果を求めた結果，男性では心理的因子，女性では移動動作能力が最も大きい値を示した。

【結論】

地域在住中高齢者を対象に生活空間に影響を及ぼす因子について共分散構造分析を用いて検討した結果，男性では身体的因子
よりも心理的因子の影響が大きく，一方，女性においては心理的因子よりも身体的因子，特に移動動作能力の影響が大きいこと
が示唆された。
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P-YB-22-5

高齢者の脊柱後彎変形による下肢筋力とADLとの関連
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【はじめに，目的】

脊柱後彎変形は代表的な加齢変化の一つであり，安藤は疫学調査を行った結果，高齢者の 61% に脊柱後彎姿勢を認めたと報告し
ている。臨床において脊柱後彎変形を呈し，起立・歩行動作や ADL 能力が低下している症例を散見する。脊柱後彎変形を呈し
たものは体幹の動きを制限し起立・歩行動作に影響していると考え，本研究は脊柱後彎と起立・歩行動作，ADL との関連を調
査することを目的とした。

【方法】

対象は当園利用者の 32 名（男性 18 名，女性 14 名，平均年齢 85.06 歳±7.71）とし，中枢神経疾患を有するものは除外した。評
価項目は脊柱後彎，等尺性膝伸展筋力，歩行速度，5 回起立テスト，ADL の計 5 項目とした。脊柱後彎の評価は Milne の円背指
数（kyphosis index：以下 KI）を算出し，KI13 未満を非円背群（n=15），KI13 以上を円背群（n=17）と分類した。等尺性膝伸
展筋力は Hand Held Dynamometer を用いて左右各 2 回測定し最大値を採用したものをトルク体重比に換算し，左右両側平均
値（Nm/kg）とした。歩行速度は助走区間を前後 2m に設けた 10m 歩行を最大歩行速度で 2 回測定し，最大値を歩行速度（m/
sec）に換算し，ADL は FIM の運動項目のスコアを算出した。分析は各評価項目間の相関関係については Spearman の順位相
関係数を用い，円背群と非円背群の各評価項目における差の検定には Mann�Whitney 検定を用いた。有意水準は危険率 5% 未満
とした。

【結果】

Spearman の順位相関の結果 KI は各評価項目と相関を認めなかった。歩行速度は浴槽移乗を除く ADL 項目に相関を認め，5
回起立テストは各 ADL 項目と相関を認めた。その他項目で有意な相関は認めなかった。Mann�Whitney 検定による円背群と非
円背群の比較では各評価項目に有意差を認めなかった。

【結論】

歩行速度や 5 回起立テストといった下肢機能のパフォーマンスが ADL 自立において重要であり，今回着目した脊柱後彎に関し
ては起立・歩行動作や ADL に対する直接的な影響は少なく下肢の筋力低下の方が阻害要因となりやすいと示唆された。しかし
脊柱後彎変形と動作に関する報告もあり，黒川は歩行時の円背姿勢が骨盤後傾を有意に増大させ，立脚後期に重心が立脚側後方
へ偏位した状態となり股関節外転モーメントが減少し，歩行のエネルギー効率を悪化させると報告している。このことから脊柱
後彎変形を有するものに対する治療として下肢筋力の評価と筋力増強を図ることが重要であるが，脊柱後彎変形による立位や
歩行への影響を理解した上で介入を図る事が ADL 自立にあたり重要と考える。
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【はじめに，目的】

高齢者における痛みの問題は，質や程度によって，心理面への影響から活動制限にいたるまで多岐にわたる。中でも，痛みの部
位数については多関節痛が転倒発生の危険因子と報告されており評価すべき項目として認識されている。歩行速度など身体機
能と痛みの部位数との関連性は明らかにされているが，客観的指標により算出した歩行の質の評価を含めた歩行機能との関連
性について検討した報告は存在しない。そこで本研究の目的を地域在住高齢者における多関節痛と歩行の質との関連の検討と
した。

【方法】

対象は地域在住高齢者 224 名のうち，Mini Mental State Examination が 23 点以下，歩行補助具の日常的な使用，データ欠損の
ある対象者を除いた 176 名（平均年齢 73.7±5.5 歳，女性 60.8%）とした。測定項目は一般情報の他，医学的情報，過去 1 年間の
転倒経験の有無，痛みの評価，歩行測定を実施した。医学的情報は併存疾患数，抗鬱薬使用の有無，鎮痛薬使用の有無を聴取し
た。痛みの評価は一ヶ月以上続く関節痛の箇所数を評価した。歩行測定は加・減速路を 2.5m，その間 10m を測定路とした歩行
路において，自由歩行条件下で実施した。歩行測定は 3 軸加速度計内蔵の小型センサを第 3 腰椎棘突起に装着して行った。歩行
速度に加え，小型センサより得られたデータから体幹運動の定常性を表す指標として自己相関係数（autocorrelation coeffi-
cient：AC）を垂直・左右・前後方向について算出した（それぞれ AC�VT・AC�ML・AC�AP）。統計解析は，痛みの部位数か
ら関節痛なし群，単関節痛群，多関節痛群の 3 群に分類し，歩行指標について Jonckheere�Terpstra 検定を用いた傾向検定を実
施した。その後，歩行指標を従属変数，その他の測定項目を独立変数とした重回帰分析を実施し，関節痛なし群を参照値とした
単関節痛群及び多関節痛群それぞれの非標準化係数（B）および 95% 信頼区間（95%CI）を算出した。AC については歩行速度
も独立変数に追加して解析を行った。

【結果】

各群の対象者人数割合はそれぞれ関節痛なし群が 59.7%，単関節痛群が 25.0%，多関節痛群が 15.3% であった。傾向検定では疼
痛部位数が多いほど歩行速度，AC�ML が低下するという有意な傾向が示された（それぞれ p＜0.01）。重回帰分析の結果，関節
痛なし群と単関節痛群はすべての歩行指標で関連を示さなかった。一方，多関節痛群は歩行速度と AC�ML において関節痛なし
群と比較して有意に歩行速度が遅く（B=�0.09，95%CI［�0.17，�0.00］），低い AC�ML を示した（B=�0.09，95%CI［�0.14，�0.04］）。

【結論】

地域在住高齢者において，二カ所以上痛みを有することが歩行速度だけでなく歩行の質も低下させていることが示唆された。本
研究は横断研究であるが，先行研究で左右方向の定常性が転倒と関連していることが報告されていることから，痛みを有する高
齢者に対して歩行解析による評価の重要性が示されたと考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 14日（日）11：40～12：40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）【ポスター（予防）P23】

P-YB-23-2

地域在住高齢者に対する二重課題を用いた歩行能力の年代比較
―Walking Stroop Carpet による検討―

滝本 幸治，竹林 秀晃，奥田 教宏，宅間 豊，井上 佳和，宮本 祥子，岡部 孝生，
宮本 謙三

土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科

key words 地域在住高齢者・二重課題・年代比較

【目的】我々は，Walking Stroop Carpet（WSC）という本来机上で行われるストループ課題を歩行路に模し，指示された文字や
色のターゲットを踏み分けながら歩行する課題の有用性について検討してきた。WSC は，特定のターゲットを選択する認知性
負荷と，ターゲットを踏み越えるために足の運びが不規則になる運動性負荷が加わる特性がある。今回，WSC による地域在住
高齢者の年代比較により，年代間で歩行能力の差異が検出されたので報告する。

【方法】対象は，高知県某市にて実施された運動啓発事業の参加者で，年代別に 65～74 歳の前期高齢群 62 名（69.8±2.9 歳），75～
84 歳の後期高齢群 68 名（79.9±2.9 歳），85 歳以上の超高齢群 18 名（88.2±2.2 歳）とした。なお，年代別に認知機能（MMSE）
と転倒歴に有意差は認めなかった。WSC は，幅 1m×長さ 5m の歩行路に「赤色」「青色」「黄色」「緑色」と書かれたターゲットを
横 4 列×縦 10 列に配置したものである。ターゲットの文字は異なる色彩で印刷されており，文字と色彩は一致しない（例えば

「赤色」という文字が黄色で印刷されている）。WSC 課題は，色彩にとらわれず指示した文字のみを踏み歩く文字条件の他，色
条件，白黒条件の 3 条件で構成し，各条件を 1 回ずつ歩行し所要時間を計測した。また，一般的な歩行能力評価である 10m 歩
行（快適・努力）と TUG も実施した。統計解析は，WSC 課題 3 条件と歩行能力評価の所要時間について，年代別 3 群間で一元
配置分散分析および多重比較（Bonferroni 法）を実施するとともに，一元配置分散分析にて主効果を認めた変数を説明変数，年
代別 3 群を目的変数として多項ロジスティック回帰分析を実施した。いずれも有意水準は 5% とした。

【結果】WSC 課題 3 条件および一般的歩行能力評価のいずれにも主効果を認めた。多重比較検定の結果，WSC 課題 3 条件は前
期高齢群＜後期高齢群＜超高齢群（いずれも p＜0.01）と年代が高いほど所要時間を要したのに対し（例えば文字条件では前期
高齢群 13.5±2.7 秒，後期高齢群 16.1±3.8 秒，超高齢群 19.1±4.9 秒），10m 歩行（快適・努力）と TUG では前期高齢群＜後期
高齢群（いずれも p＜0.01）であったものの，後期高齢群と超高齢群の差は認めなかった。ロジスティック回帰分析の結果，回
帰式は有意であり（モデル χ2検定 p＜0.01），WSC 課題文字条件（オッズ比 0.8， 95%CI 0.7�0.9）と 10m 努力歩行（オッズ比 30.8，
95%CI 2.2�435.0）が年代を説明する有意な変数として検出された。

【結論】WSC 課題により，一般的な歩行能力テストでは検出できなかった後期高齢群と超高齢群間の歩行時間の差異が検出され
た。また 10m 努力歩行とともに WSC 課題（文字条件）は高齢者歩行の年代特性を反映することが示唆された。この結果は，地
域在住高齢者の年代特性に応じた自立歩行期間の延伸や転倒予防戦略の一助になると思われる。
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【はじめに，目的】

Hausdorff らは，Detrended Fluctuation Analysis（以下：DFA）を用いて，人間の歩行のストライドインターバルには長期相関
があることを初めて報告している。この長期相関は，加齢や疾患を有することで長期相関が低下するとされ，高齢者のフレイル
指標として期待されている。しかし，十分な歩行路で 5～10 分のデータ量が確保できないと正確な評価ができない可能性があ
る。そこで，歩行と足踏みのステップインターバルの変動の違いを明らかにし，最低必要な評価時間を検討することで，その応
用の可能性を探ることを本研究の目的とした。

【方法】

対象は健常成人女性 20 名。1 周 20m の 8 字型歩行路を快適歩行速度で 10 分間歩行した。快適歩行のケイデンスで 10 分間足踏
みをした。3 軸加速度センサー（DELSYS 社製 Trigno Wireless）を L3 に貼付し，Z 軸成分のピークからステップインターバル
を求めた。1200 個のステップインターバルの時系列データから，DFA を用いて短時間領域のスケーリング指数（α1）を算出し
た。歩行と足踏みのステップインターバルの変動の違いを明らかにするため，10 分間の歩行と足踏みの α1 を比較した。また最
低限必要な歩行と足踏み時間を決定するため，1 分間毎に α1 を比較した。Shapiro�Wilk 検定を用いて正規性を確認した。正規
性データには対応のある t 検定と反復測定による分散分析，非正規性データには Wilcoxon 検定を用い，多重比較を行った。有
意水準は 5% とした。

【結果】

10 分間の歩行と足踏みの α1 において有意差がみられた（歩行時 α1＝0.58±0.14，足踏み時 α1＝0.49±0.09）。歩行の 1 分間毎の
α1 の比較では，それぞれの α1 において有意差がみられなかった。同様に足踏みも有意差がみられなかった。測定時間に関わら
ず歩行の α1 の平均は 0.5 より大きく，足踏みの α1 の平均は 0.5 より小さかった。

【結論】

歩行の α1 の値は，測定時間に関わらず長期相関（0.5＜α1＜1）を示した。一方，足踏みの α1 の値は，反相関（0＜α1＜0.5）を
示した。Philippe らは，メトロノームに合わせて歩行するとより随意的な歩行となり，反相関を示すと報告している。足踏みで
反相関を示したのは，同じ位置に止まることを意識したことで随意的な足踏みになり，足踏みがメトロノームと同様の効果が生
じたためと考えられる。また歩行と足踏みの 1 分間毎の α1 の比較で有意差がみられなかったことから，どちらも最低 1 分間の
データで α1 を評価できる可能性があると示唆された。今後，高齢者のフレイル指標として応用可能か，歩行と足踏みそれぞれ
で検討する必要がある。
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【はじめに，目的】

高齢者や脳損傷患者に対して減算課題などの二重課題を課した歩行では，運動に必要な情報処理能力が制限され，バランスや歩
容に支障をきたすことがいわれている。近年，小型加速度計を用いて二重課題下における歩行特性を評価する研究が行われてい
る。それらは小型加速度計を第 3 腰椎部に装着した研究がほとんどであるが，上部体幹と骨盤の 2 か所に着目して歩行特性をみ
た研究は少ない。そこで，本研究では減算課題を課した二重課題下で上部体幹と骨盤の 2 か所の動きに着目し，歩行特性の変化
を検討することを目的とした。

【方法】

対象者は健常成人 10 名（男性 5 名，女性 5 名，平均年齢 28.2±4.0 歳）であった。3 軸加速度計（8 チャンネル小型無線モーショ
ンレコーダー MVP�RF8�HC�500；マイクロストーン社製）を，第 6 胸椎部と仙骨部の 2 か所に装着した。対象者は前後 3m
の助走路と減速路を設けた 10m の直進路を快適速度で歩行し，single task（快適歩行）と dual task（減算課題を課した歩行）の
2 種類をそれぞれ 2 回測定した。3 軸加速度計から一歩行周期あたりの平均左右幅，上下幅，前後幅，水平面軌跡長，前額面軌
跡長，矢状面軌跡長，歩行周期時間，および歩行速度，歩行周期変動係数（CV），Root mean square（RMS）を算出した。解析
には専用のソフトウエア（体幹 2 点歩行動揺計 MVP�WS2�S；マイクロストーン社製）を使用した。統計は single task と dual
task の算出結果を対応のある t 検定を用いて分析した。

【結果】

10m 快適歩行速度は single task で 1.4±1.0m/s，dual task で 1.5±1.1m/s となり，有意差がみられなかった。第 6 胸椎部の左右
幅は single task で 31.6±8.0mm，dual task で 26.9±8.5mm，水平面軌跡長は single task で 86.9±12.0mm，dual task で 75.5±17.9
mm と，いずれも有意に低下した（p＜0.05）。仙骨部においてはどの測定値も有意差がみられなかった。歩行周期時間，CV，RMS
も有意な差がみられなかった。

【結論】

本研究では二重課題によって，第 6 胸椎部では左右幅および水平面軌跡長の有意な低下がみられたが，仙骨部の移動量には変化
がみられなかった。このことから，健常者において二重課題を与えると骨盤の動きに変化はみられないが，上部体幹の動きは抑
制して歩行していることが考えられた。よって，骨盤と上部体幹が異なる変化をする可能性があることから，骨盤と胸椎部の両
方の評価の重要性が示唆された。転倒リスクのある高齢者では二重課題を与えるとバランスや歩容に支障をきたすことから，小
型加速度計を用いて 2 か所で計測することで，より詳細な歩行評価が可能になると考えられた。
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P-YB-23-5

要支援・要介護高齢者における転倒歴の違いによる歩行の特性

加藤 康太1），畠中 泰彦2），齋藤 恒一2）

1）主体会病院，2）鈴鹿医療科学大学

key words 転倒歴・歩行・下肢筋力

【はじめに，目的】

日本における 65 歳以上の高齢者人口は年々増加傾向にあり，それに伴いなんらかの支援や介護が必要な状態である要支援・要
介護高齢者の数も年々増加している。その原因の一つとして転倒やそれによる骨折が挙げられており，転倒を予防することは介
護予防において重要な課題である。高齢者の転倒はその約 60% が歩行中に発生すると言われているため，高齢者の歩行に焦点を
当てた転倒予防が必要である。しかし，転倒と歩行の関係について詳細に調査したものは少なく，具体的な介入方法の検討には
至っていない。

そこで本研究は，要支援・要介護高齢者における転倒歴の違いによる歩行の特性について明らかにすることを目的に比較・検
討した。

【方法】

対象は，通所リハビリテーション利用者のうち，65 歳以上で歩行が自立している者（杖の使用を含む）28 名とした（男性 11
名，女性 17 名，平均年齢 82.9±5.2 歳）。

方法は，対象者に過去 1 年間の転倒歴，歩行の特性，下肢筋力および歩行速度を聴取・測定した。歩行の特性については，ビデ
オカメラ 4 台，床反力計 1 台，および三次元動作解析システムを使用し，1 歩行周期中の股関節，膝関節，足関節の関節角度お
よび関節モーメントをそれぞれ算出した。また，下肢筋力については，筋力計を使用し，股関節屈曲・伸展，膝関節伸展，足関
節底屈の等尺性筋力をそれぞれ測定した。歩行速度は 10m 通常歩行速度を測定した。

統計処理は，Mann�Whitney の U 検定を用いて，転倒歴の有無における関節角度，関節モーメント，下肢筋力，および歩行速
度の比較を行った。なお，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

過去 1 年間に転倒を経験した者（以下，転倒群）は 11 名，転倒を経験しなかった者（以下，非転倒群）は 17 名であった。

転倒群と非転倒群を比較した結果，各関節モーメントにおいては有意な差はみられなかったが，転倒群の方が非転倒群よりも弱
い傾向であった。下肢筋力においては転倒群の股関節伸展筋力（0.40±0.19kgf/kg）が非転倒群（0.26±0.08kgf/kg）に比べ，有
意に高値であり（p＜0.05），その他の下肢筋力においても転倒群の方が強い傾向であった。

【結論】

転倒歴の有無における関節角度，関節モーメント，下肢筋力，および歩行速度の比較を行ったところ，ほとんどの項目において
有意な差はみられなかった。これは，本研究の対象者が身体機能の似た集団であった可能性が考えられ，本研究の非転倒群にお
いても今後転倒する可能性があると考えられる。

また，関節モーメントは転倒群の方が非転倒群よりも弱い傾向となったが，下肢筋力では転倒群の方が非転倒群よりも強い傾向
となった。このことから，本研究の結果は静的な場面における筋力評価だけでなく，動的な場面での筋力評価（動作分析）が転
倒の危険性を見分けるために重要であることを示唆していると考えた。
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P-YB-24-1

オフィスワーカーにおける慢性腰痛に関連する因子の検討

鈴木 祐介1），福谷 直人1,2），田代 雄斗1），田坂精志朗1），松原 慶昌1），薗田 拓也1），
中山 恭章1），横田 有紀1），川越 美嶺1），浅野健一郎3），篠原 賢治3），坪山 直生1），青山 朋樹1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）株式会社バックテック，3）株式会社フジクラ

key words 慢性腰痛・オフィスワーカー・障害予防

【はじめに，目的】

腰痛は職業性疾病の中で約 6 割を占める。また，腰痛が慢性化することで従業員の労働生産性が低下するという報告もあり，従
業員の慢性腰痛の予防は企業の健康経営における重要課題の一つである。しかし，慢性腰痛の関連因子を調査した多くの研究
は，質問紙調査を基にしており，実測による身体機能を調査した研究は少ない。そのため，先行研究で言及されている精神的因
子や睡眠障害の因子に加え，実測での身体機能の因子を含めた慢性腰痛の包括的な関連因子の調査は不十分と言える。従って本
研究では，オフィスワーカーにおける慢性腰痛に関連する因子を，身体機能面，精神機能面の両者から包括的に検討することを
目的とした。

【方法】

対象は，A 企業で実施した腰痛検診に参加したオフィスワーカー 601 名（平均年齢 44.3±10.1 歳，男性 72%）とした。対象者に
自記式質問紙を配布し，基本属性（年齢，性別，勤続年数），腰痛の有無を，精神機能として睡眠時間の満足感，抑うつ傾向を
反映する Self�rating Depression Scale（SDS）を聴取した。腰痛は，現在の腰痛の有無と，現在腰痛がある場合その継続期間を
聴取することで，慢性腰痛無し群，慢性腰痛有り群（発症 3 ヶ月以上）に分類した。さらに身体機能として，握力，30 秒立ち上
がりテスト，立位体前屈，閉眼片脚立ちを計測し，姿勢評価として Palpation meter（Performance Attainment Associates 社製）
を使用し，骨盤の前後傾斜角度を計測した。統計解析は，従属変数に慢性腰痛の有無を，独立変数に身体機能・精神機能に関連
した各測定変数を，調整変数に性別・年齢を投入したロジスティック回帰分析を行った。統計学的有意確率は 5% 未満とした。

【結果】

回答データに欠損のない 487 名を解析対象とした。対象者のうち，136 名（28%）が慢性腰痛を有していた。ロジスティック回
帰分析の結果，立位体前屈値（オッズ比（OR）0.966，P=0.003，95% 信頼区間（CI）0.945�0.989），睡眠時間の満足感（時間が
足りず不眠に該当：OR2.342，P=0.002，95%CI1.357�4.042，寝つきが悪いに該当：OR2.345，P=0.01，95%CI1.223�4.495）が，慢
性腰痛と有意に関連していることが明らかになった。

【結論】

本研究結果より，オフィスワーカーの慢性腰痛は，身体柔軟性の低下，睡眠時間の満足感の低下と有意に関連することが明らか
になった。オフィスワーカーは他の職種と比較して，同一姿勢を取り続ける時間や，VDT（Visual Display Terminals）作業の
時間が，相対的に長くなることが関与していると考えられる。今後は縦断的な解析を進め，本研究で得られた因子と慢性腰痛発
生との関連を検討していく必要がある。
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P-YB-24-2

生体力学的要因に関する業務内容の違いと恐怖回避思考が看護師の腰痛症に与
える影響

齊藤 誠1），西田 裕介2）

1）公立森町病院リハビリテーション科，2）国際医療福祉大学成田保健医療学部

key words 腰痛・恐怖回避思考・産業衛生

【はじめに，目的】

看護師は腰痛多発業種の 1 つとされ，腰痛の要因は直接腰部に負担をかける生体力学的要因と，ストレスなどの心理社会的要因
が報告されている。看護業務における生体力学的要因は移乗介助や体位変換が報告されており，心理社会的要因は恐怖回避思考
が危険因子として報告されている。本研究の目的は生体力学的要因に関する業務内容の違いと恐怖回避思考が看護師の腰痛に
与える影響を検討することで看護師の腰痛症対策において重点を置くべき要因を示唆し今後の治療戦略の一助とすることであ
る。

【方法】

対象は病院に勤務する看護師 294 名（急性期：187 名，回復期・外来：107 名）である。方法は 2 病院に勤務する看護師に対し
て，自記式の質問紙調査を実施した。測定項目は年齢，性別，経験年数，勤務する病棟，腰痛の程度，生体力学的要因，恐怖回
避思考である。生体力学的要因は日勤帯勤務時の 1 日で移乗介助を行う平均的な回数（以下，移乗回数）と体位変換を行う平均
的な回数（以下，体位変換回数）を聴取した。腰痛の程度は Numerical Rating Scale（以下，NRS），恐怖回避思考は日本語版
Fear�Avoidance Beliefs Questionnaire（以下，日本語版 FABQ）を用いて評価した。統計学的解析は NRS を従属変数に重回帰
分析を実施した。また急性期型に勤務する者（以下，急性期）と回復期病棟・外来に勤務する者（以下，回復期・外来）に群分
けし，各項目において Mann�Whitney’s U�test を実施した。有意水準は危険率 5% 未満とした。

【結果】

主な測定項目の中央値（四分位範囲）を以下に記載する，年齢は急性期：33（29�39）歳，回復期・外来：51（43�55）歳，移乗
回数は急性期：4（3�6）回，回復期・外来：2（0�4）回，体位変換回数は急性期：10（3�14.5）回，回復期・外来：0（0�2）回，
NRS は急性期：3（1�5），回復期・外来：3（1�5），日本語版 FABQ は急性期：46（37�54）点，回復期・外来：46（32�53）点
である。NRS を従属変数，年齢，経験年数，移乗回数，体位変換回数，日本語版 FABQ を独立変数とした重回帰分析は，日本
語版 FABQ（β=0.416）と体位変換回数（β=0.193）が有意な独立因子として抽出された（R2＝0.245）。Mann�Whitney’s U�test
では，年齢，経験年数は回復期・外来が有意に多く，移乗回数と体位変換回数は急性期が有意に多かったが，日本語版 FABQ
および腰痛の程度には有意差が認められなかった。

【結論】

重回帰分析の結果より，看護師の腰痛症の程度には恐怖回避思考と体位変換回数が関連していること，年齢や経験年数は腰痛症
の程度とは関連がないことが明らかになった。Mann�Whitney’s U�test からは移乗回数や体位変換回数などの業務内容の違い
は腰痛症との関連は少ないことが示唆された。以上より，看護師の腰痛症には恐怖回避思考が生体力学的要因よりも強く影響し
ていることが示唆されたことから，今後の看護師の腰痛症対策においては恐怖回避思考の軽減に着目した予防・治療戦略を展
開していくことが重要であると思われる。
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P-YB-24-3

介護職員の腰痛回避行動の実施に影響する身体・心理社会的要因の検討

溝口 桂1），野村 卓生2）

1）JA山口厚生連周東総合病院リハビリテーション科，2）関西福祉科学大学保健医療学部理学療法学専攻

key words 介護職員・腰痛回避行動・腰痛

【はじめに】職場における腰痛の発生には身体的要因のみでなく心理社会的要因が関与するため，腰痛予防を目的とした理学療
法介入を検討する上で心理社会的要因にも注目することが必要である。先行研究では，腰痛回避行動の実施には心理社会的要因
の一つである「自尊心」の影響などが報告されているが，その他の心理社会的要因に関しての検討は十分でない。我々は過去に
介護職員の腰痛回避行動の実施に与える身体的要因，心理社会的要因について横断的に検討したが，対象であった介護職員にお
ける腰痛回避行動についての認知・認識度が一定でなかったことなどから明白な結論が得られなかった。本研究では前回の研
究での対象を縦断的に調査し，腰痛回避行動の重要性を認識した対象における腰痛回避行動の実施状況から，その行動を実施す
る身体・心理社会的要因を検討した。

【対象と方法】対象は腰痛予防教室に参加した介護職員 94 名（年齢 44.5±8.6 歳）である。対象は過去に我々が実施した腰痛教
室で事後調査に同意が得られ，腰痛回避行動について一定の認識が得られた対象である。腰痛予防教室から 3 か月後に，アン
ケート調査を行い，腰痛回避行動の実施状況と身体・心理社会的要因を調査した。腰痛回避行動の実施は，姿勢・動作の注意，
腰痛予防ベルトの使用，腰痛体操，事前体操と定義し，その実践度を「0」から「10」までの 11 段階の尺度で評価した。身体的
要因は VAS，腰痛歴，腰痛による機能障害（RDQ）を調査した。心理社会的要因は SF�8，心理学的要因として自尊心（SES）
と健康統制感（MHLC）を調査した。また，一般事項として，年齢，性別，身長，体重，経験年数を調査した。分析方法は，ま
ず，単変量解析により腰痛回避行動の実施と身体・心理社会的要因，一般事項の関連を検討した。ついで，関連のある変数を選
択し，腰痛回避行動の実施を目的変数，身体・心理社会的要因，一般事項を説明変数とした重回帰分析を行った。尚，分散拡大
要因（VIF）が 2.0 以上は多重共線性の問題から説明変数から除外した。統計ソフトは SPSS ver.15.0 を使用し，有意水準は 5％
とした。

【結果】単変量解析の結果，腰痛回行動の実践度と関連のあった項目は経験年数，VAS，SF8 の項目「健康状態」，SES，MHLC
の下位項目 Internal�HLC であった。重回帰分析の結果，腰痛回避行動の実践度に影響を与える要因として第 1 に IHLC，第 2
に経験年数が選択され，決定係数 R2 は 0.71 となった。

【結論】腰痛と心理学的要因について，これまで様々な研究がなされてきが，多くの研究対象は急性腰痛で受診を必要とした患
者レベルのものが多く，腰痛予防として受診前の無症状な人々を対象とした研究は少ない。人は刺激に対する反応だけでなく行
動を予測し基準や目標を設定し行動する。この行動のための自己調整能力は腰痛回避行動と関連する事が示唆され方法論的観
点以外にも着目して行く事は産業保健分野における一助となる。
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P-YB-24-4

高齢農作業者に対する腰痛予防に関する研究

高氏 涼太1），河野 奈美2）

1）医療法人健康会嶋田病院，2）大阪電気通信大学医療福祉工学部理学療法学科

key words 腰痛・農作業・動作指導

【はじめに】

腰痛は全国で業務上疾病の約 6 割を占め，その予防対策を積極的に推進することが求められている。厚生労働省は，平成 6 年に
「職場における腰痛予防対策指針」を策定，平成 25 年に全面改訂にて作業方法や作業環境，健康管理を事業者ごとにアセスメン
トやマネジメントを行うように啓発を行っているものの，予防としての認識は停滞しているのが現状である。特に，農業従事者
は高齢化が進み，農業就業人口の 65 歳以上が 6 割を占めており，腰痛を予防することは重要と考える。そこで，農作業を行っ
ている高齢者を対象に，具体的な動作・運動指導を行い，腰痛軽減・予防の可能性について検討したので報告する。

【方法】

行政より当院に委託を受け実施している介護予防教室にて参加者の内，農作業を行っている人を対象とした。調査は，腰痛経験
の有無，腰痛の頻度や程度・期間，腰痛が生じる動作などについて選択式及び，記述式調査票を用いて実施した。実施後に対象
者に対して重量物の持ち方などの動作や，腰部の柔軟や筋トレなどの運動を口頭と紙面にて指導した。調査後 2 ヶ月後に再度同
様の調査票にて調査を行った。

【結果】

調査票の有効回答率 94.4％，腰痛経験者は 31 名で，平均年齢は 78 歳（61～90 歳）であった。腰痛の頻度は毎日が 35.5％，1
週間に時々は 16.1％，月に時々は 32.3％ であった。腰痛の程度は常時痛みがあるが 22.6％，時々痛みがあるが 71.0％ であった。

腰痛の具体的な動作はしゃがんだ状態での作業，長時間での同じ姿勢が多かった。作業別では，水田では，田植え，うせという
一定姿勢で行う動作が多く，次いで苗箱運び，稲刈り，米袋運びといった重量物を運ぶ動作となった。畑作では，収穫動作が多
く，次いで水やりや種植えといった一定姿勢で行う動作や物を運ぶ動作が多かった。

2 ヵ月後の調査の有効回収率は 87.9％ であった。腰痛の頻度は毎日が指導前 35.5％ から 29.6％ に減少した。痛みの程度は常時痛
みがあるが 22.6％ から 14.8％ に減少し，痛みが無くなったが 7.4％ であった。指導した運動により腰痛が軽減したと回答したの
が 66.7％ であった。指導した動作に注意しながら動作を行っているが 81.5％ であった。腰痛が軽減した具体的な動作ではしゃ
がんだ状態での作業であった。

【結論】

今回，農作業を行っている高齢者を対象に腰痛に関する調査を実施し，しゃがんだ状態での作業，同じ姿勢での長時間作業で腰
痛が生じていることが明らかとなった。また，調査結果をもとに腰痛を生じる姿勢や動作について教育指導した。その結果，腰
痛の頻度と程度は軽減傾向を示した。具体的に腰痛が出現する動作を示すことで農作業時に腰痛予防に対する意識が高まり，腰
痛軽減につながったと考える。今後は農作業時に生じる腰痛を解り易く示し，指導する方法を検討していきたい。
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P-YB-24-5

特別支援学校職員における腰痛調査
身体的特徴を中心に

石川 大輔1），吉岡 豊城1），愛洲 純1），勝田 紘史2）

1）医療法人永広会島田病院リハビリテーション部，2）医療法人永広会島田病院整形外科

key words 特別支援学校職員・腰痛・身体的特徴

【はじめに，目的】近年の社会福祉施設での腰痛発生件数の増加等を受けて，厚生労働省は 19 年ぶりに「職場における腰痛予防
対策指針」を改訂した。その内容で，医療や介護，特別支援学校等での腰痛予防対策の必要性が述べられている。しかし，看護
や介護職に対する腰痛調査などの報告は多いが，特別支援学校職員に対する腰痛調査では，稲岡らのアンケート調査による報告
はあるが，腰痛と身体的特徴の評価を実施している研究は少ない。そこで，本研究の目的は特別支援学校職員を対象に腰痛と身
体的特徴の関係を調査した。

【方法】大阪府下の特別支援学校に勤務する 122 名（男性 47 名，女性 75 名）を対象とした。年齢は 37.0±11.7 歳，身長は 163.6
±9.9kg，体重は 59.2±12.1kg だった。腰痛の定義は，腰痛ガイドラインに準じて過去 3 ヶ月以上腰痛が続く者とした。また，下
肢に痺れがある者，過去に脊椎の手術歴がある者は除外した。評価方法は，腰痛に関連があるとされている腹筋持久力，背筋持
久力，股関節柔軟性，脊柱アライメントとした。腹筋持久力，背筋持久力はクラウスウーェバーの項目を実施した。股関節柔軟
性は，屈曲・内旋・外旋・Straight Leg Raising を評価した。脊柱アライメントの評価には，Lindsey らの方法に準じて自在曲線
定規を用いて脊柱カーブを評価した。ラウンドマークは C7 棘突起と L5�S1 棘突起間とした。脊柱カーブを紙にトレースし，C
7 から L5�S1 に直線を引き交わる点を交点とした。C7 から交点まで thoracic length（以下 TL）とし，胸椎カーブの頂点から TL
に下ろした垂線を thoracic width（以下 TW）とした。TW を TL で除した値に 100 をかけたものを胸椎アライメントとした。
また，同様な方法で腰椎アライメントを求めた。統計処理には，腰痛あり群と腰痛なし群に分類した。各項目のデータが正規分
布に従うかをジャピロ・ウイルク検定で確認し，全ての検定において有意水準が 5％ 未満であったので，Mann�Whitney U 検定
を用いて項目ごとに解析を行った。

【結果】122 人中，腰痛あり群は 54.9％，腰痛なし群は 45.1％ であった。腰痛あり群は腰痛なし群と比較して，左股関節屈曲お
よび両股関節内旋角度で有意に低かった（p＜0.05）。

【結論】特別支援学校職員の職業動作は，生徒を介助することが多く，片膝をついたしゃがみこみ動作が多いことが特徴である。
しゃがみこみ動作には，大腿骨が屈曲すると寛骨が後傾運動をする寛骨大腿リズム，深屈曲で大腿骨が外旋方向に軌道するこ
と，骨盤後傾したとき腰椎骨盤リズムが生じるが，股関節屈曲・内旋制限が生じている腰痛群では，それらが破綻し，腰部への
ストレスが増大したと考える。
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P-YB-25-1

過去 30年間に雑誌「理学療法学」に発表された予防理学療法に関する研究論文
の計量書誌学的分析

泉水 朝貴1），樋室 伸顕2），村上 雅仁1），日髙 惠喜3），小林 英司4）

1）つじもと整形外科，2）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座，3）あらき整形外科，
4）医療法人札幌山の上病院リハビリテーション部

key words 計量書誌学的分析・予防理学療法・理学療法学雑誌

【はじめに，目的】予防理学療法に関する研究は近年，注目を集めている分野である。国も政策として疾病の予防を念頭に置き，
理学療法士が疾病および障害予防の一翼を担うことを期待している。我々は「理学療法学」が理学療法研究の代表的な雑誌であ
ると考え，そこに掲載された計量書誌学的データが，予防理学療法分野の傾向を示すものと考えた。本研究は過去 30 年間に雑
誌「理学療法学」に発表された予防理学療法に関する研究論文を計量書誌学的に分析し，その特徴を明らかにすることを目的と
する。

【方法】CiNii のウェブサイトで，過去 30 年間（1986 年�2015 年）に発表された予防理学療法に関する論文を検索した。包含基
準は（1）原著論文，システマティックレビュー，症例報告，調査報告，（2）論文のための一次的データ収集をしていることと
し，除外基準は，（1）学会や研修会の発表をまとめた論文，（2）学会抄録とした。なお，日本理学療法士学会の研究助成成果報
告は，2006 年以前は研究論文の体裁で，それ以降は報告書である。よって 2006 年以前の論文は解析対象，それ以降は除外した。
先行研究を基にコード表を作成し，論文の特徴をコード化した。解析対象は，筆頭筆者の所属，研究デザイン，論文の目的，分
科学会・部門などであった。2 人の研究者が独立してコード化を行った。

【結果】過去 30 年に発表された 1,111 本の論文中，予防理学療法に関する論文は 42 本（3.78%）であった。筆者の所属の 26.19%
が大学，21.43% が病院の所属であった。研究対象者のタイプにおいて，症状のある成人（37.21%）が最も多く，次いで症状のな
い高齢者（34.88%）であった。研究デザインにおいて，分析的研究が 97.62%，記述的研究が 2.38% であった。分析的研究は横断
的研究（47.62%）が多く，続いて前方視的研究（28.57%）が多かった。論文の目的は，病因（40.48%）と治療（19.05%）が多かっ
た。治療介入のタイプは筋力トレーニング（28.57%），スキル・課題トレーニング（23.81%）が多かった。分析的研究の年次推
移において，1994 年に最初の報告がなされ，2000 年以降の報告（92.86%）が大半を占める。1994 年�2005 年は横断的研究（61.54%）
が最も多く，次いで被験者内・被験者間研究（23.08%）が多かった。2006 年�2015 年では横断的研究（41.38%）が最も多くなり，
前方視的研究（34.48%）が増加した。

【結論】計量書誌学的分析を用いて，雑誌「理学療法学」の 30 年間の予防理学療法に関する論文の特徴を明らかにした。その結
果，20 世紀後半から報告され始めた新規性の高い分野であることが分かった。研究デザインの年次推移は「横断的研究」から

「前方視的研究」へとその割合が変化し，治療介入のタイプには突出した項目は無く，筋力トレーニングやスキル・課題トレー
ニングがその大半を占めた。本研究の限界は研究方法や報告の質，エビデンスレベルを検証していないこと，分科学会の分類を
研究者の判断で行ったことである。
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P-YB-25-2

専業主婦における座業時間と健康関連QOL改善方法に関するランダム化比較
試験による検証

北川 智美1,2），樋口 由美1），藤堂恵美子1），今岡 真和3），上田 哲也1），安藤 卓1），
高尾 耕平1），村上 達典1）

1）大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科，2）四條畷学園大学リハビリテーション学部，
3）国立長寿医療研究センター予防老年学研究部

key words 専業主婦・座業時間・健康関連QOL

【はじめに，目的】近年，理学療法士の活動は地域住民の健康増進にまで拡大している。健康増進対策の一つに身体活動量の増
加が挙げられるが，最近は身体活動量の中でも座業が注目されている。先行研究では，座業時間短縮と良好な健康状態との関連
とともに，個別指導や活動量計を用いた座業短縮介入が報告されている。また，地域住民の中でも，特に健診の義務がない専業
主婦は，積極的な対策がとられづらい。専業主婦は家族や地域活動により健康対策に充てる時間が制限される。そこで本研究は，
子育て世代の専業主婦に対して 3 種類の座業時間短縮指導を行い，最長座業時間と健康関連 QOL の変化を比較，検討すること
を目的とした。

【方法】20 代～40 代の健常な専業主婦 48 名（平均 38.0±4.5 歳）を対象とした。対象者はランダムにコントロール群（以下，Co
群），自己フィードバック群（以下，FB 群）と個別指導群（以下，FF 群）の 16 名ずつの 3 群に分けた。対象者には 1 週間通常
の生活をさせた後，3 群ともパンフレットを用いて健康に対する座業の悪影響を説明した。加えて FB 群と FF 群に，2 週目にス
マートフォンのアプリケーションを用いて自己フィードバックを行うよう指導した。さらに FF 群には，1 週目の生活を振り返
り改善を目指す個別指導を行った。調査方法は，全対象者に活動量計を装着して計 2 週間生活させ，介入前の最長座業時間は 1
週目の値，介入後の最長座業時間は 2 週目の値を計測した。健康関連 QOL は，SF�8 を用いて，介入前の評価は 1 週目の終わり
に，介入後の評価は 2 週目の終わりに評価した。統計学的分析は，最長座業時間，SF�8 の項目である身体的サマリースコア

（以下，PCS）と精神的サマリースコア（以下，MCS）について分析した。介入による変化を比較するため，介入前後と介入方
法を要因とした二元配置分散分析を行い，事後比較は Bonferroni 補正による t 検定を行った。統計学的有意水準は 5% 未満とし
た。

【結果】対象者に脱落者はなかった。最長座業時間の介入前後の値は，Co 群 88.4±17.1 分→79.3±17.3 分，FB 群 76.5±11.4 分→
75.3±20.3 分，FF 群 96.7±28.3 分→78.8±23.4 分であった。SF�8 は，Co 群 PCS47.5±9.4→49.3±7.1，MCS46.3±6.7→50.5±5.2，
FB 群 PCS48.2±4.4→49.8±6.9，MCS48.2±6.4→49.4±6.9，FF 群 PCS51.3±5.0→48.9±8.8，MCS48.7±6.0→51.2±4.0 であった。
二元配置分散分析の結果，交互作用は認められず，最長座業時間と MCS の介入前後の主効果のみ有意差が認められた。事後分
析の結果，介入により Co 群の MCS が有意に向上，FF 群の最長座業時間が有意に短縮していた。

【結論】3 種類の指導のうち，健康関連 QOL はパンフレットのみの指導にて向上し，加えて具体的な個別指導にて座業時間短縮
がみられた。専業主婦の健康関連 QOL は簡便な指導のみで改善するが，座業時間短縮にはより具体的な個別指導が必要であっ
た。
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産業保健分野における理学療法士の存在意義と可能性について

下曽山香織，篠原 千尋

医療法人好古堂高尾病院グループ

key words 産業理学療法・産業保健専門職・健康管理

【はじめに，目的】

総務省によると 2016 年 7 月時点で，就業者数は 6479 万人と増加傾向にあり，主な産業別就業者で最も多いものは卸売業・小売
業，次いで製造業である。理学療法士が産業保健専門職として，労働者の総合的な健康状態の向上に寄与するための活動報告は
少ない。産業理学療法を提供する意義と可能性を検討する。

【方法】

産業医及び産業保健師等が在籍しない，労働者数 50 名以下の規模の事業所勤労者 15 名を対象とした。内訳は卸売業・小売業就
業者 7 名，製造業就業者 8 名である。実際に労働時の作業活動状況を視察し，職場における労働者の安全と健康の確保を目的と
し，作業環境管理と健康管理を中心に介入を行った。介入前後，紙面アンケートを実施した。

【結果】

介入前アンケートにおいて，全ての対象者が，産業理学療法という言葉を「今回初めて知った」と答えた。また，全員が「現在
は特筆すべき身体・精神的不安はない」と答えながらも，11 名は「労働中に身体の一部に違和感を感じた事がある」とし，その
部位を「腰部・肩周辺」と答え，卸売業・小売業就業者は「肩の痛みや張りと腰痛」，製造業就業者は「腰痛」を視察時に訴え
た。また女性労働者 2 名が「出産後の身体変化に悩みがある」とし，直接面談を希望した。卸売業・小売業就業者は，デスクワー
クが主であった 3 名に対し，パソコンや機材等と椅子の距離や高さを確認，調整し，休憩時間に取り組める肩及び腰部周囲のス
トレッチを提案した。主に立位での労働を行う 2 名に対し，立位・歩行姿勢の確認と修正を行った。製造業就業者は，一日平均
6.4 時間立位姿勢での労働者が 2 名，同時間座位姿勢での労働者が 4 名であり，前者に対し，腰部に負担の掛らぬよう足元に小
箱を設置し，片足を交互に乗せての労働を提案，腰痛体操の指導を行った。後者に対しては，機材・工具等と座面の距離や高さ
を調整した。出産後の身体的問題については，個室で面談を行い，出産に伴う身体的変化の説明や浮腫に対するセルフマッサー
ジ，肩こり・腰痛体操の指導を実施した。また，雇用者へも同様に出産に伴う身体・精神的変化について説明し，配慮を依頼し
た。介入後アンケートにおいて，全ての対象者が，産業理学療法士の存在について「必要性があると思う」と答え，「継続した
介入を希望する」とした。また，労働に関し「作業効率が上がった」「身体の違和感が軽減した」と回答した。

【結論】

労働安全衛生法を遵守し，労働者の健康と安全を確保する事は事業主の責務である。また，従業員の健康管理は経営の躍進にも
繋がる。将来的に労働者の年齢も上がり，身体状況に応じた労働支援や疾病後復職時の再発防止等の支援は，必要性を増すと言
える。また，女性の活躍できる社会を進める現代において，出産前後を含めたケアも重要であり，産業保健専門職として，企業
での理学療法士の貢献度は高いと考える。
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P-YB-25-4

運動の捉え方に着目したカウンセリングの即時効果の検討
健康診断後の健康教室における当院の予防的関わり

坂本 祐太，甘利 貴志，小野 美奈，松田 英樹，村松 雅也

笛吹中央病院

key words 健康教室・運動指導・カウンセリング

【はじめに，目的】

笛吹市では，特定健康診査の保健指導において，特定の基準を満たした者に対し健康教室を実施している。メタボリックシンド
ローム対策であるチャレンジ脱メタボ教室（以下，脱メタボ教室）と，動脈硬化対策である動脈硬化予防教室にて，当院リハビ
リテーション科が患者教育視点の運動指導プログラムを考案，実施した。本報告は，動機づけに着目したカウンセリングの即時
効果について分析する。

【方法】

健康教室は基準によって脱メタボ教室，動脈硬化予防教室に分かれ，希望者に当院で運動指導が行われた。測定は身体組成測定
（IN BODY720；バイオスペース社），身体機能測定に膝伸展筋力（Nm/kg），長座体前屈，Functional Reach Test，閉眼片脚立
位を測定した。質問紙で運動に対する自信度と重要度の VAS（Visual Analog Scale）と，運動の準備性（行動変容ステージ）の
回答を得た。以上の情報を元に，運動を実施するためのカウンセリングを個別に 30 分行った。カウンセリングは行動変容を目
標とし，傾聴や助言による運動への考え方が変容する支援を中心に実施した。また，対象者によっては実際の運動指導も併せて
行った。カウンセリング後に再度，質問紙を回答してもらい，即時的な変化を評価した。脱メタボ教室と動脈硬化教室ではカウ
ンセリング前の質問回答時期に差があるため，分けて分析した。誤答，体調不良などを除外して算出し，検定は対応のある t
検定，Wilcoxon の符号付順位検定を用い，優位水準 5% 未満，解析に JMPver11 を用いた。

【結果】

各教室の参加者は，脱メタボ教室は 16 名（年齢 63.4±9.8 歳，男女比 1：1，BMI 25.7±2.9），動脈硬化予防教室は 11 名（年齢
65.5±9.4 歳，男女比 2：9，BMI 23.5±3.3）となった。質問紙でのカウンセリング前後の即時効果判定は，脱メタボ教室で自信
度 51.6±19.1mm から 68.3±15.7mm（p＜0.0001），重要度 89.4±13.2mm から 92.3±8.8mm（p＜0.09）となった。動脈硬化予防
教室は自信度 44±27.3mm から 69.1±35.0mm（p＜0.002），重要度 88.8±18.0mm から 97.3±6.8mm（p＜0.06）となった。カウン
セリングでは，運動器の痛みの訴えが 8 名にあり，運動の方法がわからないといった訴えが 11 名にあった。

【結論】

運動を継続して実施するには，動機づけなどの行動変容を促すプログラムが有効とされている。参加者は運動の重要性は理解し
ているが，具体的な運動方法がわからない，関節痛などの他の要素で運動が行えないといった理由から，運動に対する自信度が
低下している傾向性がみられた。本結果は，個別にカウンセリングを行うことは，対象者の意識を即時的に変化させることが可
能であることを示唆している。問題として，単発のプログラムのため長期的な効果がわからない点があり，今後は対象者が継続
的に運動できる支援が必要と考える。
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P-YB-25-5

産業保健領域での活用が期待できる理学療法技法に関する文献調査

明日 徹1），松垣竜太郎2），佐伯 覚3）

1）産業医科大学若松病院，2）産業医科大学病院，3）産業医科大学リハビリテーション医学講座

key words 産業保健領域・理学療法技法・文献調査

【はじめに，目的】

近年，中高年齢労働者の就労能力の低下，疾病の多発，労働災害の増加がみられ，その対策として，労働者の身体能力の向上が
求められている。中高年齢労働者の体力増進を図るための一助となる個別管理システムの構築を検討するため，リハビリテー
ション医学，あるいは理学療法で用いられている運動療法などの技術の中から，産業保健領域に応用できる技術を抽出・整理す
ることを目的とする。

【方法】

当院の理学療法士 15 名により，本研究の趣旨に関連すると思われるキーワードを，ブレーンストーミング方式にて日本語，英
語の両方で抽出・集約し，重複した用語，類義語等を整理した。抽出されたキーワードの組み合わせから検索式を作成し，文献
検索作業を行った。文献検索エンジンは日本語論文（以下和文）に関しては CiNii，英語論文（以下英文）に関しては PubMed
を使用し，2015 年 11 月から 12 月末までの期間に検索作業を実施した。ヒットした論文をさらに絞り込むため，取り込み基準を
①抽出期間を過去 5 年間（2011 年～2015 年），②論文の内容を，“比較研究（Comparative Study）”，“比較対照試験（Controlled
Clinical Trial）”，“無作為化比較対照試験（Randomized Controlled Trial）”に限定，③言語は日本語または英語のみとし，2016
年 1 月末から 2 月末までの期間に検索作業を実施した。その後，論文を精査し，本研究の趣旨に合わない論文は削除した。

【結果】

最終的にヒットした論文数は，201 件（和文 33 件，レビュー 2 件含む，英文 168 件，レビュー 20 件含む）で，そのうち介入研
究は 107 件（和文 16 件，英文 91 件）であった。論文の内容は，疾病予防に関するものが 28 件（和文 10 件，英文 18 件），作業
関連のものが 79 件（和文 6 件；うち腰痛予防 3 件，英文 73 件；うち腰痛予防 26 件）であった。産業保健での活用が期待でき
る理学療法技法の介入内容は，和文では教育的指導に関するものが多く（70％），運動介入内容はウォーキング，ストレッチ体
操程度であった。一方，英文では負荷量も明記され有酸素運動，筋力増強運動，ストレッチ等の運動介入内容（47.3％）に加え，
特に作業関連（腰痛予防含む）の領域で，人間工学的介入を含んだ教育的介入，認知行動療法や心理面へのサポート介入，多職
種による学際的介入内容が散見された（38.4％）。

【結論】

産業保健領域で疾病予防や作業関連性筋骨格系障害の予防に関して，我々が通常行っている理学療法技法を活用することは十
分可能と思われるが，英文に比較して和文の報告が少なく，具体的な介入方法が少なかった。我が国において，人間工学的介入
を含んだ教育的介入，認知行動療法や心理面へのサポート介入，多職種による学際的介入を含め，臨床業務を使用している理学
療法技法を用いた介入研究での科学的根拠を構築していく必要がある。
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P-YB-26-1

若中年者を対象としたロコモ度テストと身体機能の関係性

本田真一郎1,2），上野 真副1,3），山内 康太1,4）

1）公益社団法人福岡県理学療法士会，2）社会福祉法人孝徳会サポートセンター門司，
3）特定医療法人東筑会東筑病院，4）社会医療法人製鉄記念八幡病院

key words ロコモティブシンドローム・若中年者・気づき

【はじめに，目的】

2007 年に日本整形外科学会から提唱されたロコモティブシンドローム（以下：ロコモ）は運動器の障害のために要介護になる危
険の高い状態と定義されている。高齢者を対象としたロコモの取り組みは多く行われており，ロコチェックと運動機能の関連性
が報告されている。しかし若中年者への研究報告は少なく，ロコモ度テストと運動機能の関係性を調査した報告も少ない。今回，
若中年者を対象にロコモ度テストを行い運動機能と身体特性との関係を調査することを目的とした。

【方法】

対象は北九州市八幡西区の健康イベントに参加した，20～60 歳までの地域住民 91 名（男性 26 名，女性 65 名，平均年齢 42.1
±9.5 歳）である。運動機能はロコモ度テストである立ち上がりテストと 2 ステップテスト，握力，膝伸展筋力，長座位体前屈，
片脚立位時間，functional Reach Test（以下：FRT）を測定した。なお立ち上がりテストは年代平均の方法のみ実施した。調査
項目は性別，年齢，BMI，痛みと運動習慣の有無を聴取した。立ち上がりと 2 ステップの結果より年代基準値以下をロコモ群，
基準値以上を非ロコモ群とした。

統計解析は単変量解析としてロコモ群・非ロコモ群における 2 群間の比較を対応のない t 検定，χ2検定を用いた。多変量解析は
単変量解析にて危険率 0.25 未満であった因子を独立変数，ロコモの有無を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析（ステッ
プワイズ法）を行った。危険率 5％ 未満を有意水準とし，統計解析には SPSS for Windows（ver. 23）を使用した。

【結果】

ロコモ群は 40 名，非ロコモ群は 51 名であった。単変量解析の結果，各項目をロコモ群/非ロコモ群で表記する。握力［31.6kg/
34.3kg（p=0.2245）］，膝伸展筋力［22.9kg/26.6kg（p=0.0925）］，片脚立位時間［87.6 秒/109.4 秒（p=0.0036）］，FRT［36.2cm/
38.6cm（p=0.1074）］，性別［女性 80％/女性 65％（p=0.1709）］であった。これらの因子を独立変数とした多重ロジスティック
回帰分析の結果は片脚立位時間［OR=0.979（95%CI 0.965�0.993），p=0.04］であった。その他の因子はステップワイズの過程で
除外された。

【考察】

本研究の結果，ロコモ群は非ロコモ群と比較して片脚立位時間が低下していることが示唆された。先行研究では年齢や BMI
が抽出されたが，本研究ではロコモ判定に年齢基準値を用いているため抽出されなかったと考えられる。また若中年者を対象に
した研究例は少なく，信頼性に乏しい。今後は対象者数を増やし，検証を行うとともにトレーニング方法の確立が必要である。

【理学療法学研究としての意義】

ロコモは高齢者だけでなく若中年者にも関連することが明らかになった。しかし若中年者は転倒による骨折や手術件数が少な
く，身体機能の衰えに気づいていない方が多い。今回の評価を通して不安や焦りを感じている方が多く見られた。今後も若年者
への予防理学療法に関わっていき，介護予防や健康増進に繋げていく必要がある。
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P-YB-26-2

地域在住高齢者におけるフレイル・ロコモティブシンドロームの判定率の違い

加藤 啓祐1），森田 光生1），入山 渉1），小林 凌1），川島 雄太1），三村 聡男1），大高 洋平1,2）

1）慶友転倒骨折予防医学センター，2）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

key words 地域在住高齢者・フレイル・ロコモティブシンドローム

【はじめに】

ロコモティブシンドローム（ロコモ）は 2007 年に日本整形外科学会から提唱された概念で，「運動器障害によって移動能力が低
下した状態」とされ要支援・要介護に移行するリスクが高くなるとされている。一方フレイルは 2014 年に日本老年学会によっ
て提唱され，「加齢に伴う心身の予備能力の低下によって健康障害を招きやすい状態」とされており，それぞれ高齢者の QOL
の維持・増進や健康寿命の延伸を目的としている。これら双方における地域調査や介入研究は散見されるがこれらを比較した
報告はみられない。本研究では地域在住高齢者におけるロコモとフレイルの判定率について検討する。

【方法】

対象は 2016 年に当院の転倒骨折予防医学センターが開催する年 1 回の転倒予防教室に参加した 65 歳以上の地域高齢者 236 名
（平均年齢 75.3±5.7 歳）とした。同一の対象者に対しロコモ度判定評価であるロコモ 25，立ち上がりテスト，2 ステップテスト
の測定及び，フレイル判定としてフレイル質問紙と握力，歩行速度をそれぞれ評価法に準じて実施した。

【結果】

地域在住高齢者のフレイル判定率は「ロバスト」114 名（48.3％），「プレフレイル」102 名（43.2％），「フレイル」20 名（8.5％）
であった。ロコモ判定率は「ロコモ該当なし」41 名（17.4％）「ロコモ度 1」142 名（60.2％），「ロコモ度 2」53 名（22.5％）であっ
た。

【結論】

フレイル判定はでは剛健とされる「ロバスト」が最も多かった。Shimada らの報告によればフレイルの発生頻度は 11.3％ とされ
ており，我々の結果では 8.5％ と低い結果となった。ロコモでは「ロコモ度 1」が最も多く，より健康とされる「ロコモ該当な
し」が最も少ない結果であった。フレイルの概念には寝たきりになりやすい前虚弱者を早期スクリーニングによる判定を目的と
して作成されているため，今回の結果の様に今後機能低下が予測される高齢者を抽出しやすいという特徴がある。また，ロコモ
では移動障害，運動器不安定症に着目した概念とされており，活動性の高い地域高齢者ではロコモ判定で「ロコモ該当なし」が
多い結果になった。今後はそれぞれの判定結果と身体的特徴の抽出を前向き研究として検討する必要がある。
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P-YB-26-3

大腿骨近位部骨折術後患者の感覚機能について

長谷川大祐1,2），水田 喬士1），管野 峻也1），戸田 香2,3）

1）社会福祉法人聖霊会聖霊病院リハビリテーション科，
2）中部大学大学院生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻，
3）中部大学生命健康科学部理学療法学科

key words 振動覚検査・大腿骨近位部骨折・転倒

【はじめに，目的】振動覚の低下と転倒リスクの関連が報告されている。本研究は転倒の結果，大腿骨近位部骨折を受傷した入
院患者（以下；骨折群）を対象とし，日常生活復帰時までの振動覚の変化と，健常高齢者（以下；健常群）との比較により，転
倒と感覚機能低下との関連の検討を目的とした。振動覚検査には 128Hz の音叉が汎用されるが，機械受容器には周波数の特異性
が存在する。そこで 3 種類の音叉を用いた。

【方法】骨折群 27 名（男性 4 名，女性 23 名，平均年齢 76.9±10.6 歳，BMI20.8±3.2），健常群 39 名（男性 15 名，女性 24 名，平
均年齢 70.7±5.9 歳，BMI22.5±3.1）を対象とした。改訂長谷川式簡易知能評価スケールで 20 点以下の者，中枢性疾患や明らか
な末梢神経障害の症状を有する者は除外した。骨折群には術後 7 日目と 14 日目を目途に振動覚検査，触圧覚検査を実施した。
骨折群の内 14 名は術後 6 ヶ月目に同様の検査を行った。健常群の測定は地域の健康教室にて 1 度のみ実施した。測定姿勢は背
臥位で，3 種類の音叉（30Hz，128Hz，256Hz）を使用し，内果で測定した。各周波数の検査は順不同とし，3～5 回施行して判
定した。触圧覚の検査は母趾の指腹で行い，5 種類のモノフィラメントを細い物から順次用いた。3 回測定して 1 回でも知覚可
能な太さを測定値とした。統計学的分析は R2.8.1 を使用した。振動覚は周波数毎の骨折群と健常群の比較を Mann�Whitney
の検定，各周波数の 7 日，14 日，6 ヶ月時の比較に Friedman 検定，異なる周波数の比較は Wilcoxon の符号付順位検定を用い
て検討した。触圧覚も振動覚と同様に行った。異なる周波数の相関関係については Spearman の順位相関係数を用いて検討し
た。統計学的有意水準は危険率 5％ 未満を有意とした。

【結果】骨折群の振動覚検査では各周波数での 7 日，14 日，6 ヶ月時の比較において術側，非術側ともに有意差を認めなかった。
健常群との比較では骨折群 6 ヶ月時の非術側 30Hz，術側 30Hz，術側 256Hz との間にそれぞれ有意差を認めた。また骨折群 6 ヶ
月時では，128Hz と 256Hz との間には有意差を認めた。6 ヶ月時の触圧覚検査については健常群と骨折群との間に有意差を認め
なかった。骨折群 6 ヶ月時の 256Hz と 30Hz には非術側 r=0.65，術側 r=0.55 の有意な相関を認めた。

【結論】骨折群の振動覚は各周波数で入院時と 6 ヶ月時との有意な変化を認めず，骨折群の振動覚低下は手術以前から存在した
可能性が示唆される。骨折群の 6 ヶ月時と健常群との比較から，骨折群では 30Hz と 256Hz の振動覚における選択的な低下があ
ると推測される。6 ヶ月時の 256Hz と 30Hz には中等度の有意な相関が確認されている。高齢者の 30Hz，256Hz の振動覚検査は
転倒予測に繋がる可能性が示唆された。
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P-YB-26-4

地域在住高齢者の身体機能はロコモ度によって異なる

入山 渉1），三村 聡男1），森田 光生1），加藤 啓祐1），小林 凌1），川島 雄太1），大高 洋平2）

1）慶友整形外科病院転倒骨折予防医学センター，2）慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

key words ロコモ度・身体機能・差異

【はじめに，目的】

ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）は，転倒や要介護移行リスクを高めると考えられており，介護予防を推進する上で
重要な概念だと考えられる。ロコモの判定には，立ち上がりテストと 2 ステップテストの運動機能テストに加え，身体や生活状
況を調べるロコモ 25 の 3 つで構成されているロコモ度テストを用いる。その結果からロコモ度（該当なし，ロコモ度 1，ロコモ
度 2）を判定する。ロコモと判定された者は片足立ちとスクワットを中心としたロコモーショントレーニング（以下，ロコトレ）
が推奨されている。さらに，ロコモ度によって身体機能の特徴に合わせたトレーニングを加えることができればロコトレの効果
をより高められると考えられる。しかし，ロコモ度による身体機能の違いは明らかにされていない。そこで本研究では，地域在
住高齢者をロコモ度テストにて該当なし群，ロコモ度 1 群，ロコモ度 2 群の三群に分け，身体機能の違いを明らかにすることを
目的とした。

【方法】

対象は地域在住高齢者 236 名（平均年齢 75.3±5.7 歳）とした。ロコモ度テストとして立ち上がりテスト，2 ステップテスト，ロ
コモ 25 を実施し，結果から該当なし群，ロコモ度 1 群，ロコモ度 2 群の三群に分けた。身体機能評価は握力，Functional Reach
test（以下，FR），Timed Up and Go test（以下，TUG），開眼片足立ち時間，30seconds Chair Stand Test（以下，CS�30），Mini�
Balance Evaluation Systems Test（以下，Mini�BESTest）を実施した。統計解析は，各評価項目の三群間の比較を Tukey の多
重比較法および Steel Dwass の多重比較法を用いて検討した。有意水準は 5％ とした。

【結果】

ロコモ度テストは該当なし群 41 名（17.4％），ロコモ度 1 群 142 名（60.2％），ロコモ度 2 群 53 名（22.4％）であった。握力は該
当なし群 26.1±5.1kg，ロコモ度 1 群 24.8±6.7kg，ロコモ度 2 群 19.1±5.5kg であった。FR は該当なし群 35.8±3.2cm，ロコモ度
1 群 34.9±4.9cm，ロコモ度 2 群 31.8±5.5cm であった。TUG は該当なし群 8.0±0.9 秒，ロコモ度 1 群 8.5±1.3 秒，ロコモ度 2
群 10.2±2.3 秒であった。この 3 項目は該当なし群とロコモ度 2 群，ロコモ度 1 群とロコモ度 2 群の間に有意差を認めた。また，
開眼片足立ち時間は該当なし群 58.3±5.1 秒，ロコモ度 1 群 41.6±22.1 秒，ロコモ度 2 群 25.7±22.4 秒であった。CS�30 は該当な
し群 19.2±4.3 回，ロコモ度 1 群 17.3±3.9 回，ロコモ度 2 群 15.0±4.0 回であった。Mini�BESTest の中央値は該当なし群 26
点，ロコモ度 1 群 24 点，ロコモ度 2 群 21 点であった。この 3 項目は全群間に有意差が認められた。

【結論】

握力，FR，TUG は該当なし群とロコモ度 1 群に差はなく，ロコモ度 2 群のみ劣ることが明らかとなった。開眼片足立ち時間，
CS�30，Mini�BESTest はロコモ度が進行するにつれて段階的に成績が劣ることが明らかとなった。
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P-YB-26-5

訪問リハビリテーション利用者における上肢支持の有無による端座位からの立
ち上がり動作能力の差異

澤田 圭祐1），橋立 博幸2），柴田 未里1），長沼 大1），甲田 智洋1），笹本 憲男3）

1）医療法人笹本会おおくに訪問リハビリテーション，2）杏林大学保健学部理学療法学科，
3）医療法人笹本会やまなしケアアカデミー

key words 地域在住高齢者・立ち上がり・手すり

【はじめに，目的】

端座位からの立ち上がり動作能力の改善や再獲得は在宅高齢者の日常生活における重要な課題の 1 つであり，より安全で安定
的な端座位からの立ち上がり動作を遂行するために手すりを把持することによる上肢支持を用いることが少なくない。本研究
では，訪問リハビリテーション（訪問リハ）の利用者において，上肢支持の有無による端座位からの立ち上がり動作能力の差異
について検証することを目的とした。

【方法】

自宅屋内の日常生活において立ち上がり動作が自立し，手すりを用いずに立ち上がり動作を実施できる訪問リハ利用者 25 人
（平均年齢 76.7 歳）を対象に，端座位からの立ち上がり動作能力（STS）を，座面高を膝関節 90 度の高さに設定した端座位から
起立して立位に至り再び端座位へ着座するまでの 1 回の起立/着座動作に要する時間にて測定した。STS は，自宅の手すりを把
持して上肢支持しながら立ち上がる条件（支持あり条件）と手すりを用いずに立ち上がる条件（支持なし条件）にて，各条件と
も 3 回ずつ測定し，平均値と標準偏差とともに変動係数（CV）を算出した。また，各条件の STS を測定前には，STS を遂行す
る自信の程度について 0 点（まったく自信が無い）から 10 点（完全に自信がある）で，各条件の STS 測定後には，STS を遂行
した際の安楽性の程度について 0 点（非常にきつい）から 10 点（非常に楽である）にて，それぞれ対象者から聴取した。

【結果】

STS の測定結果は，支持なし条件 1 回目 4.8±2.5 秒，2 回目 4.7±2.7 秒，3 回目 4.4±2.5 秒，支持あり条件 1 回目 3.2±1.4 秒，2
回目 3.4±1.7 秒，3 回目 3.4±1.7 秒であった。条件間で STS の平均値および CV を比較した結果，支持あり条件で 3 回測定した
STS の平均値（3.3±1.6 秒）および CV（8.0±6.0%）は支持なし条件の平均値（4.6±2.5 秒）および CV（12.5±8.7%）と比べて
有意な低値を示した（平均値 p＜0.001，CV=0.036）。また，支持あり条件での STS 遂行の自信（8.2±2.1 点）および安楽性（8.1
±2.1 点）は支持なし条件での STS 遂行の自信（6.2±3.3 点）および安楽性（6.5±2.7 点）と比べて有意な高値を示した（自信 p
=0.002，安楽性 p＜0.001）。

【結論】

手すりを用いた支持あり条件では支持なし条件と比べて STS の成績が有意に良好であったことから，自宅屋内の日常生活にお
いて立ち上がり動作が自立し，手すりを用いずに立ち上がり動作を実施できる訪問リハ利用者でも，上肢支持の有無によって
STS のパフォーマンスが異なり，手すりでの上肢支持を用いることでさらに高い立ち上がり動作能力を発揮できると考えられ
た。また，手すりを用いた支持あり条件では支持なし条件と比べて，所要時間が有意に短いだけでなく，自信や安楽性が高く，
CV が小さかったことから，起立/着座動作における手すりの使用は起立/着座動作を遂行する速度，自信，そして安楽性を高め
るだけでなく，日常生活で都度行われる起立/着座動作の確実性や安定性を高める影響があると考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）9：30～10：30 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）【口述演題（教育）01（卒前教育1）】

O-ED-01-1

反復学習を促す教材が学習成果に与える効果

海津 貴裕，石井 愛，小川 恵一，平林 弦大，郷 貴大，有馬 慶美

看護リハビリ新潟保健医療専門学校理学療法学科

key words 反復学習・教育手法・卒前教育

【はじめに，目的】

理学療法教育ガイドライン（第 1 版）では卒前教育の到達目標を「理学療法の基本的知識と技能を修得するとともに自ら学ぶ力
を育てる」とある。しかしながら，学生全員をこの到達目標に導くことは学生の質，教員の質など様々な要因により容易ではな
い。そこで，本校では学生全員が基本的知識と技能を修得できるような反復学習と完全修得を促す教材（以下，授業ノート）を
開発し導入した。本研究の目的は，この授業ノートが学習内容の修得に効果を有するかについて検討することである。

【方法】

対象は，平成 27 年度に本学に入学した授業ノートの未導入学生 40 名（以下，未導入群）と平成 28 年度に本学に入学した授業
ノートの導入学生 40 名（以下，導入群）とした。授業ノートの効果は，両群の 1 年次の前期末試験 11 科目の試験結果の比較か
ら検証した。比較は，全体平均（単位：%）および領域別平均（単位：%）で行った。科目における領域内訳は基礎領域 5 科目，
専門基礎領域 2 科目，専門領域 4 科目であった。統計処理は，R2.8.1 を使用し，全体平均は Mann�Whitney の U 検定，基礎領
域の平均は 2 標本 t 検定，専門基礎領域の平均は Mann�Whitney の U 検定，専門領域の平均は Welch の t 検定で検証し，それ
ぞれ有意水準を 1% 未満とした。

【結果】

全体平均は「未導入群」で 83.61±5.91%，「導入群」で 88.38±4.51% となり，「導入群」が得点率で「未導入群」を上回り有意差
を認めた（p＜0.01，r=0.393）。領域別では，基礎領域が「未導入群」で 85.62±5.62%，「導入群」で 90.25±4.81% となり，「導入
群」が得点率で「未導入群」を上回り有意差を認めた（p＜0.01，r=0.393）。専門領域でも「未導入群」で 82.51±6.43%，「導入
群」で 88.89±4.88% で有意差を認めた（p＜0.01，r=0.505）。専門基礎領域では「未導入群」で 80.76±8.55%，導入群で 82.68
±6.39% で両群に有意差は認めなかった（p＞0.01，r=0.221）。

【結論】

本研究により，授業ノートを導入することで基礎領域，専門領域において，これを導入しない場合よりも高い修得率を得られる
ことが確認された。これは授業ノートが予習課題，講義，授業中の練習課題，復習課題から構成されており，1 単元において同
じ学習内容を最低でも 4 回行う設計によるものと考えられる。また，授業ノートには毎単元における具体的到達目標が示されて
おり，学生の修得課題が明確であり，講義を行う教員の能力に影響を受けにくいことも大きな要因であると考える。しかしなが
ら，専門基礎領域では十分な効果が認められなかった。この原因は今回の研究からは明らかにできなかった。今後，その要因を
明らかにすることで，学生の基本的知識と技能の修得に効果を有する教材開発のヒントになると思われる。
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O-ED-01-2

基礎科目に対する反転授業の実践報告

加藤研太郎，宮原 拓也

上尾中央医療専門学校教育部理学療法学科

key words 反転授業・解説動画・基礎科目

【はじめに，目的】

2010 年頃より米国で本格的に「Flipped Classroom」が導入され始めた（2013 加藤）。本邦では反転授業と訳され，2012 年頃よ
り予備校や小学校をはじめ高等教育機関においても実践され始め，近年注目を集めている教育方法である。従来は学校で基礎か
ら学習し自宅で応用を演習，もしくは次回に行っていた。反転授業は先に自宅で予習として解説動画で基礎を学習し，授業では
演習時間や議論を多く確保する形式である。理学療法教育では導入報告がまだ少ない。基礎科目に反転授業を一部導入し，従来
の方法と比較することを目的とする。

【方法】

A 専門学校の理学療法学科 1 年生 40 名を対象とし，科目は基礎解剖生理学を選択した。本科目は解剖学・生理学を統合し，症
例や症候を用いながら関係各部の構造と機能の理解を目的とする。全 20 コマ（9 項目）のうち，「反射反応」「呼吸器」「運動器」

「消化器/泌尿器」の 4 項目 10 コマは反転授業，「運動単位」「感覚器」「循環器」「代謝」の 4 項目 7 コマは通常の方法で実施した。
反転授業の実施に際し，動画視聴のため教育 SNS（Social Network Service）である Edomodo を保護者承認のもと学生全員に登
録させた。教員が事前に作成した 10 分程度の解説動画を予習として視聴させた。一方，通常の講義は事前に予習内容を伝え，
自己学習を実施させた。両形態とも予習での理解度把握のため各項目の講義前に確認テストを実施した。記憶の定着を確認する
ため，各項目の講義 1 週間後に事前と同一内容の確認テストを実施した。確認テストは事前事後とも両形態でそれぞれ 4 回ずつ
実施した。両形態で実施した事前確認テスト 4 回分の平均点と，事後の確認テスト 4 回分の平均点をそれぞれ比較した。統計解
析は SPSSVer16 を用いて，有意確率 5％ 未満とした。シャピロウィルク検定にて正規性が確認できなかったため，マンホイッ
トニー検定を使用した。学生に対して，平均視聴回数・動画に関すること・通常の方法との比較などについて 5 段階でのアン
ケートを実施した。1 に近い方が好意的，3 が中間，5 に近い方が否定的として 5 段階で作成した。

【結果】

事前・事後ともに反転授業での実施の点数が高く，有意差が認められた（P＜0.01）。学生アンケートでは平均視聴回数は 3.17
回，動画は予習に役立ったか 1.06，動画は講義の理解に役立ったか 1.03，従来と比較して効果的か 1.17，記憶に残りやすいか 1.50，
動画の長さ 2.94 と好意的な回答を得た。

【結論】

通常の講義と比較して反転授業は，基礎科目において事前の理解を促進し，記憶の定着にも効果的である可能性が示唆された。
解説動画は 10 分程度に留める必要がある。
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O-ED-01-3

解剖系知識の習得を目的とした ICT教材の教育効果について

米ヶ田宜久，岩見 幸省

九州中央リハビリテーション学院

key words イメージ・解剖・教材

【はじめに，目的】

理学療法の基礎ともいえる解剖学，特に筋系の知識は重要な要素である。しかし，対象学生への事前アンケートによると，「筋
の重なりがわからない」（71.2%），「起始停止が覚えられない」（69.7%），「筋の立体構造がイメージできない」（57.6%）の順で難し
いと答えた。

そこで今回，医療業界に広く浸透しつつあるタブレット・解剖アプリを用い，知識のイメージ化，記憶の固定化，学習意欲の向
上について検討した。

【方法】

対象は本学理学療法学科の 2 年生 64 名（平均 19.6±1.5 歳，男 35 人，女 27 人）であった。学習教材として apple 社製 ipadAir
2 を用い，アプリは teamLabBody�3D Motion Human Anatomy�を用いた。これにより，指操作で 3 軸の回転・拡大・縮小を可
能とし，筋の位置・重なり・構造・名前を立体的かつ感覚的に学習させた。

まず独自作成した紙面テスト（筋の名前・位置・並び順等）を用い基礎知識量を調査した。このテストは筋のイメージ図を見て
答える設問 12 問（以下イメージテスト）と文字設問 5 問（以下文字テスト）の 2 つで構成した（以下紙面テスト）。次に対象を
約 10 名ずつ教員 2 名でアプリの操作方法を説明し，その後，対象となる筋を提示した課題に沿って自由に ipad を用いて学習さ
せた（30 分）。後に同紙面テストを行い解答を提示・解説した。介入期間は平成 28 年 7 月 4 日から 14 日であった。記憶の固定
化を確認するため，約 1 か月後に再度，同紙面テストを行った。統計手法はテスト結果を JSTAT Ver13.0 を用い多重比較の Bon-
ferroni 法を用いて比較した。有意水準は 5% とした。

また，学習意欲の調査を行うために同時期にアンケート調査を 3 件法にて実施した。

【結果】

テスト結果は 1 問 1 点とし 15 点満点で採点を行った。平均点で（1 回目 6.4±1.89 点，2 回目 13.1±2.4 点，3 回目 12.8±2.9 点）
1 回目と 2 回目，1 回目と 3 回目に差を認めた（P＜0.01）。また，イメージテストによる設問の平均は（1 回目 4.4±1.44 点，2
回目 9.5±1.99 点，3 回目 10.1±2.3 点）1 回目と 2 回目に差を認めた（P＜0.01）が，2 回目と 3 回目に差は認めなかった。

文字テストによる設問の平均は（1 回目 2.0±0.97 点，2 回目 3.6±1.14 点，3 回目 2.7±1.12 点）1 回目と 2 回目に差を認め（P
＜0.01），2 回目と 3 回目においても差を認めた（P＜0.01）。

アンケート結果は，「筋の重なり」を 93％ が，「起始停止について」は 79% が，「立体構造について」は 93% が分かりやすいと
答えた。また授業形態は 98.3% の学生が面白いと答えた。

【結論】

テストの平均点は約 2 倍に向上した。また 2 回目と 3 回目の結果に差がないことから記憶の固定化につながっていることが推
測される。これはイメージ部分においては平均点は維持され，文字部分では低下した。これらの事より，解剖系の知識の習得に
ipad を用いることはイメージ部分において有用であることが示唆された。また，アンケート結果から授業形態も非常に肯定的で
あったといえる。
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O-ED-01-4

国家試験問題を教材とする eラーニングの取り組みとその学習効果について
―理学療法学科と作業療法学科での比較検討―

小貫 睦巳，鈴木 伸治

常葉大学保健医療学部

key words eラーニング・国家試験形式・専門基礎科目

【はじめに，目的】講義を自主学習で補完し知識の定着を図るために国家試験問題を教材とする e ラーニングを開発し取り組ん
だ結果を第 3 回理学療法教育学会で発表した。その際これは入学後早い時期に専門基礎科目で取り入れる必要性が示唆された。
それに基づき今回は運動学の科目で同様に e ラーニングを施行しその学習効果を検討した。また理学療法学生（以下 PT 学生）
だけでなく，広く療法士教育としての現状を検証する意味で作業療法学生（以下 OT 学生）も同様に施行し比較した。

【方法】H28 年 6～8 月の間の 8 週間にわたり 4 年制大学の PTOT 学科 2 年生に対し運動学 II の科目で国家試験問題を教材とす
る e ラーニングを施行した。教材は過去 15 年間の国家試験問題の中から科目の教員が 50 問を選び筆者が専用のソフトを使っ
て作成した。この教材を専用のサーバーに置き授業外の時間に学習させた。そして e ラーニングの期間の前後に実際に国家試験
形式のテストを行いこの結果を基に e ラーニングに積極的だった群と積極的でなかった群に分け 2 要因混合計画の分散分析を
行った。なお被験者の割り付けなどのカウンターバランスは取らなかった。群分けについてはサーバー管理者に学生の施行回数
とアクセス時間から判断して貰い平均±1SD を中間群としこの上位と下位から協議し決定した。

【結果】e ラーニングを行った学生は PT 学科 42 名（男 25 女 17），OT 学科 45 名（男 19 女 26）であった。e ラーニング実施前
後の国家試験形式のテストの平均値は 100 点満点で PT が 23.0（±8.9）が 86.5（±23.2）に，OT は 23.5（±10.2）が 69.1（±28.2）
に上昇した。このうち e ラーニングに積極的だった PT 学科 17 名 OT 学科 17 名，積極的でなかった PT 学科 14 名 OT 学科 18
名についてそれぞれ分散分析を行った結果，PTOT 共に交互作用（PT が（F（1,29）=11.48，p＜.01，OT が（（F（1,33）=73.8，
p＜.01）），前後の国試形式テストの主効果（PT が（F（1,29）=214.4，p＜.01），OT が（F（1,33）=182.8，p＜.01）），e ラーニ
ングの積極性の主効果（PT が（F（1,29）=7.56，p＜.01），OT が（F（1,33）=90.3，p＜.01））のいずれも有意であった。

【結論】今回の運動学においては PTOT 学生共に e ラーニング教材の学習効果は高かったと考えられる。PT 学生と OT 学生を
比べた時に PT 学生の方が OT 学生よりも早くから e ラーニングに取り組む者が多かった。また施行回数も全体的に PT 学生の
方が多かった。これらは学科の特性や学生の余暇活動の過ごし方などが関係しているものと考えられる。
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O-ED-01-5

再学習が技術に対する自己評価を変化させる
―蘇生教育 第三報―

加藤 太郎

文京学院大学

key words 蘇生教育・再学習・自己評価

【目的】

本学では，1 年次と 3 年次に一次救命処置（Basic Life Support；以下 BLS）の知識と技術の獲得を目標とした蘇生教育を，授業
として実施している。本大会の第 50 回で，授業履修後に心肺蘇生に対する行動の心理的側面が有意に向上したことを報告し，
第 51 回では，この心理的側面の経時的変化を報告した。獲得した BLS 技術（以下；技術）について，先行研究では学習後，経
時的に低下するとされる。1 年次に獲得した技術は，2 年経過した 3 年次では低下しているであろう。しかし，第二報で技術が
低下していることに対象自身が気付いていないことを示し，自身が技術をできると捉えていることが継続学習の阻害因子とな
り得ることを提起した。この知識と技術が低下している対象において，低下した技術を適切に自己評価できるだろうか。本研究
は，第二報に続く追加検証として，低下した技術を適切に自己評価できるか，また再学習が自己評価を変化させ得るかについて
検証することを目的とする。

【方法】

本学学生（現 3 年生）81 名を対象とした。3 年次 BLS 授業前に 1 年次で学習した BLS（1 年次ではガイドライン 2010 を学習）を
実施させ，技術の自己評価（以下；前自己評価）をさせた。技術自己評価項目は 1 反応の有無・呼吸の確認，2 救急対応システ
ムへの出動要請，3 脈拍の確認，胸骨圧迫における 4 手の位置，5 テンポ（速さ），6 深さ，7 胸壁が完全に元に戻るまで待つ，
8 中断を最小限に抑える，の 8 項目とした。各項目を 1 できた，0 できなかったとし，2 段階で自己評価をさせた。さらに追加調
査として，対象のうち同意を得られた 72 名に対し，3 年次 BLS 授業後に，授業前に実施した技術を振り返り，再度自己評価

（以下；後自己評価）をさせた。8 項目の点数を合計し，再学習前後の自己評価を比較した。統計処理は，Wilcoxon の符号付順
位検定を用いて分析検討し，有意水準は 5％ とした。統計解析には，SPSS Statistics 23 を使用した。

【結果】

結果を中央値（四分位範囲）で示した。前自己評価は 6（5.5�7）であった。後自己評価は 5（4�7）であった。再学習後に，授業
前に実施した技術を振り返った後自己評価が，前自己評価より有意に低かった（p=0.01）。

【結論】

本研究により，再学習が技術に対する自己評価を変化させることが明らかとなった。第二報では，技術の継続学習のためには，
定期的な技術評価の場が気付きを与えることを報告したが，本研究結果より知識と技術が低下していると，自らの技術低下に気
付くことができないことが示された。しかし，再学習により知識と技術を再獲得することで，技術低下を適切に捉え，振り返る
ことができた。そのため，後自己評価が低下したと考える。本研究結果は，理学療法教育における様々な評価，治療技術の学習
後に，その技術を維持，継続学習するための効果的な動機付けの方法を示唆する可能性がある。
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O-ED-01-6

大学における短期海外研修を必修科目として体系づけたことの意義と今後の課題
学生のアンケート調査の結果から

森田 正治1），後藤 純信2），原口 健三2），深浦 順一3），永沢 善三4），辻 貞俊4）

1）国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科，
2）国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科，
3）国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科，4）国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

key words 海外研修・語学教育・異文化理解

【はじめに，目的】

当大学福岡保健医療学部では，平成 21～25 年度入学生には 2～4 年次のいずれかで短期海外研修を行う目的で科目『海外保健福
祉事情』を必修としていたが，平成 26 年度以降は 4 学科（理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科・医学検査学科）共通
で 2 年次の必修と位置づけた。研修先は年度によって変更になるが，台湾，韓国，中国，ベトナム，ミャンマー，タイ，シンガ
ポール，オーストラリア，ハワイ，イギリスなどアジアを中心とした国々に学生の希望に基づく配置を原則としている，研修先
の許容人数によっては，変更もやむを得ないものの 1 年次末には研修先を決定している。2 年次前期には研修先の言語の習得を
別途語学の必修科目で履修させることに加え，学科をこえた学生のグループ単位で研修国について学ぶ機会を授業に盛り込み，
2 年次前期後半の 8 月上旬から約 2 週間の研修に参加している。今回，海外研修前の学内での取り組み内容や海外研修先のプロ
グラムの見直しを図り，授業効果を高めていくことを目的に，当学部の 4 学科が揃って実施した平成 26 年度の学生アンケート
調査結果から海外研修の意義及び今後の課題について報告する。

【方法】

平成 26 年度の海外研修先は，台湾，ベトナム，ミャンマー，オーストラリア，タイ，シンガポール，韓国（建陽大学，仁済大
学，大邱韓医大学）の 7 カ国・9 箇所に 326 名（理学療法学科 104 名，作業療法学科 56 名，言語聴覚学科 50 名，医学検査学科
116 名）が参加し，297 名の学生からアンケートを回収した（質問項目回収率 91.1％）。

【結果】

32 の質問項目中，主な結果として，1）海外研修の満足度：88.2％ が満足，2）海外研修前の事前講義：66.7％ が事前学習は役立っ
た，3）海外研修先のプログラム：70.7％ が良い，4）研修先の保健事情を知る機会：55.6％ が多い，5）研修先の施設見学：69.7％
が良い，6）研修先の対応：82.2％ が良い，7）将来この研修が役立つか：89.6％ が役立つ，8）将来海外で活躍したいか：59.9％，
9）研修中仲間と協力できたか：90.2％ が協力できた，10）研修日数：42.1％ がちょうど良い，11）研修先のスケジュール：47.1％
がハードだった，12）宿泊場所：65.3％ が良かった，13）食事：48.1％ が良かった，14）研修先の文化を知る機会：33.3％ が多
かった，54.9％ がちょうど良い，15）日本文化を紹介する機会：24.9％ が多かった，60.9％ がちょうど良い，16）研修費：67.7％
が高い，25.9％ が普通，17）研修先スタッフとの交流会（JAPAN DAY）：52.9％ が良い，と回答していた。

【結論】

短期間ではあったが参加学生の研修に対する評価は概ね良好であった。海外研修を開始して 6 年目が経過し，各学科のカリキュ
ラム調整や多数の学生配置上，2 年次前期の実施時期は妥当と判断しているが，専門的な内容を十分に学習できていない点を踏
まえ，事前グループ学習や語学の内容と研修先のプログラム内容の整合性を高めていくことが今後の課題である。
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O-ED-02-1

当院リハビリテーション部門における卒後教育システムの現状と課題 第 2報
マネジメントラダーの運用とその課題

中田 裕，吉野 靖，市川 勝

さがみリハビリテーション病院

key words ラダー・監督職・能力評価

【はじめに，目的】

当院は回復期リハビリテーション（以下リハ）病棟及び在宅リハケア部門を有する地域密着型の医療機関であり，スタッフ数が
120 名を超える規模とその中でも経験年数 4 年目以下のスタッフが 47% を占めているのが大きな特徴である。セラピストの卒
後教育体制は不十分であるとの指摘（芳野ら 2009）もある中当院リハ部門ではまず一般職の卒後教育を標準化すべく一般職ラ
ダーを考案し 2013 年より運用を開始した。一方リハビリテーション分野における管理・監督職の育成に関する報告は少ないの
が現状である。当院リハ部門では管理・監督職育成の標準化を目的に，個人が段階的に能力開発をする仕組みとしてマネジメン
トラダーを考案したのでその概要と現状の課題について報告する。

【方法】

まずリハ部門内に人財育成を専門的に扱う機能として人財育成室を発足させ情報収集を行い，独自の体系的な管理・監督職育
成システムとしてマネジメントラダーを作成，2015 年より導入を開始した。このシステムは，（1）一般職ラダーとの連続性（2）
職能要件書を軸とした能力評価と職位の決定（3）目標管理シート及び個人面談によるキャリアデザイン支援の 3 点を柱として
いる。リハ部門所属の監督職 15 名に対し留置法による質問紙調査を実施した。調査項目としてマネジメントラダーに対する理
解度，有効性，妥当性，効率性，適合性，振り返り，面談有効性，他者評価希望について評定尺度法を用い，5 件法にて調査を
行った。併せて監督職に必要な能力を多項目選択質問・制限選択式にて調査した。

【結果】

調査の集計結果より理解度，有効性，効率性，適合性，振り返り，面談有効性については肯定的な回答が 60% を上回った。一方
妥当性，他者評価希望については肯定的な回答が 50% を下回った。監督職に必要な能力として最も多い回答が「部下の成長を促
進する力」であり，次いで「話を聞く力」や「社会情勢を読み解く力」が多数の回答を得た。

【結論】

多数のセラピストが所属している病院・施設において標準化された卒後教育システムは必要不可欠である。それと同様に管
理・監督職の育成にも標準化されたシステムやプロセスが必要であると考える。今回の調査においてはマネジメントラダーに
対して肯定的な意見を得ることができた。しかしながら能力評価の妥当性について改善の余地があり，監督職の能力を評価する
方法について 360 度評価等の透明性や客観性を担保する検討が必要であると考える。また監督職に必要な能力として「部下の成
長を促進する力」を重要視している傾向が見られたことから指導や育成力を向上する機会を創出することで，監督業務の動機付
けにつながると考える。
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O-ED-02-2

療法士に起因する転倒転落事故に関連する要因の検討
―就労特徴と職務満足度に着目して―

中本佳代子1），小口 健1），石垣 智也2）

1）白浜はまゆう病院，2）訪問看護リハビリステーションフィットケア

key words 転倒転落・職務満足・就労特徴

【はじめに，目的】

リハビリテーションにおける患者の転倒転落事故（以下，転倒転落）は，療法士の不注意等が原因である事例がある。その背景
には療法士個人が有する要因や就労特徴があるものと考えられるが，そのような調査はこれまで散見される程度であり，また個
人の就労特徴やストレス，職務満足に着目した検討は行われていない。そこで本研究では，転倒転落に関連し，療法士個人に起
因する要因を，就労特徴や職務満足に着目し検討することを目的とした。

【方法】

療法士個人に起因する転倒転落について，2015 年度の転倒転落インシデント 31 件（患者影響レベル 0～3a），アクシデント 0
件（3b 以上）から内容を分類した。調査対象は，当院療法士（理学療法士，作業療法士，言語聴覚士）68 名であり，個人の就
労特徴や職務満足度を問う 22 項目のアンケート調査を行った。内容は，職種，年齢，役職，勤続年数，配偶関係，朝食摂取の
有無，通勤時間，病院出勤時刻，睡眠時間，有給休暇取得状況，業務の課題・制約，職場ストレス，職務満足度，私生活につい
て等である。回答は当該項目の有無，7 件法（全く感じない～非常に感じる）によるリッカート方式で求めた。統計解析は各ア
ンケート回答項目のデータ分布から，「どちらともいえない」以上を有とする二値型データ（有無）に加工し，転倒転落有群と
無群の比較をカイ二乗検定にて行った。その後，転倒転落有を目的変数とし，カイ二乗検定で有意差を認めた 3 項目（睡眠時間
がとれている，上司が個人的な相談を聞いてくれる，同僚が個人的な相談を聞いてくれる。）を説明変数とした Stepwise 法によ
るロジスティック回帰分析を行った。有意水準は 5％ とした。

【結果】

2015 年度転倒転落インシデントは 48 件あり，うち療法士に起因するものは 31 件であった。質問紙回収数は 62（回収率 91％），
回答職種は，理学療法士 43 名，作業療法士 13 名，言語聴覚士 6 名，経験年数 6.4±5.3 年であった。カイ二乗検定の結果，転倒
転落有群において，睡眠時間がとれている（P＜.05），上司が個人的な相談を聞いてくれる（P＜.05），同僚が個人的な相談をき
いてくれる（P＜.05）と回答する者が有意に少なかった。ロジスティック回帰分析における，転倒転落への独立関連要因は，睡
眠時間がとれている，オッズ比 0.14（95％CI：�3.8～�0.17）（P＜.05）。個人的な相談を職場の上司は聞いてくれる，オッズ比 0.09

（95％CI：�4.75～�0.08）（P＜.05）であった。（判別的中率 76.8％）。

【結論】

療法士の不注意等で引き起こされた転倒転落インシデントには，一般的に考えられているような療法士の経験年数の少なさで
はなく，睡眠を適切量とれているか，または上司に適切に相談ができるかといった就労特徴や，職場満足に関する要因が重要で
ある。そのため，経験年数を問わず，継続的な医療安全教育の実施と，相談がしやすい職場環境づくりが必要といえる。
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O-ED-02-3

リハビリテーション専門職の業務効率と業務実施における意識との関連について
―共分散構造分析による検証―

西野 琢也，山出 宏一，大塚 聡介

医療法人和同会山口リハビリテーション病院

key words 業務効率・管理運営・共分散構造分析

【はじめに，目的】

近年，生産性向上や産業衛生の分野で注目されている presenteeism は，出勤していても心身の健康状態による業務生産性低下
の状態を示し，欠勤や休職で業務に就けない状態である absenteeism よりも職場の生産性低下の影響が大きいとされている。先
行研究では，presenteeism は「時間管理」，「身体活動」，「集中力・対人関係」，「仕事の結果」等と関連があるとされ，管理職は，
労働者のメンタルヘルスを含む安全配慮義務として presenteeism の発生を防ぎ，業務効率を向上させる為に，管理運営を行う
必要がある。ところが，リハビリテーション専門職（以下リハ専門職）は，昨今の診療報酬改定により，さらに質の向上が求め
られ，書類作成やカルテの記入，他職種との情報交換などの業務量が増加している。ゆえに，リハ専門職を取り巻く環境は，新
たに presenteeism が発生し，業務効率に影響することが予測されるが，実際に各職員の業務に取り組む際の意識が業務効率に
繋がっているのかどうかは定かではない。そこで，本研究は，当院のリハ専門職の業務効率と業務に取り組む際の意識との関連
について検証することを目的とした。

【方法】

H28 年 7 月から 8 月に，当院に在職しているリハ専門職 91 名（男性 39 名，女性 52 名，平均経験年数 7.5±5.1 年）を対象とし
た。研究デザインは，調査研究とし，独自に作成した調査項目を用いた。項目は，「個人属性」，「カルテの記入」，「他職種との
情報交換」，「昼休憩」，「治療時間」，「超過勤務」についての 6 要素を含めた全 22 項目であり，それぞれの項目に合わせた尺度
水準により回答を求めた。その後，「超過勤務」を従属変数，他の項目を独立変数としたモデルを検討するため共分散構造分析
を行った。統計解析には R（version3.3.1）を用いた。

【結果】

アンケート回収率は 100％ で，有効回答数は 91 名であった。「超過勤務」を従属変数，「カルテの記入」，「昼休憩」を独立変数
としたモデルの適合度は許容水準を満たす値を示した（χ2（17）=0.177，ns；CFI=0.970；REMSA=0.061）。主な結果として，

「カルテの記入にかかる時間」からは，「定時に終了できているか」に対して 0.43，「平均退社時間」に対して 0.39 の有意なパス
係数が得られた（p＜0.05）。また，「昼休憩に十分休めているか」からは，「定時に終了できているか」に対して 0.92，「平均退
社時間」に対して 0.41 の有意なパス係数が得られた（p＜0.05）。

【結論】

本研究の結果より，カルテの記入時間がかかるほど，定時終了ができなくなっていること，平均退社時間が遅れることが示され
た。また，昼休憩に休めていないほど，定時終了ができなくなっていること，平均退社時間が遅れることが示され，業務効率が
低下していた。今後は，カルテの記入，昼休憩の確保について，指導方法や時間管理を検討することで presenteeism を予防し，
業務効率を向上させていく必要があると考える。
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O-ED-02-4

公益社団法人福岡県理学療法士会会員を対象とした就業に関するアンケート調
査

永野 忍1,2），諫武 稔1,3），時吉 直祐1,3），久保田正一1,4），磯邊恵理子1），中元 洋子1,5），
笹栗 淳子1）

1）公益社団法人福岡県理学療法士会福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会，
2）学校法人国際学園九州医療スポーツ専門学校，3）社会医療法人青洲会福岡青洲会病院，
4）くろだ整形クリニック，5）産業医科大学病院

key words 女性理学療法士・就業環境・離職

【はじめに，目的】

公益社団法人福岡県理学療法士会（以下，県士会とする）の会員数は 5,399 名（平成 28 年 1 月時点）であり，その内，女性理学
療法士の占める割合は約 4 割である。女性理学療法士の復職に関わる課題は多岐に渡り，中でも結婚・出産・育児などのライフ
イベントにより離職した後の復職は大きな課題となっている。そこで今回女性理学療法士の就業環境に関する実態を把握する
ため県士会の会員を対象にアンケート調査を実施した。

【方法】

県士会会員 5,399 名を対象に就業に関するアンケート調査を実施した。調査期間は平成 28 年 1 月 4 日から 1 月 31 日の 28 日間
とした。アンケートは県士会ホームページへの掲載と郵送による配布とし，回答はインターネットによる回答と FAX での回答
とした。アンケートの回答方法は選択肢の回答もしくは自由記載とした。調査内容は，離職経験の有無とその理由，復職に必要
な要件，生理や産前産後・育児休暇の取得状況，妊娠中の就業継続の有無と継続に必要な要件，そして就業継続時の妊娠トラブ
ル，更に就業を継続するための要件とした。

【結果】

回答者数は 2,815 名，回収率は 52.1％ であった。男性会員の約 56％，女性会員の約 46％ から回答が得られた。男性・女性とも
に回答者の約 23％ は離職経験があった。離職理由について，男性は「スキルアップ」が最も多く，女性では「業務内容や待遇
への不満」が最も多かった。また，離職理由に「妊娠」「出産」「育児」「介護」と回答したのは女性に多い傾向がある。離職後，自
宅会員の復職意欲についての回答は「今すぐ復職したい」「いずれは復職したい」が約 90％ を占めていた。生理休暇の利用状況
は「利用できる・できていた」が約 18％，産前産後・育児休暇の利用状況は「利用できる・できていた」は約 68％ から 85％ で
あった。そして，それらの休暇を取得するための要件として共通していたのは「職場の理解」と「スタッフ数等の職場環境の影
響」であった。妊娠中に「就業を継続している・していた」と回答した者の妊娠のトラブルについては「トラブルの経験がある」
が約 64％ であった。就業を継続するための要件として「職場の理解と協力」と回答したのは男性約 58％，女性約 80％ であった。

【結論】

結果より，就業継続意思の高い女性理学療法士であっても女性特有の体調変化（生理等）やライフイベント（妊娠・出産等）に
よって就業の継続が難しくなっていることが考えられた。また，就業環境により離職や復職が困難になっているのではないかと
考えられた。今回の結果より，女性理学療法士が就業を継続するために必要な要件として「職場の理解と協力」が重要であるこ
とが伺えた。今後は，就業継続意欲のある女性理学療法士がその業を続けることができる就業環境の整備について具体的な対策
が必要と考える。
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O-ED-02-5

大腿骨頚部/転子部骨折術後における急性期リハビリテーションの費用対効用

近藤 千雅1,2），八木麻衣子3），西山 昌秀4），岩崎さやか4），鈴木 智裕1），川崎 一泰2），仁木 久照5）

1）聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，2）東洋大学大学院経済学研究科，
3）聖マリアンナ医科大学東横病院リハビリテーション室，4）川崎市立多摩病院リハビリテーション科，
5）聖マリアンナ医科大学整形外科

key words 費用対効用・大腿骨頚部/転子部骨折・急性期リハビリテーション

【はじめに，目的】

現在，医療費増加抑制のため，医療資源の効率的な利用について費用対効用に基づいた検討が重要とされているが，本邦のリハ
ビリテーション（リハ）分野での医療経済学的検討はほぼなされていない。大腿骨頚部/転子部骨折術後の急性期リハについて
も，運動機能，ADL や予後の改善に寄与することは多く報告されているが，治療としての医療経済学的な有用性に関する検討
はない。本報告は，大腿骨頚部/転子部骨折術後患者において，患者の QOL を加味した費用対効用分析の代表的な指標である質
調整生存年（Quality�adjusted Life Years：QALY）を 1QALY 上昇させるための費用を計算し，急性期リハの医療経済学的有
用性について検討することを目的とした。

【方法】

対象は，2016 年 5 月から 9 月に大腿骨頚部/転子部骨折術後の急性期リハを行った 45 名中 24 名（年齢 75.7±11.0，女性 22 名）
とした。除外基準は，受傷前より寝たきり，本研究内容の理解が困難，状態悪化によりリハ中止例，とした。調査項目は 1）リ
ハ介入時と術後 1 週毎の Euro�QOL（EQ�5D）質問票による QOL 効用値，2）患者因子：年齢，性別，在院日数，リハ実施日
数，リハ単位数，退院先，リハ介入時と術後 1 週毎 Barthel Index（BI），総医療費，リハ医療費とした。運営費用は，人件費お
よび施設基準により設置が義務付けられている設備費（リハ室代，リハ器具・福祉用具代）を算出し，患者 1 人にかかる 1 年間
の費用を算出した。分析は，QOL 効用値と BI の変化量の関係性を spearman の相関係数を用いて検討した（有意水準 p＜0.05）。
また，費用対効用分析として，退院時の QOL 効用値が 1 年間継続すると仮定したリハ実施群と，リハを行わず初回の QOL 効用
値が 1 年継続すると仮定した対照群各々で QALY を算出し，リハ実施による増分費用を増分 QALY で除した増分費用効果比

（Incremental cost�effectiveness ratio：ICER）を算出した。

【結果】

対象者（在院日数 35.0±13.5 日）の BI は術前 23.8±12.6 から退院時 74.6±26.4 に上昇した。リハ介入時から退院時における QOL
効用値は平均で 0.06±0.19 から 0.65±0.14 に上昇し，増分 QALY は 0.57 であった。QOL 効用値と BI の変化量には関連は認めら
れなかった。リハ実施による増分費用は 165.2 万円となり，ICER は 403.8 万円/QALY であった。

【結論】

大腿骨頚部/転子部骨折術後の急性期リハの ICER は 403.8 万円/QALY となり，日本での医療経済学的有用性の基準である 500
万円/QALY を下回っていることから，今回のモデルにおいては急性期リハの効果が過小評価されている可能性が示唆された。
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O-ED-02-6

回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価体制構築と検証

松浦 道子1），玉村 悠介1），吉川 創1），錦見 俊雄2）

1）社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院療法部，
2）社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院診療部

key words 回復期・管理体制・アウトカム

【はじめに，目的】

平成 28 年度診療報酬改定では，回復期リハビリテーション（以下，リハビリ）病棟において，FIM 運動項目と在棟日数からな
る実績指数を用いた，アウトカム評価が導入された。当院でも改定に対応して，アウトカム評価体制を構築した。アウトカム評
価対象からの除外者選定は，2 病棟の専従医師，看護師，療法士，社会福祉士，医療事務職が，退棟時予測をもとに合議にて行っ
ている。今回，その評価体制の検証を行った。

【方法】

対象は，当院回復期リハビリ病棟に平成 28 年 4 月 1 日以降入棟し，7 月 1 日から 9 月 30 日の間に退院した患者 65 名（男性 31
名，女性 34 名）。平均年齢 74.3±12.1 歳。

方法は，当院患者データベースを用いて，後ろ向き調査を行った。退棟患者を，アウトカム評価対象者（以下，対象群）と評価
対象からの除外者（以下，除外群）に分け，性別，年齢，疾患分類，高次脳機能障害有無，入院時・退院時の FIM（認知項目，
運動項目），在棟日数，実績指数を比較した。分析には，χ2検定，Fisher の直接確率法，Mann�Whitney の U 検定を用いた。

【結果】

人数は，対象群 51 名，除外群 14 名。性別は，対象群男性 41.7％，女性 52.9％，除外群男性 50％，女性 50％。平均年齢は，対
象群 73.9±12.6 歳，除外群 75.8±9.9 歳。疾患比率は，対象群脳血管 51.0％，骨折 35.3％，廃用 13.7％，除外群脳血管 64.3％，骨
折 21.4％，廃用 14.3％。

評価対象からの除外基準比較では，入棟時 FIM 運動 20 点以下者比率は，対象群 23.5％，除外群 57.1％（p＜0.05）。入棟時 FIM
運動 76 点以上者比率は，対象群 2.0％，除外群 7.1％。入棟時 FIM 認知 24 点以下者比率は，対象群 58.8％，除外群 92.9％（p
＜0.05）。年齢 80 歳以上者比率は，対象群 29.4％，除外群 42.9％。高次脳機能障害者比率は，対象群 35.3％，除外群 57.1％。

入棟時 FIM 運動平均は，対象群 36.4 点，除外群 27.9 点（p＜0.05）。退棟時 FIM 運動平均は，対象群 67.9 点，除外群 34.1 点
（p＜0.01）。入棟時 FIM 認知平均は，対象群 22.8 点，除外群 12.7 点（p＜0.05），退棟時 FIM 認知平均は，対象群 26.9 点，除外
群 13.6 点（p＜0.01）。FIM 運動の退棟時と入棟時の差平均は，対象群 31.5 点，除外群 6.1（p＜0.01）。在棟日数/上限日数の平均
は，対象群 0.65，除外群 0.51。実績指数は，対象群 48.7 点，除外群 12.1 点（p＜0.01）。

【結論】

当院におけるアウトカム指標は，除外群と比べて対象群で高く，管理体制は機能しているといえる。また除外対象者は，入棟時
FIM 認知の低い者，入棟時 FIM 運動の低い者を中心に選定していた。退棟時の結果では，対象群と除外群の在棟日数/上限日数
に差はなく，退棟時 FIM 運動・認知に差を認めたため，FIM 向上の見込みがある者を選定していたことが示唆された。今後は
さらに，能力向上予測の可視化が必要と考える。
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O-ED-03-1

重度脳卒中片麻痺患者に対する後方からの歩行介助時の身体動揺
―理学療法士と理学療法学科学生との比較検証―

光武 翼1,2），植田 耕造3），一ノ瀬和洋1），中田 祐治1），堀川 悦夫2）

1）白石共立病院，2）佐賀大学医学部，3）星ヶ丘医療センター

key words 重度脳卒中片麻痺患者・歩行介助・身体動揺

【目的】

脳卒中治療ガイドライン 2015 では，脳卒中患者の歩行障害に対して，歩行に関連する練習量を多くすることが強く推奨されて
いる。近年では歩行補助ロボットや体重免荷式トレッドミルなどを使用した積極的歩行練習が注目されているが，高価で装着に
時間を費やすなどの問題から導入できない病院が多い。現状では，脳卒中患者に対して，長下肢装具を装着した患者を理学療法
士（PT）が後方から介助する歩行練習の方法は一般的に行われている。しかし，歩行介助時の患者と介助者の動きを数量化し
た研究は，我々が渉猟し得た限り散見されない。そのため，歩行介助の臨床教育は，PT の経験に基づいて曖昧に教育される場
面が見受けられる。本研究は重度脳卒中患者に対して，歩行介助時の身体動揺を客観的に評価し，PT と理学療法学科学生（PTS）
による差異を検証することとした。

【方法】

歩行に介助が必要な脳卒中片麻痺患者 8 名（年齢 74.3±10.1 歳，男性 4 名，発症期間 76.6±44.0 日，Fugl�Meyer Assessment
運動機能項目 12.3±5.8 点）を対象に，5 名の PT（経験年数 11.0±8.3 年）と 16 名の PTS が後方から歩行を介助した。歩行距離
は，加速路と減速路を 1 m ずつ含む 5 m の直線歩行路を介助者の自由歩行で実施し，中間 3 m の歩行中の身体動揺を測定した。
歩行中の身体動揺は，小型無線多機能センサ（ATR�Promotions，TSND121）を重心位置に近似する第 3 腰椎棘突起部に装着し
測定した。センサを患者と介助者の両方に設置し，歩行速度の 2 乗値で除した root mean square（RMS）を指標とする身体動揺
を算出した。統計解析は PT と PTS の歩行介助速度を対応のない t 検定を用いて比較した。さらに，介助者（PT，PTS）と RMS
の方向成分（患者と介助者の垂直，側方，前後成分 RMS）を要因とする二元配置分散分析を行った。また，各要因の post hoc
検定に Bonferroni 法を用いた。有意水準は 5% とした。

【結果】

本研究は転倒などの有害事象なく遂行した。歩行介助速度は PT が PTS と比較して有意に速かった（p＜0.001）。介助者の違い
による比較では，PT と比べ PTS の歩行介助において，患者と介助者の全方向の RMS で有意に高値を示した（p＜0.05）。方向
成分による比較では，PT が介助者の場合，すべての RMS に有意差は認められなかったが，PTS が介助者では，患者と介助者
の側方成分が垂直，前後成分より有意に高値を示した（p＜0.001）。

【結論】

PTS の歩行介助では，PT と比較して歩行速度が遅く，患者と介助者ともに身体動揺の増大を示した。さらに PTS は側方への身
体動揺が垂直，前後方向より大きくなることが示された。つまり，歩行介助指導の際は，歩行速度の減少や側方への身体動揺の
増加に着目することが重要であると考えられる。今回のような身体動揺の測定により同一患者に対して，PT と PTS の介助によ
る違いを提示することは，歩行介助技術を獲得するための臨床教育の一助となり得る。
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O-ED-03-2

文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」における実習モニタリン
グ導入の試み

井口 茂1,2），磯 ふみ子1,2），平瀬 達哉1,2），田中 悟郎3），沖田 実3），東 登志夫3）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座，
2）長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター，
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリテーション科学講座

key words 課題解決型高度医療人材養成プログラム・診療参加型臨床実習・実習モニタリング

【はじめに】長崎大学医学部保健学科（以下，本学）では平成 26 年度に文部科学省の課題解決型高度医療人材養成プログラム事
業に採択され，実習施設と連携しながら学生の主体的な臨床教育を実践できる指導者の養成を目的に臨床指導者養成教育コー
ス（以下，本コース）を開講している。本コースは 40 名の理学療法士・作業療法士（以下，PT・OT）を対象に PT・OT の基
礎知識，各疾患に関するトピックス，クリニカルクラークシップ論・コーチング論等，総時間 120 時間のコースを設定し，e
ラーニング・集中講義形式で実施している。その中で実際の学生指導に際して On the Job Training（以下，OJT）と本学教員に
よる実習モニタリングを導入した。今回，OJT・実習モニタリングの内容を紹介するとともに受講後のアンケートよりその効果
を考察する。

【方法】OJT・実習モニタリングの目的は，実際の学生指導を通して職場内における臨床実習指導者の養成と若手 PT・OT に対
する臨床教育のフィードバックを促進することにある。学生の指導期間は 4 週間とし指導実施前に実習受け入れ準備，実習オリ
エンテーション，養成校との連携からなる基本的事項チェックシートを記載する。4 週間の指導期間中，1 週毎に学生モニタリ
ングチェックシートに指導内容のチェックを行うとともに職場の部署長よりコメントをもらい，2 週間毎に本学教員による
フィードバックを実施し，学生指導の実践方法・課題を共有することとした。実習期間終了後には受講者の自己評価とアンケー
トを実施し，OJT・実習モニタリングの効果と診療参加型臨床実習の導入について意見を聴取した。

【結果】本コースの受講者は男性 31 名，女性 9 名で，年代分布は 30 歳代が 20 名と最も多く，経験年数は 10～14 年が 14 名と多
かった。自己評価は OJT・実習モニタリング終了者 38 名より得られ，学生指導において「十分」とする項目は「臨床態度・資
質の指導」，「対象者との積極的関わりの提供」，「質問しやすい雰囲気」等，臨床実習に関わる資質や環境づくりが上位を占めて
いた。「不十分」とする項目は「学生指導のための専門的知識」，「臨床の専門家として模範的か」「PT・OT の技術的指導」等，
PT の知識・技術に関する項目であった。OJT・実習モニタリングに関するコメントでは「職場内で学生指導の共通認識が得ら
れた」，「学生の自発的学習がみられた」等，肯定的意見が多かった。診療参加型臨床実習の導入については，学生評価の方法や
レポートの活用方法，部署内における学生指導方法の統一等の課題が挙げられた。

【結論】本学の臨床指導者養成教育コースで導入した OJT・実習モニタリングは学生指導における職場内の共通理解と学生の臨
床実習場面での行動変容を促すことが示唆された。今後は本学の臨床実習教育に生かしていく教育システムの改革が必要とな
る。
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O-ED-03-3

理学療法士の臨床能力の難易度と経験年数間の差に関する縦断研究

芳野 純

帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科

key words 継続教育・臨床能力評価・縦断研究

【はじめに，目的】

理学療法士の能力は多くの要素で構成されているが，その内容の違いにより難易度が存在すると考える。本研究の目的は，理学
療法士の資格取得後の継続教育において資格取得直後～経験 3 年目終了時までの能力を縦断的に調査し，その難易度および経
験年数間の差を調査することである。

【方法】

本研究は，理学療法における臨床能力評価尺度（Clinical Competence Evaluation Scale in Physical Therapy：以下 CEPT）を用
いて調査を行った。CEPT は 7 つの大項目（理学療法実施上の必要な知識・臨床思考能力・医療職としての理学療法士の技術・
コミュニケーション技術・専門職社会人としての態度・自己教育力・自己管理能力）と 53 の評価項目で構成されている。対象
は協力の得られた 7 施設に所属し，2013 年に理学療法士国家試験に合格した理学療法士 68 名とした。調査は 1 年目の 5 月（以
下：経験 0 年）・2 年目の 4 月（以下：経験 1 年）3 年目の 4 月（以下：経験 2 年）4 年目の 4 月（以下：経験 3 年）の計 4 回行っ
た。解析は CEPT の 53 項目合計の平均と 7 つの大項目別合計の平均を経験年数別に対応のある一元配置分散分析にて，53 の評
価項目の平均を経験年数別に Friedman 検定を用いた。さらに CEPT の段階付けで「自立している状態」である 3 点以上と評価
した人数の割合を 53 の評価項目毎に単純比較した。

【結果】

4 回全て CEPT の回答があった人数は 38 名であった。CEPT の 53 項目の合計の平均は全経験年数間で有意な差を認めた。7
つの大項目別合計の平均は「理学療法実施上の必要な知識」と「医療職としての理学療法士の技術」において全経験年数間で有
意な差を認めた。他の 5 つの大項目は経験 0 年と他の経験年数間のみ有意な差を認めた。大項目別の特徴として「専門職社会人
としての態度」「自己教育力」「自己管理能力」は経験 0 年から比較的高値であった。「理学療法実施上の必要な知識」「臨床思考能
力」「医療職としての理学療法士の技術」は経験 0 年の平均は低値であったが経験年数を重ねると高値を示した。53 の評価項目毎
の 3 点以上と評価した人数の割合は，「経験 0 年から高値を示す項目」，「3 年間を通して向上する項目」「経験 0 年から 1 年間で向
上するがその後の向上が穏やかな項目」に分けることができた。

【結論】

CEPT の合計点は全ての経験年間に有意な差があり，経験により総合的に臨床能力が向上していた。情意領域は比較的早期から
高値を示しており，学生時代からまたは 1 ヶ月程度の臨床経験の早い段階で獲得できたと考えられる。認知・精神運動領域は経
験に伴い点数が上昇しており，臨床経験により確実に能力が向上していると考える。53 の評価項目毎にみると初期より高い能力
を獲得している項目と，経験を重なることにより獲得していく能力と，1 年程度の経験である程度の能力を獲得している項目が
あることが分かった。能力の項目により難易度の差があり，それに応じた教育の必要性があると言える。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）【口述演題（教育）03（臨床教育1）】

O-ED-03-4

多職種連携医療専門職養成プログラムを通じた理学療法士の育成について

奥野裕佳子1），冨田 和秀1），関本 道治2），青山 敏之1），滝澤 恵美1），橘 香織1），大橋ゆかり1），
佐藤 斉3），二宮 治彦2）

1）茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科，2）筑波大学医学医療系，
3）茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科

key words 多職種連携・卒後教育・卒前教育

【はじめに，目的】平成 26 年度文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業である多職種連携医療専門職養
成プログラム（Coordinated，Continuing，Medical Staff Education Program：CoMSEP）には，筑波大学医学医療系（臨床検査），
本学放射線技術科学科・理学療法学科およびその関連病院が参加している。学部課程から卒後までの継続的なプログラムを通
して，チーム医療の教育を進めるとともに広い視野を有する臨床実習指導者の養成を目的としている。今回は，プログラム内容
の紹介および履修生を対象としたアンケート結果および取り組み状況を含めて報告する。

【方法】プログラムは，1）卒前教育にあたる「学部教育プログラム」と 2）卒後教育にあたる「履修証明プログラム」より成る。
学部教育プログラムでは「生体機能診断ワークショップ」と称し，3 年生を対象に 2 学科ずつの合同演習を年に 4 回実施してい
る。理学療法学科は医学医療系との合同演習を行い計 65 名が参加した。履修証明プログラムは，e�learning の履修と集中開講
によるスクーリング，合同公開講座より成る。e�learning は 3 学科の教員による授業科目で，全 60 時間である。スクーリング
は，60 時間を年 12 回に分けて休日を中心に開講し，さらに年 1 回の合同公開講座への出席を含め，計 1 年のプログラムとなる。
履修生は，臨床検査技師，診療放射線技師，理学療法士であり，卒業大学および勤務病院の制限は設けていない。なお，平成 27
年度の履修生は理学療法士 9 名を含む計 29 名であった。今回，履修生を対象に 1）学部教育プログラムと 2）履修証明プログラ
ムに関するアンケートを各プログラム後に実施した。

【結果】1）学部教育プログラムでは，他分野への興味・関心について「高まった」「ある程度高まった」との回答が 9 割を超えて
いた。また，ワークショップの将来性の意義について，意義があると「感じた」「ある程度感じた」との回答が 8 割を超えていた。
ワークショップの満足感についても「満足できた」「ある程度満足できた」との回答が 9 割以上であった。2）履修証明プログラ
ムでは，9 割以上の履修生から「非常に効果的な内容であった」との評価を受けた。しかし，e�learning の講義および課題の提
出については，履修生全員より「難しかった」との回答がみられた。特に専門外の講義では難解な説明が多かったこと，課題が
難解で時間を要したことが主な理由であった。また，スクーリングの出席率は平均 49% であった。欠席理由として勤務，学会，
私用によるものが大半であった。

【結論】本プログラムでは履修生より高い満足度を得られ，理学療法学生・理学療法士においても専門性の向上と他職種連携へ
の理解を推し進めることが可能と考える。一方，履修証明プログラムのスクーリングでは，履修状況の改善に向けて日程調整に
配慮した運営を行っていく。なお，履修による効果について，追加調査等さらなる検討が必要と考える。
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O-ED-03-5

医療専門職のヒューマンスキル教育に向けた基礎的研究
＝理学療法士・作業療法士学生のコンピテンシーデータの比較＝

堀本ゆかり，久保 晃，丸山 仁司

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words コンピテンシー・医療専門職・ヒューマンスキル教育

【はじめに，目的】

コンピテンシー概念は，組織開発・管理などの経営管理領域で重視されてきたが，近年，医療安全および医学教育改革の双方の
観点から，専門職業人の行動様式としての実践能力を測定する指標として注目されている。医療専門職が必要とするコンピテン
シーについて，議論が深まり始めたものの，理学療法士・作業療法士・言語聴覚士領域では，未だ明らかにされていない。本研
究の目的は，社会人予備軍である作業療法学科と理学療法学科 3 年生のコンピテンシーを比較し，その相違性と類似性について
明らかにするものである。

【方法】

対象は国際医療福祉大学 保健医療学部 作業療法学科 3 年生 35 名（男性 12 名・女性 23 名）である。方法は文化放送キャリ
アパートナーズ社製コンピテンシー診断「SPROUT」を使用した。「SPROUT」は社会人基礎力に対応しており，66 の質問項目
が用意されている。凡そ 15 分程度で実施でき，受検者の思惟の影響を受けにくいよう設計されている。比較群は，2012 年調査
の理学療法学科 3 年生 50 名（男性 28 名・女性 22 名）のデータを使用した。データのばらつきを小さくする目的で，社会人入
学者および留年者は除外対象とした。対象者には，調査目的とデータの使用方法，個人情報の保護および不利益が生じない旨説
明し同意を得た。

統計処理は，日本科学技術研修所製 JUSE stat�works v.4.0 を用い，平均値の差の検定（有意水準 5％）で分析した。

【結果】

コンピテンシー 6 象限では，両学科共通して，「要望に応える力」と「きちんとやる力」が強みとして発揮されていた。一方，
「新しい価値をつくる力」は弱みとして示されていた。「要望に応える力」「互いを活かす力」「新しい価値をつくる力」「何かを変え
る力」「自らを活かす力」と 5 象限は両学科に差はなく，「きちんとやる力」のみ有意差を認め，作業療法学科が大きい値であっ
た。下位尺度 18 因子では，「必要なものをやりくりする力」は作業療法学科の学生が有意に大きく，「相手のために役立つ力」

「物事を理解する力」「聞いて話す力」は理学療法学科の学生が有意に大きい結果となった。他の 14 因子は差を認めなかった。

【結論】

医療業界では，業務の特殊性を加味した対人対応力が必要であり，その素地は養成校で構築される。医療専門職としての学修を
円滑にすすめるにあたり，作業療法学科と理学療法学科の学生のヒューマンスキルには差がなく，この領域のプロフェッショナ
リズム教育は協同して実施できる可能性が示唆された。3 年生は評価実習を経験し，医療専門職としてのプロフェッショナリズ
ムを自分のこととしてとらえる時期である。発表者はこれまでの研究で，理学療法学科学生のコンピテンシーは 3 年生までに形
成され定着し，4 年生で充実することを確認している。医療専門職のプロフェッショナリズム教育は今後，重要な視点であり，
ヒューマンスキルの高い学生の育成が望まれる。
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O-ED-03-6

がんのリハビリテーションに携わる理学療法士が抱える問題
半構造化面接を用いた一考察

袴田華菜子1），地家 淳史2），堀川 能與1），前田 祐子1）

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻リハビリテーション科学コース理学療法学講座運動機能解析学分野，
2）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻リハビリテーション科学コース理学療法学講座運動機能開発学分野

key words がんのリハビリテーション・理学療法士へのインタビュー・葛藤

【はじめに，目的】

がん罹患数の増加や診療報酬改定によるがんのリハビリテーション（以下リハビリ）の整備で，今後は大学病院や一般の急性期
病院，地域医療においても様々な病期におけるがん患者に関わる機会が増加することが予想される。近年，理学療法士がバーン
アウトやうつに陥る可能性もあることが報告されており，我々はがんのリハビリを行う上での特有の難しさ，それによっておこ
る理学療法士の問題に着目して調査を行った。

【方法】

現在がん患者に対してリハビリを行っている理学療法士を対象に理論的飽和に至るまで半構造化インタビューにて面接を行っ
た。インタビューは IC レコーダーにて録音した。解析はグラウンデッド・セオリー方法を用いて行った。

【結果】

理学療法士 9 名に対するインタビューにより，がん患者に対してリハビリを行っている理学療法士に葛藤が生じる状況と，それ
に対応するために必要な能力がわかった。

まず前提として，理学療法士は一人の患者をオーダーを受けてからリハビリ終了まで一人で担当する。そのため，例えば患者が
病態を受け入れられていない場合には，患者の言葉は否定せずに，ただし嘘はつかずに受容へ導く手助けをする際に葛藤が生じ
やすい。また，患者自身が病態を理解していない場合には，Hope を把握しゴール設定をする際に葛藤が生じるため，言葉選び
に慎重にならなければいけない。がん患者に対するリハビリは化学療法や放射線療法などの治療に並行して行われることも多
いため，有害事象の発生など突然のイベント発生への対応が必要であり，ある程度状態変化の予測に幅を持たせるようにしない
と常に変化する患者の状態に適したリハビリが行えない。診断時から終末期まで長期間担当することで感情移入することが多
くなり，患者が亡くなった際に自分の気持ちを整理することも必要となる。

以上のような状況に対応するために，「すべての疾患に対応できる能力」や「プログラムを修正する能力」，「コミュニケーショ
ン能力」，「気持ちを切り替える能力」等の必要性が明らかになった。特に新人の頃にはそれらの能力が不足しているため対応し
きれないことが多く，リハビリ終了後の反省が自分自身を責めるような後悔へとつながることも多い。

【結論】

がん患者に対してリハビリを行っている理学療法士は様々な場面で葛藤を抱えていることがわかった。既に従事している理学
療法士が上述のような状況で葛藤を抱えていることからも，今後がんのリハビリに従事する理学療法士は働き始める前やがん
患者を実際に担当する際には相応の心構えが必要になる。このような状況で葛藤が生まれるのは当然であるという認識を事前
に持つことで，自身が壁に当たった時に乗り越えるきっかけになると考える。
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O-ED-04-1

高校 3年生が考える理学療法士像について

前田 雄太1），菅沼 一男2），金子 千香2），齋藤 孝義3），五味 雅大4），佐野 徳雄2），丸山 仁司3）

1）クロス病院，2）帝京科学大学，3）国際医療福祉大学，4）了徳寺大学

key words 理学療法士・高校生・医療

【はじめに，目的】

理学療法学科は，理学療法士になる目標を持ち，将来の職業を意識できる学科である。近年，子どもの数は減少しているが，進
学率が上がり学力の低い生徒が大学に進学している。また，就職難や非正規労働者の増加などを背景に，資格取得を目的として
大学に進学する生徒も多い。これらの生徒は，自らの意思でなく両親や高校教員の勧めや資格取得のみを目的として理学療法学
科に入学することが多い。このような生徒は，理学療法士の仕事を十分に理解せずに入学し，入学後に理学療法の授業を受ける
中で，自身の職業に対する考えと理学療法士の仕事の違いに気付き大学不適応を起こす。理学療法学科の学生を対象とした調査
では，入学前後の大学生活のイメージが異なる学生に大学生活不安が高く，入学直後から理学療法士になる意志のない学生も存
在すると報告されている。本研究は，医療系学部（以下；医療系）に進学を考えている生徒とその他の学部（以下；一般学部）
に進学を考えている生徒を対象とし高校生が考える理学療法士像について調査した。

【方法】

対象は某高校 3 年生 341 名とした。対象者は，医療系に進学を希望する生徒 32 名，一般学部に進学を希望する生徒 309 名に分
類し，医療系と一般学部に進学を希望する生徒の間で理学療法士像に違いがあるのか調査した。アンケートは，自作のアンケー
トを使用し集合調査法にて実施した。アンケートは，性別，進学先，理学療法士像についての設問 35 項目とし 4 件法にて回答
を得た。

統計解析は，各設問の関係を調べるために因子分析を行い，因子負荷量の推定には一般化された最小 2 乗を用い，バリマックス
法直行回転を施した。次に，因子分析で分類したカテゴリーごとに医療系と一般学部間についてマンホイットニーの U 検定を
行った。統計ソフトは SPSS Statistics21 を用い有意水準は 5% とした。

【結果】

全対象者のアンケートに対する因子分析の結果，7 因子（対人関係，社会的評価，専門性，私生活，卒業後の展望，自己実現，
精神的負荷）を抽出した。医療系と一般学部の群間比較では 7 因子とも有意な差を認めなかった。

【結論】

高校生の考える理学療法士像は，医療系に進学を希望する生徒も一般学部に進学を希望する生徒も理学療法士に対する考えに
差を認めなかったことから，医療系を目指す生徒と一般学部を目指す生徒の考える理学療法士像に大きな違いはないと考えた。
したがって，高校生の理学療法士に対する職業の理解は十分とは言えないと考えた。

このことから，理学療法学科に入学を希望する生徒は，大学入学前に理学療法士の現場を見学することやオープンキャンパスで
理学療法士の仕事について理解することが重要である。このことで，不本意入学や大学不適応を減らすことが可能となるのでは
ないかと考えた。

今後は，理学療法学科に入学を希望する生徒とそれ以外の医療系学科に進学を希望する生徒について調査する必要があると考
えた。
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O-ED-04-2

理学療法士を目指す学生のキャリアに対する意識
キャリアに対する満足度とキャリアアンカーの調査

白石 和也1），高島 恵1），倉持 陽太2），小黒 修平2），刈部 悌2）

1）上尾中央医療専門学校，2）上尾中央総合病院

key words キャリア・キャリア教育・キャリアアンカー

【はじめに，目的】

キャリアとは，文部科学省によると「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程における自己と働
くことの関係付けや価値付けの累積」と定義されている。また，キャリア教育とは，中央教育審議会答申に「一人一人の社会的・
職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」と示されており，理学療法
士養成校である学校においても，キャリア教育の実施が求められている。この卒前におけるキャリア教育の実施において，学生
のキャリアに対する意識を把握することは有益であるといえる。そこで本研究は，理学療法士を目指す学生のキャリアに対する
意識を調査することを目的とした。

【方法】

対象は，A 専門学校の理学療法学科学生（1～3 年生）の 121 名とし，アンケート調査を実施した。調査項目は，学年，自身のキャ
リアに対する満足度，Schein が開発したキャリアアンカーの質問票とした。キャリアに対する満足度は，「全く満足していない」
から「とても満足している」の 4 段階とした。Schein は，キャリアアンカーをキャリア選択に関連する能力・動機・価値観と定
義し，8 種類のアンカーカテゴリー（専門職能別能力，経営管理能力，自律独立，保障安定，起業家的創造性，奉仕社会貢献，
純粋挑戦，生活様式）を提唱している。質問票は，各アンカー 5 項目ずつの計 40 項目からなり，各項目を「まったくあてはま
らない」「たまにあてはまる」「たいていあてはまる」「いつもあてはまる」の 1 から 4 点で評価，さらに各質問項目のうち，自分が
感じていることを最もよく言い表している項目を 5 つあげ，その項目に 5 点ずつ加算し，合計点数が高い項目ほど，8 つのキャ
リアアンカーのうち価値を置いているものとされる。比較検討および統計は，全学生におけるキャリア満足度・キャリアアン
カーの割合，各調査項目間の相関に関して，それぞれ χ2 適合度検定，Spearman の順位相関係数を実施した。有意水準は p＜0.05
とし，統計処理は R2.8.1 にて算出した。

【結果】

アンケート回収率は 97.5％ であった。全学生におけるキャリア満足度は，肯定回答が 72.0％，否定回答が 28.0％，キャリアアン
カーは，生活様式 30.0％，保障安定 17.3％，純粋挑戦 16.4％，専門職能能力 14.5％，奉仕社会貢献 12.7％，自立独立 7.3％，経営
管理能力 1.8％ であり，有意な偏りがあった。各調査項目間に有意な相関は認められなかった

【結論】

学生の 7 割程度が自身のキャリアに対して満足していること，キャリアアンカーは，自分個人のニーズ，家族のニーズ，キャリ
アからの要請にバランスをとり，それらを統合できることに価値をおく，生活様式が最も多く，次いで保障安定，純粋挑戦，専
門職能能力，奉仕社会貢献の順で多いことが確認された。本研究結果から，卒前における効果的なキャリア教育の実施について
検討していくことが必要であると考えられる。
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O-ED-04-3

理学療法学生における対人信頼感の性別及び学年別比較

岩月 宏泰

青青森県立保健大学

key words 理学療法学生・対人信頼感・発達的変化

【目的】理学療法学生（以下，学生）への教育は科学的思考力に基づいた技能の向上と共に，豊かな人間性を備えさせる働きか
けが必要とされている。特に，対人的信頼感は人格形成過程で発達的変化がみられることから，その評価を基に教育的配慮を加
えることが重要といえる。今回，学生を対象として対人信頼感を測定する質問紙調査を実施し，性別及び学年別比較の結果から
発達的変化を明らかにし，その発達を支援するための教育について検討した。

【方法】対象は質問紙調査の趣旨を了承した，4 か所の理学療法士養成校（大学 2 校，専修学校 2 校）で学ぶ理学療法学生であり，
回収し得た 419 名であった。学年の内訳は 1 年生 121 名，2 年生 109 名，3 年生 110 名及び 4 年生 79 名であった。質問紙調査

（留め置き法）の時期は 2015 年 9 月と 2016 年 6 月であり，調査票は基本属性，信頼性尺度（天貝 1997，19 項目），自尊感情尺
度（山本ら 1982，10 項目）などで構成されていたが，今回信頼性尺度について解析した。統計学検討は SPSS VER.16.0J を使用
し，各下位尺度得点の性別比較には Welch’s t test を学年別比較には多重比較検定（Tukey 法）を行い，有意水準 5％ 未満を差
ありと判定した。

【結果】信頼性尺度の探索的因子分析の結果，先行研究と同様に「不信」，「自分への信頼」及び「他人への信頼」の 3 因子が抽
出され，クロンバック α 係数は各々.93，.90，.88 であり，内的整合性が得られた。各下位尺度得点の性別比較では，「自分への
信頼」と「他人への信頼」の 2 因子で生がみられなかったが，「不信」では男子学生が女子学生より有意な高値を認めた。また，
各下位尺度得点の学年別比較では，「不信」で 4 年が他の 3 学年より有意な低値を示し，「自分への信頼」で 4 年が他の 3 学年よ
り有意な高値を示し，「他人への信頼」で 4 年が 2 年より有意な高値を示したが，他の 2 学年とは差を認めなかった。一方，全
回答者を良き助言（指導）者の有無別に二分し 3 因子毎で比較した。その結果，良き助言（指導）者がいる群がいない群より，

「不信」で有意な低値を，「自分への信頼」及び「他人への信頼」の 2 因子で有意な高値を示した。

【考察】「自分への信頼」で 4 年が他の 3 学年より有意な高値を示したことから，1～3 年生では学内教育や学生生活を通して自分
の個性や信念を重視し自己同一性確立の過程にあると考えられる。他者への不信感を示す「不信」では，4 年が他の 3 学年より
有意な低値を示し，特に女子学生の低値が大きく係わっていた。このことは，臨床実習経験，対人関係スキルなどの社会技能の
性差が係わっている。一方，良き助言（指導）者がいる学生では，いない学生より多次元的な対人信頼感が高まることが認めら
れた。

【結論】学生の対人信頼感を発達させる上で教員の資質（教育者としての使命感，学生に対する教育的愛情など）と実践的指導
力が重要な役割を持つことが確認された。
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O-ED-04-4

研究活動に対する取り組み姿勢は卒業時に育成されているか

逢坂 幸佳，高橋 謙一

四国医療専門学校理学療法学科

key words 研究活動・質問紙法・取り組み姿勢

【はじめに，目的】

本校の研究活動に対するカリキュラムは，1 年次に講義形式で基礎研究方法論，2・3 年次に演習形式として基礎研究活動，4
年次に卒業研究を行っている。特に基礎研究活動・卒業研究においては，担当教員によって研究題目の選定から発表方法までを
身につけさせ，卒後の学問研究へ繋げることを目的に指導を行っている。しかし卒業研究に対しての調査や卒業時に研究に対す
る意識調査を行ったことはない。本研究の目的は，卒業時に生涯学習の一つである研究活動に取り組む姿勢が育成されているか
を確認し，今後の研究教育に活かすことである。

【方法】

対象は卒業直前の 4 年理学療法学科と作業療法学科の学生で，本調査に同意を得た 41 名である。方法は質問紙法を用いて，研
究に対する印象と理由，卒業後の研究への取り組みと理由，学内指導の良かった点，要望点について無記名で実施した。はい，
いいえに関する統計処理は，BINOM.DIST（二項分布確率）を用いて，有意水準を 5% とした。

【結果】

アンケート回収率は 95%（39 名/41 名）であった。①「研究は難しい」は，はい 38 名（97.4%），いいえ 1 名（2.6%）で有意差
を認めた（p＜0.01）。②難しい理由は，デザイン設定 9 名（23.1%），テーマの決定 8 名（21.0%），考察 11 名（28.2%），統計 6
名（15.4%），まとめること 3 名（7.7%），知識が必要 3 名（7.7%），その他 5 名（12.8%）。③「卒業後研究に取り組むか」は，取
り組む 24 名（61.5%），取り組まない 15 名（38.5%）で有意差を認めた（p＜0.05）。④取り組む理由は，成長・勉強になる 11
名（28.2%），専門性が身に付く 9 名（23.1%），幅が広がる 2 名（5.1%），卒論を活かしたい 2 名（5.1%）。⑤取り組まない理由は，
研究より臨床手技が大事 7 名（17.9%），大変 3 名（7.7%），余裕がない 2 名（5.1%），実施したい研究がない 2 名（5.1%），必要
と思わない 1 名（2.6%）。⑥学内研究指導で良かった点（選択回答・複数回答）は，教員の指導内容 23 名（59.0%），図書室・書
籍の充実 19 名（48.7%），研究期間 7 名（17.9%），測定器具 6 名（15.4%），講義内容 6 名（15.4%）であった。⑦研究指導への要
望は，指導を多くする 1 名（2.6%），器具が少ない 1 名（2.6%），器具が古い 1 名（2.6%），文献が少ない 1 名（2.6%），統計処理
を教えてほしい 1 名（2.6%）であった。

【結論】

研究に取り組みたい学生は多く，卒業時に研究活動に対する取り組み姿勢が養われていることが分かった。これは研究が難しい
と感じていても基礎研究活動や卒業研究を通して成長できたことや専門性が身に着いた経験ができたためと考える。一方，取り
組みたくない学生の中には，研究より臨床手技が大事という意見が聞かれた。これは卒業直前で臨床への不安が強く，臨床技術
の向上が最優先と捉えていることが考えられる。今後は，臨床と研究の相互依存を示し，研究の必要性をさらに指導していくこ
とが必要と考える。
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O-ED-04-5

医療系専門学校の多職種連携教育の志向性効果について

田中 研志，林 亜遊，高柿 有里，岸上 幸代，前田 徹，岸村 厚志，千葉 一雄

大阪医療福祉専門学校理学療法士学科

key words 多職種連携・チーム医療・授業

【はじめに，目的】

人口の高齢化に伴って，複雑な問題を抱える対象者の全人的ケア，継続的ケアを単一の医療専門職のみで行うことは難しく，各
専門職が連携する力は医療専門職として非常に重要である。また厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会 報告書」（平
成 22 年 3 月）においても，チーム医療の推進やその教育が今後の日本の医療において不可欠の課題であることが示されてい
る1）。多職種連携・チーム医療は，現場ですぐに実践できるようになるものではなく，学生時代の専門職連携教育（IPE；Inter-
professional education）によって培われるものであり，その実現には，専門の異なる学生同士が共に学ぶ専門職連携教育プログ
ラムが重要である2）。そこで本校では，IPE 科目授業として理学療法士学科（以下，PT 学科），作業療法士学科（以下，OT
学科），視能訓練士学科（以下，ORT 学科）の 3 学科合同で授業を行った。授業内容は，「自己紹介・職業紹介」，「コミュニケー
ションゲーム」，「事例演習」，「自己学習」，「発表」の 5 つのブロックに分けて授業課題を構成した。今回，授業の評価指標とし
て，専門職連携について学ぶ準備性・志向性尺度 RIPLS（Readiness for Interprofessional Learning Scale「RIPLS 日本語版」（田
村他，2012）3）を設定した。授業前後の尺度得点の変化で志向性効果を検討したので報告する。

【方法】

対象は，3 年制養成課程専門学校の 2 年生計 111 名で，内訳は PT 学科 41 名，OT 学科 38 名，ORT 学科 32 名である。方法は，
授業前後での比較を RIPLS の回答を集計し，各質問項目に対する授業前後の回答傾向に差異が見られるかについて，Wilcoxon
の符号付順位和検定で分析をした。分析には，統計解析ソフト EZR を用い，有意水準は 5％ 未満とする。尚，本研究について
学内での倫理審査委員会にて承認を得た。

【結果】

RIPLS 日本語版 19 項目全体のスコアを授業前後で比較した結果，授業前の平均スコアは 71.7±7.3，授業後は 81.2±8.1 でスコア
が上昇し，有意な差が認められた（p＜0.01）。また下位尺度の「チームワークとコラボレーション」，「IPE の機会」，「専門性」に
おいても同様に志向性の向上がみられた（p＜0.01）。

【結論】

今回の IPE 科目授業の志向性効果について，授業前より授業後の RIPLS のスコアが高くなっており，学習成果として IPE 学習
への志向性が高まったことが示唆された。その要因として，授業を構成する上で，各ブロックの課題の到達ラインを明確にした
こと，各専攻科が活躍できる事例を設定したこと，テューターガイドを作成し進行を統一したこと，学習プロセスチェックリス
トに沿って学習を進めたこと，これらを設定・作成したことが志向性の向上に繋がったと考える。今後も継続して IPE 科目授業
を実施していくことが，将来，様々な医療現場で複雑な問題を抱える対象者に多職種連携を積極的に推進する医療人の人材育成
に繋がると考える。
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O-ED-04-6

大学生と在宅介護者の睡眠覚醒リズムの相違点について
Actigraph を用いた睡眠パラメーターの比較

八並 光信1），齋藤 利恵2），橋立 博幸1），一場 友実1），崩 将基1），渡邊 頌太1），斎藤 由里1），
洲村 唯那1）

1）杏林大学保健学部理学療法学科，2）杏林大学保健学部作業療法学科

key words 睡眠覚醒リズム・Actigraph・教育

【はじめに】大学生を対象とした睡眠覚醒リズムに関する多くの先行研究は，ピツバーグ睡眠評価票や睡眠日誌などから得た
データを解析したものである。体動センサーを用いた研究は少ない。本研究の目的は，モーションロガー腕時計型 Actigraph
を用いて，大学生の睡眠覚醒リズムを解析すると同時に，在宅障害者の介護者と比較検討することである。【方法】対象は，K
大学理学療法学科 3 年生 18 名（男性 9 名，女性 9 名，平均年齢 20.9 歳）で，以下「大学生群」とする。在宅障害者（脳卒中）の
介護者 9 名（男性 4 名，女性 5 名，平均年齢 64.3 歳）で，以下「介護者群」とする。方法は，大学生群へ主観的評価として，ピッ
ツバーグ睡眠評価票 PSQI・エプワース眠気評価票 JESS・精神健康調査票 GHQ30 を施行した。また，客観的評価として，Ac-
tigraph（AMI 社製：アメリカ睡眠学会公認，国土交通省公認機器）を非利き手に装着した。測定期間は，1 週間から 2 週間で
あり，誤認識を防止するため，睡眠日誌を記載させた。Actigraph から得られたデータは AW2 ver．2.7 を用いて，睡眠日誌と
照合しながら夜間睡眠の区間を決定した（平日のみ）。また，カスタム設定として，授業時間帯（9：00�16：00）の区間を設定
して解析を行った。主な睡眠パラメーターは，睡眠時間，睡眠効率，入眠潜時，体動指数，覚醒ブロック数，5 分以上の覚醒ブ
ロック数である。なお，在宅障害者の介護者における Actigraph のデータは，我々の先行研究より取得した。解析は，単純集計，
大学生群と介護者群の比較は，対応のない t 検定を行った。統計解析は，SPSS ver.21 を使用した。【結果】1．大学生群のみ：
PSQI における正常者 9 名，睡眠障害者 9 名であった。JESS における正常者 8 名，SAS の疑い者 7 名，SAS 相当者 3 名であっ
た。GHQ30 における正常者 14 名，高ストレス者 4 名であった。2．大学生群と介護者群の比較（平均値）：年齢は，大学生群 20.9
±1.4 歳，介護者群 64.3±5.2 歳で介護者群が有意に高かった。睡眠時間は，大学生群 309.8 分，介護者群 399.1 分で大学生群が有
意に短かった。睡眠効率は，大学生群 92.9%，介護者群 92.9% と差はなかった。入眠潜時は，大学生群 6.6 分，介護者群 29.2
分と大学生群が有意に短かった。体動指数は，大学生群 32.7%，介護者群 37.2% と差はなかった。覚醒ブロック数も大学生群 7.0
回，介護者群 6.9 回と差はなかった。平均覚醒時間は大学生群 4.8 分，介護者群 9.1 分と大学生群が有意に短かった。5 分以上覚
醒ブロック数は大学生群 2.3 回，介護者群 3.2 回と差はなかった。3．カスタム設定（大学生のみ，平均値）における体動指数 97.4%，
睡眠ブロック数 3.3 回であった。【結論】大学生の睡眠覚醒リズムは，ほぼ 60 代の介護者と同等で，寝つきは良いものの，就寝
時間は後退しており，睡眠の質が低下しているものと推測された。したがって，規則正しい睡眠習慣を再学習するプログラムの
開発が必要である事が示唆された。
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自己認識に関するコーピング尺度評価を用いたスタッフ教育の指標

西川正一郎1），藤井 隆文1），西尾 光史1），原口 脩平1），福谷 克基1），吾妻 勇吹1），徳吉 陽河3），
小西 英樹2），橋本 務2）

1）医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部理学療法課，
2）医療法人大植会葛城病院リハビリテーション科，3）東北文化学園大学

key words 自己客観視・メタ認知・自己評価

【はじめに，目的】

理学療法士の会員数は 2016 年 3 月末現在 10 万人を超えており，年齢層は約半数以上が 30 歳未満の会員組織である。また，リ
ハビリテーションに特化した病院においては 100 人規模の施設も珍しくはなく，職務管理上の面談や自己目標の管理では，理学
療法士の卒後教育に難渋することも増えている。今回，スタッフ教育における自己認識に関する調査を行い，目標管理や関わり
方の方策に用いるために行った。

【方法】

調査対象は当院理学療法課スタッフ 58 名を対象，研究同意を得られた 54 名を経験年数別に分け，当院の外来リハ，回復期リハ
専従，訪問リハのローテーションが終了する時期までの 1～4 年目 21 名（以下若手群），各業態の指導を行うリーダーを担う 5～
9 年目の 20 名（以下中堅群），役職者を含む 10 年目以上が 13 名（以下ベテラン群）の 3 群とした。調査指標に SCMS（自己統
制と管理のコーピング尺度日本語版）を用いて評価した。評価様式はアンケート形式であり，SCMS は自己客観視（6 問），自己
評価（5 問），自己強化（5 問）の 3 つの因子で構成されている。SCMS の得点について，3 群間で比較の検証をして経験年数に
差が生じるかを調べた。統計処理には一元配置分散分析および多重比較（Bonferroni 法）による分析を用いた。なお，危険率は
5％ とした。

【結果】

3 群による SCMS における各項目の得点が異なるか否かを検証するために，一元配置分散分析を行ったところ，自己客観視因子
の群間における得点に有意な差が認められた（F（2，51）=5.3，P＜0.01）。さらに，多重比較（Bonferroni 法）による分析を実
施したところ，自己客観視の因子においてベテラン群が若手群と比べ，有意に高い得点を示した。その他，自己評価項目におけ
る群間の得点差は有意傾向であった（P＜0.06）。そこで，多重比較で確認したところ，有意傾向であり（P＜0.05），自己評価の
因子においてベテラン群が若手群と比べ高い得点が認められた。一方，SCMS の自己強化の項目には，有意な差は認められな
かった。

【結論】

今回の研究において SCMS は理学療法士を対象としても，自己客観視ができているか否かなどを知るための有用なツールであ
ることが分かった。分析結果からは自己客観視・自己評価に必要とされるメタ認知力などは技術の獲得，臨床経験，社会生活，
倫理観などを積み重ねることにより向上するのではないかと推察され，スタッフを教育する上で職能評価や人事考課における
参考資料になると考察できた。今後，同様の調査を継続する予定であるが，理学療法士協会などの職能団体としても，自己認識
やコーピングなどを客観的に評価できるような指標を卒後研究や教育などに取り入れる必要性があるのではないかと考えられ
た。
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O-ED-05-2

理学療法士における診療ガイドラインの利用と関連するEvidence�based prac-
tice への意識・態度および環境要因の検討：質問紙調査を用いた横断研究

藤本 修平1），今 法子2），中山 健夫1）

1）京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野，2）河北リハビリテーション病院

key words EBM・医療の質・Shared decision making

【はじめに，目的】診療ガイドライン（CPG）の利用は様々な分野における臨床プロセスおよびアウトカムを改善することが報
告されている（Grimshow, et al., 1993）。一方，Evidence�based practice（EBP）教育により CPG の利用を促進することが示唆
されているが（藤本ら，2016），EBP に関するどのような要因が CPG の利用促進に関わっているか理学療法分野において明らか
にされていない。そこで本研究では，理学療法士における CPG の利用と関連する EBP への意識・態度および環境要因を検証す
ることとした。

【方法】本調査は，平成 26 年 10 月に実施した。対象は，平成 26 年 6 月時点で千葉県理学療法士会に所属し，臨床施設に在籍し
ている PT2982 名からランダムサンプリングした 1000 名とした。 郵送調査法による質問紙調査を実施し， 回答期限は 2 週間，
リマインダーハガキの送付は 1 回とした。調査は，先行研究（Jette, et al., Phys Ther, 2003；Bernhardsson, et al., Phys Ther,
2014）を参考に作成し，基本属性（経験年数，最終学歴，研究経験など），CPG の利用状況を代表とする CPG への意識や態度に
関する項目，EBP に対する意識・態度・環境要因などに関する項目の計 43 項目で構成された質問紙を用いた。回答は，5 件法

（強く思う，思う，どちらでもない，思わない，強く思わない）または 3 件法（はい，部分的に，いいえ）の選択方法を採用し
た。解析は，CPG の利用に関連する EBP への意識・態度要因を検証するために，多重ロジスティック回帰分析を用いた。解析
には，統計ソフト JMP.Pro11（SAS Institute.Inc）を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】質問紙の回収率は 39.6% であり，有効回答数は 384 件であった。CPG の利用に関連する EBP の要因として，EBP に対
する重要性の認識（オッズ比（OR）=3.59，95% 信頼区間（95%CI）：1.14�13.41），文献検索のスキル（OR=5.24，95%CI：1.60�
18.66），EBP に対する学習意欲（OR=10.32，95%CI：1.82�197.16），職場における EBP の推奨（OR=2.16，95%CI：1.04�4.57）が
抽出された。

【結論】EBP の重要性を認識し，学習意欲が高い者は CPG を利用していた。また，EBP が職場で推奨されているかという環境
要因も CPG の利用に強く関連していた。一方，本研究は横断研究であるため因果関係には言及できず，その解釈には慎重を要
する。本研究の限界として，千葉県の PT が全国の PT を反映しているかは不明であることが挙げられる。そのため，今後は CPG
の利用状況に対する EBP 教育の効果を検証していく必要がある。
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O-ED-05-3

リハビリテーション分野のランダム化比較試験における抄録の情報に対する姿
勢の検討：文献調査

小向佳奈子1），藤本 修平2），今 法子3），杉田 翔4），小林 資英4）

1）ポートアイランド病院，2）京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻，
3）河北リハビリテーション病院，4）練馬駅リハビリテーション病院

key words 文献抄読・批判的吟味・報告バイアス

【はじめに，目的】

研究の結果を印象付けるために，本来目的とした結果ではなく，副次的な結果を強調して記載することを Spin と呼ぶ（Fletcher,
et al., Med Law, 2007）。特に抄録は結果を限局して記載している可能性があり，実際にリハビリテーション以外の分野では，68%
が Spin であったと報告されている（Boutron, et al., JAMA, 2010）。この Spin は読者に誤解を与える要因となりうるため，リハ
ビリテーション分野でも現状把握が必要である。そこで本研究は，リハビリテーション分野のランダム化比較試験（RCT）の抄
録において，その内容がどの程度 Spin に当てはまるか検討することとした。

【方法】

リハビリテーション分野のうち研究デザインが RCT である論文を対象に，Spin の評価を行った。対象論文は，「リハビリテー
ション」と「RCT」に関する検索語を組み合わせた検索式を用いて抽出した。文献検索に使用したデータベースは，MEDLINE，
Cochrane Central Register of Controlled Trials，医学中央雑誌とした（検索日 2016 年 8 月 1 日）。包含基準は，英語・日本語論
文，全文が入手可能なもの，原著論文とした。除外基準は，RCT 以外の論文，本文中に主要アウトカムが明記されていないも
の，主要アウトカムの群間比較の結果が統計的に有意な差を認めるものとした。選択基準に基づき，評価論文を抽出後，抄録が
Spin であるか評価を行った。Spin の判断は，Boutron らの方法を参考に，1）抄録の結果に主要アウトカムが明記されていない，
2）抄録の結果が主要アウトカム以外に着目していることを基準とした。Spin の判断は，2 名の評価者が独立して評価をした後，
4 名の評価者で妥当性の再検証を重ねた。解析は，どの程度 Spin が報告されているか検討するために，対象論文に対する Spin
の数とその割合を算出した。

【結果】

検索の結果，1054 件が抽出され，対象論文は 13 件であった。そのうち，Spin の判断基準である 1）抄録の結果に主要アウトカ
ムが明記されていないものは，10 件（76.9%）であった。2）抄録の結果が主要アウトカム以外に着目しているものは，13 件

（100%）であり，抽出した全ての抄録が Spin と判断された。

【結論】

リハビリテーション分野において研究デザインが RCT である抄録は，結果を歪曲して記載している割合が高かった。論文から
情報を得る際，時間と金銭的な負担によって，抄録を参照することが多い（Kurata, et al., Plos One, 2013）。よって本研究から，
抄録のみの情報では臨床の判断を誤る可能性が示唆された。なお，本研究の限界として，どのくらい報告内容が歪められている
かという Spin の程度については言及できないため，今後の検討課題としたい。
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O-ED-05-4

Physical therapist clinical training progress information was analyzed by text mining
―The inquiry by the training place visit by a co�occurrence network trial of the visualization―

Toshihiko Hayashi1），Ryusuke Kyan1），Satoshi Fukuda1），Kouji Mizota2）

1）Ryukyu Rehabilitation Academy，
2）Ryukyu Rehabilitation Academy, Rehabilitaion scinece and Diversity Laboratory

key words Clinical training・visualization of the progressive notebook・text mining

【Purpose】

In the clinical training of the physical therapist（following, PT）, it lasts for a case report and a daily notebook, many divergences
including the investigation learning that are imposed during training, and were demanded, and the burden was big quantita-
tively in terms of time. We tried to clarify this fact by objective data handling.

【Methods】

We explained this action beforehand and intended for the leader of training 5 facilities where the agreement was provided and
the person in charge, nine trainee and three teachers of our academy. And we visited each facility once a week for the hearing
of students and RPT. We performed analysis using the technique called“text mining”in this report in order to evade risk as
much as possible.

Soft“KH Coder”which I used this time abolishes“the manual labor”that can become arbitrary on choosing the word, and op-
eration enables freedom in making it and coexistence of the objectivity by stepping on a procedure to show summarizing the
whole data by a multivariate analysis, and showing it and a coding rule.

【Results】

As a result, the positive item showed a tendency to become higher in the middle stage of clinical training. And negative became
decreased after the fourth week. In addition, as a result of co�occurrence network by the text mining, each comments of pro-
gress note tended to change every week.

【Discussion】

As a result of co�occurrence network from a progressive notebook, the data said that teacher’s intervention were necessary
that adaptation to the environment of the student and support about the on�site learning.
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O-ED-05-5

Post Professional education in The United States

FUMIAKI ISSHIKI

Seal Beach Physical Therapy

key words The United States・Residency・Fellowship

【Purpose】

Education is the most important component to develop the profession. In The United States, there are several ways to develop
your career. Residency and fellowship programs are the post professional clinical education for clinicians. Post professional
graduate programs are including Doctor of Philosophy, Doctor of Science, Doctor of Health Science, Transitional Doctor of
Physical Therapy, Doctor of Education, and Master of Science. Additionally for researcher, there are some post doctorate pro-
grams are available.

【Methods】

Using google serch for post profesional education for physical therapy in The United Sates.

【Results】

Residency and fellowship were established in 1999. Currently, residency programs have 221 programs. Fellowship programs
have 42 programs. In order to be evaluated and be accredited for the program, it will take almost three and half years. There
are about 130 post professional graduate programs in the United States.Physical Therapist who had finished residency and fel-
lowship program will become master clinician. Graduating from residency program is showing higher score in the specialist
certification examination.

【Discussion】

It is important to know about the post professional education in other countries. The United States have developed great
amount of post professional education programs. This information would be beneficial for other country to develop their post
professional education programs.
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O-ED-05-6

The Study Report of Fiji�Okinawa Rehabilitation Island Project（Phase2）
Aim to establish interdisciplinary rehabilitation approach and Physical Therapy based on the proper physical therapy evaluations

RYUSUKE KYAN1,2），TSUNAKI HIGA2,3），KOUJI MIZOTA4）

1）Ryukyu Rehabilitation Academy，2）Okinawa Physical Therapy Association, International Affairs Department，
3）Hokubuchiku Medical Association Hospital，
4）Ryukyu Rehabilitation Academy, Rehabilitation science and Diversity Laboratory

key words Physical Therapy・Evaluation・JICA

【Purpose】

The International Affairs Department（IAD）belongs with Okinawa Physical Therapy Association（OPTA）have been planning
and management for public utilities and academic activities for international cooperation. IAD had been holding the JICA Part-
nership program to Fiji Physio Therapist（Fiji PT）since 2007 to 2017. The aim of this study was to report the process, the re-
sults and outcomes of the Phase2.

【Methods】

Following the project Phase1, OPTA started a new project as Phase2. It was focused to establish comprehensive rehabilitation
evaluation system and skills. Trainee from Fiji was required“To able to formulate treatment programs based on proper evalu-
ation for patients and practice the interdisciplinary rehabilitation”. The trainees included PTs, Doctors and Nurses. PTs spe-
cially trained assessment skills, Doctors and Nurses trained treatment skills and interdisciplinary rehabilitation approach. Dur-
ing the project, OPTA team has been dispatched to Fiji for 7 times to follow up trainees and facilitate skills or knowledge. The
Okinawa team will be dispatched to finalize this project in December.

【Results】

The trainee who trained on Phase1 had made“Physiotherapy plan for each patient”was utilized in Fiji. However, the outcomes
were insufficient. Regarding to Phase2, evaluation skills of the trainees were improved. Furthermore, adding the doctors and
nurses were able to encourage a team approach. The Okinawa team had had several workshops or sessions to facilitate at Fiji
PT. Through these interactions, Fiji PT was able to contribute PT assessment and the management of acute phase for stroke,
risk management, cardiovascular and community rehabilitation.

【Discussion】

The JICA partnership program beginning from volunteer activities through international exchange and cooperation by OPTA,
we were able to contribute to the social development, local residents and Fiji PT. It could be expected to lead more developed
activities.

【Acknowledgement】
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O-ED-06-1

臨床実習における実習満足度因子の検討と方策
―学生に対するアンケート調査結果から―

和田 三幸，大武 聖，渡邉観世子，黒澤 和生

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

key words 臨床実習・実習満足度・アンケート

【はじめに，目的】

本学では 6 週間の総合臨床実習（以下，実習）を 2 回実施している。実習終了後の学生の実習満足度（以下，満足度）は様々で
あり，その中には，実習指導者との関係が良好であったため満足度が高いと感じた学生や，理学療法治療プログラムを実施する
ことができなかったため満足度が低いと感じた学生もいた。学生の満足度は一様ではなく，実習の何に影響を受けているのかは
明らかではない。この研究の目的は，実習における学生の満足度に影響を与える因子を明らかにすることである。

【方法】

本学理学療法学科 4 年生 48 名（男性 30 名，女性 18 名）を対象に，独自に作成した記名式のアンケート調査（9 項目 49 問）を
行った。調査内容は①性別②重複実習の有無③希望実習地の有無④実習前の不安⑤満足度⑥満足度に関わる因子（実習指導者と
の関係，実習地の職員との関係，患者との関係，友人との関係，教員との関係，家族との関係，課題内容は適切か，課題量は適
切か，知識を得ることができたか，治療技術を得ることができたか，統合と解釈ができたか）⑦睡眠時間，実習地までの移動時
間，実習時間⑧実習地の指導形態⑨実習指導者についてであった。回答は 2 項選択法，11 件法，自由記載法を用いた。実施時期
は各実習後とした。回答時間は 1 実施につき 5 分程度であった。⑤のうち，0�4 を満足度が低い群，5�10 を満足度が高い群とし
た。満足度を従属変数，④⑥⑦を独立変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。統計処理には SPSSVer.23 を使用し，
すべての統計的有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

アンケート回収率は 100% であった。多重ロジスティック回帰分析の結果，満足度は実習指導者との関係（調整オッズ比 1.656，
p＜0.05）および治療技術を得ることができたか（調整オッズ比 1.820，p＜0.01）の 2 項目が有意に関連していた。

【結論】

満足度には実習指導者との関係と治療技術を得ることができたかが影響を与えることが明らかとなった。実習指導者との関係
が満足度に影響を与えた理由として，学生や実習指導者の言動や態度などが構成要素として考えられる。これ以外にも要素はあ
ると考えられるが，本研究はそれらが具体的に何であるかは明らかではない。今後の展望として，実習指導者との関係を構成す
る要素について研究を積み重ねる必要があると考える。また，満足度に影響する因子が知識を高めることではなく技術を身に付
けることであったということは，学生が満足度の高い実習を送るためには患者と関わる体験を通して理学療法を行う中で，技術
が身に付いたと自覚する機会を増やすことが重要である。これを行うためには，特に実習指導者が治療技術を学生に経験させる
ことで，学生の満足度はさらに向上するのではないかと考えた。以上より，実習において知識の整理や課題学習の割合を減らし，
実戦経験を積む場を増やすことで学生の満足度が上がることが期待できると考えた。
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O-ED-06-2

クリニカルクラークシップの進行に行動目標の提示と点数化が及ぼす影響

上村 朋美1），加藤 宗規2）

1）医療法人社団千葉秀心会東船橋病院，2）了德寺大学健康科学部理学療法学科

key words 臨床実習・クリニカルクラークシップ・点数化

【はじめに】当院では日本理学療法士協会が推奨するクリニカルクラークシップを導入している。今回，実習期間中に獲得を目
指す行動を具体的に示し，さらに与える援助を含めて点数化した尺度を作成して指導を行い，経過に及ぼす影響について検討し
た。

【方法】対象は養成校に在籍する男子学生 3 名であった。学生 A・B は，養成校 4 年生・8 週間の実習であった。学生 C は，養
成校 3 年生・8 週間であり，来年度の春より 8 週間の臨床実習が控えていた。実習にあたり，当院で行動目標として実習中に経
験し獲得を目指す項目を列挙した表を作成し，援助内容と組み合わせて点数付けを行った。項目は，当院で統一して行っている
評価 13 項目と，理学療法補助 5 項目，理学療法の技術面 3 項目，学校からの課題 2 項目，その他 4 項目の計 14 項目を各々点数
付けした。評価［脳卒中機能評価法，等尺性膝伸展筋力，荷重，片脚立位，Functional Reach Test，Timed Up and Go Test，立
ち上がり，10m 歩行，6 分間歩行距離，Functional balance scale，改訂 長谷川式簡易知能評価スケール，徒手筋力検査，関節
可動域検査］，理学療法補助（バイタルサイン，筋力トレーニング，関節可動域訓練とストレッチ，装具，平行棒や杖の準備），
理学療法の技術面（起居，移乗，トイレの介助），学校からの課題（学校指定のデイリー，出席），その他（朝の掃除，リハ室の
片づけ，夕方の掃除，標準予防策）のであった。点数付けの基準について，理学療法評価・補助は見学 1 点，模倣 2 点，手伝い
3 点，自立 4 点とした。課題とその他は，できた場合は 1 点，できなかった場合は 0 点とした。したがって，13 項目の合計は 52
点，14 項目の合計は 38 点となる尺度を作成した。そして，最終日までに全項目が満点となれば最終評価を「優（最高値）」判定
とすると約束した。点数付けは 1 日の終わりに行い，グラフを用いて学生にフィードバックを行った。

【結果】3 領域で 22 項目の行動目標について，介入前の合計点数は ABC 共に 13 項目は 13 点，14 項目は 14 点であった。全行動
が「自立・できた」に到達したのは，ABC の順に介入 9 日，12 日，7 日であった。学生の感想としては，「点数付け・グラフ化
したことで実習中の成果が目に見えた状態で分かりやすかった」，「具体的な評価内容をあらかじめ伝えてもらい，フィードバッ
クを受け改善点が分かりやすかった」，「点数の向上・改善したグラフを確認できたことで，実習へのモチベーションを高めるこ
とができた」であった。

【結論】クリニカルクラークシップは失敗の少ない無誤学習であり，患者の権利も保護できるため臨床実習教育に適しているが，
さらに実習中の行動目標を明確にして点数化することにより，改善と目標への近接が把握しやすく，実習の動機づけにも有効で
ある可能性がある。
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O-ED-06-3

客観的臨床能力試験（objective structured clinical examination，OSCE）における筋骨格系障害模
擬患者に対する初期面接及び基礎検査の教員及び外部評価の妥当性および評価項目の適合性検証

高嶋 幸恵，西上 智彦，八木 範彦，間瀬 教史

甲南女子大学

key words 客観的臨床能力試験・Rasch・妥当性

【はじめに，目的】医学教育課程において学生の臨床技能を確認する方法として客観的臨床能力試験（objective structured clini-
cal examination，以下 OSCE）が用いられている。しかし，理学療法士養成課程での導入実績は浅く，専門職種の特性を踏まえ
た臨床能力を客観的に評価する判定基準の妥当性の検討や課題内容・判定方法の標準化はなされておらず，養成校独自の方法
で行っているのが現状である。本研究の目的は，本学で実施している OSCE の教員評価の妥当性や評価項目の適合性を明らかに
することである。

【方法】本学の OSCE では事前提示症例の中から，当日指示された症例に対し所定時間内に問診ならびに血圧測定を実施する
「初期面接・基礎検査」課題を実施している。今回，2015 年度 OSCE 対象の大学 3 回生 75 名を解析対象とした。課題の判定は
学内教員と外部評価者の計 2 名で行い，19 項目（1．身だしなみ，挨拶 2．患者確認 3．主訴・ホープの確認 4～5．疼痛・感覚
障害の部位・程度・発生状況の確認 6．脈拍測定 7．血圧準備 8．血圧測定 9～14．関節可動域測定 15～18．MMT 実施 19．形
態測定）を順序尺度（適切・一部不適切・不適切等）で得点化しスコアを算出した。統計学的解析は，教員評価と外部評価者の
総スコアの相関関係を Pearson の積率相関係数を用い，有意水準は 5％ 未満とした。さらに，Rasch 解析により，Cronbach
の α 係数，項目適合度，targeting を検討した。

【結果】教員評価と外部評価の総スコアは（r=0.83，p＜0.01）であり，有意な正の相関関係を認めた。Rasch 解析の結果，Cron-
bach の α 係数は教員評価では 0.82，外部評価では 0.78 であった。項目不適合（misfit）は教員評価では項目 1（身だしなみ，挨
拶）及び 3（主訴とホープの確認），外部評価では項目 1（身だしなみ，挨拶），2（患者確認），3（主訴とホープの確認）及び 8

（血圧測定）に認められた。また，今回の問題は総得点が低い対象者を targeting していることが示された。

【結論】課題判定における評価者の妥当性について，学内教員と外部評価者の両者による総スコアに高い相関関係が求められ，
適切に判定されていることが明らかとなった。一方，外部評価者では患者確認や血圧測定の項目が不適合であり，この違いが教
員と外部評価者の内的整合性の結果に影響を与えた可能性がある。このことから，OSCE 実施前の説明の際，項目 2・8 はより
具体的に説明し評価する視点を統一する必要性がある。また，今回の問題は総得点が低い対象者を targeting としていることか
ら，OSCE が初期面接及び基礎検査能力の低い学生を抽出可能であることを示唆している一方，能力が高い学生を適切に評価す
る問題とはなっていない可能性が考えられた。
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O-ED-06-4

当院臨床実習における臨床技能能力の変化についての検討

関根 陽平，中村 高仁，村田 佳太，竹内 奨，由田 紀美

リハビリテーション天草病院

key words 臨床実習・教育・理学療法

【目的】理学療法教育において，臨床実習はより実践的な体験からの技能習得に関わる機会として位置づけられ，当院も実習生
の受け入れを行っている。臨床実習の判定評価表に関しては，各養成校によって異なる書式であり，当院臨床実習における臨床
実習生の臨床技能能力を客観的に判定する指標の必要性を感じた。そこで，今回，臨床実習生における臨床技能能力を評価する
方法として，当院での臨床場面を考慮した客観的臨床能力試験を作成し，臨床実習開始時と，終了時での比較検討を実施し，臨
床技能の変化を調査した。

【方法】試験の作成については，臨床実習指導者が関わり，当院の臨床場面で治療時に多く関わる脳卒中片麻痺者の車椅子移動
→移乗動作→背臥位までの一連の動作における全 28 項目を 3 段階評価（適切：2 点，一部不適切 1 点，不適切 0 点）の 56 点満
点にて作成した。尚，今回使用した試験に関しては，第 25 回埼玉県理学療法学会にて，検者間信頼性，内的整合性ともに高い
事を示している。対象者は，当院の臨床実習生として実習を受けた学生 8 名。検者は，8 名全員を同一の当院リハビリテーショ
ン部所属の理学療法士が採点を行った。試験の実施に関しては，実習開始日に初回を実施し，実習終了前に最終試験を実施した。
尚，初期試験実施後の結果のフィードバックは，実習生，担当指導者ともに実施せず，最終時採点後にフィードバックを実施し
た。初期と最終の点数に関しては，Wilcoxon の符号付き順位検定，所要時間に関しては，対応のある t 検定を用いて検討した。
統計処理として SPSSver.17 を用いた。

【結果】合計点の平均は，初期 27.9±4.5 点（22�34 点），最終 49.1±2.0 点（46�53 点）となった（p≧0.05）。また，一連の試験に
おける所要時間の平均は，初期 381.0±63.1 秒（276�499 秒），最終 250.6±82.3 秒（157�400 秒）となった（p≧0.05）。

【考察】試験の点数，平均所要時間の変化に関して，開始時と終了時でともに有意な差を認めた。この事から，当院臨床実習に
おける実習生の臨床技能の習得に関して，変化が得られているものと考えられる。

【理学療法学研究としての意義】今回の試験を用い，臨床実習の達成度を客観的に評価する事が可能であると考えられる。今後
は多数の検者での運用の為に，各項目の明確な尺度や基準を検討，作成し，臨床実習の達成度を確認していきたい。
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O-ED-06-5

模擬患者試験における学内・外評価者の採点の差異に関する報告

細谷 志帆，佐藤洋一郎，春名 弘一

北海道科学大学保健医療学部理学療法学科

key words 妥当性・学内外評価者・模擬患者試験

【はじめに，目的】

昨今，理学療法学教育では学生の臨床技能を高めることを目的に，客観的臨床能力評価試験が導入されてきている。この試験は，
臨床技能として「コミュニケーション」，「介護技術」，「検査・測定技術」，「分析，治療技術」といった項目それぞれに具体的な
課題内容で評価され，知識，態度，技術の習得を図るものである。

本学理学療法学科では，臨床技能を細分化せずに一連の流れの中で，主に検査・測定技術に重点を置いて評価するために「模擬
患者試験」を実施している。模擬患者試験の採点方法は，臨床家の視点を取り入れるために，学科教員（以下，学内評価者）と
臨床の理学療法士（以下，学外評価者）それぞれが採点する手法を採用している。本報告では，採点の妥当性を高めるための知
見を得ることを目的に，学内・外評価者の採点の差異について分析した。

【方法】

対象は本学理学療法学科 3 年生に在籍し模擬患者試験を受けた 48 名とした。出題は運動器系疾患（以下，運動器）と中枢神経
系疾患（以下，中枢）の 2 分野とし，模擬患者情報は，試験 3 週間前に書面にて学生に提示した。運動器，中枢は各 2 ブースず
つ設営し，1 つのブースに学内および学外評価者を 1 名ずつ配置した。評価項目は，運動器 3 項目（関節可動域測定（以下，ROM�
t），徒手筋力測定，形態計測），中枢 3 項目（12 段階片麻痺機能検査，深部腱反射，感覚検査）に，共通項目として，問診，リ
スク管理を追加した各分野 5 項目とした。採点は各評価項目につき，複数の採点項目を設け，それぞれ 5 段評価で採点した。各
評価項目の得点率を算出し，学内・外評価者間で Wilcoxon の符号付順位検定を行った。統計処理は，SPSSver.20 を用いて行い，
有意水準は 5％ 未満とした。有意差を認めた要因について，学内評価者 4 名を対象に自由回答でアンケート調査を実施した。

【結果】

学内・外評価者間で有意差を認めた項目は，運動器では形態計測（p＜0.05），問診（p＜0.01），中枢では深部腱反射（p＜0.05）
であった。学内評価：学外評価の得点率は同様の順にそれぞれ，37.9％：34.2％，72.2％：81.4％，75.3％：79.7％ であった。

アンケート調査の結果，形態計測では，設問の内容が正しく理解されない学生や，試験途中で時間切れになった学生など，検査・
測定技術そのものの能力を判断できない場合に採点の差異が生じたという回答が得られた。問診では，学内評価者は学生の能力
を把握している分，緊張状態でぎこちない様子を低く採点した可能性があるという回答が得られた。深部腱反射に関しては，模
擬患者の病態への配慮，脱力させる工夫，評価道具の使用，など注意すべき点が多い上に，採点項目も 4 項目と多く，採点にば
らつきがみられた可能性があるという回答が得られた。

【結論】

採点の妥当性を高めるためには，試験途中で時間切れになった場合などの評価基準の統一や，採点項目数の改良が必須である。
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O-ED-06-6

ルーブリック様式の実習成績報告書を活用した実習事前学習と事後学習の運用報告
～新しい評価表の使用感を学生のアンケート結果をもとにひもとく～

山下 喬之，川元 大輔，田口 光

原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科

key words ルーブリック・臨床実習成績・自己学習

【はじめに，目的】

本校では，様々な臨床実習における課題を，実習指導法ではなく教育評価法に視点をあて，実習成績評価にルーブリック様式の
成績報告書を導入した。主観的評価になりがちな従来の実習成績評価を改善し，実習教育の質の向上をねらいとし，約 2 年の開
発期間と 1 年間の運用を経た。ルーブリックは，教育目標や評価基準の可視化に優れたツールで，臨床実習教育において各種目
標と基準を養成校・実習施設・学生の間で容易に共有する事ができ，成績評価の用途のみならず，事前学習や事後学習までと広
汎に活用する事が出来る。今回は，ルーブリックを実習の事前・事後学習で学生に使用させ，その学生視点での感想をまとめた。

【方法】

対象は，検査測定体験実習を経験した 3 年生 60 名で，学生が臨床実習の事前・事後学習に使用したルーブリックの様式に関す
る感想を問う。調査は，事前・事後学習に関する 6 項目，ルーブリックの客観性に関する 2 項目，総合評価の 1 項目で構成され
るアンケートを用いた。設問は，1．実習前に評価項目ごとの到達目標を確認しやすかったかどうか。2．評価尺度ごとの到達度
を理解しやすかったかどうか。3．目標と到達度を確認しながら実習対策ができたかどうか。4．実習後の自己内省に活用し，課
題解決の為の具体策を考えられたかどうか。5．他者評価結果と自己評価結果を対比しながら振り返りができたかどうか。6．次
の実習へ向けた自らの課題が明確にできたかどうか。7．他者評価結果を受容しやすい評価様式かどうか。8．公平に他者評価さ
れやすい評価様式かどうか。9．以前の成績評価様式と比較して良い様式だと感じるかどうか。の合計 9 項目で構成し，4 段階の
尺度で回答させた。調査は，実習の振り返り学習期間後に実施し，解析は総合評価の設問 9 の項目を基準として，その他 1～8
の項目同士との関連を Spearman の順位相関係数（有意水準 5％）を用いて実施した。

【結果】

アンケート全体の平均値は 3.46 となり，特に評価項目ごとの到達目標，評価尺度ごとの到達基準，自己課題の明確化，他者評価
と自己評価の比較に関する結果が 3.5 以上と高い値となった。設問同士の比較では，特に設問 9 と 1（r.702，P＜.001），設問 9
と 7（r.706，P＜.001），に強い正の相関が，設問 9 と 2（r.644，P＜.001），設問 9 と 8（r.683，P＜.001）には正の相関がみられ
た。

【結論】

ルーブリックは，用途の広汎さや作成自由度の高さが故に成績評価としての信頼性や妥当性は未知数である。特に基準の客観性
は重要で，ある程度の運用期間をかけて継続した検討が必要である。今回は，実際にルーブリックを実習の事前・事後学習で活
用し，学生もその利点を①目標，評価基準が明確に記されている事，②客観的に他者評価される成績報告書様式となっている事，
に感じていることがわかった。今後は，同様の調査を評価者となる実習指導者を対象としても実施したのち，各種基準や尺度の
信頼性検証などを実施する。
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P-ED-01-1

入学前教育における問題集学習者と映像教育学習者の比較

小関 友記1），萩田 満也2），靖 大錚1）

1）仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科，2）株式会社ナガセビジネススクール本部大学事業部

key words 学習支援・入学前教育・映像教育

【はじめに】

当学では学生の学習習慣確立と基礎学力向上を支援するため，入学前教育に取り組んでいる。平成 27 年度入学生までは生物及
び現代文の問題集を配布する方法を行っていたが，平成 28 年度からはその方法に加え，株式会社ナガセと提携し DVD による映
像教育を希望者に導入した。その効果について検証するため，入学前教育に関するアンケートを実施し，結果をここに報告する。

【方法】

平成 28 年度当学入学試験合格者のうち平成 27 年内に合格を決定した者全員に対し，生物及び現代文の問題集配布を実施した。
問題集は入学後オリエンテーションにて回収し，実行状況を 4 段階で判定し，解答と共に返却した。また合格者のうち，希望者
に対して有料で生物＋数学及び現代文の映像教育を実施した。映像教育は授業を録画した DVD を視聴した後，期日までに課題
を提出し添削を受ける。また進行状況に合わせて電話確認を受けるものである。その後，平成 28 年 4 月に平成 28 年度当学入学
生で研究に同意を得た 120 名（男性 59 名，女性 61 名，平均年齢 19.4±3.6 歳）に対し，入学前教育に関するアンケートを実施
した。アンケートの内容は入学前教育に対する計画性，当学教育との関連性，学習習慣に対して主観的に 6 段階で評価するもの
と，入学前の自己学習時間と現在の自己学習時間，そして入学前教育で良かった事及び入学前教育で悪かった事について自由記
述で確認する項目からなる。そのアンケート内容について，配布問題集のみを実施した群 66 名（以下，「問題集群」）と，配布
問題集に加えて映像教育を行った群 15 名（以下，「映像教育群」）の比較を行った。入学前教育に対する計画性，当学教育との
関連性，学習習慣，入学前の自己学習時間，現在の自己学習時間，配布問題集実行状況について対応のない t 検定にて比較を行っ
た。統計学的検定は SPSS ver.22 を用い有意水準は 5％ とした。また自由記述項目はコーディングを行い集計し，記述内容の比
率を比較した。

【結果】

入学前教育に対する計画性及び配布問題集実行状況に関して，問題集群に対して映像教育群は有意に平均が高かった（p＜0.05）。
自由記述項目の比較では，「勉強する機会が得られた」「学習習慣がついた」記述は問題集群が 77％，映像教育群が 94％ であった。

「課題遂行の難しさ」「理解困難」記述は問題集群では 38％ みられたが，映像教育群ではみられなかった。

【結論】

問題集群に比較して映像教育群は学習を計画的に出来たと実感しており，また課題遂行や理解に関しても映像教育群の方が良
いことを示す結果を得られた。これは電話確認によって学習計画確立が図られ，かつ課題の添削結果が速やかに得られることや
繰り返し授業映像を確認できる事で，実行に対する結果のフィードバックが良好なタイミングで得られたことによると考えら
れる。またその経験を基盤に理解や自信が深まったため，配布問題集の実行状況も高まったと考えられる。
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P-ED-01-2

入学時の学生の心理特性と学力の関連性について
学生調査の結果の分析と初年次教育の検討

大寺健一郎

宮崎リハビリテーション学院

key words 学生調査・心理特性・初年次教育

【はじめに，目的】

当学院では，平成 28 年度より初年次教育の基本調査として，新入生を対象に学生調査を実施している。本研究では，この調査
の前段階で実施した予備調査の結果を基に，学生の心理特性と学力に関連性があるのか分析し，一定の知見を得たので報告す
る。

【方法】

平成 27 年度に当学院に入学した学生 34 名（男子 18 名・女子 16 名）に予備調査を実施した。調査項目は，学力調査（学力）を
理系科目である物理，化学，生物，数学，心理特性調査（心理特性）を STAI（状態－特性不安検査・特性不安のみ使用），RQ

（レジリエンス指標）テスト（感情調整力，衝動調整力，楽観力，原因分析力，共感力，自己効力感，リーチアウト力＝働きか
ける力の 7 つの能力を点数化），コーピング尺度とした。これらの点数の関連性を，標準化した偏相関係数で分析した。また初
年次の学年末に実施した解剖学・生理学・運動学の業者模擬試験（模試）の点数についても，前述と同様に心理特性との関連性
を分析した。統計学的分析には統計解析ソフト R3.3.1 を使用し，有意水準は p=0.05 とした。

【結果】

心理特性と学力との偏相関係数をみると，STAI は化学で�0.447（p＜0.05），生物で�0.455（p＜0.05），RQ テストでは，生物と自
己効力感で�0.624（p＜0.01），生物とリーチアウト力で 0.564（p＜0.01），コーピング尺度では，化学と問題焦点型で�0.482（p
＜0.05）となった（結果①）。心理特性と模試では，STAI は有意な相関はなかったが，RQ テストは解剖学と衝動調整力で 0.501

（p＜0.05），運動学と衝動調整力で 0.511（p＜0.05），コーピング尺度では，解剖学と回避・逃避型で 0.539（p＜0.05），運動学と
回避・逃避型で 0.455（p＜0.05）となった（結果②）。

【結論】

結果①から，心理特性と学力の関連性を示したのは化学と生物であり，不安が少なく苦手を克服しようとする心理特性であるほ
ど成績は良い傾向を示した。特に生物では，学力に自信が持てないほど外への働きかけで解決しようとする傾向を示している。
また化学では，ストレスの原因にこだわらないほど成績は良い傾向となっている。次に結果②の心理特性と模試との関連性で
は，解剖学と運動学において，ストレスを柔軟に回避し，衝動的な心理をコントロールできるほど成績は良い傾向を示した。以
上の分析から初年次の学習指導として，学力の程度によらず，苦手としている教科に粘り強く取り組む学習習慣の習得や，いつ
でも学生の質問を受けられる，また学生同士や教員との協同学習が可能な学習環境の整備，入学当初の心理的サポートが重要で
あることが示唆された。今後は引き続き初年次教育の基礎調査として，学生の心理特性と学力を時系列で分析し，学習指導はも
ちろん心理面のサポートについても検討し，特に不安や衝動的心理のコントロールが必要な学生のメンタルケアも視野に入れ
た実践指導を，学習の補助として取り入れていきたい。
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P-ED-01-3

理学療法士養成校における成績不振者の早期発見と対応

成田 亜希

白鳳短期大学

key words 卒業時成績・在籍時成績・学習動機づけ

【目的】

近年，理学療法士学生の学力や学習動機づけの低下が目立っている。このような学生の学力や学習動機づけを向上させ，国家試
験合格へと導くことは教員の責務であると言える。そこで本研究では的確な学習支援を行うため，卒業生を対象に卒業時成績や
卒業時の学習動機づけが入学前学力や在学時成績とどのような関係にあるのかを探索した。また成績不振者を出さないような
学習指導をどのタイミングで行っていくのかを検討した。

【方法】

理学療法士養成校を卒業した 88 名を対象に調査を実施した。卒業時成績は模擬試験成績を用いた。入学前学力は高校偏差値，
入試区分，入学前実力テスト（国語）の成績を用い，在学時成績は入学後初回小テスト，主要科目において毎時間行う復習テス
トの月集計，各学期末に行う模擬試験成績を用い，卒業時成績と比較した。自己決定理論に基づく学習動機づけに関する質問紙
調査は 3 年次国家試験直前に実施した。その学習動機づけタイプと入学後に専門的学習を開始し初めて挑んだ小テスト成績と
を比較した。

【結果】

卒業時成績と高校偏差値の間にやや相関がみられたが，卒業時成績と入試区分・入学前実力テストの間に相関はみられなかっ
た。次に卒業時成績は 1 年次 4 月初回小テスト成績の間にやや相関がみられ，1 年次前期各月末・1 年次前期～3 年次前期の各学
期末成績の間にそれぞれかなりの相関がみられた。また卒業時成績と 1 年次基礎医学科目（解剖学・運動学・生理学）成績との
間でもかなりの相関がみられた。そして卒業時に学習動機づけが外的調整の学生は 1 年次 4 月初回小テストで一番低い成績で
あった。また 1 年次 4 月末成績で留年・退学者のうち 66.7% が平均点より標準偏差以上，下回っていた。留年・退学・国家試験
不合格者のうち 81.8％ が基礎医学科目成績において平均点より標準偏差以上，下回っていた。

【結論】

入学前の学力は卒業時成績には影響しない。入学後の 1 年次前期成績，さらに 1 年次 4 月末成績ですでに卒業時成績とかなりの
相関があり，1 年次 4 月末には成績不振者を発見できることが示唆された。ゴールデンウィーク前には成績不振者を特定し，連
休中に知識を整理し直すような課題の提示が必要である。また連休明けには補習を実施し，学習時間の確保，学習方法の指導を
行うべきである。理学療法学のように基礎分野，専門基礎分野，専門分野という積み上げ型の学習では，入学直後から適切な学
び方をすることが大切である。特に理学療法学の根幹である基礎医学科目ができていると卒業時にも良い成績であることが明
らかとなった。また 1 年次 4 月初回小テストで成績が悪い学生は卒業時にも学習動機づけが低いことがわかった。入学当初から
学習は単なる暗記ではなく理解し自分で説明できる「生きた知識」を備えることを指導し，小テストで良い成績が取れるよう導
くべきである。それによって学生は有能感をもち，学習動機づけも高めていけると考える。
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P-ED-01-4

レポート指導におけるルーブリック指導と個別指導の指導する順序の違いによ
る学習効果

楠本 泰士，飛山 義憲

東京工科大学

key words ルーブリック・レポート・個別指導

【はじめに，目的】実験課題のレポート採点は個別指導の要素が大きく，細かな内容の指導は可能だが，各評価の客観性に欠け，
評価にばらつきが出ることがある。客観的な評価を行うためにルーブリックが用いられている。ルーブリックとは，学習到達レ
ベルの目安を数段階に示したマトリックスで表し，評価表を事前に学生に示すことで学生の自主学習を促すことや評価者の評
価時間の短縮が可能などの特徴がある。しかし，ルーブリックのみの指導では個別指導の要素が欠けるため，両方の指導を織り
交ぜることが重要と思われる。そこで，本研究ではルーブリック指導と個別指導の指導する順序の違いにより学習効果に差があ
るのかを検討することを目的とした。

【方法】対象は平成 27 年度後期授業科目の運動療法実習を履修した本学に在籍する理学療法学科 2 年生 77 名とした。今回，前
半課題と後半課題の 2 つのレポート提出を課した。対象を前半課題時にルーブリックに基づいたレポート指導を行い，後半課題
時にレポートの構成や書き方など個別指導を行った群（先行群）と前半課題時に個別指導を行い，後半課題時にルーブリックで
の指導を行った群（後行群）にランダムに分けた。なお，2 つの課題レポートの採点にはルーブリックを用いた。ルーブリック
は指導教員 4 名で評価項目を吟味し，作成した。ルーブリックはレポートの構成に対応させ，「はじめに」「方法」「結果」「考察」

「まとめ」「体裁」の大項目 6 つとし，各大項目に小項目を設け，合計 10 の小項目による構成とした。各小項目の採点は 1～5
点，1～10 点とし，60 点満点とした。評価者間の評価精度を確かめるために，本研究の対象とは別の年度に実施した当該科目の
8 つのレポートを 4 名の教員が採点し，検者間信頼性として級内相関係数（2,1）を算出した。2 群のルーブリックの採点をルー
ブリックの合計点と小項目ごとに反復測定二元配置分散分析，および単純主効果の検定にて検討した。統計処理には IBM SPSS
Statistic Ver. 19 を使用し有意水準を 5％ とした。

【結果】級内相関係数（2,1）は，各項目ともに 0.86～0.93 だった。全ての小項目で各群の採点に主効果を認めた。「語尾」，「文献
に関する記述」，「図表」の小項目で交互作用が確認された。「語尾」は前半課題で有意に先行群が低かったが，後半課題では先
行群が有意に高くなった。「先行研究の整理・目的設定」，「対象」，「文献に関する記述」，「図表」，「合計点」は前半課題で有意
に先行群が低かったが，後半課題では差がなくなった。

【結論】先行群は多くの項目で前半課題の採点が低く，後半課題の採点では差がなくなっていたことから，個別指導の要素は重
要と考えられる。ルーブリックは客観的な指標で検者間信頼性のある評価として有用であるが，本学の学生に対してはルーブ
リックを用いた画一的な指導だけではなく，個別指導の必要性が示唆された。
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P-ED-01-5

基礎実習が理学療法士への意欲に及ぼす影響

中村 壮大，堀本ゆかり，右田 正澄，町田 和，黒澤 和生

国際医療福祉大学

key words 意欲・基礎実習・理学療法学生

【はじめに，目的】

臨床実習で学生は，多くのことを経験し，自己効力感を高めつつ成長していく。一方では，自らの能力を発揮できずに終えてし
まう学生も存在する。近年，理学療法士養成校の臨床実習における実習前後の自己効力感などの経時的変化に対する調査は多数
報告されている。しかし，学生の意欲に関する報告は少ない。そこで本研究の目的は，4 年制課程の理学療法士養成校に在籍す
る 1 年生を対象に，量的に分析が可能な「現在の理学療法士になりたい度は？（％）」という理学療法士への意欲が基礎実習前
後でどのように変化したかを明らかにすることで，学生へのフォローやキャリア意識を高める対策を考える一助とすることで
ある。ここでの意欲とは，現在の理学療法士になりたい度と定義する。

【方法】

対象は，本学理学療法学科に入学した 1 年生 51 名（男性 24 名，女性 27 名）とした。1 年生の基礎実習は，9 月に 3 日間行われ
ている。その基礎実習前後で，理学療法士への意欲の変化について「現在の理学療法士になりたい度は？（％）」という質問を
百分率で示してもらった。次に，基礎実習経験後，理学療法士という職業に対する気持ちの変化を自由回答形式で記述を求め回
収した。アンケート分析方法は，t 検定を用いた。

【結果】

基礎実習前後における「現在の理学療法士になりたい度は？（％）」は，実習前は 82.8±14.6％（平均±標準偏差），実習後には
87.6±20.5％ となり，基礎実習後に有意に向上した（p=0.015）。意欲が向上した学生の比率は 29 名（54.9％），変化のない学生は
15 名（29.4％），低下した者は 7 名（13.7％）であった。理学療法士への意欲が高まった学生は，実習指導者との良好な関係性や
患者様からの励ましやお礼などを言われた体験があった。一方，5 名（9.8％）は進路変更を視野に入れた回答であった。

【結論】

本学では 9 月からの基礎実習を鑑み，医療専門職に相応しい礼節を学修目的として，夏休みにボランティア体験を行っている。
このような準備を講じているが，「本当に自分にできるのか」や「思っていた理学療法士像と違った」など意欲が低下した学生
も認められた。梶田は，プラスの体験をして自己効力感が高まることによりアイデンティティが形成され，なりたい自分と現在
の自分との差を感じ，そのギャップを埋めるために意欲が向上すると述べている。また，それとは逆に，マイナス体験により自
己効力感が低下するとアイデンティティが崩壊し，学習の意味を見失うことによって意欲が低下するとも報告している。意欲が
向上した学生は今後もさらに意欲を維持・向上できる促しが必要であるが，意欲の変化のないあるいは低下した学生への対応
が今後の課題であると考える。進路や将来に不安を抱く学生は低学年のうちに，キャリア意識を高める対策を講じる必要があ
り，学生の多様性を理解しながら個々の指導・援助，相談等の充実を図ることが大切であると考える。
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P-ED-02-1

「基礎学習論」がメタ認知および学内成績に与える影響

高島 恵，白石 和也

上尾中央医療専門学校理学療法学科

key words メタ認知・学習方法・GPA

【はじめに，目的】Schraw によると，メタ認知を育成するためには「教師がメタ認知の重要性を学生に説き，メタ認知を意識す
るように仕向ける」「メタ認知的知識（自分自身の認知能力，課題や方略の有効性などに関する知識）を教授する」等が重要とさ
れている。このようなことも踏まえ，本校では今年度より「基礎学習論」という科目を立ち上げ，メタ認知の育成や学習方法の
修得を目的とした内容を 15 コマ中 6 コマ実施した。この科目実施後，メタ認知の育成や学習方法の習得がなされることによっ
て成績へも好影響を及ぼすことが予測されることから，本研究では実施前後でのメタ認知への影響および，前期終了時の成績へ
の影響を確認し，よりよい教育へつなげることを目的とする。

【方法】対象は A 専門学校第 1 学年にて本科目を受講した 80 名（理学療法学科 40 名，作業療法学科 40 名）で，方法は本科目の
開始前（4 月上旬），実施直後（5 月上旬）にアンケート調査を実施した。内容は，阿部らによる「成人用メタ認知尺度（以下：
メタ認知）」を用い，28 項目の質問に対する 6 段階評価（1：全くあてはまらない，から 6：とてもよくあてはまる，まで）を使
用し，自己評価にて実施した。また，成績については 1 学年前期末（9 月）の学内成績を Grade Point Average（以下 GPA）に
て算出した。開始前と実施直後のメタ認知の差については，28 項目の中央値をウィルコクソンの差の検定にて確認した。また，
個人毎に開始前と実施直後のメタ認知自己評価 28 項目についてウィルコクソンの差の検定を実施し，有意差の有無で 2 群に分
けた。2 群間で前期末の GPA に差があるかについて，シャピロ・ウィルクの正規性検定の結果正規分布に従ったため 2 標本 t
検定を実施した。統計処理は R2.8.1 を使用し，危険率 5% 未満をもって有意差とした。

【結果】欠損値のある 3 名を除いた有効回答 77 名の分析結果として，メタ認知自己評価における開始前中央値と実施直後中央値
において有意な差を認めた（p＜0.05）。また，メタ認知自己評価の講義前後における個人内差を認めたものは 17 名（GPA2.59
±0.49），差を認めなかったものは 60 名（GPA2.48±0.62）で，2 群間での GPA は有意差を認めなかった。

【結論】本科目開始前における学生の状態として，メタ認知に対する理解が薄いことから自己評価の中央化（どちらともいえな
い）が起こり，科目実施直後にはメタ認知的知識や技術に関する理解が深まった結果，自己評価が明確になり差が出たことが推
測される。一方で，その差が成績の差につながるとは言えず，科目を経て得られた気づきがメタ認知の育成や学習方法の習得に
つながり成績を向上させるためには，定着を図るための更なる検討が必要であることが示唆された。
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P-ED-02-2

解剖学の講義にアクティブ・ラーニングを導入した学生の学習効果

大友 篤，森永 雄，鈴木 裕治，大和田宏美

仙台青葉学院短期大学

key words アクティブ・ラーニング・自己学習時間・学習自己効力感

【はじめに，目的】文部科学省中央教育審議会の教育についての諮問に対する答申の中で，生きる力とは，「自分で課題を見つけ，
自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力であり，また，自らを律しつつ，他人とと
もに協調すること」であると述べている。理学療法士は，対象者の訴えや症状から病態を把握し，仮説に基づき検査を行い適し
た介入を行う臨床推論的思考などの問題を解決する能力，コミュニケーション能力が求められる。しかし，近年の理学療法士養
成校の増加や少子化による学生数の減少により，理学療法士養成校に入学する学生の学力低下・コミュニケーションの能力の
低下などが問題となっている。そのため，学生が大学生活を送る上で不可欠となる学習能力や生活習慣を身に付けるための初年
次教育（First Year Experience）が重要である。本研究の目的は，本学でも初年次教育を重視し，理学療法士に必要な能力（臨
床推理的思考・コミュニケーション）の向上のために，解剖学の講義にアクティブ・ラーニング（能動的学習）を取り入れ，学
生の学習に対する変化を調査することである。

【方法】対象は，本学に入学した 1 年生 71 名（男性 33 名，女性 38 名）とした。解剖学の講義は，主に人体構造のイメージ化を
図り，講義を通して自己の学習習慣を身に着けることを目的とし，骨・筋模型標本を用いてのグループワークを中心としたアク
ティブ・ラーニングを導入した。解剖学の講義終了後に自記式アンケートを実施し，平日の自主学習時間と休日の自主学習時
間，学習自己効力感について評価した。アクティブ・ラーニングを取り入れた講義後の学生の学習に対する意欲の変化を捉える
ために，解剖学講義前後での自己学習時間（1 週間の平均時間）の変化については，対応のある t 検定を行い，また目的変数を
学習自己効力感，説明変数を自己学習時間（3 分位）とし一元配置分散分析を行った。すべての統計解析は SPSSVer11（IBM）
を使用した。

【結果】自己学習時間が延長した学生は，全体の 64.8％ であった。解剖学講義前の自己学習時間（76 分）と講義後の自己学習時
間（101 分）を比較した結果，解剖学講義後の自己学習時間が有意に延長していた（p＜0.05）。しかし，自己学習時間延長と学
習自己効力感との関連性は認められなかった。

【結語】自主学習時間延長と学習自己効力感との関連性は認められなかったが，アクティブ・ラーニングを取り入れた解剖学の
講義後に学生の自己学習時間が延長したことは，能動的に学ぼうとする学生の学習に対する行動の変化の現れであることが考
えられる。今後，初年度教育の必要性やアクティブ・ラーニングを取り入れた講義の有効性について継続した調査を行っていき
たい。
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P-ED-02-3

関節可動域測定の測定誤差に習熟度が与える影響

秋月 千典1），山口 和人2,3），荒井 智康4），金井 欣秀5），大橋ゆかり5）

1）目白大学保健医療学部理学療法学科，2）三郷中央総合病院，
3）茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科，4）吉川中央総合病院，5）茨城県立医療大学理学療法学科

key words 関節可動域・検査測定・スキル

【はじめに，目的】理学療法の臨床場面では介入前と介入後に関節可動域を測定し，その変化量により介入の効果判定を行うこ
とが日常的に行われている。しかし，関節可動域測定に含まれる測定誤差についての検討が乏しいことから，万能ゴニオメー
ターを用いた関節可動域測定が介入前後で生じる関節可動域の変化をどの程度捉えることができているのかは明らかにされて
いない。また，年齢，性別，body mass index など関節可動域に影響を与える因子は検討されているものの，関節可動域測定の
測定誤差に影響を与える因子の検討は少なく，特に測定に対する習熟度は測定誤差に影響を与える重要な因子であると考えら
れるにもかかわらず，これまでに検討されていない。そこで，本研究では，万能ゴニオメーターを用いた関節可動域測定に含ま
れる測定誤差の種類とその程度を Bland�Altman method により定量的に明らかにするとともに，その測定誤差に習熟度が与え
る影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】本研究では，関節可動域測定を習得した大学生 45 名（2 年次から 4 年次まで各 15 名）と臨床経験 3 年目までの理学療法
士 21 名（1 年目 7 名，2 年目 8 名，3 年目 6 名）を測定者とした。測定者には，右膝関節に電気角度計が貼付されている被測定
者の右膝関節屈曲の関節可動域を万能ゴニオメーターにより測定することを求めた。被測定者はこれまでに右膝関節に整形外
科的疾患の既往がない健常若年男性 1 名とし，研究を通して同一の人物とした。本研究では，電気角度計による測定値を基準値，
その基準値と万能ゴニオメーターによる測定値の乖離を誤差とし，誤差の種類とその程度を Bland�Altman method により検討
した。その際，関節可動域測定法に関する講義あるいは実習を受講してからの年数を習熟度として操作的に定義し，習熟度が測
定誤差に与える影響を検討した。

【結果】絶対測定誤差は習熟度が上がるにつれて減少し，習熟度の有意な主効果が認められた（p＜0.001）。また，Bland�Altman
method による検討の結果，万能ゴニオメーターによる測定値には系統誤差は含まれていなかった。さらに，測定値に含まれる
偶然誤差の程度は習熟度が上がるにつれて減少し，手技を習得した直後の学生が 14.7̊，臨床経験 3 年目の理学療法士が 4.1̊ で
あった。

【結論】万能ゴニオメーターによる関節可動域の測定には偶然誤差のみが含まれており，偶然誤差の程度は習熟度に影響を受け
ることが明らかとなった。偶然誤差は複数回の測定値を平均することで減少させることが可能であるため，習熟度が低いうちは
複数回の測定を行うことが測定誤差を小さくするために有効であることが示唆された。また，習熟度は間接的に練習量を反映す
るため，関節可動域測定の正確さを向上させるためには練習量を増やすことが有効であると考えられる。今後は，より効果的に
習熟度を上げるための練習方法の開発について検討する必要がある。
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P-ED-02-4

痛みの神経生理学に関する講義が理学療法学科 3年生の痛みに対する理解に及
ぼす効果

三根 幸彌1,2），Sam Gilbert3），中山 孝1,2），土屋 順子1,4）

1）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，
2）南オーストラリア大学 International Centre for Allied Health Evidence，3）Club 360，
4）信州大学大学院医学系研究科保健学専攻

key words 痛み・神経生理学・理学療法教育

【はじめに，目的】

持続性疼痛に対するマネジメントは，従来の生物医学モデルから生物心理社会モデルへの転換を迫られている（O’Sullivan,
2012）。その潮流に伴い，理学療法教育に痛みの神経生理学に関してエビデンスに基づいた知見を取り入れる必要がある

（Jones ＆ Hush, 2011）。しかしながら，本邦の教育機関においては，痛みについて十分な教育が行われているとは言い難い。本
研究は，痛みの神経生理学に関する講義が理学療法学科 3 年生の痛みに対する理解に及ぼす効果を検討することを目的とした。

【方法】

対象は 2016 年に東京工科大学医療保健学部理学療法学科 3 年次に在籍していた 78 名の学生（平均年齢 20.6±0.7 歳，うち女性
29 人）とした。研究デザインは前向き症例シリーズ報告とした。80 分の講義ではスライドと口述説明によって，末梢組織にお
ける侵害受容や脊髄と脳における中枢感作の機序などについて解説した（Butler ＆ Moseley, 2013）。評価尺度は 12 項目から成
る質問紙（Catley, et al., 2016）とし，英語からの順翻訳と逆翻訳を 2 人の著者がそれぞれ独立して行った後，議論ののち日本語
版を作成した。質問紙にかける時間は 1 回あたり 3 分とし，80 分の講義の前後と講義の 1 か月後に計 3 回行った。また，講義終
了時に主観的な関心度，難易度，理解度を Visual Analogue Scale を用いて評価した。質問紙の得点の変化における統計学的有
意性について，分散分析を行った後に，多重比較として対応のある t 検定と Bonferroni の補正を用いて検討した。有意水準を
5% 未満とした。臨床的有意性については，群内での効果量（Cohen’s d）と 95% 信頼区間（CI）を用いて検討した。効果量の判
定には Cohen の基準を用いた（Cohen, 1988）。また，関心度，難易度，理解度と得点の変化についての相関係数を求めた。統計
処理には Microsoft ExcelⒸ2016 を用いた。

【結果】

質問紙の得点は，講義直前で 6.5±1.7 点，講義直後で 8.1±1.5 点，1 か月後で 8.3±1.4 点であり，講義直前と比較して直後と 1
か月後では有意に改善し（p＜0.01），講義直後と 1 か月後では有意差はみられなかった。効果量は講義直前と直後の比較で 0.99

（95%CI 0.74�1.24），講義直前と 1 か月後の比較で 1.11（95%CI 0.86�1.35）であり，ともに大きい効果量を示した。また，主観的
な関心度，難易度，理解度と得点の変化についての有意な相関は認められなかった。

【結論】

1 回 80 分の講義が，理学療法学科学生の痛みの神経生理学に関する理解を短期的に改善させる可能性が示唆された。
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P-ED-02-5

現状の理学療法教育における身体運動力学に関する教育内容と現場ニーズの乖
離

国分 貴徳，金村 尚彦，星 文彦

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科

key words 理学療法教育・身体運動力学・アンケート調査

【はじめに，目的】

理学療法領域において，重心やモーメントといった身体運動力学に関連する知識の習得は，動作分析を中心とした患者評価の基
礎となる知識であり，理学療法教育上必須の要件と考えられる。臨床・教育の分野を問わず，多くの理学療法士はその重要性を
認識している一方，現状の理学療法教育においては系統だった身体運動力学の教育内容が整理されているとは言い難く，養成校
によりその指導内容は千差万別となっている。今回本学の臨床実習施設の理学療法士を対象に，身体運動力学の講義・実習内容
をまとめた講座を受講してもらった後，本学の現状の教育内容と，各理学療法士の出身養成校における学習内容との相違につい
てアンケート調査を行った。本研究の目的は，理学療法教育における身体運動力学分野の学習内容の現状と，現場のニーズを調
査し，系統だった身体運動力学に関する教育内容についての提案を行うことである。

【方法】

対象は，本学の臨床教育実習施設の理学療法士（41 名：経験年数 1～15 年目）とした。対象者に対し，現状の本学学部教育で実
施している重心およびモーメントに関する講義・実習の内容をまとめた講座（1 回約 2 時間）を受講して頂いたのち，各理学療
法士が養成校時代に受けた類似するテーマの講義・実習の有無，およびその内容，さらには現状に臨床における応用の有無と受
講後の印象について無記名式のアンケートを実施した。

【結果】

受講者の出身養成校の種別は 4 年制大学：25 名（国公立：10 名，私立：15 名），4 年制専門学校：7 名，3 年制専門学校：9 名で，
21 の養成校が含まれていた。このうち重心に関する講義・実習について，講義はあるが実習はなかったという養成校は 15 校あ
り，実習があった養成校においても座学から 1 次元，2 次元，3 次元での機器による計測実習まですべてを行っていた養成校は
1 校のみであった。またモーメントに関する内容については，実習まで行っていた養成校は 2 校のみであり，8 つの養成校にお
いては講義もなかったとの回答を得た。また，これまでの臨床において，重心やモーメントの知識を応用できていたかという問
いでは，41 名中 24 名が「できていなかった・理解できていなかった」と回答した。

【結論】

今回の調査から，非常に限定的なデータではあるものの，現状の理学療法教育において重心やモーメントといった身体運動力学
に関連する内容の講義・実習について，不十分と言わざるを得ない結果が示された。一方で全ての対象者において，臨床で必要
な知識であるとの認識は高く，養成校教育との乖離が明らかとなった。現場が求める内容の全てが，養成校において必要な教育
内容となるわけではないが，重心やモーメントといった基礎的な身体運動力学に関する内容については，養成校教育における充
実が必須となるべきであり，今回の結果は今後の理学療法の基礎教育を検討する上で一助となるデータと考える。
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P-ED-03-1

理学療法実技分野への動画教材による復習への取り組み
―視聴期間と成績別に着目して―

小野田 公1），糸数 昌史1），丸山 仁司2）

1）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）国際医療福祉大学

key words ICT・動画教材・学習

【はじめに，目的】

医療系大学での Information and Communication Technology（以下 ICT）の授業への取り組みが多く報告されている。具体的な
取り組みとして反転授業やインターネットを利用した授業資料や演習用動画を用いた教授法が一定の学習効果があることが報
告されている。本研究では，実技講義を撮影した動画教材を復習のためにインターネット配信し，視聴状況を成績別に分析し，
その効果を明らかにすることを目的とした。

【対象】

国際医療福祉大学理学療法学科 2 年生の必修科目である「理学療法診断学 I」履修者 101 名（男性 50 名，女性 51 名）を対象と
した。

【方法】

配信動画は，「理学療法診断学 I」での関節可動域測定についての授業で収録した。説明時に用いたビデオカメラで同時に教員の
解説を録画し，その記録動画を復習用教材として動画配信サイト YOUTUBE を利用し，配信した。配信は，実技試験 2 週間前
に動画の URL とその QR コードを印刷した紙を配布した。視聴期間は，配信直後（実技試験 9～14 日前），配信中間（実技試験
8～5 日前），試験直前（実技試験 4 日～実技試験当日）の 3 つの期間に分け，集計した。対象者の成績による 視聴の違いを確
認するために Computer Based Testing（以下 CBT）の結果を点数の高い順番に並べ，成績上位群，成績中間群，成績下位群の
3 群に分けた。配信動画の視聴回数，視聴時間を調べて，成績別各群を経時的に集計した。期間別と成績別群の視聴回数および
視聴時間を Kruskal�Wallis 検定にて分析した。

【結果】

期間別の総視聴時間は，試験直前が配信直後および中間より有意に増加していた。また，総視聴回数は，試験直前が配信直後お
よび中間より有意に増加していた。成績別の総視聴時間は，成績下位群が成績上位群および中間群よりも増加傾向（p＝0.063）を
示した。

【結論】

結果より視聴時間や視聴回数は，配信直後よりも試験直前に増加していた。また，成績別では他の群よりも成績下位群が多く利
用する傾向を示した。これは，成績下位群を理解度の低い学生とすると理解度を高めるために今回の動画を視聴したことが考え
られる。このことより復習動画の配信は理解度の低い学生の個別学習にも有用ではないかと考えられる。また，配信動画はス
マートフォンなどで視聴可能であり，学生は動画を確認しながら実技練習を実施していた。この学習方法は場所を選ばず学習で
きることが示唆された。

【理学療法学研究としての意義】

本研究では理学療法分野の教育で ICT を利用した授業の復習のための動画を配信した。結果より試験対策のためや理解度の低
い学生が多く利用していることが示唆された。今後の実技演習の授業を多くもつ理学療法分野での教育方法として活用できる
のではないかと考えられる。また，スマートフォンなどのモバイル端末から簡単に視聴できることから新たな学習方法として利
用ができるのではないかと考えられる。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 12日（金）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（教育）P03】

P-ED-03-2

反転授業導入に伴う学生の負担感についての調査

糸数 昌史

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words 反転授業・負担感・学修方略

【はじめに，目的】

近年，ICT を用いた教育手法として反転授業が注目されており，授業以外の時間で Web 上の予習用動画を視聴し，授業では能
動的学修課題を通して，知識理解を深めていくことが特徴の一つである。しかし，他分野に比べてカリキュラムが過密である医
療系大学では，課外時間に動画を視聴するタスクを強いることで学生の負担が増えるデメリットもある。そこで，本研究では反
転授業の導入に必要な予習動画視聴における学生の負担感を調査した。また，授業への取り組み，授業内容の理解に着目して，
反転授業と従来型授業の違いを学生の評価から検討した。

【方法】

対象は本学理学療法学科 3 年生 100 名，2 年生 101 名であった。3 年生は 2 年次に一部の科目にて反転授業の経験があった。実
施科目は平成 28 年度前期の装具学（3 年），理学療法評価学（2 年）とした。予習用動画の作成は Camtagia2 を使用し，YouTube
の限定視聴形式にてアップロードした。動画配信は Google Classroom を用い，学生個々にログインして閲覧できるシステムを
構築した。全 15 コマ中 7 コマ終了後に，学生へ無記名方式でアンケート調査を実施した。調査方法は Google Form を用いた
Web アンケートを作成し，学生はその URL にアクセスして回答できるようにした。聴取項目は「事前に動画を視聴することの
負担感」を 10 段階で聴取した。また，「授業の取り組みやすさ」，「授業内容の理解しやすさ」で良いと感じるものを，1．従来
の授業 2．どちらかというと従来の授業 3．どちらでもない 4．どちらかというと反転授業 5．反転授業の 5 項目中から 1
つを選択させた。アンケート結果は各項目別に集計し，数値化した負担感は Mann�Whitney の U 検定を用いて学年間の比較を
行った。授業の取り組み，および授業内容の理解については，各項目の回答数の割合を算出した後，反転授業と従来型授業の 2
つに関連する解答の割合を抽出し，x2検定でその関連をみた。統計処理は SPSS ver23.0 を用い，有意水準は 5％ 未満とした。

【結果】

動画視聴の負担感の中央値（25 パーセンタイル�75 パーセンタイル）は，3 年が 5（3�6），2 年が 3（2�5）であり，学年間では
3 年生が有意に高かった。授業の取り組みと授業内容の理解の項目では，反転授業を良いと回答した割合は両学年で有意に多
かったが，学年間では 3 年生に比べて，2 年生で有意に少なかった。

【結論】

本研究の結果から，3 年生は反転授業導入に伴う動画視聴の負担を 2 年生よりも重く感じているが，授業への取り組みやすさや
内容の理解については従来型授業よりも反転授業のほうが良いと評価していることが明らかになった。一方，2 年生では負担感
は 3 年に比べて低いものの，従来型授業が良いと回答した学生の割合も多く，学年間で差が認められた。このことから 2 年生は
反転授業による学修に慣れていないことも示唆され，導入に際して，反転授業の目的や学修方略について繰り返し説明と確認を
行う機会が必要と思われる。
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P-ED-03-3

理学療法学科学生における認知症高齢者のイメージに関する縦断研究

小畠志緒里1），大河原玲奈1），加藤 仁志1），鳥海 亮1），入山 渉2）

1）群馬パース大学，2）慶友整形外科病院

key words 認知症高齢者・理学療法学科学生・イメージ

【はじめに，目的】

急速な高齢化に伴って認知症高齢者はますます増加し，多くの人々にとって自分自身あるいは家族が認知症になることが身近
な問題になってきている。また，理学療法士は，認知症高齢者と関わりを持つことが多く，認知症高齢者に対する適切な対応を
するために，学生のうちから各人が認知症について肯定的なイメージ，意識を持つことが重要であると考えられる。理学療法学
科学生を対象とした認知症のイメージを調査した先行研究では，上級学年の方が認知症高齢者に対して親密性，活力性で肯定的
なイメージを有していることが明らかになっている。しかし，この研究は横断研究であり，学年間比較をするためには学年の進
行によって，認知症高齢者のイメージがどのように変化するかを明らかにすべきである。そこで本研究では，理学療法学科学生
の学年の進行に伴った認知症高齢者のイメージの変化を縦断的に調査し，どのように変化するかを明らかにすることを目的と
した。

【方法】

対象者は，1 年生（2015 年）～2 年生（2016 年）70 名，2 年生（2015 年）～3 年生（2016 年）51 名，3 年生（2015 年）～4 年生
（2016 年）52 名であった。対象者に対して，認知症高齢者のイメージに関するアンケートを自記式で実施した。認知症高齢者の
イメージは，26 の形容詞対についてどちらに該当するかを質問し，先行研究を参考にして Semantic Differential Method（SD
法）を用いて数値化した。アンケート実施時期は 2015 年 6 月上旬と 2016 年 6 月上旬であった。アンケート結果は，多重比較を
用いて各学年間で比較した。

【結果】

認知症高齢者に対する 1 年間のイメージの変化を形容詞ごとに比較したところ，4 年生では「尊厳性」に分類される項目 4「愚
かな－賢い」，項目 7「正しくない－正しい」，「親密性」に分類される項目 14「冷たい－暖かい」に有意差が認められた。3 年生
では「尊厳性」に分類される項目 1「ひどい－すばらしい」，項目 2「醜い－美しい」，「活力性」における項目 15「悲しい－嬉し
い」に有意差が認められた。2 年生では「尊厳性」に分類される項目 1「ひどい－すばらしい」，項目 6「だらしない－きちんと
した」，活力性に分類される項目 15「悲しい－嬉しい」，項目 16「病気がち－元気な」，項目 17「弱い－強い」に有意差が認めら
れた。いずれも上級学年の方が肯定的なイメージを有していた。

【結論】

本研究の結果から，理学療法教育を受けることによって，認知症高齢者のイメージが肯定的に変化することが明らかとなった。
また，認知症高齢者のイメージが変化した項目が最も多いの 1 年生から 2 年生へ進級した学年であったことから，イメージが最
も変化するのは，1 年生 6 月から 2 年生の 6 月に開講される講義を受講することにより，認知症高齢者に関する正しい知識・見
識を得ることによるのではないかと考えられた。
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P-ED-03-4

卒業前教育としてコミュニケーション能力を醸成する意義

松崎 秀隆1,2），吉村 美香1,2），原口 健三2），森田 正治2），高嶋 幸男2）

1）福岡国際医療福祉学院，2）国際医療福祉大学大学院

key words コミュニケーション能力・プロフェッショナリズム・指定規則

【はじめに，目的】保健医療教育について議論する際，その教育の質は学生の成長過程（技術や能力）に向けられることが多い。
そこで，著者らは先行研究において理学療法士（以下，PT）の質に着目し，実習指導における学生に対する不当待遇（medical
student abuse）を調査，報告してきた。PT の質については，多くの解釈が存在する。たとえば，コミュニケーション能力も重
要な PT の資質とされる。しかし，そもそも PT が卒業前にコミュニケーション能力について，学ぶ機会があっただろうか。PT
の卒業前教育では，理論的にコミュニケーション能力を学ぶための教育は指定規則にも含まれておらず，系統的に実施されてい
ない。しかし，PT の実践過程では，高いコミュニケーション能力やプロフェッショナリズムが求められ，学生は先輩 PT や教
員をロールモデルとして学ぶことも少なくない。そこで今回，卒業前教育として醸成されるべきコミュニケーション能力獲得に
向けた，教育指導方法を提言したい。

【方法】PT 学科，第 1 学年前期講義にて，コミュニケーション論（全 15 回）として実施。講義内容は，1．コミュニケーション
の概念を学ぶ（講義形式）。2．コーチングを学ぶ（協同学習）。3．絵画を用いて観察力およびコミュニケーション能力を学ぶ

（協同学習）。4．自身の考えを他者へ口頭および文章にて説明する重要性を学ぶ（協同学習）とした。終了後には感想文，およ
び各自が絵画から連想した物語を提出させた。

【結果】コミュニケーション能力やプロフェッショナリズムなど，主観的なものを数値化し，評価することは非常に難しい。し
かし，授業後の感想から，卓越性や人間性，利他主義などを踏まえたプロフェッショナリズムに起因する言葉が抽出された。一
方，自身の思考を文章化（物語）することは難しく，苦慮していることも分かった。

【結論】指定規則とは，学生の到達目標を明確するために必要な科目，学習項目，取得に要する時間（単位）を構造化したもの
である。つまり，指定規則には，PT に必要とされる能力は全て取り入れられているはずである。しかし，この中にコミュニケー
ション能力やプロフェッショナリズムの醸成に関する記載はない。おそらく，昔は非正規の指定規則として問題がなかったと考
えられる。では，現在の指定規則に問題はないのか。教育指導方法は時代背景を考慮し変えていかなければならない。アクティ
ブラーニングや ICT 教育などの普及は良い例である。あらゆる能力や知識について，系統的に教育し卒業させる重要性は，単発
的に指導し卒業させるものとは大きく異なる。これまでの知識評価を重視した教育とは別に，コミュニケーション能力を含めた
学生の態度や姿勢，言語技術教育についても，十分に配慮した教育指導方法の構築が求められる時代と考えている。
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P-ED-03-5

本校学生における職業的アイデンティティの今年度の傾向と経年的変化につい
て

佐野 純平，山際 清貴，原田 憲二，小関 博久

東都リハビリテーション学院

key words 職業的アイデンティティ・経年的変化・学生指導

【はじめに，目的】

前回，筆者らは青年期における職業的アイデンティティ（VI）の形成と学生指導に関して一考察を述べたが，最終学年への調査
および経年的な変化の言及には至らなかった。今回我々は，VI の形成における今年度の傾向および昨年度からの経年的変化を
調査したので報告する。

【方法】

対象は本学昼間部 1～4 年生で，昨年度からの追試が可能であった 190 名（男性 130 名，女性 60 名，平均年齢 19.6 歳）とした。
方法は，大橋らが作成した「職業的アイデンティティの形成度に関する質問紙」を用いた。この質問紙は 20 項目の質問で構成
されており，各項目に対し「非常に当てはまる」から「全く当てはまらない」の 7 件法で回答を求めるものである。また，各項
目を「PT 選択への自信」「自分の PT 観の確立」「PT として必要とされることへの自負」「社会貢献への志向」の 4 因子に分類し，
因子別スコアと今年度の総計を分析した。分析には一元配置分散分析を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

今年度の総計は，他学年と比較して 3 年生のみが有意に低かった（P＜0.01）。また，因子別スコアでは「PT 選択への自信」に
ついては 1 年生のみが有意に高く（P＜0.01），2～4 年生に有意差は認められなかった。「自分の PT 観の確立」および「PT とし
て必要とされることへの自負」については，他学年と比較して 3 年生のみが有意に低かった（共に P＜0.01）。「社会貢献への志
向」については，各学年間で有意差は認められなかった。なお昨年度から今年度にかけての経年的変化については，総計および
因子別スコアの両者共に有意差は認められなかった。

【結論】

今年度の総計および「自分の PT 観の確立」，「PT として必要とされることへの自負」については他学年と比較して 3 年生が有
意に低かった。これは，2 年生次の昨年度においても同様の結果を示したことから，いわば「学級の性質」であることがうかが
える。しかし，その性質を有するに至った要因については不明であり，さらなる調査の必要がある。1 年生の「PT 選択への自
信」が高値を示したのは昨年度の 1 年生と同様の傾向であり，今年度においても新入生の入学後の満足感が表現されていると考
えた。「社会貢献への志向」に関して学年間で有意差が認められなかったことも，昨年度と同様の傾向である。全学年にわたり
高値を示していることから，本校に入学した学生においては，PT として患者に貢献したいという思いに関しては学年の隔てな
く有していることが確認できた。総計および因子別スコアには，経年的変化が認められなかった。これは前回報告した，VI
は高学年になるに連れて漸増的に形成されるものではなく流動的に形成されるということを裏付ける結果となった。同時に，前
述した「学級の性質」といえるものは経年的に容易に変化しないことが示唆された。今後は複数年にわたる調査を行い，4 年間
という学生生活全体を通して VI がどのように変化するかを検討したい。
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P-ED-04-1

Communication Style Inventory による 4つのタイプと学習観の関係性について

佐藤 健，谷川 直昭，緒方 茂，松本 泉

熊本駅前看護リハビリテーション学院

key words CSI・学習観・アナライザータイプ

【はじめに，目的】Communication Style Inventory（以下 CSI）によるタイプ分け（コントローラータイプ；以下 CT，アナライ
ザータイプ；以下 AT，プロモータータイプ；以下 PT，サポータータイプ；以下 ST）は，人材育成の一助として，対象となる
個人の思考パターンやコミュニケーション方法などの特徴を把握する上で有用なツールとして知られている。しかし，これらの
タイプと学習観との関係性についての報告はない。そこで今回，我々は，学生を 4 つのタイプに分け，理学療法に関する内容を
学ぶにあたり学習観との関係性を明らかにし，学内教育として役立てることを目的とした。

【方法】対象は，本校理学療法学科 3 年生 78 名（平均年齢 21.0 歳±2.6 歳，男性 48 名，女性 30 名）に「coach21 のタイプ分け
自己診断テスト（40 項目）」を用いてタイプ分けを行ない，2 種以上のタイプを示さなかった 71 名とした。学習観の調査には市
川の「学習方法についての自己評定項目（24 項目）」を採用し，質問紙法にて 5 段階尺度で回答を求めた。結果は①失敗に対す
る柔軟性（間違うことで理解不足に気づき，よりよく分かるようになる），②思考過程の重視（結果がよくても悪くても，その
理由を考えることが大切である），③方略志向（勉強のやり方や，自分に合った勉強方法を工夫することを重視する），④意味理
解志向（学習内容の意味を考え，解き方や考え方を確かめながら学習を進める）のカテゴリーに分け，各カテゴリーの得点を算
出した。統計処理には R2.8.1 を使用し，全てのタイプと各カテゴリー間において分散分析に一元配置分散分析，および多重比較
に Tukey 法を用いた。尚，危険率は 5％ 未満とした。

【結果】学生個々の特徴は，CT11 名，AT19 名，PT16 名，ST25 名に分かれた。これらのタイプと学習観における各カテゴリー
間では，①，②，④との間には有意な差はなかった。しかし，③において，CT と AT 間に有意な差はなかったが，PT と AT，
ST と AT 間に有意な差を認めた（P＜0.01）。

【結論】市毛らによれば 4 つのタイプは「自己主張」と「感情表出」という二軸を基に特徴づけられ，特に CT と AT は，共に
感情表出は低いが，CT は自己主張が強く，AT は弱い傾向に，PT と ST は，共に感情表出が高いが，PT は自己主張が強く，
ST は弱い傾向にあるとしている。よって，今回，「方略志向」において AT が CT 間で有意な差はなく，PT ならびに ST 間で
有意な差を認めたことについては，感情表出の高低が大きく関与していることが考えられた。また，AT の学習観として勉強方
法の在り方を重視する傾向にあることが明らかとなったことで，このタイプの学生は，成績が不振であっても周囲に助言を求め
ることなく，勉強方法の見直しを優先して図り，勉強量を増やす考えには発展しにくいことが考えられた。そのため，指導に際
しては，できる限り学生との接触機会を増やしながら，本人からの表出を通して学生自らが選択した方法を吟味すると共に，十
分な勉強量が確保されているかを適宜確認する必要があると考えられる。
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P-ED-04-2

理学療法士学生における身体活動量・強度と学習成績，抑うつ度との関係につ
いて

永吉 啓吾，瀧川 梓紗，山本 英作，山本 葉月

大阪医療福祉専門学校

key words 身体活動量・身体活動強度・理学療法士学生

【はじめに，目的】

少子高齢化社会の到来に向け健康寿命の延伸が大きな社会課題である。身体活動量を増加させることが生活習慣病等の罹患や，
加齢に伴う生活機能低下のリスクを軽減させることが明らかになっている。しかし，身体活動強度について先行研究は少なく，
心拍数を測定して身体活動強度を調査した研究は見当たらない。中程度の運動負荷である有酸素運動には，学習成績の向上，不
安や抑うつ感の軽減などの効果が言われている。今回，本校理学療法士学科昼間部 2 年生 42 名の身体活動量・強度を調査し，
学習成績と抑うつ度との関係性を検討した。

【方法】

対象者は，本校理学療法士学科昼間部 2 年 42 名（男子 27 名，女子 15 名，平均年齢 19.8±0.9 歳）とした。測定項目は，①身体
活動量・強度，②学習成績，③抑うつ度とした。①身体活動量・強度は，WristableGPS SF850（EPSON 社製）を用いて身体活
動量（歩数），身体活動強度（高強度活動：最大心拍数に対して 80～100％，中等度強度活動：最大心拍数に対して 60～80%，低
強度活動：最大心拍数に対して 30～60%，これら 3 項目の時間数）を測定した。最大心拍数は，206.9－（0.67×年齢）とした。
平日 5 日間装着し，測定器配布日と回収日を除く 3 日間の平均値を解析に用いた。②学習成績の評価は，計測の直近である 2
年生前期授業成績の総合点数とした。③抑うつ度の評価として BDI�II（ベック抑うつ尺度）を使用した。統計解析として，身体
活動量計で測定した各数値（歩数，各身体活動強度時間）と学習成績，抑うつ度それぞれについてピアソンの相関関係を用いて
検証した。有意判定基準は 5% 未満とした。

【結果】

身体活動量に関して 1 日の歩数は平均 8510.3±3706.0 歩，身体活動強度に関して 1 日の高強度活動時間は平均 0.0±0.1 分，中等
度強度活動時間は平均 40.3±30.0 分，低強度活動時間は平均 89.2±38.8 分であった。BDI�II は，平均 11.8±11.1 点であった。身
体活動量（歩数），身体活動強度（高強度，中等度強度，低強度）と学習成績，抑うつ度それぞれについていずれも関連性は認
められなかった。

【結論】

平成 26 年の厚生労働省の調査では平均歩数が 20 代男性で 8015 歩，20 代女性で 7028 歩であった。「健康日本 21」では，20～64
歳では男性 9000 歩，女性 8500 歩を目標と挙げている。今回の結果から本校理学療法士学科昼間部 2 年生の身体活動量は全国平
均並みであるが，厚生労働省の目標値には不足していることがわかった。また，身体活動量（歩数）や活動強度（高強度活動時
間，中等度活動時間，低強度活動時間）と学習成績，抑うつ度には関連性が認められなかった。
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P-ED-04-3

学生の立場からみた質の高い教員像に関する検討

山際 清貴，原田 憲二，佐野 純平，谷出 敦子，小関 博久

専門学校東都リハビリテーション学院

key words 学生の立場・教員の質・アンケート

【はじめに，目的】

近年，理学療法士の増加に伴い，質の担保が危惧されている。質の担保に関する問題は臨床現場に限ったものではなく，教育現
場においても同様である。現在，教員における質の担保の具体例としては，より高位の学位を取得することや養成施設教員等講
習会の参加などが推奨されている。しかし，これらは教育者の立場に基づいた見解であり，教育を受ける側である学生の意見は
反映されていない。今回，学生の立場からみた質の高い教員像を具体化するための調査を行い，若干の知見を得たので報告する。

【方法】

本学院 1～3 年生（昼間部）の 135 名（男性 99 名，女性 36 名，平均年齢 19.7 歳）に対し，無記名式のアンケートを実施した。
アンケートでは，性別と年齢に加え「あなたの思う質の高い教員とは，どのような教員ですか?」と尋ね，回答方法は自由記載
とした。抽出されたコードを，同様の研究経験のある教員複数名と共に KJ 法を用いてカテゴリー化した。

【結果】

得られたコードの総数は，222 件だった。大カテゴリーとして［教員のパーソナリティ］と［指導の技術］の 2 項目に分類した。
［教員のパーソナリティ］の中カテゴリーは①学生本位，②平等性，③親近感，④人望の 4 項目に分類した。さらに①は「気配
り（18）」「支援（13）」「学生目線（7）」「傾聴（5）」，②は「モラル（21）」「差別（11）」，③は「オンとオフの切り替え（10）」「話し
やすさ（8）」「適度な距離感（3）」「明朗（3）」，④は「尊敬の念（8）」「知識量・技術量（8）」「叱咤激励（7）」の小カテゴリーに分
類した。［指導の技術］の中カテゴリーは①授業展開，②授業のわかりやすさ，③授業の雰囲気の 3 項目に分類した。さらに①
は「授業のペース（15）」「質問への対応（15）」「多彩な指導方法（10）」「授業内容以外の指導（5）」「体験談の提示（4）」，②は「理
解しやすい説明（16）」「難解な用語の平易化（7）」「資料の工夫（4）」「声の大きさ（4）」「板書の能力（2）」，③は「楽しい授業（13）」

「興味の持てる授業（5）」の小カテゴリーに分類した。

【結論】

今回の結果から，学生の立場からみた質の高い教員像には，指導の技術が巧みであることに加えて，教員のパーソナリティも関
与していることが明らかとなった。すなわち，学生を指導するうえでは，学生本位の見解で平等性と親近感を担保し，なおかつ
一個人として尊敬されるような人格を形成するよう心掛けることが肝要であることが示唆された。文部科学省は，優れた教師の
条件として①教職に対する強い情熱，②教育の専門家としての確かな力量，③総合的な人間力の 3 要素を掲げている。今回の結
果は，表現こそ異なるものの，本質的にはこの報告を肯定するものとなった。質の高い教育を提供するためには，教員自体の質
を高く維持する必要があることに議論の余地はない。今後は対象施設を増やし，より質の高い教育の提供を目的として詳細な調
査を継続すべきであると思われる。
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P-ED-05-1

早期臨床見学実習が学生の意識に与える影響
計量テキスト分析を用いて

岩坂 憂児1），津谷 宗達1），佐藤 美加1），伊藤 美加2），坂下咲希恵2），渡辺 好孝2）

1）東北保健医療専門学校，2）医療法人松田会

key words 臨床実習・学習意欲・計量テキスト分析

【はじめに，目的】臨床実習を実施するうえで重要となる要因の一つに，学生自身の学習意欲がある。この臨床実習に対する学
習意欲を学内で高めることが重要である。当校では，早い段階から学習意欲を高める事を目的として 1 年の 7 月に医療法人松田
会の協力のもと 1 日の早期見学実習を行っている。このような早期見学実習の効果をアンケート形式で報告しているものも見
られるが，量的な検討では十分に把握できない部分も存在すると思われる。近年の研究で計量テキスト分析と呼ばれる手法に
よって，記載した文章やテキスト化した資料を用いた研究も見られ始めている。今回この手法を用いて，見学実習が学生の意識
にどの程度影響を与えるかについて検討した。

【方法】本学の理学療法科 1 年 33 名（男性 21 名，女性 12 名）のレポートを対象とした。見学実習の実施は，実習オリエンテー
ション（衣服や身だしなみの指導・見学実習についてのディスカッション），実習日，実習後のセミナーおよびディスカッショ
ン，レポート課題で構成される。実習は，学生 2 名に対して指導者 1 名が 10 時から 15 時にわたって指導するという形をとって
いる。実習後の課題には，見学実習後の感想レポートがあり，本研究では感想レポートを解析した。解析は，フリーソフトウェ
アの KH Coder（樋口ら）を使用した。解析手順は，レポート本文をテキストファイルに変換し，ソフト上で前処理の後，本文
から語句を抽出した。「理学療法」，「見学実習」「PT」の実習に関わる語句を複合語として登録し抽出した。33 名全員のレポート
から最頻 50 語を抽出し，階層クラスター分析および共起ネットワークにて内容を検討した。

【結果】総抽出語は 4516 語であった。最頻出の上位 10 語は「患者」「PT（理学療法）」「治療」「リハビリ」「印象」「思う」「自分」「見
る」「会話」「行う」であった。抽出語の階層クラスター分析では 7 クラスターが得られた。クラスターの概要は，実習への感謝，
理学療法士としての心構え，コミュニケーションの重要性，見学実習の内容，患者への説明，治療内容，理学療法士と患者との
接し方が確認された。共起ネットワーク分析では，「患者」を中心に理学療法士の治療内容，患者とのコミュニケーション，患
者への説明，自分自身の見学実習に対する内省などの関係性が明らかになった。

【結論】早期からの臨床見学実習は，理学療法士の役割を直接感じるのみならず，医療専門職としての動機付け，患者とのかか
わり方，コミュニケーションの重要性など，理学療法士を目指す上で情意領域の双方の教育的効果が得られたと考える。
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P-ED-05-2

クリニカルクラークシップは臨床実習の指導方法として有用か

篠原 智行，土田奈生子，関 香那子，大谷 知浩，山根 達也，小林亜理紗，浅野 翔平，
野澤 麻衣，小田内友輝

日高病院

key words クリニカルクラークシップ・臨床実習・アンケート

【はじめに，目的】

日本理学療法士協会の臨床実習教育の手引き第 5 版（2007 年）では，臨床実習方法としてクリニカルクラークシップ（CC）が
強く推奨されている。CC の本質的概念は診療参加による学生の成長を促すこととされ，学生は指導者の助手として見学し，模
倣を繰り返し，実施へと展開する。CC は徐々に広まりつつあるも，スタンダートとしては定着していない。我々は 2007 年より
CC による臨床実習の準備を始め，現在では CC を原則とした指導を行っている。そこで今回，CC の有用性や課題を検証するた
め実施したアンケートの調査結果を報告する。

【方法】

当部署での CC による臨床実習に，平成 27 年 4 月から平成 28 年 8 月にかけて関与した 9 名を対象に，アンケート調査を実施し
た。対象者にアンケートを配布後，回収場所を指定して対象者が提出した。対象者は理学療法士 7 名，作業療法士 1 名，言語聴
覚療法士 1 名，平均経験年数は 8.4 年，スーパーバイザー（SV）を務めた回数は 1 回 4 名，2～4 回 2 名，5 回以上 3 名であった。
なお，当部署の臨床実習環境は，実習対象となる主な診療科が脳神経外科，整形外科，循環器科，内科，外科，腎臓内科であり，
平成 27 年度の平均在院日数は 9.8 日であった。アンケートは①自分が学生の頃に CC による実習を受けた経験があるか，②従来
型と CC は SV にとってどちらが良いと思うか，③従来型と CC は学生にとってどちらが良いと思われるか，④従来型と比べて
CC の良いところ，⑤従来型と比べて CC の課題は何か，の設問で構成した。②と③は 5 段階の Likert scale で回答し，1 点 CC/
3 点どちらとも言えない/5 点従来型とし，2 点と 4 点はそれぞれ中間位とした。④と⑤は自由記載とし，KJ 法を用いて集計した。

【結果】

対象者全員よりアンケートの回答を得た。①は全員が『ない』と回答した。②は 1 点 3 名，2 点 4 名，3 点 1 名であり，SV にとっ
て CC の方が良い回答が多かった。③は 1 点 1 名，2 点 2 名，3 点 2 名，4 点 2 名と，学生にとって従来型と CC のどちらが良い
と思われるかは，拮抗した結果であった。④で多かったものは，『SV の指導と業務負担が減る』6 名，『学生が実践に近い経験を
積める』3 名，『患者の負担軽減が図れる』2 名，『学生が多くの患者の経験を積める』2 名，であった。⑤で多かったものは，

『SV と学生の介入配分の調整が難しい』4 名，『SV の介入の質の低下の危惧がある』3 名，『学生の患者に触れる時間が少なくな
る可能性がある』3 名，『学生が受動的になる可能性がある』3 名，であった。

【結論】

臨床実習の指導方法として，SV にとって CC は従来型よりも有用であることが示唆された。日常業務に携わりながら SV を務め
るにあたり，CC は効率的な指導方法であると考えられた。一方で，SV の指導スキルが求められる課題が挙げられた。今回は
SV への小規模アンケートの調査報告に留まるが，養成校や学生の実態調査と分析などを含めて，CC を発展させていくための検
証が必要である。
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P-ED-05-3

クリニカル・クラークシップにおける成長プロセス
M�GTAを用いて

濱田 浩樹1），西 喜博1），佐川佳南枝2）

1）社会医療法人玄州会光武内科循環器科病院，2）熊本保健科学大学

key words 臨床実習・クリニカル・クラークシップ・質的研究

【はじめに，目的】

臨床実習に臨む学生は，その厳しい環境下に身を置くことで，卒後教育を見据えた成長よりもどのように乗り切るかを最優先さ
せ，消極的な行動を選択する場合がある。結果，学生に積極性を求める臨床教育者（以下，CE）との間に臨床実習の進め方の
相違をもたらし，臨床実習における問題点の一つである CE からの一方向による教育を生み出す要因となっていないだろうか。
本研究の目的は，臨床実習指導法の一つであるクリニカル・クラークシップ（以下，CCS）における成長プロセスをモデル化し，
臨床実習指導法の在り方を検討することである。

【方法】

研究対象者は，臨床実習で CCS を経験した理学療法学科学生 12 名。それぞれに半構造化インタビューを実施し，インタビュー
データの分析には質的研究法のひとつである M�GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）を用いた。

【結果】

CCS における成長プロセスを以下に示す。文中の【】は最小単位の概念，≪≫がサブカテゴリー，＜＞がカテゴリーを意味する。
CCS における＜儀式としての臨床体験＞は，［事務処理体験］［単位取得体験］［臨床業務体験］といったセラピスト業務全般を通
して行われ，学生が CE の働く様子を見学する［CE の実務対応見学］から始まった。開始当初の学生にとっては，CCS に対す
る［状況への戸惑い］から［状況への対応］に追われることで，利用者よりも自分のために行動する≪自己中心視点≫による臨
床実習となっていた。しかし，学生と CE による＜双方向的会話の展開＞が，［臨床技能深化］［コミュニケーション深化］といっ
た＜臨床行動成長＞を促進し，≪実務対応の壁≫の抑制や［利用者改善念頭］［チームの一員実感］を意識しながら行動できる
≪利用者中心視点≫へ変化していった。これは，時間の経過とともに学生の臨床実習における＜視点の変化＞に成功したことを
意味していた。このように，CCS は開始当初こそ戸惑いながら進められたが，最終的には＜視点の変化＞に成功し，［臨床業務
対応自信］［臨床実習充実感］を持って＜通過儀礼終了＞となる指導法であった。

【結論】

CCS における成長プロセスは，学生の臨床実習における行動目標が≪自己中心視点≫から≪利用者中心視点≫へ変化すること
が特徴であった。これは，［CE からの質問促し］や［質問返しゼロ］から形成された≪対 CE 安心感≫が，＜双方向的会話の展
開＞を後押ししたことが大きく影響し，学生の［臨床技能進化］や利用者に対する学生の［コミュニケーション深化］から形成
される＜臨床行動成長＞へつながっていったと考えられる。つまり，CCS 成功の背景には，＜双方向的会話の展開＞が重要であ
ることが推察された。本研究の結果，CCS における成長プロセスは，CE からの一方向による教育を抑制し，学生の行動変容が
期待できる臨床実習指導法の一つであることが示唆された。
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P-ED-05-4

当院理学療法科における臨床実習教育方法の再考
～従来型とクリニカル・クラークシップ（CCS）を取り入れた新システムの比較～

山本 美帆

定山渓病院

key words 臨床実習教育・クリニカル・クラークシップ・アンケート

【はじめに，目的】コンプライアンス順守や学生に対するよりよい教育の導入，指導者の負担軽減等の観点から，当院理学療法
科において臨床実習教育体制を再考した。いわゆる従来型での実習教育から，2015 年度よりクリニカル・クラークシップ（CCS）
の形態を全面的に取り入れた実習教育（以下新システム）に移行した。導入から 1 年経過し，新システムについてその効果の検
証と課題の抽出を目的に検討を行った。

【方法】従来型・新システム両方で長期実習の教育を経験したスタッフ 7 名を対象に，従来型について 2015 年 4 月，新システム
について 2016 年 4 月にアンケートを実施した。アンケートの項目は，①回答者の経験年数，②回答者の実習指導の経験，③学
生の問題点の改善，④指導者の精神的負担，⑤指導者の業務的負担（治療時間以外に指導のために使用した 1 日の平均時間），
⑥学生の負担，⑦指導に時間を要する原因，⑧コンプライアンスへの対応，⑨学生の知識・技術の習得，⑩実習終了時の学生の
臨床力，⑪指導者の達成度，⑫教育方法に関する意見。③④⑥⑧～⑪は 0～10 の 11 段階，①②⑤⑦は選択式，⑫は自由記載で
回答した。

【結果】（11 段階評価で回答したものは，新システムで向上した点数を記載する。）①4～6 年 14％，7～9 年 29％，10～12 年 14％，
13 年以上 43％，②1 人 0％，2～4 人 57％，5～9 人 29％，10 人以上 14％，③情意領域 1.4 点向上，認知領域 0.3 点向上，精神運
動領域 1.0 点向上，④2.6 点向上，⑤30 分未満が従来型 14％，新システム 86％，⑥5.3 点軽減，⑦従来型「学生の考えを引き出す」
43％，「発表の準備」29％，新システム「指導者から学生へ患者に関する説明」67％，「発表の準備」17％，⑧「患者さまへの説
明と同意」1.1 点向上，「学生は指導者の指導・監督の下理学療法を行う」2.9 点向上，「学生の法的位置付けに対する配慮」4.9
点向上，「指導の質」1.6 点向上，「学生への倫理的配慮」1.1 点向上，⑨1.6 点向上，⑩1.8 点向上，⑪1.2 点向上，⑫「学生が学べ
ることが増えた」など新システムへの肯定的な意見が 11 件，「見学実習にならないように注意が必要」「初期評価からの一連の流
れを経験しにくい」などの問題提起が 5 件。

【結論】結果から，新システムは従来型と比較し優れた実習教育方法であることが示唆された。特に，⑧の結果から，患者さま
や学生の法的身分に対するコンプライアンス順守がある程度達成された。また，⑥の改善度が高く⑨も改善していることから，
学生の負担が軽減し且つ知識・技術をより習得でき，⑤の結果と④の改善度が高いことから，新システムでは指導者の時間的・
精神的負担軽減が図られた。今後は，自由記載から得られた課題を検討していくと共に，学生の意見も参考にしながらよりよい
実習教育体制を確立していきたい。
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P-ED-05-5

大学病院における理学療法実施症例と臨床実習担当症例の較差

田代 尚範1,2），湖東 聡1,2），尾崎 尚代1,2），新妻 晶2），仲保 徹1），中村 大介1），
宮川 哲夫1），下司 映一1）

1）昭和大学保健医療学部，2）昭和大学藤が丘病院

key words 臨床実習教育・大学病院理学療法診療実績・クリニカルクラークシップ

【はじめに，目的】高度急性期医療を要する大学病院では，近年では，集中治療室からより早期にリハビリテーションを開始す
る重要性が示され，身体機能の早期改善のみならず，集中治療室関連せん妄の抑制や人工呼吸器の早期離脱効果などが期待され
てきている。このような時代の変遷において，学生も早期から多様な疾患を臨床実習で経験することは，これからの理学療法を
担う上で必要な事と思われる。本研究は，当院における過去 3 年間の理学療法診療対象症例と臨床実習対象症例の変化を比較
し，今後必要とされる理学療法士育成にむけた臨床実習体制について検討したので報告する。

【方法】2013 年 4 月～2014 年 3 月までに当院で理学療法が行われた症例 1973 名とその期間に本学理学療法学科学生が評価およ
び総合臨床実習において担当した症例 105 名を 2013 年度群，2015 年 4 月～2016 年 3 月までに当院で理学療法が行われた症例
2286 名とその期間に本学保健医療学部学生が評価および総合臨床実習において担当した症例 108 名を 2015 年度群とし，疾患内
訳や理学療法開始場所に関して 2 群間で後方視的に比較検討した。

【結果】理学療法実施患者の内訳では，2013 年度群と比較し 2015 年度群では，整形外科処方数（2013 vs 2015：57.2％ vs 43.3%）
および脳神経外科処方数（5.7％ vs 4.4%）は有意に減少していた（p＜0.05）。一方，救命医学科（2.0％ vs 4.2%），循環器内科

（3.4％ vs 8.3%），心臓血管外科（2.1％ vs 3.3%），呼吸器内科（2.2％ vs 4.2%），消化器内科（1.4％ vs 4.2%），脳神経内科（3.9％
vs 6.6%）は有意に増加していた（p＜0.05）。また，集中治療室や高度救命救急センターから理学療法が開始する症例は有意に増
加していた（4.7％ vs 9.5%：p＜0.0001）。学生の実習担当症例に関しては，2013 年度と比較し，2015 年度では，脳血管疾患が有
意に減少していたが（p＜0.05），その他の疾患群に関して有意差は見られなかった。内訳として運動器疾患が最も多く（62.4%），
呼吸器疾患および心大血管疾患は 2％ に満たなかった。

【結論】当院では，手術件数などの影響もあり整形外科や脳血管外科からの理学療法処方数は減少していたが，依然運動器およ
び脳血管疾患に対する理学療法実施率は約 80％ を占めており，これは理学療法を学ぶ学生が臨床実習において経験すべき症例
であると思われる。一方で，臨床場面では集中治療室や高度救命救急センターなどで行う呼吸・循環領域の理学療法の割合が増
加していたが，これらの症例への臨床実習はいまだ不十分な結果となった。今後は，クリニカルクラークシップなどを通して，
呼吸・循環領域の理学療法実習を経験する体制構築を推進していく必要があると思われた。
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P-ED-06-1

臨床実習における実習生の理学療法への参加度と主体性・心理的側面との関係

武井 圭一1），國澤 洋介2），岩田 一輝1），鈴木 翔太1），山岸 宏江3），山本 満3）

1）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部，2）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，
3）埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科

key words 臨床実習・クリニカル・クラークシップ・参加

【はじめに，目的】当院の臨床実習は，クリニカル・クラークシップ（CCS）の形態で行っている。CCS は，実習生の担当症例
を限定するのではなく，実習指導者（SV）が担当しているすべての患者に対して助手として“できること”から参加するため，
実習後期ほど参加度が増加することが予測される。本研究の目的は，臨床実習における実習生の参加度と主体性，心理的側面の
経時的変化，および参加度と各項目間の関連を明らかにし，臨床実習における実習生の診療参加の意義を検討することである。

【方法】対象は，2015 年 4 月から 2016 年 10 月までに当院で 7 週間以上の臨床実習を行った理学療法学科学生 12 名とした。調査
は，実習生の診療場面への参加度と主体性，心理的側面に関して自記式アンケート調査を 1�2 週・3�4 週・5�6 週・7�8 週の 2
週間ごとに行った。質問内容は，参加度は「診療場面にどれくらい参加できていますか」，主体性は「本実習に対して主体的に
取り組んでいますか」，心理的側面は「助手として参加することで担当患者の役に立っていると思いますか」（自己有用感），「本
実習を楽しんでいますか」（楽しさ），「本実習を通して成長していると思いますか」（自己成長感）とした。回答は，0% を“全く
○○ない”，100% を“可能な限り○○している”として 11 段階で評価した。なお，すべての項目は直近 1 週間における実習内
容について質問した。分析は，各項目の経時的変化について Freedman 検定を行い，各時期における参加度と他項目の関連につ
いて Spearman の順位相関分析を行った。統計解析には，IBM SPSS Ver.22 を使用し，有意水準を 5% とした。

【結果】経時的変化の結果（中央値），参加度は 50%・70%・80%・80%，主体性は 70%・70%・70%・80%，自己有用感は 60%・
65%・70%・85%，楽しさは 90%・80%・80%・90%，自己成長感は 70%・70%・75%・80% であり，参加度・主体性・自己有用
感に有意な向上を認めた。参加度と他項目間の関連の結果，1�2 週は自己有用感（rs=0.68），3�4 週は主体性（rs=0.59）・自己有
用感（rs=0.86）・楽しさ（rs=0.65）・自己成長感（rs=0.65），5�6 週は自己有用感（rs=0.79），7�8 週は主体性（rs=0.58）・自己有
用感（rs=0.90）・自己成長感（rs=0.71）で有意な相関を認めた。

【結論】参加度・主体性・自己有用感は統計学的有意に向上し，特に自己有用感は全期間を通して参加度と有意な相関を認めた。
自己有用感とは，他者との関係の中で自分の存在を価値あるものとして捉える感覚であり，他者に対して自分が役に立つ行動を
する“貢献”や，他者から自分の行動や存在が認められる“承認”等で構成される。CCS の形態で実習生が診療場面に参加する
ことは，患者との関係性を築いて貢献する機会や時には承認される機会を得て，自己有用感を向上することが示唆された。
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P-ED-06-2

臨床実習における実習形態の違いが理学療法実習生の身体的・精神的活動量に
与える影響

大古 拓史1），平林 卓己2），大川 裕行3）

1）星城大学リハビリテーション学部，2）北出病院リハビリテーション科，
3）西九州大学リハビリテーション学部

key words 臨床実習・身体活動量・自律神経活動

【はじめに，目的】

本来，実習の目的は，学生が実習指導者（指導者）の下で患者に対し，理学療法を体験・実施することを通じて，学び得た知識・
技術を統合し身につけることである。我々は，これを能動行動型実習と呼んでいる。しかし，近年における実習形態は，指導者
の行う理学療法を見学し，理学療法実習生（実習生）はその内容をレポートに書いて理解するという形態が多く見られる。我々
は，これを受動行動型実習と呼んでいる。臨床実習中の実習生の身体活動量や自律神経活動変化などの客観的データは，これま
で報告されていなかったが，我々は，第 45 回日本理学療法学術大会において，見学中心の受動行動型実習における臨床実習中
の実習生の身体活動量，自律神経活動パターン，心拍数を経時的に計測し，受動行動型実習では実習前半は過度の緊張状態を呈
していることを明らかにした。本研究では，能動行動型実習時の実習生の身体活動量，自律神経活動パターン，心拍数を経時的
に計測することを第一の目的とし，さらに，過去に報告した受動行動型実習との比較を行い両者の違いを明らかにすることを目
的とした。

【方法】

対象は，病院臨床実習を行う実習生 8 名を対象とした。指導者に対しては，能動行動型実習を心がけるように指示を与えた。ア
クティブとレーサーを用いて，臨床実習中の心拍数，身体活動量，自律神経活動を定期的に記録した。併せて，実習行動記録を
記載し，見学時間の算出を実施した。得られたデータは，測定週ごとの平均を算出し，比較した。統計学的解析は，SPSS（Ver.17.0）
を使用し，データの正規性，等分散性を確認後，Two�way Repeated ANOVA を行い有意差が認められた場合に post hoc com-
parisons として Tukey�kramer test を行った。有意水準 5% 未満を有意差有りとした。

【結果】

1 日の実習時間に占める見学時間の割合は，受動行動型実習が 85%，能動行動型実習が 35% 以下であった。見学時間割合が減少
した能動行動型実習では，受動行動型実習に比較し，身体活動量は次週前半に有意に高値を示した。また，心拍数においても能
動行動型実習では，受動行動型実習に比較し，次週前半に有意に高値を示した。しかし，交感神経活動においては，有意な差は
認めなかったが，副交感神経活動は受動行動型実習が有意に高値を示した。我々の過去の報告より，見学中心の受動行動型実習
では実習初期の過緊張状態が示唆された。しかし，能動行動型実習で実習初期から身体活動量を提供することで，緊張状態であ
ることに変化はみられなかったが，交感神経・副交感神経活動バランスの是正に関与することが示唆された。

【結論】

実習形態による実習中の実習生の身体・精神的活動量が明らかとなった。能動行動型実習は身体活動量を増加させ，身体活動量
に見合った交感神経活動，心拍数を示すことが示唆された。
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P-ED-06-3

当院における臨床実習教育の現状と課題の検討について
疾患別グループでの見学・模倣・実施からみた指導内容

田中 和彦，牧本 卓也，小菅 弘幸

社会医療法人杏嶺会一宮西病院

key words 臨床実習教育・指導内容・疾患別グループ

【はじめに，目的】

臨床実習教育の目標に「理学療法の対象者に対して，基本的理学療法を経験し実践できる」が掲げられている。しかし，臨床実
習時間（単位数）の減少，患者権利意識や個人情報保護の高まり，臨床実習指導の質の担保困難といった社会情勢の変化によっ
て基本的理学療法の経験と実践が難しくなっているが，詳細な報告は少ない。また急性期施設である当院では疾患別の業務体系
にて運用しているため，臨床実習学生は配置されるグループによって経験する疾患やその理学療法評価や訓練にも差が生じる
と考える。今回は当院における疾患別グループごとの基本的理学療法の経験と実践の現状を把握し，臨床実習教育への対応を検
討する。

【方法】

平成 28 年 4 月 1 日から 10 月 31 日の間で当院にて臨床実習（6 週間以上）を行った臨床実習学生 15 名（大学 6 校，短期大学 3
校，4 年専門学校 2 校，3 年専門学校 4 校）を対象とし，当院の運動器，脳血管，内部障害，循環器のグループに配置させた。
臨床実習の基本的理学療法の評価項目としてバイタルサイン，関節可動域測定，徒手筋力検査法，感覚検査，基本動作とし，訓
練項目として関節可動域訓練，筋力増強訓練，運動療法，物理療法，日常生活動作訓練とした。一日に介入した患者ごとに経験
と実践した両項目を見学，模倣，実施として記載させた。

【結果】

運動器にて臨床実習の総日数は 120 日，介入した患者の述べ人数は 984 名，見学と実践の総回数は 2995 回であり，その内評価
見学，訓練見学，評価模倣，訓練模倣，評価実施，訓練実施の順で 16％，75％，0％，2％，5％，2％ であった。脳血管にて総
日数は 130 日，述べ人数は 909 名，総回数は 3473 回であり，同様に 19％，53％，0％，2％，15％，11％ であった。内部障害に
て総日数は 130 日，述べ人数は 694 名，総回数は 2367 回であり，同様に 20％，44％，2％，8％，10％，16％ であった。循環器
にて総日数は 111 日，述べ人数は 1095 名，総回数は 3358 回であり，同様に 13％，29％，0％，5％，28％，25％ であった。

【結論】当院での臨床実習では見学が 66％，模倣がわずかに 5％，実施が 29％ と見学の割合が高かった。疾患別では運動器，脳
血管，内部障害，循環器の順で訓練の見学の割合が低く，評価と訓練の実施の割合が高かったことは注目すべきことであると考
える。当院の臨床実習教育において病態変化に基づく適切なリスク管理下で基本的理学療法の経験と実践を行う必要がある。基
本的理学療法の獲得を目的にしたスキルチェック表と当院の疾患別の患者に対して，評価では短時間で安全かつ効率的に実施
できる方法と臨床実践で適応できない場合の応用方法，そして訓練では日々の体調や訓練中の変化に即時に対応し，継続，変更，
中止の指示基準が必要であると考える。
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P-ED-06-4

文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」における臨床実習の充実
を図る学部教育の取組みが職業的アイデンティティの形成におよぼす効果

平瀬 達哉1,2），磯 ふみ子1,2），沖田 実3），東 登志夫3），田中 悟郎3），井口 茂1,2）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学・作業療法学講座，
2）長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター，
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリテーション科学講座

key words 課題解決型高度医療人材養成プログラム・臨床実習・職業的アイデンティティ

【目的】長崎大学医学部保健学科（本学科）では，平成 26 年度に文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」事業に
採択され，職業的アイデンティティ形成を目的とした学部教育の充実を図っている。具体的には，臨床実習における大学教員－
実習指導者－学生間の相互連携が不十分である課題に対し，これを解消し新たな教育指導体制の構築を目指している。本研究で
は，臨床実習の充実を図る学部教育の取組みを紹介し，学生の職業的アイデンティティ形成におよぼす効果を検討した。

【方法】本学科での長期臨床実習は，4 週間の総合臨床実習 I（3 年次後期開講）とそれぞれ 7 週間の総合臨床実習 II・III（4
年次前期開講）から構成されている。臨床実習教育の充実を目的に，実習指導者を非常勤講師に任用し臨床実習前教育を強化す
るとともに，臨床実習後の学内セミナーに実習指導者も参加する取組みを行っている。そして，このような取組みを通して学生
の職業的アイデンティティの形成を教育目標としている。本研究では，総合臨床実習を完遂した PT 専攻 4 年次 18 名を対象に，
本取組みの効果を検討した。職業的アイデンティティは，大橋らによって報告された質問紙（20 項目）に一部項目を追加した質
問紙（26 項目）を用いて評価した。本質問紙は，各項目に対して 7 段階「1：全くあてはまらない，2：あてはまらない，3：あ
まりあてはまらない，4：どちらとも言えない，5：少しあてはまる，6：あてはまる，7：非常にあてはまる」での回答を求める
ものであり，総合臨床実習 I 開始前と総合臨床実習 III 終了時に実施した。分析は，実習開始前と終了時の質問紙合計得点なら
びに各項目得点について Wilcoxon の符号付順位検定を用いて比較するとともに，学内セミナーに参加した実習指導者と学生か
ら本取組みに対するコメントを聴取した。

【結果】実習終了時の質問紙合計得点（平均 147.7 点）は，実習開始前の質問紙合計得点（平均 124.5 点）に比べ有意に増加して
いた（p=0.001）。また，項目別には「多職種協働」や「患者や社会への貢献」以外の項目において実習前後で得点が有意に増加
していた。次に，学内セミナーに参加した実習指導者は，実習 I では 18 施設中 9 施設 11 名，実習 II では 18 施設中 11 施設 13
名，実習 III では 18 施設中 5 施設 9 名であり，そのコメントは，「学内での指導内容を知る貴重な機会となった」「他施設の指導
内容や取組みは参考になった」等の良好なコメントが多かった。また，本取組みについて「とても有用である」と回答した学生
は 9 名（50％），「有用である」と回答した学生は 9 名（50％）であった。

【結論】本学科における臨床実習の充実を図る学部教育は，大学教員－実習指導者－学生間の相互連携が強化できており，学生
の職業的アイデンティティの形成に有効であることが示唆された。今後は，「チーム医療」や「社会貢献への志向」を高める取
組みを検討する必要がある。
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P-ED-06-5

臨床実習指導者が考える臨床実習指導者の理想像
―臨床経験年数群での比較―

吉村 修1），濱田 輝一2），二宮 省悟2），楠元 正順1）

1）医療法人社団慶仁会川﨑病院，2）九州看護福祉大学看護福祉学部リハビリテーション学科

key words 臨床実習指導者・理想像・臨床経験年数

【はじめに，目的】

理学療法士の卒前教育である臨床実習において，より良い教育には，質の良い臨床実習指導者（以下，指導者と略す）が必要で
ある。指導者の質の向上のためには，良い指導者の特徴を検討する必要があると考えた。そこで今回，指導者が考える指導者の
理想像の把握及び臨床経験年数での理想像の違いの有無を目的に調査・分析を行った。

【方法】

調査期間は平成 25 年 8 月から平成 26 年 3 月までの 8 か月間。42 施設の理学療法士を対象として任意に回答要請し，質問紙調査
を行った。回答方法は無記名で，選択回答もしくは自由記載とした。今回は，41 問の設問の中から自由記載により「理想とする
指導者像」で得られた回答について調査・分析を行った。質問紙の回収後は，回答の信頼性保持の為の社会的望ましさ尺度で不
適切と判断されたものは除外した。自由記載の回答はテキスト形式にデータ化し，樋口らの開発したフリーソフトウェア「KH
Coder」を利用して，テキストマイニングの手法を用いて，頻出語抽出と階層的クラスター分析を行った。臨床経験年数を 0～
5 年目（A 群），6～10 年目（B 群），11～15 年目（C 群），16 年目以上（D 群）に分類し，臨床経験年数群間での差についてカ
イ二乗検定を行った。有意水準は 1％ 未満とした。

【結果】

回収部数は 790 名，有効回答数は 689 名（87.2％）であった。その内 479 名の臨床実習指導の経験者を分析対象とした。全体で
は，7,660 語が抽出された。最頻 150 語を抽出した結果，「学生」，「指導」，「出来る」，「実習」，「能力」が上位 5 番目までの最頻
語であった。クラスター分析（Ward’s Method，出現回数 30 回以上の語を対象）を行った結果，「臨床の楽しさを伝える」，「能
力に合わせた学生指導が出来る」，「患者のことを一緒に考える」の 3 つのクラスターに分類された。

臨床経験年数は A 群 181 名，B 群：164 名，C 群 80 名，D 群 54 名に分類し，最頻語での差の有無を検討した結果，全ての回答
では群間に差が認められた（P＜0.01）。しかし，全体での最頻語の上位 3 語の「学生」「指導」「出来る」のみでは群間に差が認め
られなかった（P=0.508）。

【結論】

指導者が考える指導者の理想像を把握しておくことで，より良い指導を行うヒントがあると考える。調査の結果，「臨床の楽し
さを伝える指導者」，「能力に合わせた学生指導が出来る指導者」，「患者のことを一緒に考える指導者」が理想像と考えられてい
た。臨床経験年数による差は，一部では認められなかったが，全体では差が認められたことより，共通性はあるが臨床経験年数
による指導の変化が生じる可能性が考えられた。良い指導者の特徴を検討し，理解する事は，より良い理学療法士教育に役立ち，
理学療法士の質の向上に繋がると考える。また，臨床経験年数別の差をみることで，指導者の特徴をより詳しく分析する事や指
導者教育に繋がるとも考える。
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P-ED-07-1

臨床実習科目の成績評定
―ルーブリック評価の導入―

岩井 信彦，大久保吏司，小形 晶子，福元 喜啓

神戸学院大学総合リハビリテーション学部

key words 臨床実習成績評定・ルーブリック評価・評価基準

【はじめに，目的】

本学科で 4 年次前期に開講する「理学療法臨床実習 I・II」はそれぞれ 8 週間の臨床実習科目である。この科目の到達度評価を
より的確なものにしたいと考え，新たに臨床実習評価表（以下「新評価表」）を作成した。「新評価表」にはルーブリック評価を
導入した。ルーブリック評価とは小項目毎の評価基準を具体的に記述で示した評価法のことである。現在使用している評価表

（以下「現評価表」）と「新評価表」の評定結果を比較検討したので報告する。

【方法】

本年度の実習施設 75 施設のうち無作為に選んだ 25 施設の臨床実習指導者に担当学生の評定を「現評価表」と「新評価表」で行
い，併せてアンケートを実施した。「現評価表」は大項目が 6，小項目が 34 ある。「新評価表」は「適性・態度」，「知識」，「技能」
の 3 領域を大項目とし，その下に 28 の小項目を配置している。両評価表とも総合評定は優，良，可，不可の 4 段階でそれぞれ
3 点，2 点，1 点，0 点と点数化した。小項目も 4 段階で評定するが，両評価表を比較するため「現評価表」の小項目を「新評価
表」に倣い 3 領域（大項目）に組み替えた上でそれぞれ 3 点，2 点，1 点，0 点と点数化した。まず，総合評定と全小項目の平均
点の相関を評価表別に調べ，次に両評価表の大項目毎の平均点の相関を調べた。統計処理は Spearman の順位相関係数を用い，
有意水準は 5％ とした。

【結果】

回答とともに同意を得られたのは 21 名であった。平均年齢 34.4±8.5 歳，理学療法士経験年数 11.5±8.2 年，臨床実習指導年数
6.2±5.5 年であった。総合評定と全小項目平均点の相関係数は「現評価表」ρ=0.818（p＜0.01），「新評価表」ρ=0.823（p＜0.01）
であった。両評価表の大項目毎の相関係数は「適性・態度」ρ=0.781，「知識」ρ=0.723，「技能」ρ=0.722 で，何れも有意（p＜0.01）
に強い相関を示した。「新評価表」に関するアンケートでは「適性・態度」で「評価しやすかった」90.5％，「どちらとも言えな
い」9.5％，「知識」で 57.1％，42.9％，「技能」で 71.4％，28.6％ であった。「評価しにくかった」は何れの大項目でも 0％ であっ
た。自由記載でも「新評価表」は「優・良・可・不可が具体的に説明され評価しやすかった」，「記載に要する時間が短くてすん
だ」等の回答が多かった。

【結論】

評価表内の項目間や評価表どうしの相関を調べたのは，相関が低いと双方が違った側面を評価している可能性がありそれを確
認するためである。双方に有意な相関があり，「新評価表」は妥当な評価表であると思われた。またアンケートや自由記載で好
意的な回答が多かったが，これは小項目毎の評価基準を具体的に文章で示し，到達度をより理解しやすくなったことが大きな要
因と思われた。ルーブリック評価を取り入れた評価法は，実習指導者の時間的負担軽減にもつながり，総合的な実践を伴う臨床
実習の評価法として活用できる可能性が示唆された。
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P-ED-07-2

臨床実習におけるルーブリック評価の信頼性と総合評価に影響を与える要因

川元 大輔，田口 光，横山 尚宏，高田 和真，長津 秀文，山下 喬之

原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科

key words 臨床実習・ルーブリック評価・信頼性

【はじめに，目的】

本校は，臨床実習の成績報告書にルーブリックという教育評価ツールを導入している。ルーブリック評価の効果として，学生に
明確な到達基準を設定し，実習評価に客観性を得ることで，学生の成長度を可視化することが期待できる。平成 27 年度より運
用，現在全ての臨床実習に導入し，評価表の信頼性と総合評価から得られた各評価項目の相関を検証することは我々の責務であ
る。また，情意領域の項目が他項目である認知・精神運動領域に与える影響も本校では課題と捉えており，自主性・積極性の項
目と認知・精神運動領域との関連性についても検証する。

【方法】

対象は検査測定体験実習（1 週）を履修した本校に在籍する理学療法学科 3 年生 60 名。本校が作成したルーブリック評価は情意
領域，認知領域，精神運動領域の 3 領域から構成，これを具体的に細分化した 11 の小項目からなる。詳細は情意領域 7 項目

（①挨拶，表情，身だしなみ，②遅刻欠席，提出期限の厳守，実習施設の規則順守，③報告・連絡・相談，④行動計画管理・体
調管理，⑤自主性・積極性，⑥担当患者・実習指導者・関連職員との人間関係，⑦情報収集・管理・伝達），認知領域 2 項目

（⑧検査測定に関する知識，⑨検査結果に関する思考），精神運動領域（⑩リスク管理・安全性，⑪検査測定の実施と記録）であ
る。評価尺度は段階ごとに N・I・C・E（N=Nice，I=Indicate，C=Continue，E=Effort）と記載，実習指導者が小項目に評価を
加え，本校が定める点数基準に基づき我々が配点をおこなった。上記 11 項目を独立変数とし信頼性係数（Cronbach’s α 値）を
求め，総合評価を従属変数としピアソンの相関係数を求めた。また，精神運動領域の⑤自主性・積極性と認知・精神運動領域の
各項目との相関を確認した。

【結果】

全 11 項目を変数と仮定した場合の信頼性係数は 0.89，各項目が変数として信頼できると判断した。次に各項目ごとの評価と総
合評価との相関係数（r）は，（r=0.49～0.93）の範囲であり，全項目において有意な相関がみられた。⑤自主性・積極性と認知・
精神運動領域の各項目との相関係数（r）は，（r=0.42～0.21）の範囲で，⑩が低い相関を認め，その他の項目は相関がなかった。

【結論】

本研究の結果，具体的な目標と到達基準が定められたルーブリック評価を用いることで，実習指導者と学生の双方にとって客観
性が得られる評価表と成り得る可能性が示唆された。また自主性・積極性の項目が認知・精神運動領域に影響を与える因子と
の相関性は低く，独立した評価として活用できる可能性が示された。今後，評価実習や長期実習といった認知・精神運動領域の
項目数増加に伴い，大項目ごとの信頼性を含め改めて関連性を検証する必要性がある。また本校は，実習期間内における変化や
学年ごとの成長度合いを含めた形成的評価とした役割をルーブリック評価に期待しており，そのためにも正確で公平な評価表
と成り得るか引き続き立証していく。
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P-ED-07-3

臨床実習における臨床技能評価の評価者間信頼性の検証

伊藤 将平1,2），寺西 利生2,3），朴 英浩1），金田 嘉清2,3），冨田 裕4）

1）冨田病院リハビリテーション科，2）藤田保健衛生大学大学院保健学研究科，
3）藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科，4）冨田病院神経内科

key words 臨床実習・評価者間信頼性・臨床技能

【はじめに，目的】近年，療法士養成数の増加に伴い，臨床経験の少ない療法士が急速に増加し，実習指導者の経験年数も相対
的に低下している。また，現在の臨床実習では，実習指導者間の評価基準の相違が問題点の一つとして指摘されている。実習指
導者による評価は，主観的で評価者の経験による影響を受け易く，信頼性に問題があるとも言われている。しかし，信頼性につ
いて効果検証を行った報告は少ない。

そこで本研究では，実習生の臨床技能を段階づけする際の評価者間信頼性を検討した。

【方法】評価者は療法士 10 名（経験年数 4�12 年目）とした。実習生が患者に対し，課題を行ったビデオ画像 20 施行を評価者に
観察させ，臨床技能を 5 段階に段階づけさせた。課題は肩関節外転の関節可動域測定とした。評価する際のポイントは市販の書
籍（PT・OT のための臨床技能と OSCE：コミュニケーションと介助・検査測定論）の採点基準に準じて行わせた。段階づけし
た結果の評価者間信頼性を検討するため，Cohen の一致係数（κ 係数）を用いて，完全一致と，1 段階のズレを半分一致として
重み付けした κ 係数をそれぞれ 45 組算出し，平均した。さらに評価者を経験年数にて 6 年以上群 5 名と 6 年未満群 5 名の 2
群に分け，各々の κ 係数 10 組の平均を算出した。また，各評価者の評点間の相関および差を比較するために，45 組の Spearman
順位相関係数，および Wilcoxon 符号付き順位検定を行った。

【結果】臨床技能評価の一致率は κ=0.08，重み付き κ=0.15 であった。6 年以上群の一致率は κ=0.24，重み付き κ=0.31，6 年未満
群の一致率は κ=0.09，重み付き κ=0.15 であった。評点に有意な相関を認めたのは 14 組（31%）であり，有意差を認めた組み合
わせは 45 組中 28 組（62%）であった。

【結論】本研究より，全体の一致率は slight～fair にとどまり，実習生の臨床技能を段階づけする際の評価者間信頼性は低いこと
が明らかとなった。6 年目以上群において一致率が高くなる傾向を認めたが，評価者間信頼性としては低いことから，信頼性の
低さは臨床実習において広く存在する現象である可能性がある。また，評価者間の評点の相関が低く，かつ中央値に有意差を認
めた組み合わせが多かったことから，一致率を低下させた要因は各評価者の評価基準が主観的であるためと考えた。本研究で
は，臨床使用の頻度が高い 1 課題を検証したが，その他の臨床技能においても同様の現象が起こる可能性があり，更なる検証が
必要であると考える。

今後，実習生の臨床技能を段階づけする際の評価者間信頼性を向上させるためには，臨床技能を標準化・細分化し，解釈を統一
した上で，明示的な基準を定める必要があると考えられる。
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P-ED-07-4

臨床実習における実習生の進捗状況把握に対するKH Coder を利用したテキストマイング分析
実習の進捗にネガティブに働く要素に着目して

福田 聡史1），喜屋武龍介1），林 敏彦1），溝田 康司2）

1）琉球リハビリテーション学院，2）学校法人智晴学園リハビリテーションと多様性研究室

key words 臨床実習・ネガティブ・テキストマイニング

【はじめに，目的】

理学療法士の（以下，PT）の臨床実習では，学生は学内で学習した知識や技術を臨床時現場で活かすための体験ができる貴重
な機会である。一方で，学生の指導を担当する指導者（SV）は臨床業務も多く，また，指導のための手間は多岐に渡る。さらに
学生のレディネスが不十分な場合には実習を十分に遂行できないこともあり，教員のサポートが必要な場合も多い。

今回，長期臨床実習において教員が毎週施設に訪問し，実習の進捗状況や学生の生活状況，指導者と教員の情報共有ツールとし
てのプログレスノートを用い，即時性のある対応を試みた。その内容をテキストマイニング手法を用いて分析したので報告す
る。

【方法】

事前に今回の取り組みを説明し，同意の得られた施設の指導者とその責任者，当該施設で実習を行う実習生 9 名と当学院の教員
3 名を対象とした。各施設に当学院の教員を 1 名割り当て，毎週 1 回各施設を訪問した。訪問時の共有ツールとして「実習計画
及び経過記録表（以下，プログレスノート）」を作成し，「生活状況」「実習進捗状況」「実習計画」「その他・連絡事項」の 4 項目に
ついて教員と指導者が自由に記入し，併せて面談を行い経過を追った。プログレスノートの記録結果を，上記 4 カテゴリーに分
類し，記載内容を実習の進捗にポジティブに働く要素や言葉（以下，ポジティブ），ネガティブな要素や言葉（以下，ネガティ
ブ），その他の項目に分け，実習経過に沿った変化を概観的に検討した。また，立命館大学樋口耕一氏が開発したフリーウェア
KH Coder を用い，プログレスノートに記載された内容についてテキストデータマイニング分析を行った。

【結果】

テキストマイニングの分析結果を基に共起ネットワークの結果をまとめた。すべての項目の中心となったワードは，1～2 週目は
「コミュニケーション」「生活状況」，3～5 週目は「1 症例目」「初期評価」「発表」，6～8 週目は「2 症例目」「中間評価」9 週目は「発
表終了」「レジュメ作成」「修正」「まとめ」，10 週目は，「アドバイス」であった。ネガティブ要素のみを抽出した結果，実習の前半
においては，「知識」「状況」と「不十分」「低い」がネットワークを形成し，中盤からは，前半のワードに「指導」「検査」が加わっ
た。後半においても同様の傾向を示し，その頻度は増加した。

【結論】

これらのことから実習前半では学生と指導者間での実習状況や生活状況についてネガティブなワードが多く見られ，ストレス
につながりやすい状況にあると考えられる。実習前半での学生の環境への適応や現場で学びに関する支援やサポートが必要で
あると考えられる。ネガティブ要素についてテキストマイニング手法を用いて分析する事で，指導者と学生間のストレスにつな
がりやすい状況について経時的変化を可視化し捉える事が出来ると考える。
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P-ED-07-5

「臨床実習指導で困ったこと」におけるテキストマイニングを用いた客観的分析

二宮 省悟1），濵田 輝一1），吉村 修2），楠元 正順2）

1）九州看護福祉大学，2）医療法人社団慶仁会川﨑病院

key words 実習指導・困ったこと・テキストマイニング

【はじめに，目的】
我々は，H23 年度から臨床実習指導体制の構築の検討を目的に質問紙調査を行い，当学会にて発表してきた。現状は，臨床実習
指導経験者（以下，指導者）は自身の学生時代や就職後の体験的・経験的教育を行っていることが把握できた。昨年は，「実習
で困ったこと」について臨床経験年数により意識の違いがあるのかを知ることを目的に臨床経験年数を 4 群に分け，比較検討し
発表した。今回は得たデータの全体像を，テキストマイニングを用いて客観的に把握することを目的とする。

【方法】

調査期間は H25 年 8 月からの 8 か月間。42 施設の理学療法士を対象として任意に回答要請し，質問紙調査を行った。回答方法
は無記名で，選択肢質問と自由記載にて「困ったこと」について分析した。自由記載の回答はテキスト形式にデータ化し，
KHCoder を用いてテキストマイニングを行った。分析した内容は，頻出語抽出と階層的クラスター分析及び共起ネットワーク
の作成とした。さらに Kruskal の非計量多次元尺度構成法（以下，MDS）による分析を加え，図表化した。

【結果】

回収部数は 790 名，有効回答数は 689 名（87.2％）であった。その内 479 名（臨床経験年数 8.5±6.1 年）の臨床実習指導の経験
者を分析対象とした。指導に「困った」と回答した者は，434 名（90.6%）であった。困った内容の第 1 位は，「学生の資質の問
題」（回答総数に対する％：23.6％），第 2 位は「指導に自信がない」（20.7％），第 3 位は「学生の問題がつかみにくい」（18.5％）で
あった。自由記載では 8299 語が抽出された。データより最頻 150 語を抽出した結果，「学生（150）」，「指導（138）」，「レポート

（74）」，「分かる（74）」，「実習（59）」，「提出（50）」，「言う（40）」，「理解（34）」，「患者（33）」，「自分（30）」が上位 10 番目ま
での最頻語であった。その後，併合水準（非類似度）を算出した上で，階層的クラスター分析（ユークリッド距離による Ward’s
method を使用：出現回数 15 回以上を対象）を行った。その結果，4 つのクラスターに分類された。また Jaccard 係数を算出し，
単語間のネットワーク図を描画した共起ネットワーク（サブグラフ検出：媒介）からは，「学生」「指導」「分かる」を中心として，
特徴的な頻出語との強い繋がりを示した（Node18，edge60，Density0.392，Min.Jaccard0.05）。さらに抽出語を用いて MDS
を行ったところ，幾何的図形により単語の関係性を網羅的に示すことができた。

【結論】

今回，指導者の指導に際し，「困ったこと」の現状が把握できた。臨床実習指導者の共通の「困ったこと」としては主に「レポー
ト指導」に帰着していることも判明した。このことは従来いわれている問題点と合致するものである。しかし，レポート課題を
指導のツールに用いていることが多く，未だに解消できていない現実がある。今後も臨床実習について積極的に分析し，その対
応策を考える必要性が示唆された。
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P-ED-08-1

実習指導者と学生の双方の視点からみた臨床実習における問題の検討

篠崎 真枝，浅川 育世，大橋ゆかり

茨城県立医療大学理学療法学科

key words 臨床実習・内容分析・半構造化面接

【はじめに，目的】

理学療法臨床実習での現状を分析するために，実習指導者（以下，SV）と学生の双方の視点から，臨床実習指導における問題，
困難を検討することを目的とした。

【方法】

半構造化面接法により個別面接を実施した。研究協力者は，SV については本学の臨床実習受入施設より募集し，4 年次臨床実習
の指導経験のある理学療法士 5 名（女性 4 名，男性 1 名），学生は 4 年次臨床実習終了した学生 5 名（女性 3 名，男性 2 名）で
あった。

SV への面接では，現在の臨床実習での問題，学生への指導上の困難，改善を要す指導方法について聴取し，学生への面接では，
臨床実習での困難，改善を望む指導方法を聴取した。インタビュー（データ）は録音し，逐語録を作成した。Berelson の内容分
析を参考にデータ分析し，逐語録から記録単位を抽出し初期コード作成し，類似性に従いまとめコードとした。研究協力者の
コードを集め，サブカテゴリーとし抽象化したカテゴリーにまとめた。カテゴリーへの振り分けを第三者の理学療法士 2 名（A，
B）が行い，研究者の分類結果との一致率（Cohen の Kappa 係数）を算出した。

【結果】

SV から得られた記録単位は 363 であり，9 カテゴリーにまとめられた。主なカテゴリーと記録単位数の割合は，「①学生の臨床
実習に対する基本的姿勢の問題；13%」，「②学生と SV の関係の問題；11%」，「③学生と患者の関係の問題；8%」，「④学生の特
徴や負担に応じた実習進行のために SV が配慮を要す課題；12%」，「⑤学生が患者に触れて学ぶ実習を展開するために生じる困
難；13%」，「⑥理学療法評価・介入の過程で学生の思考を導くための困難；23%」，「指導力に対する評価・情報の不足により実
習指導の振り返りが困難；8%」，さらに 2 カテゴリーが含まれた。

学生から得られた記録単位は 453 であり，8 カテゴリーにまとめられた。主なカテゴリーと記録単位数の割合は，「①学生と SV
の関係の問題；6%」，「②SV に学生自身の考えを伝える際に生じる困難；11%」，「③学生と患者の関係の問題；6%」，「④学生が
実感することが難しい患者の現象や反応；15%」，「⑤理学療法評価・介入の過程で学生が直面する困難；18%」，「⑥SV のフィー
ドバックに対する要望；17%」，さらに 2 カテゴリーが含まれた。

分析結果の一致率（Kappa 係数）は，A とは SV のデータで 0.8，学生で 0.81，B とは SV のデータで 0.68，学生で 0.81 であった。

【結論】

SV と学生に共通してみられたカテゴリーは，『学生と SV の関係』，『学生と患者の関係』であった。人間関係の構築とそれに必
要なコミュニケーションを双方が難しいと感じており，養成校教員の役割としてはそれぞれの要望を仲介し，お互いの理解が深
まるよう関わることが重要となる。また，学生は理学療法評価・介入の過程の難しさ，SV はその過程で学生の思考を導くこと
に困難さを感じていた。今後は，SV の有効な導き方について，さらなる検討を加え示していきたい。
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P-ED-08-2

理学療法の臨床実習における効果的なチーム医療・多職種連携教育の検討

木曽 貴紀1,2），沖田 一彦3）

1）尾道市立市民病院，2）県立広島大学大学院，3）県立広島大学

key words 臨床実習・質的研究・多職種連携教育

【はじめに，目的】

近年，医療系大学・学部における専門職連携教育（以下 IPE）の重要性が唱えられ，その実践が広がってきている。一方，臨床
実習における教育については，日本理学療法士協会（2007）が，チームアプローチのとり方に関する指導のポイントに言及して
いるが，実際に理学療法学生（以下 PTS）の臨床実習におけるチーム医療や多職種連携についての具体的な経験や学習内容につ
いての報告は少ない。そこで本研究では，臨床実習における PTS のチーム医療および多職種連携の経験を質的研究の手法で分
析し，理学療法の臨床実習における効果的な IPE 実践の一助としたい。

【方法】

対象は臨床実習がすべて終了した 2015 年度の県立広島大学理学療法学科 4 年生 17 名であった。対象者を 4～5 名 1 組の 4 グ
ループに分け，各グループに約 80 分間のフォーカス・グループ・インタビュー（以下 FGI）を実施した。FGI では半構造化イ
ンタビューを行った。FGI における質問項目は，①学内でのチーム医療の学習について，②臨床実習における多職種連携やチー
ム医療についての経験，③将来，理学療法士として多職種連携やチーム医療にどのように関わっていくかについての考え，とし
た。FGI の内容は IC レコーダに録音して逐語録を作成した後，修正版グラウンデッド・セオリーア・プローチを用いて分析し
た。

【結果】

逐語化されたデータから，65 個の概念を生成し，10 個のカテゴリーを形成した。形成されたカテゴリーは，＜学内のチーム医
療演習で感じたこと，学んだこと＞，＜臨床実習で学んだチーム医療の実際＞，＜病期/施設/病棟/個人によって異なるチーム
医療の特異性と重要性＞，＜チーム医療にとって大切なもの＞，＜信頼関係を育むもの（教えてもらったもの）＞，＜信頼関係
を育むもの（学生が自ら学んだもの）＞，＜チーム医療の学習方法＞，＜学生という立場での学習の限界＞，＜卒後のチーム医
療実践への意志と困難性＞，＜チーム医療を現場で教えるには＞であった。

【結論】

チーム医療に関わる学内教育と臨床教育には類似点と相違点があり，それぞれに教育の守備範囲が存在することが分かった。特
に，インフォーマルな交流や会合は現場に身を置くことで学習可能な項目として挙げられた。これらの多くは言語によって教え
られたものではなく，学生自らが現場の状況を体験する「隠れたカリキュラム（hidden curriculum）」によって学習されていた。
よって，臨床実習におけるチーム医療の教育には，「認知的徒弟制」や「正統的周辺参加」などの理論に基づくや方法論が重要
となる可能性があると考えられた。むろん，実習指導者からの指示や手助け，共同作業，説明なども具体的なチーム医療の学習
方法として経験されていたが，実習先によってこれらの経験には大きな差が出る可能性が示唆された。
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P-ED-08-3

実習前OSCEの導入による臨床実習前後での社会人基礎力の獲得について

村上 賢治，鈴木 裕治，大和田宏美

仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法専攻

key words OSCE・社会人基礎力・臨床実習

【はじめに，目的】経済産業省は，「職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力」を
「社会人基礎力」と定義し，意識的に育成していくことが重要としている。理学療法教育の中で，社会人基礎力に相当する能力
の育成は，学内教育の中で行うには限界があるが，臨床実習では，学内教育で補えない対人関係やコミュニケーションスキル等
の習得が可能である。学内教育の中で実施可能な客観的臨床能力試験（OSCE）は臨床実習に臨む学生の臨床技能を高めるため
に有用とされ，最近では理学療法教育機関でも多く試みられている。しかし，実習前 OSCE の実施が，臨床実習において学生に
どのような効果をもたらすのかを検証した研究はほとんどない。本研究の目的は，実習前 OSCE の導入が臨床実習を通して，学
生の社会人基礎力獲得にどのような影響をもたらすかを調査することである。

【方法】対象は，本学リハビリテーション学科理学療法学専攻学生で 201X 年度 3 年生 54 名（男性：17 名，女性：37 名，平均年
齢：21.1±0.8 歳），201Y 年度 3 年生 68 名（男性：39 名，女性：29 名，平均年齢：21.1±1.8 歳）の計 122 名とした。方法は，OSCE
未実施であった 201X 年度 3 年生（OSCE なし群）と，OSCE を実施した 201Y 年度 3 年生（OSCE 群）に対し，「社会人基礎力
自己分析シート」を用いて，2 回の総合臨床実習前後に 3 回調査した。「社会人基礎力自己分析シート」の項目は，前に踏み出す
力（①主体性，②働きかけ力，③実行力），考え抜く力（④課題発見力，⑤計画力，⑥想像力），チームで働く力（⑦発信力，⑧
傾聴力，⑨柔軟力，⑩状況把握力，⑪規律性，⑫ストレスコントロール力）の 3 分類 12 能力要素からなり，5 段階評価である。
統計学的解析は，Mann�Whitney の U 検定を行い有意水準は 5% 未満とした。

【結果】OSCE なし群，OSCE 群ともに臨床実習前に比べ臨床実習後では，①主体性，③実行力，④課題発見力，⑤計画力，⑥
想像力において有意な上昇が認められた（p＜0.01）。同様に，②働きかけ力，⑩状況把握力（p＜0.05）においても有意な点数の
上昇が認められた。また，OSCE 群のみ⑫ストレスコントロール力に有意に上昇がみられた（p＜0.01）。

【結論】本研究では，本学の理学療法学生において臨床実習を通して社会人基礎力の向上が認められた。このことは，臨床実習
が学生にとって対象者や医療関係者等との対人関係を築くために有用であることが判明した。また，OSCE 群において臨床実習
前後ではストレスコントロール力が上昇した。近年，ストレスの高い環境での学外臨床実習等において，対人能力，コミュニケー
ション能力に起因した問題が増加傾向にある。実習前 OSCE の導入は，このような問題の解決の手段として有効であることが示
唆された。
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【はじめに，目的】

臨床実習におけるストレス対処方略の中で問題解決を先送りする回避型方略を頻用する人ほどストレス度が高いことが分かっ
ているが，その回避型方略を使用する傾向にある人を事前に予測できるかどうかの検証はなされていない。そこで，本研究の目
的を，臨床実習において回避型方略を使用し，高ストレス状態におちいるリスクのある人を事前に予測できるかどうかを検討す
ることとし，日常のソーシャルスキルと臨床実習中の接近型方略・回避型方略との関連性を検証した。

【方法】

4 年制理学療法士養成校 2 校の理学療法学科 3 年生で，評価実習に取り組んだ人を対象とした。ただし，評価実習を途中で中断
した人は除外した。評価実習終了 1 週以内の対象者に無記名式アンケート調査用紙を配布した。日常のソーシャルスキルは「日
常生活スキル尺度（大学生版）」，ストレス対処方略は「3 次元コーピング尺度」を用いて調査した。日常生活スキル尺度は計画
性，情報要約力，自尊心，前向きな思考，親和性，リーダーシップ，感受性，対人マナーに分類され（各 3～12 点），前 4 者は
個人的スキル，後 4 者は対人スキルとされる。3 次元コーピング尺度は情報収集，肯定的解釈，計画立案，カタルシス，放棄・
諦め，回避的思考，気晴らし，責任転嫁に分類され，前 4 者は接近型方略，後 4 者は回避型方略とされる。なお，得点が高いほ
どソーシャルスキルが高いまたは対処方略の使用頻度が高いことを表す。日常生活スキル尺度の下位尺度の得点分布を確認し
たのち，3 次元コーピング尺度の下位尺度の得点とのスピアマンの相関係数を求めた。なお，相関係数の算出にあたっては性別
を統制変数とした。

【結果】

76 人中 56 人（73.7％）から完全な回答が得られた（年齢の中央値 21 歳；男性 27 人，女性 29 人）。計画性，情報要約力，自尊
心，前向きな思考，親和性，リーダーシップ，感受性，対人マナーの中央値（四分位偏差）はそれぞれ 6（1.0）点，6（1.0）点，
7（1.1）点，7（1.5）点，9（1.5）点，6（1.0）点，9（1.0）点，10（1.0）点であった。個人的スキルは接近型方略との正の相関
を認めた一方で（rs＝0.31［情報要約力 vs 計画立案］，p＝0.02；rs＝0.41［自尊心 vs 肯定的解釈］，p＝0.00），回避型方略との負
の相関を認めた（rs＝－0.33［情報要約力 vs 放棄・諦め］，p＝0.01；rs＝－0.28［自尊心 vs 放棄・諦め］，p＝0.04）。対人スキル
である親和性はいくつかの接近型方略（rs＝0.28～0.40，p＝0.00～0.04）とともに回避型方略のひとつである気晴らし（rs＝0.31，
p＝0.02）とも正の相関を認めた。

【結論】

われわれの調査対象においては，対人スキルと比較して個人的スキルが低かったうえ，情報要約力や自尊心が低い人ほど臨床実
習関連ストレスに対して回避型方略を頻用していた。この知見は，これらの個人的スキルが低い人は臨床実習において高ストレ
ス状態となるリスクが高い人であることを示唆する。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）【ポスター（教育）P08】

P-ED-08-5

臨床実習の指導に関する検討
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【はじめに】

理学療法教育は，認知領域（想起・解釈・問題解決），精神運動領域（技能），情意領域（態度）の 3 つの領域に分類されている。
この中で，情意領域においては客観的な評価が難しく，その指導方法も確定しているものはない。また，情意領域に問題がある
と臨床実習指導者（以下，指導者）との関係のみならず臨床実習そのものの継続が難しくなる為，指導者と学生が良好な人間関
係を構築する必要があり，指導者が如何に学生の性格を理解していくかも重要となる。そこで本研究は，臨床実習の指導者が学
生の性格特性を把握することが臨床実習の指導上有効かを調査し検討した。

【方法】

対象は，北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科に在籍し総合実習（8 週間）を控えた 4 年生（以下，学生）46
名およびその学生の臨床実習施設の指導者 40 施設 45 名。

方法は，①学生に臨床実習 IV 開始前に矢田部ギルフォード性格検査（以下，YG 性格検査）を実施，②YG 性格検査結果を臨床
実習 5 週目に指導者・学生に提示し性格特性について共有，③2・4・6・8 週目に，「臨床実習が円滑に進んでいるか」について
Visual Analogue Scale（以下，VAS）測定を学生と指導者に対して実施，同時に 1 週間の指導時間を記入，④臨床実習 4 週目終
了時および最終週に情意面の目標到達度に関するルーブリック評価を実施，⑤臨床実習終了時に指導者及び学生に性格特性把
握に関するアンケートを実施，⑥YG 性格検査の提示が臨床実習指導に有効であったか，開示前後に指導方法や内容に変化が生
じたかを確認。

以上の調査結果を検討した。

【結果】

YG 性格検査の分析結果提示前後に関わらず，2W ごとに指導者の VAS の平均値に向上がみられた。学生視点の「学生と指導者
の関係」に関する VAS の平均値において，4W 目と 6W 目に変化はみられなかった。ルーブリック評価の結果では，殆どの項
目で向上が認められた。指導者の 70％ が YG 性格検査の分析結果を確認できたことが「有効」と回答した。学生の 79％ が YG
性格検査の分析結果を指導者と共有したことは「有効ではない」と回答した。フィードバック時間は。指導者より学生の方が長
く感じていた。指導者は YG 性格検査結果の「総合所見」「情緒安定」「社会適応性」「社交性」について着目し，また，1 日の総括
フィードバックで多く活用していた。

【結論】

臨床実習指導において，指導者は性格特性を把握できたことは有効と回答した半面，「学生と指導者の関係」が良好のまま保た
れていたにも関わらず，多くの学生が「有効ではない」と回答しており，学生は YG 性格検査結果提示を受けて指導者との関係
性や指導内容に大きな変化を期待していたのではないかと考えられた。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）【ポスター（教育）P09】

P-ED-09-1

学生の性格による実習前の不安および実習中のストレスとの関連について
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【はじめに，目的】

理学療法士養成校には，教育課程の中に臨床実習（以下実習）が設定されている。これは学生が理学療法士になるためには重要
な科目であるが，学生は実習に対して多かれ少なかれ不安を持っていて，それには学生の知識や技術レベル，性格など様々な要
因が関係していることが考えられる。実習に対する学生の不安に関する先行研究で，杉戸らは，実習中では，自由な子の方が睡
眠時間が長く，ストレスが低い，と報告しているが，個人の性格が実習に対して実習前の不安及び実習中のストレスとの関連し
ているという報告は極めて少ない。本研究では，個人の性格による実習への不安および実習中のストレスとの関連を明確にし，
円滑な臨床実習の一助にすることを目的とした。

【方法】対象は A 大学の理学療法学科 3 年の学生 69 名とした。方法は実習前に性格診断と実習不安に関するアンケート，実習後
に実習中のストレス検査を実施した。性格診断の調査は淡路・岡部式向性検査表を用いて，50 項目の二者択一で性格を外向性，
内向性に分類した。また実習への不安調査は，21 項目からなる 5 段階評価（1=不安～5=安心）で，ストレス検査は，SRS�18

（Stress Response Scale=心理的ストレス反応尺度）を用いた。これは 18 項目の質問からなり，実習中の心理状態を想起し，4
段階評価（0=全く違う～3=その通りだ）とし，3 タイプのストレス（抑うつ・不安，不機嫌・怒り，無気力）を算出し合計得点
を総合的ストレス得点とした。統計処理は性格による不安およびストレスとの差異をマンホイットニーの U 検定で検討した。ま
た性格毎に不安とストレスとの関係をスピアマンの順位相関分析にて検討した。統計ソフトは SPSSstatistics23 を使用し，有意
確率は 5％ 未満とした。

【結果】

アンケート回答者は 69 名（男性 37 名，女性 32 名）であった。内向性と外向性による不安に関しては，有意差はないが，スト
レスでは外向性の方が有意に高かった（p＜0.05）。外向性の性格では不安はストレスとの間には「総合的ストレス」（ρ=0.995）で
あった。内向性の性格でも不安とストレスとの間には「総合的ストレス」（ρ=0.979）であった。不安は 3 タイプのストレス反応
および総合的ストレスとの間には有意な強い正の相関が見られた。

【結論】

性格による不安の程度に差はないが，ストレスは外向性の性格の方が高かった。不安とストレスの関連では，不安の程度とスト
レスの程度は反比例することが示唆された。不安が強いことで，実習に対する学習意識が強くなり，実習中のストレスが低くな
ると考える。また，不安が低いことで実習に対する準備不足になる可能性があり，実習の遂行に支障をきたしストレスの増強に
繋がると考えられる。今後不安が少ない学生に対しても，適度な緊張感を与えることが必要であると考える。
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【はじめに，目的】理学療法士養成校の臨床実習の遂行には実習中の家庭学習が必要とされるが，学生には大きなストレスとな
り，実習継続に支障をきたすことがある。先行研究では臨床実習の課題量と負担についての報告はあるが，課題の学習時間，難
易度，ストレス反応との関連について詳細に報告されたものはきわめて少ない。研究者らは第 51 回日本理学療法学術大会で課
題学習時間，課題自覚的負担度，およびストレス反応との関係について報告したが，課題学習時間，学習難易度がストレス反応
に及ぼす影響について検討しなかった。

本研究の目的は実習経過中に学生が実施した学習課題の実施時間と主観的難易度が心理的ストレス反応に及ぼす影響について
検討し，教員の円滑な実習指導のための一助とした。

【方法】対象は理学療法士 2 養成校 4 年生で 8 週間の臨床実習 II を終了した 58 名（男性 36 名，女性 22 名），年齢 21.5±0.8 歳と
した。調査目的を説明し，実習経過中に自宅で実施した学習課題の遂行状況および SRS�18（Stress Response Scale�18=心理的
ストレス反応測定尺度）による実習期間中のストレス反応を調査した。学習課題は症例レポート作成，レジュメ作成，デイリー
ノート（以下，デイリー）作成，実習指導者等の質問事項，担当症例の自宅学習で，1 日平均学習時間（分）を自由記載，課題
の主観的難易度を 4 段階評価（4 点=大～1 点=小）での記載とした。SRS�18 は 18 項目の質問からなり，実習期間中の心理状態
を回想して 4 段階評価（3 点（肯定）～0 点（否定）し，3 タイプのストレス反応（抑うつ・不安，不機嫌・怒り，無気力）の程
度を算出，それらの合計点数を総合的ストレスの得点とした（MAX=54 点）。

統計処理は学習課題実施時間および難易度を説明変数，ストレス反応を目的変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を実施
し，因果関係について検討した。統計ソフトは SPSS statistictis23 を使用し，有意確率は 5% 未満とした。

【結果】自宅での学習課題実施時間は 47.93～149.48 分，主観的難易度は 2.21～3.19 点の範囲，3 タイプのストレスは 6.37～8.08
の範囲で「総合ストレス」は 22.18±13.84 点であった。

学習時間および主観的難易度のストレス反応への影響は「抑うつ・不安」にはデイリー作成時間，症例レポート難易度の順，
「不機嫌・怒り」にはデイリー作成時間，「無気力」には症例レポート難易度，デイリー作成時間の順，そして総合的ストレスに
はデイリー作成時間，症例レポート難易度の順に有意に影響がみられた（p＜0.05）。

【結論】症例レポートでは難易度が，デイリーでは作成時間がストレスの増減に最も影響を及ぼしていることが明らかになった。
特に学生の意欲を低下させる「無気力」に症例レポート難易度やデイリー作成時間の影響がみられ，臨床実習の遂行に問題とな
ることが予想された。そのため学生の反応に注意してこれらの課題の質や量を調節していく必要がある。
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P-ED-09-3

理学療法学生におけるストレス耐性と臨床実習成績の関連性について

谷出 敦子，山際 清貴，小関 博久

専門学校東都リハビリテーション学院

key words ストレス耐性・臨床実習・メンタル不全

【はじめに，目的】

日本学生支援機構によると，高等専門教育機関においてメンタル不全の徴候を示す学生が著明に増加している。本校においても
例外ではなく，年々増加している印象を受ける。メンタル不全の発症にはストレスが関与し，過度のストレスが重なり対処でき
ない状態が続くことで，ストレス反応が生じてメンタル不全に陥ると報告されている。

理学療法学生においては，臨床実習でストレスが増加することが報告されている。したがって，臨床実習を円滑に遂行するため
にはストレスに対処する力，つまりストレス耐性を有する必要がある。しかし，ストレス耐性と実習成績の関連性についての報
告は少なく，不明な点が多い。

今回，我々は実習前教育の一助とするため，ストレス耐性と実習成績との関連性を調査したので報告する。

【方法】

対象は，本校理学療法学科の昼間部 4 学年 54 名（男性 32 名，女性 22 名，平均年齢 21.7 歳）とした。

方法は，2 度にわたる臨床実習において総合評定が両者ともに合格だった 41 名を合格群，いずれかにおいて不可または成績保留
であった 13 名を不可群とし，ストレス耐性を検定した。評価には，折津らが考案したストレス耐性度チェックリストを使用し
た。これは 20 項目の質問に対して，「いつも（4 点）」「しばしば（3 点）」「ときどき（2 点）」「めったにない（1 点）」の 4 件法で回
答し，総得点によりストレス耐性を評価できる尺度である。

統計処理には，Mann�Whitney の U 検定を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】

総得点に関しては，合格群が 54.6 点，不可群が 54.7 点であり，両群間に有意差は認められなかった（P＝0.98）。項目別では「う
らやましくなる」という 1 項目においてのみ，合格群が 2.8 点，不可群が 3.1 点で，有意な差を認めた（P＝0.05）。

【結論】

臨床実習では強いストレスにさらされることから，ストレス耐性は実習の可否にも関与するという仮説のもと調査を行った。し
かし，ストレス耐性と実習成績には有意な差は認められなかった。この理由として，今回不可群において評定が不可・保留と
なった主要因が資質面であったため，一般的なストレス要因とされる実習課題の増加，環境の変化に対処する力とは関連が低
かったと考える。

一方，合格群に比べて不可群の学生で「うらやましくなる」頻度が有意に高いことが分かった。「うらやましい」とは，「他人の
能力や状態をみて，自分もそうありたいとねたましく思うさま。」とされ，他人に目が向いている心理状態といえる。実習中で
は，他実習生の優れている点に目が向き，自身の内省に至らず修正すべき点の改善が不十分となる。また，自分を卑下して自己
効力感の低下が生じて，実習の遂行にも問題が生じると考える。

実習では第一に担当症例と向き合い，指導者と相談しながら学生として最善の対応をすること，そのために自身の修正すべき点
に着目し改善を目指すこと，以上の指導を実習前により強化していくことが望まれる。
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P-ED-10-1

理学療法想定場面におけるフレーミング効果を意識した声かけが患者の意欲に
与える影響について

喜多 一馬1），池田 耕二2）

1）北大阪けいさつ病院リハビリテーション技術科，2）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科

key words フレーミング・意欲・理学療法

【はじめに，目的】

理学療法士の声かけは患者の意欲を向上させるといわれているが，その具体的な方法は明らかではない。声かけにはフレーミン
グ効果という概念があり，それは意思決定場面において論理的に同値であっても表現方法（言い回し）の違いにより選好結果が
変わるという概念である。我々はこのフレーミング効果に着目し，肯定的言い回しが一部の理学療法想定場面で患者の意欲を向
上させることを示唆したが，ランダム化した研究的枠組みではなかった。本研究の目的は，理学療法想定場面でのフレーミング
効果を意識した声かけが，患者の意欲に与える影響をランダム化した研究的枠組みで検証することである。

【方法】

対象者は，理学療法実施中の入院患者 102 名（男性 31 名，女性 71 名，年齢 75±12.3 歳）とした。方法は，紙面による回答方式
とした。手順は，理学療法を進める上で重要となる 1）トイレ練習，2）歩行練習，3）痛みへのリハビリ，4）理学療法全般に対
する取り組み，5）退院に向けた取り組みの 5 つの場面を想定し，各場面における声かけの肯定的，否定的言い回しを作成した。
次に，紙面には 5 つの場面ごとに肯定的，否定的のどちらかの言い回しをランダム化したうえで記載した。患者には紙面を無作
為に選択させ，5 つの場面にあるどちらかの言い回しを読み，意欲を感じるかどうかを 5 件法（やる気を失うからやる気が出る
まで）によって回答させた。分析は回答を 1～5 点で点数化し，場面ごとに言い回し別の平均値を算出し，比較検討した。統計
処理にはウィルコクソンの符号順位検定を採用し有意水準は p＜0.05 とした。

【結果】

各場面における肯定的，否定的な言い回しは結果的に 51 名ずつに分かれた。1）における肯定的言い回しの平均値は 4.49±0.83，
否定的言い回しの平均値は 3.54±1.29 であり，肯定的言い回しが有意に高かった。次に，3）では 4.63±0.6，4.04±1.28，4）で
は 4.51±0.88，3.75±1.26，5）では 4.37±0.94，3.75±1.31 の 3 項目についても肯定的言い回しは有意に高かった。一方，2）では
4.55±0.64，4.26±1.15 と有意な差は認められなかった。

【結論】

結果から，歩行練習を除き，トイレ練習，痛み，理学療法に対する取り組み，退院に対する理学療法想定場面において，肯定的
な言い回しが，患者の意欲の向上に有効であることが示唆された。肯定的な言い回しは患者に肯定的な結果を直接想起させるた
め，患者の意欲が向上したと考えられる。歩行練習で言い回しに違いがみられなかったのは，すでに歩けるようになる等の説明
を受けていたことが要因となり，意欲が左右されなかったと考えられる。以上より，いくつかの理学療法想定場面ではフレーミ
ング効果を意識した肯定的な言い回しが，患者の意欲の向上に効果的であることが示唆された。今後はさらに声かけの言い回し
やタイミング，患者の心身状態等にも着目し，有効な声かけや関係性作りについて知見を検討していきたい。
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P-ED-10-2

安全に早期離床を行うためのルート操作シミュレーション教育の試み

鈴木 努，小山 智生

大森赤十字病院リハビリテーション課

key words 早期離床・抜針・抜管・シミュレーション教育

【はじめに，目的】

近年，急性期リハビリテーションの重要性が強く言われている。より早期からリハビリテーションを行うことにより，せん妄発
症率を減少させ，身体機能や ADL の再獲得期間を早め，入院期間の短縮や QOL の向上などに有用であると報告されている。

しかし早期離床の重要性が言われることで，急性期リハビリテーションの対象患者の重症度が上がり，より多くのルートやコー
ド類が装着された状態での離床場面が増えている。昨年度，当院リハビリテーション課のアクシデント報告の内訳を見ると転倒
件数に並び抜針・抜管件数が多くなっており，臨床においてルート操作に関する知識・技術が要求されていると言える。

そこで当院では，より実践に近い形で安全に離床が行えるように練習用に作成したルート類を使用したシミュレーション教育
を実践している。今回シミュレーション教育の実施内容について報告する。

【方法】

当院で実践しているシミュレーション教育は，実際に担当しうる症例を通じて，エラーを起こしにくい環境作りとエラーを未然
に防ぐための予測能力を養うことを目的としている。シミュレーション方法は，患者役，セラピスト役，看護師役に分かれて，
特に臨床において抜針・抜管の可能性が高い場面を想定し，練習用のルート類や点滴バックに加え，人工呼吸器・患者用ベッド
などの実際の物品を使用しシミュレーションを行っている。シミュレーション後，離床方法の検討やルート類の管理方法，離床
するにあたり注意すべき点やルート類が引っかかりやすい場面はどこか，看護師への協働方法などについてグループワークを
行い，発表を通じて問題点や対策について参加者全員で共有出来るようにしている。

【結果】

グループワークでは，安全に行える離床方法やルート類が引っかかりやすい場面，離床にあたり注意すべき点について，ルート
の長さを考慮し，より安全に起きられる側を選択し離床前に予めルートをまとめておくなどの意見の他，動き始めが最もルート
類がからまりやすく抜針リスクが高まるため次の姿勢を常に考慮しながらルート配置を動く前に決定しておく必要があるなど
の意見が出た。また看護師との協働方法では，当日行う内容の共有や離床時には具体的にどのようにすることで安全に実施出来
るのかを常に相談しながら，協働して早期離床を進めていくようにすることが重要であるとの意見が出た。

【結論】

シミュレーション教育を行うことで，セラピスト自身が患者を離床させる際のイメージが想起しやすくなり，エラーを未然に防
ぐための予測能力を高められることや，抜針・抜管が起こりやすい場面を理解することで，抜針・抜管が起こりにくい環境を事
前に作り出すことが可能となるため，実際の臨床場面において，より安全に離床していくための一助になるのではないかと考え
る。
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P-ED-10-3

身体機能と日常生活動作の改善に関連する理学療法士の社会的要因

大門 恭平1,2），船曳 康子2），嘉摩尻 伸1），澤井 康平1）

1）岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター，
2）京都大学大学院人間・環境学研究科認知行動科学講座

key words 理学療法士・社会的要因・リハビリテーションの帰結

【はじめに】

近年，社会神経科学の発展により，人の社会的認知能力などに関する脳メカニズムが次第に明らかにされている（Dunbar，
2009）。この様な背景からリハビリテーション（以下リハ）分野においても，セラピストと患者の関係性は患者の痛みや日常生
活動作（以下 ADL）に影響を及ぼすといった社会的側面に注目した報告が散見される（Hall，2010）。また，患者との関係性に
影響を及ぼすセラピストの社会的側面として，共感性や親しみなどの要因が報告されている（Kidd，2011）。しかし，本邦にお
いてセラピストの社会的要因とリハの帰結に関する臨床研究はない。よって，本研究の目的は身体機能と ADL の改善に関連す
る理学療法士（以下 PT）の社会的要因を調査することである。

【方法】

対象は，当院に 2016 年 1 月から 2016 年 10 月までの間に新規入院した回復期リハ病棟の整形疾患患者と担当 PT とし，対象患
者の身体機能と ADL 能力を後ろ向きに調査した。全ての対象患者はパフォーマンスの評価が実施できる者とし，除外基準は重
度の認知機能の低下などにより評価実施が困難，在院日数が 1 ヶ月以内，入院期間中に状態が悪化したものとした。対象患者の
調査項目は 10m 歩行速度（10MWT），Timed up and Go test（TUG），FIM 運動項目合計点（運動 FIM）とし，対象 PT の社会
的要因に関する評価は経験年数，共感性を多次元共感性尺度（情動的共感，認知的共感），性格を Big Five 尺度（情緒不安定性
など 5 項目），精神状態と行動を ASEBA の日本語版成人用行動チェックリスト（身体愁訴，攻撃性，侵入性など 8 項目）とし
た。統計解析は，対象患者の各調査項目の入院時と退院時の変化量と対象 PT の各評価項目の関係性について Spearman の順位
相関係数を算出し，対象患者の各調査項目の変化量を目的変数，各調査項目の変化量と相関のある対象 PT の社会的因子を説明
変数とした重回帰分析を行った。有意水準は 5% とした。

【結果】

対象患者（平均年齢 79.4±9.3 歳）と PT（平均年齢 23.8±2.6 歳）は各 19 名。相関分析の結果，10MWT の変化量に対して経験
年数（ρ=.59，p＜.01）に正の相関，情動的共感（ρ=�.51，p＜.05）に負の相関を認めた。TUG の変化量に対しては，情動的共感

（ρ=�.57，p＜.05），攻撃性（ρ=�.54，p＜.05），侵入性（ρ=�.47，p＜.05）に負の相関を認めた。運動 FIM の変化量に対しては，
身体愁訴（ρ=�.55，p＜.05），攻撃性（ρ=�.47，p＜.05），情緒不安定性（ρ=�.61，p＜.01）に負の相関を認めた。また，重回帰分
析の結果，10MWT の変化量に対して情動的共感（p＜.05，R2=.56），TUG の変化量に対して情動的共感と攻撃性（p＜.01，R2

=.71），運動 FIM の変化量に対して情緒不安定性（p＜.05，R2=.32）が選択された。

【結論】

本研究の結果から，理学療法士の社会的要因は身体機能と ADL の改善に関連する可能性が示唆された。今後はリハ分野におい
ても社会的要因を含んだ研究データを蓄積し，リハ教育を再考していく必要がある。
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P-ED-10-4

一般病棟における離床に対する職種間の意識の相違

谷 崇史1），遠藤 聡2），德田 雅直3），阿部 雄介1），對東 俊介4），飯田 祥5），曷川 元5）
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5）一般社団法人日本離床研究会

key words 一般病棟における離床・離床の障壁・職種間での意識の相違

【はじめに，目的】

集中治療領域では，職種間の意識の相違が離床の障壁になっていることが示唆されるなど，早期離床についての検討が多くされ
ているが，一般病棟での離床に対する認識は明らかになっていない。本研究の目的は一般病棟で勤務する医療従事者の離床に対
する認識について調査することとした。

【方法】

2016 年 4 月に離床に関する研究会に参加していた医療従事者へ質問紙調査を実施した。質問紙の設問は，離床の定義，離床の障
壁，離床は誰が行うべきか，離床を行う時のリーダーシップは誰がとるべきか，離床に関するプロトコル必要性の項目で構成し
た。対象は一般病棟で勤務していると回答した看護師と理学療法士（以下 PT），作業療法士（以下 OT），言語聴覚士（以下 ST）
とした。各設問に対して看護師と PT，OT，ST を併せたリハビリテーション職種（以下リハ職種）間で χ2検定もしくは Fisher
の直接確率検定を用い比較検討を行った。統計解析は統計解析ソフトウェア（IBM SPSS statistics 23）を用い，有意水準は p
＜0.05 とした。

【結果】

回答者は看護師 64 名，リハ職種 191 名（PT134 名，OT42 名，ST15 名）であった。どこから離床ととらえるかという質問の回
答は，両者ともヘッドアップ座位が最も多かったものの，その割合には有意差がみられた（看護師 17 名（26.6%），リハ職種 83
名（43.5%））。離床の障壁に関する回答にも両群間で差がみられ，特に看護師ではマンパワー不足（看護師 53 名（82.8%），リハ
職種 122 名（63.9%）），疼痛（看護師 37 名（57.8%），リハ職種 64 名（33.5%））を回答した割合がリハ職種よりもそれぞれ有意
に多く，リハ職種では知識不足（看護師 30 名（46.9%），リハ職種 122 名（63.9%））を回答した割合が看護師よりも有意に多かっ
た。一方，離床は誰が行うべきかという質問の回答は，多職種で行うという回答が最も多く（看護師 51 名（79.7%），リハ職種
163 名（85.3%））有意差を認めなかった。離床を行う時のリーダーシップは誰がとるべきかという質問の回答は，どちらも理学
療法士（看護師 23 名（35.9%），リハ職種 96 名（50.3%））と回答した割合が最も多かったが，その割合の差は有意であった。ま
た，離床に関するプロトコルの必要性については，どちらも必要（看護師 44 名（68.8%），リハ職種 157 名（82.2%））という回
答が多かったが，この割合の差も有意であった。

【結論】

一般病棟に勤務する看護師やリハ職種は，職種に関係なく離床を進める際には多職種で実施することが必要と感じているが，離
床の定義，離床を行う時にリーダーシップは誰がとるべきか，離床に関するプロトコルの必要性について職種間で意識の相違が
認められた。これらの結果から，集中治療領域だけでなく，一般病棟においても離床に対する意識の違いがあることを認識し，
職種間で十分にコミュニケーションをとりつつ，離床に取り組むことが必要と考えられた。
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P-ED-10-5

FIM 利得拡大に向けた取り組みの成果と今後の課題

玉村 悠介1），吉川 創1），松浦 道子1），錦見 俊雄2）

1）社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院療法部，
2）社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院診療部

key words 回復期リハビリテーション病棟・FIM・実績指数

【はじめに，目的】

回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）は，ADL を改善させ，在宅復帰を促進する役割を担っているが，平成 28
年度の診療報酬改定で質の評価である「実績指数」が導入されたことで，より早期に ADL を改善させ，一定の質を確保するこ
とが求められるようになった。実績指数は FIM の運動項目の改善点を用いて算出される指数であることから，FIM 利得を向上
させることは回復期病棟の課題である。

そこで当院では，リハビリテーションの質の向上を図るため，入院時に退院時の FIM 目標を設定し，退院時 FIM 結果との差異
を検証したので，その成果と今後の課題について報告する。

【方法】

平成 28 年 4 月 1 日以降に当院回復期病棟に入院し，平成 28 年 9 月 30 日までに退院（急変による転院は除く）した 66 名（男性
33 名，女性 33 名，平均年齢 74.7±12.7 歳）を対象に，入院時に「退院時目標 FIM（目標 FIM）」，退院時に「退院時 FIM（結
果 FIM）」を採点し，運動 13 項目に対して比較を行い，目標達成が困難であった運動項目を検証した。

【結果】

目標 FIM 運動項目と結果 FIM 運動項目の差が 5 点以下の症例は 30 名（45％），差が 6 点から 10 点の症例は 13 名（20％），差
が 11 点以上の症例は 23 名（35％）だった。

目標 FIM 点数と結果 FIM 点数差（以下，FIM 点数差）の合計が高かった項目は，上衣更衣（目標不達成人数 28 名，FIM 点数
差 116 点），下衣更衣（目標不達成人数 31 名，FIM 点数差 114 点），歩行（目標不達成人数 31 名，FIM 点数差 68 点）の順だっ
たことに対し，目標不達成人数が多かった項目は，清拭（目標不達成人数 40 名，FIM 点数差 62 点），浴槽移乗（目標不達成人
数 35 名，FIM 点数差 65 点），排便コントロール（目標不達成人数 33 名，FIM 点数差 64 点）の順であり，目標不達成項目の FIM
点数差の合計数と不達成人数の合計数の上位が異なる結果となった。

【結論】

清拭動作は目標不達成人数が多く，FIM 点数が 1～2 点の範囲での改善が困難で目標不達成となった症例が多かった。一方，更
衣動作は目標不達成人数が少ないが，目標不達成者一人当たりの FIM 点数差が大きく，実績指数の低下にも影響を与えていた。

また，目標不達成人数，FIM 点数差合計点数とも多かった項目は清拭，浴槽移乗，上衣・下衣更衣と，いずれも入浴動作に関連
する項目であった。移乗動作 3 項目の中でも，ベッドやトイレ移乗の目標達成者に比べ，浴槽移乗は不達成者が多いことからも，
入浴場面特有の動作能力に関する，より実用的なリハビリテーションの実施と工夫が必要であることが示唆された。
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P-ED-11-1

回復期リハビリテーション病棟における理学療法士アドバイザーの活用と効果

犬飼 菜海1），嶋津誠一郎1），石黒祥太郎1），内山 靖2）

1）社会医療法人愛正会上飯田リハビリテーション病院，
2）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学理学療法学講座

key words 卒後教育・回復期・FIM利得

【はじめに，目的】

平成 28 年度の診療報酬改定からアウトカム評価が導入され，リハビテーション提供時間のみでなく，帰結の改善が求められる
ようになった。当院では，卒後教育の一環として，臨床実践場面で個別相談が可能な理学療法士アドバイザーを置き，患者の理
学療法評価・介入方法等について指導を受け，より適切な理学療法の提供に努めている。各理学療法士が相談する患者の選定を
行い，希望する時期に相談ができるシステムをこれまで運用してきた。本研究では，アドバイザーの活用実態を調査し，その効
果について Functional Independence Measure（機能的自立度評価：以下 FIM）を指標に検討することを目的とした。

【方法】

平成 24 年 4 月 1 日～26 年 3 月 31 日までの 3 年間に当院に入院し，FIM データが揃った患者 1,250 名を対象とした。アドバイス
を受けた患者を介入群，それ以外の患者をコントロール群とした。全患者を入院時 FIM の得点から，低得点層，中得点層，高
得点層の 3 グループに層別化し，各グループの FIM 利得（退院時 FIM－入院時 FIM）を，Mann�Whitney 検定を用いて比較し
た。

【結果】

3 年間で 180 名の患者のアドバイスを受けていた。相談目的は，主な課題（問題点）の同定や解釈に難渋している場合が約 80%
で，装具の選定，目標設定，治療の妥当性についての相談も含まれていた。相談した患者の約 80% は FIM が低または中得点層
グループに該当した。

全グループで患者特性に群間で有意差がみられ，介入群ではコントロール群と比較して年齢が有意に若く，入院日数は有意に長
かった。また，中得点層グループでは，介入群で FIM 利得が有意に高い結果を示した（コントロール群 19.94±0.528，介入群
24.40±1.404）。さらに，年齢や性別などを一致させた matched pair 分析を用いて 332 名を抽出して同様の比較を行ったところ，
群間に有意差は認められなかった。

【結論】

当院では担当理学療法士の判断で相談の有無や時期を決定してきた。本結果から，相談は比較的重症度の高い患者で，年齢が若
く，課題の同定や解釈に難渋する患者が対象となっていることがわかった。復職を含む社会的な活動を求められる患者では，必
ずしも FIM には反映されない応用的な動作や能力の改善が求められ，入院期間も長くなる傾向がある。

本研究から，アドバイザーには一定の役割と効果があることが示されたが，その厳密な効果の検証には患者の年齢や重症度を合
わせた前向き研究が必要である。
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P-ED-11-2

グループ担当制における理学療法治療成果およびグループ間格差の検証

邑口 英雄

日高病院

key words グループ担当・卒後教育・回復期

【はじめに，目的】

医療機関等において理学療法士（以下 PT）は一個人で主担当を務め目標設定や治療プラン等を決定し，また PT 臨床実習では
基本的理学療法を一個人で行えるレベルを到達目標としてきた経緯がある。しかし多くの医療機関が 365 日体制へと移行し，新
卒 PT が多数輩出される現状を鑑みると PT 一個人が担当を務め続けることは勤務体制や質の観点からも患者の不利益等に繋
がる懸念がある。そこで当院では理学療法の均質化および卒後教育体制の充実等を目的としてグループ担当制を導入した。当院
で規定したジョブグレードを基に PT 複数名を 1 グループとし，グループ単位で方針決定や治療施行を担うこととした。本研究
はグループ治療の成果とグループ間の差について検証することを目的とした。

【方法】対象は平成 28 年 4 月～9 月に当院回復期リハ病棟を退棟した患者 142 名（76.8±12.2 歳）とした。当該病棟を担当する
PT13 名を 1 グループ 3～4 名で 4 グループとした。グループメンバーはジョブグレードに偏りが無いよう配置し，リーダーは一
定以上のジョブグレードを有する者 1 名が務めた。基本調査項目は平均 PT 経験年数，入棟時重症者率，自宅復帰率，実績調査
項目は平均在棟日数，退棟時重症者改善率，FIM 利得，FIM 効率，実績指数とした。なお実績調査項目は転棟・転院者を除外
した 129 名で検証した。統計方法は入棟時重症者率・退棟時重症者改善率は χ 二乗検定および Fisher の直接確率検定，平均在
棟日数・FIM 利得・FIM 効率・実績指数は Kruskal Wallis 検定および Steel Dwass 多重比較法により検証した。統計解析は R
version 2.8.1 を用い，有意水準は 5% 未満とした。

【結果】平均 PT 経験年数は各グループで 7.3±3.2 年，6.0±6.1 年，4.3±3.5 年，4.0±3.0 年，リーダーは 10.3±3.6 年であった。
各グループの担当患者数は 32～41 名，自宅復帰率は 79.4%～93.9%，平均在棟日数は 53.3～62.3 日，入棟時重症者率は 34.2～
46.9%，退棟時重症者改善率は 66.7～93.3%，FIM 利得は 23.1～33.4 点，FIM 効率は 0.413～0.588 点/日，実績指数は 34.4～56.7
であった。χ 二乗検定，Fisher の直接確率検定，Kruskal Wallis 検定より入棟時重症者率・退棟時重症者改善率・平均在棟日数・
FIM 利得・FIM 効率・実績指数では有意差は認められなかった。Steel Dwass 多重比較法より，2 グループ間で FIM 効率（p
=0.026），実績指数（p=0.043）に有意差が認められた。

【結論】全ての実績調査項目で全グループ間での有意差は生じておらず，患者へ提供する理学療法の均質化が概ね図れているこ
とが示唆された。2 グループ間で有意差が生じた項目は在棟日数が関与しており患者重症度や疾患分布等の相違や退院調整等が
要因と考えられるが，理学療法の技量による影響も考えられ今後精査が必要である。今後の理学療法の治療体制モデルや臨床教
育体制モデルを考察する上で，グループ担当制の有用性を示した本研究の結果は一つの指針となり得る。
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P-ED-11-3

当院OJTシートの活用と新人教育を通じたチームビルディングの現状
～OJTによる新人教育に与える影響～

藤田 聡行1,2），小串 健志1），石橋 尚基1），小池 靖子1），堀本ゆかり2,3）

1）医療法人社団心和会新八千代病院リハビリテーション科，
2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻医療福祉教育・管理分野，
3）国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

key words On the Job Training・新人教育・チームビルディング

【はじめに，目的】

回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）では，若手職員に対して早期に臨床現場への適応を求める一方で，職員教
育の成果を得るには時間を要し，日常の診療業務に影響を与える重点課題となっている。当科はこれまでのプリセプター制を見
直し，PT・OT・ST 合同チーム（以下，ユニット）を編成し，チーム教育を試みている。新人教育は，配属されたユニットご
との On the Job Training（以下，OJT）と集合研修（Off The Job Training）で構成されている。OJT は，教育経験を可視化さ
せたシート（以下，OJT シート）を用い，医療サービス内容を診療項目，医療サービス以外の業務項目，それぞれの専門領域を
専門項目として可視化できるよう工夫している。

今回，新人教育において，ユニット内で教育を受けた機会と指導状況から，学習者としての特性を導き，チームビルディング視
点で検討した。

【方法】

対象は平成 28 年度新入職員（以下，新人）13 名および回復期病棟に従事する指導者 110 名である。新人を含んだ平均経験年数
は 6.3 年±5.7 年で，平均年齢 31.0 歳±6.6 歳，性差は男性 40 名，女性 70 名であった。OJT シート 29 項目の教育機会は連結可
能匿名化とした。開始 3 ヵ月間の指導機会から業務の習得状況を担当患者の入院から退院に沿った 4 段階に分別し，診療・業
務・専門項目別に指導量を集計した。さらに，病棟マネジャー，ユニットリーダーを対象に，一般社団法人日本チームビルディ
ング協会「チームビルディング診断シート」を実施して，チームビルディングのステップを構成するチーム力を判定した。

【結果】

新人への OJT 教育機会総数 9945 件のうち，1 名当り 765.0 件±205.6 件である。新人のステップアップは 248.3 件±103.2 件，全
体比 32％ であった。診療・業務・専門項目別の内訳は診療項目 53％，業務項目 23％，専門項目 24％ であった。教育量と指導
段階との間には統計的有意差はみられなかった。進捗が早い新人は複数の指導者が関わる傾向があり，関わる療法士の序列が指
導段階に沿って効果的に作用していた。一方，進捗が停滞する新人は指導者の関わりが少なかった。チームビルディング診断
シートから教育段階が停滞したチームは，メンバー間の人間関係の信頼度・充実度が低い傾向であった。

【結論】

多くの指導者が関わりを得た新人ほどステップアップが出来ていた。一方，停滞する新人のユニットには若年指導者の傍観や抱
え込みがうかがえ，場を乱すことへの抵抗感など，ユニット内のコミュニケーション不足がみられた。成果をみるチームには，
指導者同士が近接した環境で自然に情報交換と連携が生まれ，不足分を補完し合うチームビルディングが構築されたと考えら
れる。チーム機能が重視される回復期病棟において，チーム教育を新入職員に取り入れることにより，チームづくりが発展でき
ることが示唆された。
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P-ED-11-4

当院における新人理学療法士教育制度について

唄 大輔1,2），徳田 光紀1），山本 和典1），和田 善行1），田中 康仁2）

1）平成記念病院リハビリテーション課，2）奈良県立医科大学大学院運動器再建医学教室

key words 新人教育制度・プリセプター制度・臨床教育

【はじめに，目的】

当院では診療報酬の改訂や回復期病棟の増床に伴い，2016 年度は 27 名の新卒理学療法士（以下，新人）を採用した。新卒採用
が増えるなか指導者を担う理学療法士の数が相対的に減少している状況である。当院では昨年度まで新人 1 名に対して経験年
数 4 年目以上の理学療法士 1 名が指導するといったプリセプター制度を設けていた。しかしながら，今年度では，経験年数が若
い 2，3 年目の理学療法士が新人を指導するという状況になっており，十分な教育を行えないことが予測される。そこで，経験
年数が 10 年目の理学療法士 1 名をプリセプターリーダー（以下，リーダー）として設け，新人 1 名，プリセプター 1 名の 3
名で指導する体制を設けた。今回は 2016 年 4 月から 9 月までにおける新人教育制度の現状と課題についてモチベーションに着
目して報告する。

【方法】

27 名の新人において 2 か月間 1 クールと設定し，6 グループにランダムに分けた。そして，4 月から 9 月までの 3 グループ 14
名を対象とした。経験年数 2 年目以上のプリセプター 1 名を各新人に割り当て，経験年数が 10 年目のリーダー 1 名が各クール
を統括した。当院独自のアンケート用紙を作成し，内容としては，まず 1 か月間の目標設定を自由に記載するように指示した。
また，現在のモチベーションに関しても 10 段階評価で，数字が高ければモチベーションが高くなるように回答させた。そして，
1 か月後に自己の目標に対する振り返りを行い，達成できなかったことに対する改善点を記載させた。更には，先輩に対しての
希望事項，モチベーション評価も併せて回答するように指示した。その時点においてプリセプターとリーダーとの面談を行い，
それぞれから 1 か月間における新人の行動や振る舞いについてフィードバックを行った。自己フィードバック，先輩からの
フィードバックをもとに，2 か月目の目標設定を行い，そして，2 か月後に総振り返りを 1 か月後と同様に行った。そして，最
初の 1 か月間，1 か月後，2 か月後の振り返りにおけるモチベーションの変化を追跡した。

【結果】

最初の 1 か月間におけるモチベーションは 8±1 であり，1 か月後では 8.1±1.1，そして 2 か月後においては 8.7±0.8 であった。
全例においてモチベーションが向上する結果となり，また自由回答では理学療法士としての知識，技術を高めたいといった回答
が多く，意識の向上を図ることができた。

【結論】

今年度から新人教育の充実を図るために新人・プリセプター・リーダーの 3 名体制を設けた。昨年度までと異なり，アンケート
用紙を作成し自己フィードバックを行うことができ，更に月 1 回のリーダーとの面談を行うことが明確な目標設定に繋がった
ためモチベーションの向上がみられたと考えられる。しかしながら，時期の違いによる比較を行えておらず，業務に対する慣れ
などといった因子を除外できていない。また，適切な指導が行えるプリセプターを養成することも今後検討が必要である。
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P-ED-11-5

【研究寺子屋】若手療法士を対象とした研究支援活動の試み

桑江 豊1,2）

1）藤元総合病院通所リハビリテーションセンター，2）研究寺子屋

key words タスク管理・マインドマップ・evernote

【はじめに，目的】

日々の臨床的疑問を解決するには，常に先行研究の動向を参照し臨床を展開する必要がある。論文の読み込みや研究活動を協会
や職場から推奨されるも，その活動自体には偏りがある。最大の障壁は「時間が足りない」ということである。日々の業務に追
われ研究活動を行う時間が取れないと嘆く療法士も多く，筆者もその 1 人である。若手療法士の研究活動への障壁は「時間が足
りない」だけではなく，「研究テーマが見つけられない」「研究のテーマを広げられない」「論文読み込めない・管理できない」「発
表が怖い」の 5 つが挙げられる。そこで，第 22 回宮崎県理学療法学会の参加希望者への研究活動支援を行うことを目的に「研
究寺子屋」を立ち上げた。研究寺子屋は研究法そのものを扱うのではなく，研究活動への障壁を取り除くための準備や心構えを
参加者の実践を交えて行う活動である。本稿では研究支援活動とその後の展開を報告する。

【方法】

対象は宮崎県都城市郡ブロックの理学療法士とし，作業療法士，言語聴覚士の参加希望者も受け入れた（年齢 25.4±3.5 歳，臨
床経験 3.6±2.9 歳）。講師は筆頭演者（年齢 36 歳，臨床経験 14 年，平成 27 年度博士号取得）が担当した。研究活動への 5 つの
障壁に対して，第一講座「仕事と私事のタスク管理」，第二講座「インターネットを駆使した効率の良い調べ方・論文データを
管理・検索が容易にできる evernote を使いこなそう」，第三講座「マインドマップを用いた発想法で研究テーマを広げましょ
う」，第四講座「ギリギリ受かる抄録の書き方」，第五講座「かっこいいスライド，ポスターの作り方」，第六講座「伝わるプレ
ゼンテーションのコツ」，第七講座「プレゼンテーション大会」を実施した。第七講座終了後，受講者に受講後のアンケートを
実施した。

【結果】

参加人数は延べ 157 名であった。研究寺子屋の受講者から多数の研究テーマが生まれ，8 演題のエントリーにつながり，内 1
演題は上記学会にてフレッシュマン賞を受賞した。回答のあった 32 名のアンケートでは『日々の業務が捗るようになった」『論
文の管理ができるようになった』『考えをまとめるコツが分かった』等，前向きなコメントが多く有った。その後，活動の範囲を
広げ平成 28 年 1 月宮崎県日向市，平成 28 年 7 月・10 月に宮崎県日南市にて研究寺子屋を開催し延べ人数は 42 名であった。

【結論】

臨床経験の浅い若手療法士においては日々の業務に追われ，研究活動・自己研鑚への時間を生み出す事も困難である。研究寺子
屋では仕事と私事のタスク管理から，自身の時間を生み出し，その時間から研究活動がスタートする事を伝え実践した。受講生
からテーマ，エントリーが生まれたことは日々の業務レベルが向上した事の裏付けであり，今後の研究レベル，臨床レベルの向
上に繋がるものである。



第 52回日本理学療法学術大会（千葉）

5月 13日（土）12：50～13：50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）【ポスター（教育）P12】

P-ED-12-1

新人理学療法士に対するコミュニケーションの教育方法として言語聴覚士の介
入による効果検証

岩田千恵子，西谷 拓也，丸谷 史乃，青木 賢宏

八王子保健生活協同組合城山病院

key words 卒後教育・コミュニケーション・言語聴覚士

【はじめに，目的】

コミュニケーションは，理学療法士（以下 PT）に求められる技術の 1 つである。今回，コミュニケーションがとれず業務に支
障をきたしていた新人 PT に対し，当院入職 3 週間後に言語聴覚士（以下 ST）によるコミュニケーションの指導を実施し，こ
の指導後から新人 PT の行動が変化した。そこで，コミュニケーションの教育方法として ST の介入による効果を検証した。対
象の新人 PT は，挨拶や言葉使いには問題が無かったが，自身が興味のある話だけを相手の反応を無視し一方的に早口で話し続
けたり，知らない事や興味の無い話では黙り込むなどの問題が認められた。また，治療場面の見学では対象者と担当 PT との会
話に参加せず無表情で見続けるなど相手に配慮した応対が出来ず，良好な対人関係が築けなかった。

【方法】

対象は 4 年制の専門学校を卒業し当院へ入職した 22 歳の 1 年目 PT で，指導は臨床経験 4 年目の当院 ST が対応した。ST の指
導期間は 3 週間で，方法は実習形式とし全失語と構音障害を有する症例 2 名の治療場面見学とフリートーク参加，デイリーノー
トの提出を行った。行動変化の指標にはコミュニケーション力チェックリスト（話を聞く力・話を伝える力・自己開示力・感情
コントロール力・人と関わる力・セルフモニタリング力の計 5 項目で 1 項目 20 問）を使用し，当院入職時と入職 6 ヶ月後の自
己チェックをしてもらった。

【結果】

コミュニケーション力チェックリストの結果は，話を聞く力 9→20，話を伝える力 3→12，自己開示力 4→14，感情コントロール
力 6→14，人と関わる力 3→16，セルフモニタリング力 5→15 とすべての項目で変化が認められた。行動の具体的な変化では，
ST の指導直後から相手に不快な思いをさせる態度が無くなり始め，1 週間後には PT 治療場面の見学に問題なく参加できるよ
うになった。当院入職 6 ヶ月後には対象者を尊重し共感的態度をもって良い人間関係を形成することができるようになった。

【結論】

対象の新人 PT より，先輩 PT 達だけの指導時は出来るようになるために工夫してくれているのは分かるがどうしたら良いのか
までは分からなかったが ST の指導を受けたことで行動の手がかりが掴めたとの発言があった。ST からは失語症の対象者との
フリートークが一番コミュニケーション能力を問われるため，見学だけでなく ST と一緒に会話をすることで理解が進み具体的
な行動に移せたのではないかとのことだった。今回は，ST による失語症対象者との実習形式による教育と理論に基づいた正確
な言語化での指導が効果的であったと考える。

コミュニケーションに問題を抱えたまま入職する PT に対し，PT 指導者が教育学や臨床心理学を基盤に対応しても問題が解決
されないまま月日が流れてしまうことがある。今後はコミュニケーションの専門家である ST と協力して指導を続けたいと考え
る。
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P-ED-12-2

医療機関に勤務する理学療法士のキャリアアンカーの特徴
～性別および経験年数別の比較～

武田 知樹

学校法人平松学園大分リハビリテーション専門学校

key words 理学療法士・キャリアアンカー・キャリア支援

【はじめに，目的】

キャリアアンカー（career anchor）とは，個人が仕事をしていく上でそのやり甲斐（達成感）や意味の実感（有意義感）の拠り
所となる中心的な価値観のことをいう。

本研究の目的は，臨床業務に従事する理学療法士のキャリアアンカーの特徴を明らかにして，キャリア支援のための基礎的知見
を得ることである。

【方法】

対象は大分県内の医療機関に勤務する理学療法士 142 名（男性 68 名，女性 74 名，平均年齢 26.6±4.7 歳）であった。

調査方法は，県内で開催された研修会に参加した者に対して，E.H. Schein により開発された「キャリア指向質問票」を配布して
無記名で回答を依頼した。この質問票は ①専門・職能別コンピタンス（TF），②全般管理コンピタンス（GM），③自律・独立

（AU），④保障・安定（SE），⑤起業家的創造性（EC），⑥奉仕・社会貢献（SV），⑦純粋な挑戦（CH），⑧生活様式（LS）の
8 領域のキャリアアンカーで構成されている。

分析は各キャリアアンカー得点（5～30 点）を性別および臨床経験年数別，職場規模別に比較して，キャリア意識の特性を明ら
かにすることを試みた。

【結果】

1）性別の比較

各キャリアアンカーを性別に比較したところ，キャリアアンカー 8 領域中 6 領域（TF，GM，AU，SE，EC，SV）で男性は女
性に比べて有意に高値であった（Mann�Whitney U�test，p＜0.05）。

2）臨床経験年数別の比較

経験年数別（10 年未満，10 年以上）で比較すると，AU では経験年数 10 年未満 16.0±4.1 点に対し 10 年以上は 13.4±3.2 点であ
り，経験年数 10 年以上の者が有意に低値であった（Mann�Whitney U�test，p＜0.05）。

3）職場規模別の比較

職場規模別に比較してみると，SV について 10 名未満の職場では 20.0±4.2 点，10～29 名では 21.5±4.0 点，30 名以上は 22.1±3.7
点であった。30 名以上の理学療法士が勤務する職場は 10 名未満に比べて SV が有意に高値であった（Kruskal Wallis test，p
＜0.01）。

【結論】

医療機関に勤務する理学療法士において，性差によるキャリア意識の違いが顕著であった。また，臨床経験年数別では 10 年以
上の方が 10 年未満の者に比べて自律・独立に関するキャリアアンカーで低値であった。この事は，一定期間の就業経験を通し
てチーム医療が重要視される医療機関の組織風土に適応した結果であると考えられた。

さらに，職場規模については職員が多い職場の方が奉仕・社会貢献に関連するキャリアアンカーが高値であったことは，職場規
模に応じた教育や研修体制の充実が影響したものと考えられた。

以上の事より，キャリア意識の性差や経験年数，さらには職場規模を踏まえたキャリア支援のあり方が議論され，それぞれの
キャリアラダー構築に反映させる必要性が示唆された。
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P-ED-12-3

当院における人材育成のためのキャリアパス運用に対する意識調査
―評価者と被評価者の意識の比較―

本田 知久，高野 稔，佐藤 聡見，三瓶 一雄，舟見 敬成

（一財）総合南東北病院

key words 人材育成・面談・意識調査

【はじめに，目的】

近年，療法士数の急増に伴いその質が問われ，療法士の専門性に加え人間性も重視されている。当院では平成 27 年より段階を
踏んだ長期的人材育成のためのキャリアパス運用を開始した。当院においてキャリアパスの運用とは，専門性スキルの「部署別
キャリアパスシート」と全部署を対象とした医療人・社会人スキルとして「共通キャリアパスシート」（社会人基礎力を参考に作
成），「目標管理シート」を用い，年 2 回の自己評価と面談によるフィードバックを実施することとした。本研究は，キャリアパ
ス運用時の評価者と被評価者の意識を比較し，今後の課題を明らかにすることを目的とした。

【方法】

対象は当院で面談を実施した理学療法士 44 名と作業療法士 20 名の合計 64 名で評価者 11 名と被評価者 53 名に群を分けた。留
置法による無記名自記式質問紙調査を実施。調査時期は平成 28 年 5 月。調査内容は面談時の経験年数と意識項目 8 項目（満足
度，ストレス，意欲向上，行動変化，仕事への良い影響，継続，伝達 2 項目）を 7 件法で回答し，その他自由記載とした。なお
伝達に関する 2 つの設問は，評価者は「職場期待を伝えたか」「被評価者の思いが分かったか」，被評価者は「職場期待がわかっ
たか」「自分の思いを伝えたか」とした。アンケート回収後，意識項目の肯定的回答割合を求め，2 群間の比較を行った。統計学
的解析は R2.8.1 を使用し，経験年数はマン・ホイットニー検定，意識調査項目はフィッシャーの正確確率検定を行い，有意水準
は 5％ とした。

【結果】

結果を評価者，被評価者の順に示す。回収率（100％，90.6％）。経験年数の中央値（四分位範囲）18（16－21.5），3（2－9）年
目で有意差あり（p＜0.01）。肯定的回答割合は「満足度」（72.7％，72.9％）。「ストレス」（27.3％，52.1％）。「意欲向上」（54.5％，50％）。

「行動変化」（72.7％，50％）。「仕事」（72.7％，47.9％）。「継続」（90.9％，60.4％）。「職場期待」（81.8％，66.7％）。「被評価者の思い」
（90.9％，85.4％）。意識項目に有意な差はなかった。自由記載では「振り返りになる」「負担になる」などがあげられた。

【結論】

意識項目はどれも有意な差はなかったが，ストレス以外は概ね評価者の肯定的回答割合が高かった。評価者は複数の被評価者の
評価や面談などやるべきことが多くストレスは掛かるが，継続意思は高く組織的な人材育成の必要性を感じている。一方，被評
価者は自己の振り返りにはなるが，具体的な行動や仕事に活かすことが少ないと考えられる。河合塾によると人材育成のため社
会人基礎力の向上には期待される役割を理解することが重要と言われている。よって本研究でも評価者が思うよりも期待する
役割が伝わっていないことが，被評価者は行動や仕事に活かしきれていない一因と推察される。今後はストレス軽減のため仕組
みの簡素化や，理解に合わせた期待の伝え方を検討していきたい。
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P-ED-12-4

理学療法士が考える「患者が理学療法士との対話に望むもの」

國澤 洋介1,2），小関 要作1,2），武井 圭一2），藪﨑 純2），森本 貴之2），髙野 敬士2），
守岡 義紀2），高倉 保幸1,2），國澤 佳恵1,2），師岡 祐輔1,2），山本 満2）

1）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科，2）埼玉医科大学総合医療センター

key words 対話・コミュニケーション・教育

【はじめに，目的】理学療法士（PT）の業務は言語的コミュニケーションおよび身体接触も含めた非言語的コミュニケーション
による対話が多く，このような対話は患者の意向を踏まえた理学療法の提供に重要である。本研究の目的は，患者が PT との対
話に望むものについて，PT がどのように考えているかを明らかにすることとした。

【方法】対象は，大学病院に勤務する PT でアンケート調査に協力の得られた 33 名とした。アンケート調査は無記名式とし，設
問ごとに「いつも望む」「たいていいつも望む」「ときどき望む」「まれに望む」「ぜんぜん望まない」のいずれかで回答を得た。設問
は，1）身だしなみが整い清潔感がある，2）丁寧な言葉遣いで接する，3）親近感のある友達口調で接する，4）理学療法の前後
に挨拶する，5）笑顔で接する，6）不適切な行動は直ぐに謝る，7）目線の高さを合わせる，8）正しい専門用語で説明する，9）
会話が途切れないように話しを続ける，10）あなたの話をさえぎらずに聴く，11）あなたが話しやすいように十分な間を取る，
12）あなたにとってわかりやすい言葉で説明する，13）説明した内容に対するあなたの理解度を確認する，14）あなたに質問が
ないか確認する，15）これまでの活動量について話をする，16）現在の活動量について話をする，17）あなたの希望を確認する，
18）理学療法の経過や計画を説明する，19）それぞれの理学療法プログラムの目的を説明する，20）理学療法の目標や内容を話
し合う，21）あなたの考えと異なる考えも提示する，22）説明や話し合いの内容を書面で渡す，23）姿勢をかえる際は声をかけ
る，24）不安や痛みが生じる際は声をかける，25）ご家族とも話し合う，26）今後の生活や仕事の話をする，27）あなたにとっ
て悪い情報も伝える，28）あなたの体調を気遣う声かけを行う，29）あなたを励ます声かけを行う，30）あなたの気がかりな点
を言葉で確認する，31）あなたの気持ちを察して振る舞う，32）進歩や改善がみられた点を褒める，33）治療以外の話をする，
34）説明した内容に対するあなたの思いを尋ねる，35）あなたが希望を持てる情報も伝える，の 35 問とした。

【結果】アンケート回収率は 75%（33/44 名）であった。多くの PT（75% 以上）で「いつも望む」「たいていいつも望む」と回答
した項目は，マナーに関する設問 1，2，4，5，6，コミュニケーションスキルに関する設問 7，10，11，12，理学療法の実施に
関する設問 17，18，19，23，24，26，思いやりに関する設問 28，30，31，32，34 であった。PT により回答が異なった項目は，
設問 8，9，13，20，21，22，27 であった。

【結論】多くの PT で患者が望むと考えていた内容は，マナーに関するもの，理学療法の説明や実施中の声かけ，要望の聴取と
いった日々直面する対話に関連した内容と考えられた。一方，生活の話やご家族も含めた話し合い，悪い情報の提示など，今後
や実生活に関連した内容は PT により考えが異なることが明らかとなった。
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P-ED-12-5

理学療法士・作業療法士における臨床での倫理的対応に関する意識調査

大橋 妙子1），板井孝壱郎2），米澤ゆう子3）

1）医療法人社団寿量会熊本機能病院，2）宮崎大学医学部社会医学講座生命・医療倫理学分野，
3）宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター

key words 臨床倫理・倫理的ジレンマ・理学療法士・作業療法士

【はじめに，目的】

医療の現場では様々な倫理的問題が存在し，患者やその家族，医療従事者がジレンマを抱えていることは少なくない。しかしわ
が国の医療機関では，日常的な臨床倫理的介入やサポートはあまり行われていないのが現状である。そこで，リハビリテーショ
ン領域において倫理的問題やジレンマを理学療法士・作業療法士がどのように捉え，解決しているかについて意識調査を行い，
倫理的問題の解決へ繋げる体制づくりのための基礎的資料を得ることを目的とした。

【方法】

対象：2015 年 3 月時点で熊本市内の医療機関 60 施設で勤務する理学療法士 380 名，作業療法士 282 名，合計 662 名を対象とし
た。医療機関の選定条件は，倫理的問題が発生した際に話し合える体制が作れることを想定し，3 名以上の理学療法士もしくは
作業療法士が在籍する病院とした。

調査方法：臨床倫理に関する認識やジレンマの感じ方等を調査項目とした無記名自記式質問票（以下，アンケート）を作成した。
質問項目は，①職種，②経験年数，③勤務病院の病床数，④主に関わるリハビリテーション病期，⑤倫理に関するイメージ，⑥
臨床倫理に関する理解，⑦日常での倫理的ジレンマの内容・対処法の選択回答式を主とした 12 項目である。回収したデータは
単純集計ならびにカイ二乗検定を用いた解析を行い，有意水準 5％ とした。

【結果】

アンケートの回答総数は 589 件であり，内訳は 55 施設，理学療法士 339 名，作業療法士 250 名，回答率 88.9％ であった。日常
で倫理的ジレンマを感じた経験があると答えたセラピストは 67％ であり，ないと答えたものは 28％ であった。ジレンマの内容
としては，「治療・ケアにおける医療従事者間の意見の不一致」が最も多く，「治療方針に関する迷い」，「患者・家族とのコミュ
ニケーションにおける問題」等が続いた。臨床倫理に関する認識については，言葉を知っているセラピストは 63％ だったもの
の，言葉の意味まで知っているものは 18％ であった。また臨床倫理の意味を知っているセラピストは，ジレンマを感じ易い傾
向にあった。経験年数や職種によってもジレンマの感じ方に違いがあるといった興味深い結果も得られた。

【結論】

倫理的問題の認識には，個人の倫理観，価値観や教育背景，職場の同僚・上司などの指導や患者との体験，キャリア，施設の特
性が影響を与えている可能性があり，特に教育背景が認識の差を招くと言われている。本研究でも，「臨床倫理」の概念を認識
しているセラピストは，倫理的感受性が高く，自覚的に倫理問題に向き合っている可能性があると考えられた。今後は，より一
層リハビリテーション領域に「臨床倫理」の概念を広めることで，患者や家族，医療従事者の日々のストレスを軽減させ，患者
の身体機能や日常生活の改善，QOL 向上へ向けた円滑なサポートができる体制が作られて行く必要がある。
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P-ED-13-1

臨床経験年数の違いが思考過程に与える影響について

松永 真悟

市立池田病院リハビリテーション科

key words 評価・思考過程・臨床教育

【目的】

日々の臨床の中で，経験年数の違いによって理学療法評価や治療の考え方に違いがあることをよく経験する。そこで今回，臨床
経験年数が評価や治療等を行う際の思考過程に与える影響を検討した。

【方法】

当院に勤務する理学療法士（以下，PT）10 名（経験年数 34 年，23 年，16 年，14 年，10 年，9 年，7 年，5 年，2 年 2 名）に対
して，人工膝関節全置換術を施行した架空の患者を設定し，各 PT がその患者のカルテからの情報収集，リスク管理，評価，目
標設定，治療プログラム立案を行い，項目ごとに経験年数による差異や傾向を分析した。

【結果】

1．カルテからの情報収集
経験年数の長短に関わらず医学的情報では手術の内容や術前・術中の状態を収集し，社会的情報では家族構成の内容をカルテ
から収集していた。経験年数による差はみられなかった。

2．リスク管理
経験年数の長いものでは，カルテから得られた情報をもとに，リスクを挙げる際に，例えば疼痛から生じる迷走神経反射や，安
静から生じる DVT といった症状から想起できる内容にまで及んでいたが，経験年数の短いものでは症状そのものが多かった。

3．評価
経験年数の長いものは順序立てた評価項目の記載がされており，経験年数の短いものでは断片的に評価項目が羅列されていた。

4．目標設定
短期目標として，院内歩行の自立という共通点は見られたが，到達する目標の動作能力レベルに経験年数による差がみられた。
長期目標ではほとんどが屋外杖歩行自立を目標にしていたが，経験年数の短い PT で，院内独歩を目標にしたものがいた。

5．治療プログラム立案
経験年数が 5 年以上と 5 年未満で比較すると，5 年以上の PT では疼痛を改善させるためのプログラムを優先して立案していた
が，5 年未満のセラピストでは関節可動域の改善および，動作の改善を優先していた。

【結論】

各項目において経験年数が長い PT では必要最低限の内容を順序立てて記載していた。しかし，経験年数の短い PT では，マニュ
アルから得られる知識に基づいたものと思われる記載が多かった。

リスク管理では，経験年数が長い PT では過去に経験した事象を基に，より深く具体的にリスクを想定できたと考えられる。

評価に関しては，評価項目の優先順位や，関連性のある評価項目順に記載があったことより，過去に類似症例を評価したか否か
といった経験的な差が出ていたと考えられる。

目標設定では，経験的にある程度の予後を予測して目標を設定するが，臨床経験が少ない PT は経過や予後予測が難しく，患者
の希望を中心に目標設定を行い，高い目標を設定してしまったと考える。

以上のことから，経験年数の違いにより，リスク管理，評価，目標設定，治療プログラム立案といったほとんどの項目で様々な
差が認められた。これらの違いに注意しながら日々の臨床を経験することにより，より効率的な PT 自身の学習が可能になると
思われる。
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P-ED-13-2

中堅職員の育成を目指して
臨床教育の充実に向けた職場での取り組み

近藤友加里，福原 隆志，吉田 拓也，田安 義昌，山内 康子，小貫 渉

中通リハビリテーション病院リハビリテーション部

key words 臨床教育・臨床推論・評価

【はじめに，目的】

理学療法士の増加に伴い，臨床教育の必要性は年々重要性を増してきている。当院では職場内教育の一環として，理学療法士の
臨床推論過程を整理するため，役割分担を定めた小グループの症例検討会を実施しており，一定の成果を得ている。症例検討会
は主に司会者，評価者，治療者で構成している。全体の進行を行う司会者は中堅職員が担っており，その役割は重要である。役
割分担をしていることで問題点を抽出する思考過程がより明確にされる一方で，問題点の整理が円滑に進まない例も生じてお
り，その原因を探る必要がある。本研究の目的は，臨床推論を円滑に進めるために必要な要素を明確にすることである。

【方法】

司会者，評価者，治療者で構成される症例検討会の役割に加え，各グループから独立した観察者を設けた。観察者は中堅職員
（臨床経験 10 年目前後）とし，症例検討会における各グループの問題点や改善点について客観的に評価を行った。記録は自由記
載にて行い，気付いた点を記録し集計した。

【結果】

進行が滞るグループの特徴は，患者の治療目標が不明確であること，評価が曖昧だと治療に繋がらない，適切な場面で司会が流
れを調整できていないことであった。一方，進行がスムーズなグループの特徴は，評価の段階で明確に問題点の抽出ができてい
る，評価から治療までの流れを司会者がスムーズに進行できていることであった。

【考察】

今回の結果から，臨床推論を円滑に進めるためには治療目標や評価の目的が明確になっていることが重要であり，司会者はそれ
に向けてグループ内の理解を促すことが必要と思われた。症例検討会において中堅職員が司会者や観察者の役割を経験するこ
とは，全体の流れを把握した上での治療実践を学ぶことに繋がると考えられる。結果的に，中堅職員自らの臨床的な評価・治療
能力を高めると同時に，若手職員への指導力の向上も期待できる。職場における症例検討の積極的な導入は，臨床教育を充実さ
せていくために効果的な取り組みと思われた。
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P-ED-13-3

理学療法士の賃金に関する労働経済学的な問題点の分析

山本ともみ

医療法人札幌山の上病院リハビリテーション部

key words 賃金・人的資本・理学療法士

【はじめに，目的】

理学療法士（PT）を含む医療職や介護職は，少子高齢社会で活躍することが期待されるが，PT の賃金プロファイルの傾きは，
10 年前と比較すると緩やかになっている。これまで，PT の賃金に関する報告は少なく，若年層が多いために低賃金であるとさ
れているが，30 代以降で他の医療職との賃金格差が拡大しており，資格取得後に人材の質が向上していない可能性があると考え
た。

そのため，労働経済学の視点から PT の賃金を規定する要因を推定し，今後の課題について提言する。

【方法】

労働経済学には，知識や技能といった人的資本を，教育やトレーニングといった人的資本投資により向上させることで労働生産
性を向上させ，それにより賃金が上昇すると考える人的資本論がある。労働者の属性が賃金に与える影響の強さを推定する方法
にミンサー型賃金関数があり，被説明変数を賃金の対数値とし，各属性を説明変数とした重回帰分析を行う。説明変数が 1 単位
増加することで，賃金が係数×100［％］上昇すると解釈され，大学教育などの人的資本投資の増加により労働生産性が向上す
れば，賃金も上昇するといえる。

使用したデータは，賃金構造基本統計調査の職種別 2 表と第 3 表で，対象職種は PT と薬剤師，看護師，福祉施設職員とした。
対象年は最新の平成 27 年と，PT のみ比較対照として平成 22 年と平成 17 年も用いた。説明変数は年齢，性別，勤続年数，経験
年数，所定内実労働時間数，超過実労働時間数として労働者数による重み付け最小二乗法を行った。

【結果】

PT では，年齢および勤続年数，経験年数の係数が，平成 17 年より平成 22 年と平成 27 年で低値であった。

平成 27 年の他職種との比較では，PT の係数が年齢は 0.006，勤続年数は 0.041 と相対的に大きい値であった。PT の経験年数の
係数は，経験 1～4 年が 0.220，経験 5～9 年は 0.293 と看護師および施設職員より小さく，経験 10～14 年では 0.380 と他職種より
小さかった。

【結論】

PT の賃金に与える影響は，勤続年数は他職種より強く，企業特殊技能が評価されているが，年齢とともに年々弱くなっている。
また，経験年数は特に経験 10～14 年で他職種および過去より賃金に与える影響が低下し，一般技能が評価されていない状況に
あった。

PT の賃金が低下傾向にあるのは，有資格者数の増加により供給過剰となっている可能性が考えられるため，計画的な養成が必
要である。加えて，高学歴者が必ずしも臨床家として高技能であるとは限らないため，管理者が今まで以上に，臨床 PT の技能
の評価をしていく意識づけも必要である。

職業の価値は賃金の高低によってのみ決定されるものではないが，賃金は職業選択や離職の重要な一要因となりうる。PT とい
う職業が将来にわたり必要とするならば，人材の質の低下と低賃金という悪循環による職業の衰退を避けるために，現職者の研
鑽と質の高い臨床家を育成する方法を検討する必要がある。
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P-ED-13-4

院外理学療法士を対象とした循環器領域フェローシップ制度の意義

金井 香菜1,3），伊藤 義広1），三尾 直樹1,3），植田 一幸1），磨野 浩子2），中 麻規子2），
北川 知郎2），木村 浩彰3）

1）広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門，2）広島大学病院心不全センター，
3）広島大学病院リハビリテーション科

key words 循環器・包括的リハビリテーション・フェローシップ

【はじめに】

循環器疾患は今後増加が予想される疾患群であり医療費の増加が見込まれるなか，包括的心臓リハビリテーションプログラム
はエビデンスレベルの高い治療法の一つとして普及が求められている。理学療法士は当分野において重要な役割を果たすこと
が期待される一方，多職種と協働するために必要な共通知識や臨床技術の獲得については卒後，個々の自己研鑽に多くが委ねら
れているのが現状である。

吉元らによると，理学療法学の卒前臨床実習教育の到達目標と卒後臨床で求められている技術，知識レベルには乖離が生じてお
り，卒後の臨床教育制度の重要性が指摘されている。

当院では平成 23 年度から 25 年度まで，文部科学省の事業として高度医療人材養成を目的とした大学病院職員の心臓周術期の
理学療法教育プログラムの構築に取り組んできた。当教育プログラムを院外の理学療法士にも適用し，地域医療への貢献を実践
するため平成 26 年度以降も継続して循環器疾患の専門研修の受入れを実施している。

3 次救急を担う病院として超急性期の循環器診療に携わるだけでなく，平成 24 年から当院に開設された心不全センターと協働
することにより，多職種チームおよび地域連携も含めた包括的な心大血管リハビリテーションを実践しながら，心不全パンデ
ミックに対応しうる理学療法士養成を目標に『循環器理学療法研修』を行い，毎年 1 名の研修終了生を送り出している。

【目的】

卒後専門研修制度に則り循環器理学療法研修を行った理学療法士の資格取得状況や研修終了後の臨床形態について調査し，循
環器理学療法研修の妥当性を検討すること。

【方法】

卒後研修制度に則って研修を行った理学療法士の資格取得状況および研修終了後の就職形態を調査した。また，研修終了後の就
職先施設上司にアンケート調査を行い，研修制度の有用性について回答を得た。

【結果】

研修修了者は 5 名。資格取得は当院研修制度修了後の取得も含め心臓リハビリテーション指導士 4 名（80％），3 学会合同呼吸療
法認定士 3 名（60％）が取得した。

研修終了後の就職施設は県外急性期病院 2 名，県内回復期病院 2 名，県内実地医家施設 1 名であった。うち就職先で心大血管リ
ハビリテーション施設の設置・認定に携わった者は 2 名であった。

また，研修修了後の就職先上司へのアンケートからは概ね研修制度が良好である旨の回答を得た。

【結論】

本研修プログラムは包括的心臓リハビリテーションの全体像を把握し，理学療法の基礎的知識と基本的技術の獲得を促し，各々
の医療環境ニーズに応える理学療法士として診療に従事するための臨床研修を行うことができる。また高度急性期医療機関に
おける臨床研修の教育制度モデルとして，病院経営，研修者の経済的負担軽減の観点からも有益である可能性が考えられた。
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P-ED-13-5

療法士の卒後教育における海外研修の意義の検討
―アメリカ研修参加者のグループインタビュー分析を通して―

元石 光裕1），森本 圭太2），愛洲 純2），綿 祐二3）

1）八尾はぁとふる病院，2）島田病院，3）日本福祉大学福祉経営学部

key words 卒後教育・アメリカ研修・インタビュー

【はじめに，目的】

療法士の卒後教育は，各職域で必要な知識・技術習得に向けて，職場内外の研修を履修するのが一般的である。しかし，現場の
Specialist でありつつ，広い視野を有する Generalist としての育成を意図した時，卒後教育は一つの施設・分野にとどまらない
枠組みで，広義に議論される必要がある。こうした中，複数施設のローテーション研修の他，継続的な海外研修を実施する施設
も散見されてきた。しかし，これらの施設の海外研修の報告で，療法士の卒後教育やキャリアへの影響を論じたものは見当たら
ない。

研究者の勤務施設では平成 23 年より，全職種を対象にアメリカ研修（10 日前後で，大学・クリニック・病院・ホスピス・在宅
ケア施設見学の他，アメリカ人や現地の日本人との交流を含む）が開始され，現在まで延べ 41 名が参加している。本研究は，
アメリカ研修を受けた療法士を対象として，研修前後の意識及び行動の変化を明らかにして，療法士の卒後教育における海外研
修の意義を検討することを目的とした。

【方法】

対象は，アメリカ研修に参加した 10 名の療法士（理学療法士 9 名，作業療法士 1 名，経験年数 3～12 年）とした。方法は 3～4
名のグループインタビューとし，IC レコーダー（OLYMPUS 社製ボイストレック DS�902）を用いて録音した。各参加者へ①参
加目的，②参加後の意識への影響，③参加後の行動への影響（自己評価）を質問した後，グループ全体へ他者評価（②・③を客
観的に見てどうか）を質問した。分析は逐語記録を作成し，①参加目的，②参加後の意識への影響（自己・他者評価），③参加
後の行動への影響（自己・他者評価）に該当する部分を要約・コード付けを行い，各コードの関係を検討・構造化して，卒後教
育における海外研修の意義となる概念を抽出した。

【結果】

①参加目的のコードでは，「新たな知識」「肌で感じる」「先行参加者への興味」など，各自の職域を指向した情報収集の他，「将来
の発見」「自己変化」など，違う環境に身を置いて自己を相対化し，キャリアを見定めようとする目的が抽出された。②意識の影
響では「日本・世界の認識」「施設・地域の認識」といった環境の意識化，「組織理念」「考えの共有」「伝え方」といった連携の意
識化を基に，「課題・目標の発見」が最も多く抽出された。③行動の影響では連携意識に基づいた行動を基に，「結果」「形に表す」
など，対外活動（学会発表・公開講座・地域ネットワーク創りなど）の契機，「新たな研修」「語学」「部署異動希望」など，目標
に向けた活動の契機として評価された。

【結論】

療法士の卒後教育における海外研修の意義は，職場にとどまらないマクロな環境を意識化させ，広い視野からキャリア上の目
標・課題を発見させるとともに，連携意識を活かした具体的な対外活動の契機になる可能性と考える。
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P-ED-14-1

原理に基づく理学療法（Principle Based Physical Therapy：PBPT）の基礎付け
と介入プロセスの提示

米元 佑太1,2），京極 真1）

1）吉備国際大学大学院保健科学研究科，2）東大阪山路病院

key words メタ理論・原理・理論研究

【はじめに，目的】

理学療法には多様な専門領域のあり方や関係を基礎付ける学問的基盤となる機能をもつメタ理論がない。その弊害は，理論や方
法を選択するための基準が不明瞭となり，「どのような理学療法がよい理学療法か」という問いに答えうる価値判断の基準が存
在しない点にある。本論の目的はこの問題を解消する理学療法のメタ理論を構築することであった。

【方法】

本論では，メタ理論工学を用いた理論研究を行った。理論構築の方針は，異なる立場からも了解可能な原理になるように論証す
ることであった。その方針のもと，①全ての理学療法に共通する理路の整備，②理学（physical）=身体の原理的基礎付け，③そ
れらに立脚した介入プロセスの提示を行った。

【結果】

①全ての理学療法に共通する理路

原理的に考えると，実践とは「ある状況と目的のもとで確率的に遂行される」といえる。これを「実践の原理」とよぶ。状況や
目的と全く関係ない理学療法や，実践し終える前から事後の状態を確定できる理学療法はないことから，理学療法は例外なく実
践であるといえる。そのため，実践の原理は全ての理学療法に共通する理路であるといえる。

②身体の原理的基礎付け

哲学史を通覧すると，本論と同型の目的をもつ理路に現象学的身体論がある。主な論者であるフッサール，ハイデガー，メルロ
=ポンティらの最も原理的な理路を抽出すると，身体とは主観と客観が同時に成立する場であり，人間の存在可能性の根拠であ
り，世界と人間を繋ぐ媒体として働き，情状性＝気分と相関的に構成される対象でもある，と再構成できる。これを踏まえ，本
論では「身体は超越論的主観性において気分相関的に構成された媒体であり，それは世界と主体を繋ぐものであると同時に，可
能性を担保しつつ制約する構造である」という「身体の原理」を定式化した。

③介入プロセスの提示

①と②をふまえると，理学療法は主体の可能性を確保することを目的として実施されるといえる。したがって，理学療法は「何
らかの状況で，対象の可能性の確保を目的として，身体に介入することであり，その有用性は事後的に決まる」と定式化できる。
これを臨床に落とし込むと，1．身体の原理に基づく評価，2．対象の可能性の確保に向けた行動計画立案，3．理学療法介入の
実践，4．有用性の検討の 4 ステップで表現できる。

①～③で構成されるメタ理論を「原理に基づく理学療法（Principle Based Physical Therapy：PBPT）」と命名した。PBPT の価
値判断の基準は「対象の可能性の確保」であり，それに寄与しているかどうかで理学療法の成否を判断できる。

【結論】

立場が異なっても了解できる理路を構築することによって，あらゆる理学療法を基礎付けるメタ理論を開発できた。良い理学療
法とは何かという問いに対して，PBPT は目的を達成できる理学療法が良い理学療法であると答えることができる。
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P-ED-14-2

1986 年から 2015 年に雑誌「理学療法学」で発表された論文の計量書誌学的分析

樋室 伸顕1），村上 雅仁2），泉水 朝貴2），日髙 惠喜3），小林 英司4）

1）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座，2）つじもと整形外科，3）あらき整形外科，
4）医療法人札幌山の上病院リハビリテーション部

key words 計量書誌学・理学療法学・論文

【はじめに，目的】最近の理学療法業界は，大学化や大学院の設立，理学療法士の急増と変化がめまぐるしい。雑誌「理学療法
学」はその変化を反映し，発表された論文の計量書誌学的データは，日本の理学療法発展の傾向を示していると考える。そこで
本研究は，過去 30 年間に雑誌「理学療法学」に発表された研究論文を計量書誌学的に分析することを目的とした。

【方法】CiNii のウェブサイト上で，1986 年から 2015 年に発表された論文を検索した。取り込み基準は（1）原著論文，システマ
ティックレビュー，症例報告，調査報告，（2）論文のための一次的データ収集をしていること。除外基準は，（1）学会や研修会
の発表をまとめた論文，（2）学会抄録とした。なお，日本理学療法士学会の研究助成成果報告は，2006 年以前は研究論文の体裁
で，それ以降は報告書である。よって 2006 年以前の論文は解析対象，それ以降は除外した。先行研究を参考にコード表を作成
し，論文の特徴をコード化した。解析対象は，筆頭筆者の所属，研究デザイン，論文の目的，分科学会・部門などであった。コー
ド化は 2 人の研究者が独立して行った。統計解析は，各特徴の割合の増加，減少について，年次推移を線形回帰分析で検討した。

【結果】1,111 論文が解析対象であった。筆者の所属は病院等の臨床施設が 57% と最も多かった。1995 年ごろから所属が大学・
大学院，複数か所に所属の筆者の割合が増加，大学付属病院と短大・専門学校が減少した。研究デザインは，分析的研究 76%，
記述的研究 17.2％，実験室内研究 6.8％ であった。年次推移では分析的研究が増加，記述的研究が減少した。分析的研究では被
験者内・被験者間研究（45.3％），横断的研究（33.2％）が多く，ランダム化比較試験（2.7％），症例対照研究（1.4％），シングル
ケーススタディー（0.7％），システマティックレビュー（0.6％）が少なかった。年次推移ではランダム化比較試験，横断的研究
が増加，被験者内・被験者間研究が減少した。記述的研究では症例報告が増加，調査が減少した。論文の目的は解剖・生理学

（32.9％），治療（18.8％），病因（14.6％）が多く，年次推移で病因，評価尺度が増加，経済が減少した。分科学会では基礎理学
療法学会（29.9％），神経理学療法学会（16.4％），運動器理学療法学会（13.6％）が多く，年次推移で心血管理学療法学会が増加，
小児理学療法学会が減少した。

【結論】雑誌「理学療法学」の 30 年間の特徴が明らかになった。研究の発展だけでなく，理学療法を取り巻く環境の影響を受け
ていることが示唆された。一方でエビデンスの高い論文が発表されているか疑問が残った。海外英文誌をはじめ関連誌の中での
位置付けが今後の課題と考える。本研究の限界は研究方法や報告の質，エビデンスレベルを検証していないこと，分科学会の分
類を研究者の判断で行ったことである。
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P-ED-14-3

カンボジアにおける理学療法の提供

平井 優介1），西尾 匡紀2），上野 友也2），近藤 和行3）

1）医療法人社団KNI 北原国際病院，2）サンライズジャパン病院，3）ぜん訪問看護ステーション

key words カンボジア・理学療法教育・クリニカルクラークシップ

【はじめに，目的】

私たちは「日本の医療を輸出産業に育てる」という理念のもと，医療の海外展開を行っている。2012 年 12 月にカンボジアの首
都プノンペンにて北原ジャパンクリニックを開院し，また 2016 年 9 月にサンライズジャパン病院の運営を始めている。現地で
医療を提供するにあたり，カンボジア人の教育は重要である。今回はカンボジアでの理学療法の現状とカンボジア人理学療法士
に対して行った教育活動について紹介する。

【方法】

北原ジャパンクリニックとサンライズジャパン病院のカンボジア理学療法士 5 名を対象として教育を行った。サンライズジャ
パン病院のスタッフは日本の北原国際病院にて研修を行っている。教育内容としては，倫理，清潔管理，接遇など医療者として
の基本姿勢から科学的根拠に基づく適切な評価や治療，急性期のリスク管理など理学療法士として必要な知識や技術の教育を
行った。スタッフ間のコミュニケーションは英語と日本語を使用した。研修はクリニカルクラークシップの形式をとり，当院独
自の評価表を用いながらカンボジア人スタッフが積極的に臨床現場に参加できるような体制を整えた。研修の評価は，当院で作
成した評価表と客観的臨床能力試験（OSCE）を用いて行った。客観的臨床能力試験では，被評価者が脳卒中模擬患者に対して
必要な検査や測定を行った。研修後にはカンボジア理学療法士 5 名に対してアンケートを実施し，教育内容や教育時間に対する
理解度，満足度を聴取した。

【結果】

医療者としての基本姿勢として，時間の管理と問題解決能力に課題がみられた。研修中に予定を把握できておらず他者に迷惑を
掛けてしまったり，課題に対して提出期限を守ることができなかったりした。一方で患者様やスタッフに対しては素直で丁寧な
対応ができており，研修によって日々の成長がみられた。理学療法の専門技術においては，研修前より基本的な介助技術や徒手
的な治療技術は優れていた。一方で客観的な評価，測定に関する知識や技術が不足しており，また測定結果を記録として残すと
いう習慣がなかったため習得に苦労した。

【結論】

カンボジアの理学療法養成校の授業時間は 3405 時間であり，その内の臨床実習時間は 900 時間を占める。卒業後に現場におい
て即戦力を求められる傾向が強く，実際に多くの患者様の治療を経験している。それによって，患者様に対する介助や徒手的な
介入は日本の理学療法士よりも慣れている。一方で，客観的な評価の視点は不足しており，根拠に基づく問題点の抽出や治療展
開が難しい。今後，日本の理学療法の教育を参考にしながら，現地に根付く形として教育を提供してきたい。また，カンボジア
の理学療法の発展のために，人材育成だけでなく，医療制度や人材雇用制度とも連携させながらシステムを構築することを目指
したい。
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P-ED-14-4

当院理学療法部門における転倒・転落事例の検討

竹内 伸行1,2），藤生 大我2），松本 昌尚2），大澤 一樹2）

1）高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）本庄総合病院リハビリテーション科

key words 転倒・転落・理学療法

【はじめに，目的】理学療法の対象者は筋力低下や関節可動域制限などの機能障害を有し，バランスや歩行などの能力低下を呈
する場合も多い。こうした対象に歩行やバランス練習などを行うため，常に転倒や転落のリスクが伴う。転倒・転落の要因は複
雑で詳細の把握や分析は容易ではない。本研究は本庄総合病院理学療法部門（以下，当院）で生じた転倒・転落事例を分析し，
理学療法士の経験年数と影響度の関連性および発生件数の関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】当院で 2006 年 9 月から 2015 年 12 月に生じたインシデント 74 件のうち転倒・転落事例 36 件を後方視的に分析した。発
生した時間帯，場所，関与した理学療法士の経験年数，事例の影響度を抽出し，記述統計で現状把握を行った。加えて，経験年
数と影響度および発生件数の関連性をスピアマン順位相関係数（rs）で検討した（有意水準 5％）。影響度は国立大学附属病院医
療安全管理協議会の影響度分類（以下，影響度）で評価した。この指標は 8 段階で影響度を評価し，レベル“0”は「エラーが
みられたが患者に実施されなかった」，“1”は「患者の実害なし」，“2”は「処置や治療は行わなかった」，“3a”は「簡単な処置
や治療を要した」，“3b”は「濃厚な処置や治療を要した」，“4a”は「傷害や後遺症が残ったが機能障害は伴わなかった」，“4b”
は「傷害や後遺症が残り機能障害が伴った」，“5”は「死亡」である。順序尺度のためレベル 0 を 0，1 を 1，2 を 2，3a を 3，3
b を 4，4a を 5，4b を 6，5 を 7 にスコア化して処理した。

【結果】発生時間帯は 9 時台 4 件，10 時台 9 件，11 時台 8 件，12 時台 1 件，14 時台 6 件，15 時台 3 件，16 時台 3 件，17 時台
2 件であった。場所は理学療法室 27 件，病棟廊下・階段 3 件，病室 3 件，トイレ 1 件，エレベーター 2 件であった。状況は歩行
練習中が 16 件，階段昇降練習中と移乗動作中が各 5 件，歩行および階段昇降以外の日常生活動作練習中が 3 件，マットおよび
車いす上での運動中，治療プラグラムではない歩行中が各 2 件，バランス練習中，車いす駆動中，姿勢変換中が各 1 件であった。
経験年数は 1 年目が 6 件と最多で，3 年目，4 年目，6 年目が各 5 件，5 年目が 4 件であったが，他の経験年数でも発生していた。
経験年数と発生件数は rs=�0.87（p=0.0018）で強い負の相関を認めた。影響度は 1 が 20 件，2 が 14 件，3a と 3b が各 1 件であっ
た。影響度と経験年数の間に有意な相関係数は認めなかった（rs=�0.10，p=0.5430）。

【結論】転倒・転落の要因は，対象の属性等の対象者関連要因，経験年数等の理学療法士関連要因，床の状況等の環境要因があ
ると考えられる。理学療法士の経験年数は理学療法士関連要因である。発生件数と経験年数の間に強い負の相関を認め，経験が
浅いほど転倒・転落の発生頻度が高いことが示された。一方，影響度と経験年数の間には有意な相関関係を認めず，転倒・転落
事例の影響度は業務経験とは関連がないと示唆された。
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P-ED-14-5

当院リハビリテーション科におけるリハビリ中の転倒・転落事例分析

半沢 嘉基，久住 治彦，西郡 亨，原 泰裕

津田沼中央総合病院

key words 転倒転落・事例分析・安全管理

【はじめに，目的】

当院リハビリテーション科（以下リハ科）では平成 28 年度よりリハ科の転倒転落委員会によって，リハビリ中の転倒転落事例
に対して当事者とカンファレンスを行うこととした。

今年度に入り，リハビリ中の転倒事例が現在に至るまで 12 件，昨年度総数 23 件の事例が挙げられた。本研究は平成 27 年度か
ら平成 28 年 10 月までに提出された事例報告書に対して分析を行い，当院リハ科の事例の傾向，危険因子を調査し転倒転落の防
止対策を検討することを目的とした。

経験年数や職種間，患者状況や事故の発生状況の傾向を調査しリハ科の安全管理について検討したので報告する。

【方法】

対象は 2015 年 4 月～2016 年 9 月までに提出されたリハビリ介入中に発生した転倒転落事例報告書 35 件とした。35 件の事例に
対してセラピスト概要（職種・経験年数），対象患者の概要（年齢・診療科・認知症の有無），事故の発生状況（患者の動作，介
助量）について内容分析，比率分析を行った。

事例報告書 35 件中記載漏れのなかった 23 件の事例報告書を経験年数（1～3 年目，4～6 年目，7 年目以上）と転倒時の患者の動
作（歩行，立ち上がり，立位，座位）・介助量（自立，見守り，軽介助，全介助）で群分けし，それぞれの関連性を比較した。
統計学的手法は Mann�Whitney の U 検定を用い，解析には R2.8.1 を使用した（有意水準 5％）。

【結果】

対象期間内に提出された事例報告書総数 280 件中転倒事例は 35 件（12.5％）。

35 件中，PT が 26 名（74.3％），OT が 9 名（25.7％），ST は 0 名，1 年目が全体の 43.5％ を占めていた。患者概要では脳外科が
18 名（51.4％），認知症を有するものが 14 名，視力障害 2 名，高次脳機能障害 3 名，病識の欠如 2 名。年代別では 70～90 代で
31 名（88.6％）。事故の発生状況は発生場所としてリハビリ室で 14 件（40％），患者の動作では歩行中が 13 件（37.1％），立ち上
がり・立位時に 8 件（22.8％）。動作の介助レベルは自立 3 件（8.6％），見守り 18 件（51.4％），軽介助 13 件（37.1％），全介助
1 件（2.9％）であった。

経験年数と転倒時の動作・介助量それぞれに有意差はみられなかった（n.s）。

【結論】

転倒事例の傾向として職種間では新人の PT の介入中に多くみられた。当院リハ科の PT の在籍数も全スタッフ 92 人中 60 名と
PT の割合が多く，新人も 27，8 年度と各 10 名以上が入職したことも要因と考えられる。

経験年数と患者の動作，介助量に有意差はみられず，経験年数を問わず様々な動作中に転倒が発生していた。35 件の転倒事例の
内セラピストが見守りをしていたにも関わらず支えきれずに転倒してしまった事例が多くみられた。歩行の 13 件中 9 件は見守
りであったことから，今後リハ科での見守りの判断基準の検討も必要となってくると考えられる。新人教育での歩行評価の指導
や科内全体への見守り中の注意点，KYT での安全管理能力の向上を目的とした講習会を検討していく。
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P-ED-15-1

救命救急センターにて帰宅支援目的に介入した腰痛症例における転帰に関連す
る因子の検討

野崎 惇貴，大見 朋哲

社会医療法人財団慈泉会相澤病院救急リハセンター

key words 救命救急センター・帰宅支援・職域拡大

【はじめに，目的】

当院の救命救急センター（以下 ER）では 1 次から 3 次救急まで全ての患者を受け入れる北米方 ER 方式をとっている。2013
年 4 月より理学療法士（以下 PT）を ER に専任として配置し，主に運動器疾患を対象に外来理学療法を開始している。第 51
回の本学会において我々の ER における PT の配置の効果として帰宅支援に寄与する報告では，帰宅支援目的に介入する症例の
7 割近くが腰痛症例であった。しかし，ER にて帰宅支援目的に介入する腰痛症例対する転帰に関連する因子についてはまだ明
らかになっていない。

今回，ER において帰宅支援目的に介入した腰痛患者における転帰に関連する因子について明らかにすることを本研究の目的と
した。

【方法】

対象は 2015 年 10 月～2016 年 8 月の間に当院 ER において，医師が医学的に入院の必要がないと診断し帰宅支援目的に介入し
た腰痛患者 115 例とした。

転帰別として対象を PT 介入により帰宅可能となった群（以下，帰宅群），介入するも入院となった群（以下，入院群）の 2
群に分けた。検討項目は年齢，性別，搬送方法，疾患別の 4 項目とした。搬送方法は walk in と救急車の 2 群に，疾患別は圧迫
骨折，ヘルニア・脊柱管狭窄症，非特異的腰痛症の 3 群にそれぞれ分類した。統計解析は転帰別を従属変数，検討項目を独立変
数としてロジスティック回帰分析を用い検討した。変数の選択には尤度比検定における変数増加法用い有意水準は 5％ 未満と
した。

【結果】

対象は帰宅群 86 例（男性 31 例，女性 55 例，平均年齢 73.5±15.71 歳）と入院群 29 例（男性 13 例，女性 16 例，平均年齢 74.93
±17.84 歳）に分けられた。搬送方法では walk in が（帰宅群/入院群）40 例/7 例，救急車が 46 例/22 例，疾患別では圧迫骨折
が 15 例/16 例，ヘルニア・脊柱管狭窄症が 3 例/5 例，非特異的腰痛症が 68 例/8 例であった。

ロジスティック回帰分析の結果，転帰に影響する変数として搬送方法と疾患別が選択された。搬送方法（p＜0.05）のオッズ比は
0.312（95% 信頼区間 0.11～0.881），疾患別（p＜0.01）のオッズ比は 2.78（1.645～4.70）であった。また判別的中率は 75.7% であっ
た。

【結論】

医師にて医学的に入院の必要がないと診断され，帰宅に難渋する腰痛症例に対して ER から PT が介入するも，救急車で搬送さ
れ圧迫骨折の診断がついた症例では入院となる可能性が高いことが示唆された。一方で，walk in で来院した非特異的腰痛症で
は PT が介入することで帰宅可能となる可能性が高く，このような症例に対し ER から PT が積極的に介入することで不必要な
入院が避けられ，ひいては医療費の削減に繋がると考えられる。そして，このような ER における PT の役割や効果を示すこと
で今後 PT の新たな職域拡大の一助になると推察される。

一方，介助者の有無や家屋環境などの社会的背景により入院となる症例も存在したが，本研究では社会的背景については検討で
きていない。今後はそれらの因子についても検討していく必要がある。
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P-ED-15-2

がん終末期患者に対する理学療法の遂行実態と職場環境の関係
―緩和ケア病棟入院料算定施設に対する全国調査―

加藤 翼1,2），小澤 温3）

1）新宿区立子ども総合センター，2）筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程，
3）筑波大学人間系教授

key words 緩和ケア・終末期・アンケート

【はじめに，目的】

わが国では高齢化を背景としてがんに起因した死亡率が増加している。今後も増加が見込まれることから，がん終末期医療の充
実は重要な社会的課題である。一方，現行の診療報酬制度では緩和ケア病棟入床後に個別のリハビリテーション料が算定できな
い為，財政的問題によってリハビリテーションの適応がある患者に十分なサービスが提供されていないといった報告がなされ
ている。また，施設形態や勤務形態によってがん終末期患者と関わる理学療法士の職務遂行実態が大きく異なるものと予測され
るが，先行研究のレビューからは職場環境との関係性や施設形態等による比較を試みた研究は見当たらなかった。そこで本研究
は全国の緩和ケア病棟入院料算定施設における理学療法士の職務遂行実態と，職場環境（施設形態・勤務形態）や現場管理者の
意向と関係について検討することを目的とした。

【方法】

対象は地方厚生局のホームページに公開されている緩和ケア病棟（「緩和ケア病棟入院料」の算定を地方厚生局に申請し，平成
28 年 3 月 24 日時点で認可済みの施設）を有する全国 350 の病院から，熊本県内の 11 施設・大分県内の 8 施設を除いた全 331
施設のリハビリテーション部門管理者 331 名。①施設概，②回答者属性・看取りに関する認識，③緩和ケア病棟でのリハビリの
概要，④緩和ケア病棟での理学療法の全 38 項目からなる自記式質問紙表を送付し，回答を得た。

【結果】

返送が得られた施設は 331 施設中，89 施設（回収率：26.9%）であった。セラピストによるリハビリを提供している施設は全 83
施設で内 80 施設で理学療法が実施されていた。非実施である 6 施設中，「がん患者の終末期医療においてリハビリは必要だと思
いますか？」の問いに対して必要・どちらかといえば必要と答えたのは 5 施設，あまり必要ではないが 1 施設であった。非実施
理由については財政的理由，セラピストの人手不足との回答であった。尚，リハ実施施設についてもその財源を緩和ケア病棟入
院料，またはボランティア・サービスとしておりいる施設が 88% であった。

【結論】

診療報酬やマンパワー上の問題から緩和ケア病棟におけるリハビリの提供状況には差異が大きく，その実践・効果検証につい
ては多面的な課題を有していることが明らかとなった。今後，終末期における理学療法の普及・発展に向けては，職場環境に応
じた望ましい介入形態や方法について検討してく必要性が示唆された。
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P-ED-15-3

当院におけるリハビリテーション科「質を高めるチーム活動」の取り組み
～リハの標準化と質の向上を目指した脳卒中チームの活動について～

武田 好史，池田 裕哉，高木 志仁，上村 悠月，山本 政孝，高田 拓弥

医療法人社団藤聖会八尾総合病院

key words 脳卒中・標準化・質の向上

【はじめに】

当院リハビリテーション科（以下リハ科）では個々の学術活動の推進を行ってきたが，リハ職種間の垣根を越えたシステムの見
直しや研究活動の相談をする場がなかった。今年度より新たにリハ科「質を高めるチーム活動」を開始した。7 つのチームがあ
る中で「脳卒中チーム」の活動について現在までの活動内容と今後の課題について報告する。

【方法】

リハ科スタッフは PT26 名 OT15 名 ST7 名の計 48 名で，急性期～生活期まで幅広い分野でリハを行っている。今年度より「質
を高めるチーム活動」と称して，7 つのリハ分野に分けてチームを作り活動を開始した。チーム毎に構成人数や職種の比率は異
なっている。演者は「脳卒中」チームのリーダーとして参加しており，メンバーの構成は PT5 名，OT4 名，ST2 名である。脳
卒中チームの活動は毎月 1 回 1 時間以内として，現状のリハ部署内でのシステムの見直しや研修参加計画，臨床研究計画など
行っている。特に脳卒中領域では，急性期から回復期，生活期と全ての病期で関わる疾患であるが，評価や治療に関してはスタッ
フそれぞれによって選択されており，まずは「リハの標準化」を目的に活動を行った。

【結果】

従来，当院では脳卒中患者に対する下肢装具の作成について，各担当者が判断していたが，それぞれの装具作成の経験の違いか
ら，装具作成前後に行われている評価や装具の選択の幅に差がみられていた。チーム活動を行った結果，新たに①装具作成まで
のフローチャートを作成，②装具作成用の評価シートの作成，③歩行動画撮影方法の統一化，④脳卒中認定理学療法士 4 名と担
当者での装具カンファレンスの開催，を行うことが出来た。当院では，電気刺激療法として NESSH200Ⓡ，NESSL300Ⓡ，IVESⓇ

の 3 機種を使用しているが，装具療法同様にスタッフ間で使用方法が統一されていなかった。①電気刺激装置の使用目的の勉強
会の開催，②使用方法のデモ，を行った。また，治療技術の向上を目的に，「促通反復療法（以下川平法）」の研修参加や当院で
の川平法の研修会企画を行った。その他，嚥下障害に対し頚部の電気刺激療法の有効性や機器導入を検討した。

【結論】

当院では今まで，PTOTST の職種内や配属されている部署間での勉強会やミーティングが行われていたが，従来の職種や部署
の中では様々な興味のある分野や得意な分野が分散してしまい，｢脳卒中｣など 1 つの領域についてシステムの見直しや臨床研
究・学会発表の支援，医療機器の購入の検討などについて行う場がなかった。チーム活動を通じて①装具療法，②電気刺激療法
について当院での「リハの標準化」が行えた。更にロボットリハやニューロリハなど新たな治療方法の導入を検討する場として，

「質の向上」に繋がると思われる。一方で今後の課題として，「質の向上」というアウトカムの設定が困難な部分をいかに客観的
に評価するか，リハ科全体として検討していく必要性がある。
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P-ED-15-4

地域ケア会議における急性期理学療法情報に基づくEPDCAマネジメント
―福岡県古賀市“結ネットいきいき”における情報共有とヒューマンブリッジ―

田中 正則1），上野 道雄2）

1）国立病院機構福岡東医療センターリハビリテーション科，2）国立病院機構福岡東医療センター病院長

key words 地域ケア会議・EPDCA・理学療法マネジメント

【はじめに，目的】「21 世紀（2025 年）日本モデル」の社会保障については，限られた資源を有効活用するとともに，QOL の向
上という観点から，様々な生活上の困難があっても，地域の中でその人らしい生活が続けられるよう，それぞれの地域の特性に
応じた支え合いの仕組みをハード面，ソフト面におけるまちづくりにチャレンジすべきであるとしている。今回，在宅医療・看
護の連携協議会で顔の見える関係を作り，理学療法士が病院内情報の伝達と退院前カンファレンス内容の継続に基づくマネジ
メントを検討したので報告する。【方法】平成 18 年地域住民が安心安全に暮らせるように粕屋医師会と当院と行政で“地域医療
を考える会”を立ち上げ粕屋在宅医療ネットワークを構築しました。さらに当院と粕屋医師会共催の地域交流学習会で，特に退
院前カンファレンスでの報告内容と介護保険の主治医意見書について医療と介護の立場から求める情報の質を検討しました。
また当院では平成 24 年より電子カルテの改造に着手し，本体パッケージの記事記載とは別に，exChart 機能を開発し看護基本
情報やリハビリ基本情報がリコメンデーションされ，多職種共有画面と専門化向け待ち受け画面により双方向で情報が共有で
きる“結ネットいきいき”を構築しました。平成 28 年 6 月に当院を退院した患者さんの処遇困難事例に対して地域ケア会議出
席の要請が求められました。事例紹介；80 歳代女性，平成 24 年 12 月認知症のため住宅型施設に入所し，攻撃的性格と性的妄想
が認められたが身体介護なく暮らされていた（要介護度 2）。平成 28 年 5 月入所施設内で転倒され，診断名；左大腿骨頚部骨折

（左人工骨頭挿入術），急性期理学療法・作業療法にて平行棒内歩行練習に至り（HDSR6 点，MMSE11 点），退院前カンファレ
ンス実施後家族の意向により術後第 20 病日で在宅型施設に戻られました。退院同日に膀胱留置カテーテル留置され，見当識障
害が強まり車椅子全介助生活となりました。ケアマネージャーより入所施設の方針に基づきリハビリの介入が抑制されたケア
プランで区分変更の申請が提出された。【結果】7 月地域ケア会議にて，介護保険区分変更によるケアプランが見直され（訪問リ
ハとデイケアの追加），9 月末日まで訪問リハビリの介入により膀胱留置カテーテルは抜管され，食堂まで車椅子の自走駆動が可
能となり，当院退院時の目標通り介助量の軽減が達成できました。【結論】急性期病院における多数の医療職が 24 時間常駐し，
短期集中での観察に基づく理学療法評価による障害分析と予後予測は精度の高いものであるが，退院直前のプログラムが安全
に継続できなければ，限られた資源での在宅生活を積極的にデザインできないことが判明した。EPDCA サイクルを入院セラピ
ストから在宅セラピストと家族へ継続することで地域資源の質が向上できるまちづくりの文化が醸成されるであろう。
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P-ED-15-5

地域包括病床の開設を経験して
運用と課題

藤田 誠記，大浪 徳明，宮本弘太郎，鬼塚 由大，池田さやか

指宿医療センター

key words 地域包括病床・1人一日平均2単位・看護必要度

【はじめに】質の高い保健医療福祉サービスを確保し，将来に渡って安定した介護保険制度を確立することを目的として，2014
年 4 月の診療報酬改訂と同時に地域包括ケアシステムが施行された。地域包括病棟または病床では，入院期間を 60 日とし，リ
ハビリテーション（以下，リハ）を，1 人一日平均 2 単位以上提供すること，在宅復帰率 70％ 以上が必須とされている。当院で
も，平成 28 年 10 月地域包括病床を開設した。運営の中で，問題点も浮き彫りになってきた。開設準備から現在を振り返り課題
も見えてきたのでここに報告する。

【当院の現状】当院では，循環器医師を兼任のリハ科 Dr とし，理学療法士 3 名・作業療法士 2 名・言語聴覚士 1 名で地域包括病
床を含め 199 床の入院患者のリハを実施している。平成 28 年 7 月から地域包括病床の施行期間に入り，同年 10 月男女 4 人部屋
を一部屋ずつの計 8 床で開設した。リハ科では，専従理学療法士を 1 名配置した。

【施行期間から現在を振り返って】看護部 医事科 リハ科スタッフの代表者が集まり，運営会議を開催した。対象患者の選定，
院内の医局や他部門への周知，地域包括病床へ転棟してくる場合や転棟するタイミング，対象となる患者への説明の仕方，準備
書類など 9 月から週 1 回のペースで話し合ってきた。医局からの出席はなく地域包括病床対象患者の選定が上手く進まなかっ
た。

【リハ科の算定実績とその周辺】地域包括病床への入院患者については，7 月 6 名，総単位数 161 単位・入院日数 61 日，院内全
体の看護必要度 28.9％。8 月 7 名，総単位数 260 単位・入院日数 90 日，院内全体の看護必要度 24.1％。9 月 8 名，総単位数 279
単位・入院日数 138 日。地域包括病床からの転帰については，7 月から 9 月末日までで，自宅退院者 36 例，自宅扱い病院・施設
3 例と，在宅復帰率 100％ であった。

【今後の課題】施設基準を満たし，10 月から開設となったが，地域包括病床の対象となる患者を運営会議で選定する際，看護必
要度を維持するための患者選定になっている。そのため，リハの必要性は問わず，看護必要度の低い患者が優先されている状況
である。また，地域包括病床の患者は，状態が急変したり，リハ拒否が続いたりしても地域包括病床から退室しない限りは，1
人一日平均 2 単位の影響を受け，地域包括病床のリハ対象者の単位数を常に気にかけていなければならないし，他の病棟の患者
へのリハ提供の不均衡が生じている。他部門への上記の理解が急務だと考える。
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P-ED-16-1

在宅復帰に影響する家族要因と介護者要因の検討

大坪 尚典1），葛巻 尚志1），堤 美紀1），山元 絵美1），山田 哲郎1），上原 健治2）

1）金沢市立病院リハビリテーション室，2）金沢市立病院整形外科

key words 在宅復帰・決定木・介護者

【はじめに，目的】一般に，同居家族の存在は在宅復帰に有利であり，多くの先行研究により支持されている。しかし近年，同
居家族があっても家庭内では独居同然の場合や，近隣住人の生活支援により独居を維持する要介護例も存在し，単純な家族形態
や同居人数だけでは判断できないケースが増えている。そこで今回，家族や介護者に関する要因（以下，F 要因と仮称）を多角
的に評価し，在宅復帰に対する影響度を検証した。【方法】2015 年 6 月から 2016 年 6 月の期間に自宅から直接入院し，理学療法
を完結した患者 169 例，女性 109 例，男性 60 例，平均年齢±SD=79.3 歳±11.7 を対象とした。疾患別は，大腿骨近位部骨折術
後 59 例，胸腰椎圧迫骨折 55 例，脳卒中 55 例であり，うち 109 例（64.5％）は当院地域包括ケア病棟を経て退院し，60 例（35.5％）
は急性期病棟から直接退院した。紹介入院，回復期リハビリテーション病院への転院，打切り，および死亡退院は除外した。F
要因は，同居配偶者の有無，患者本人と未就学児を除く同居家族数，介護者有無，家族協力度の 4 項目を評価した。なお，介護
者とは，同居に関係なく「患者の都合に合わせて生活を直接支援できる者」と定義した。家族協力度は，小山ら（2008）の 6
段階評価法により行った。方法は，在宅復帰可否を従属変数とする決定木を行い，成長方法は Chi�Squared Automatic Interac-
tion Detection（CHAID）を選択した。独立変数は，F 要因，年齢，性別，入院時血清アルブミン値，退院時 Functional Independ-
ence Measure の運動項目合計点（運動 FIM）と認知項目合計点，地域包括ケア病棟の利用有無，理学療法待機日数と施行日数，
および総在院日数とした。解析は，IBM SPSS Statistics（ver.24）により行った。【結果】在宅復帰群は 116 例（68.6％），施設・
療養型転院群は 53 例（31.4％）となり，第一層を運動 FIM，第二層を介護者有無とする決定木が成立した。在宅復帰率の高い
順に，①運動 FIM＞83 点；復帰率 97.1％，②83 点≧運動 FIM＞72 点で介護者あり；94.4％，③83 点≧運動 FIM＞72 点で介護
者なし；68.8％，④72 点≧運動 FIM＞27 点；41.2％，⑤27 点＞運動 FIM；6.2％ となった。配偶者有無，同居家族数，家族協力
度は選択されなかった。相対リスクは，再代入での推定値が 0.178，標準誤差が 0.029 に対し，考査検証では推定値 0.225，標準
誤差 0.032 を示した。的中率は 82.2％ だった。【結論】F 要因のうち，介護者有無のみが選択され，かつ運動 FIM の見守り例に
おいて影響することが示された。運動 FIM が見守り以外の場合，すなわち自立例では介護の必要がなく，要介護例では介入の
困難さのため，介護者有無は影響しなかった。その他の F 要因については，配偶者が患者本人より要介護度の高い場合もあり，
また，家族数の多さや来院の熱心さが直接介護力に結びつく訳ではない。ゆえに，家族構成や来院頻度の情報による安易な復帰
判断を避け，確実な介護力の提供者を見極めることが必要である。
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P-ED-16-2

訪問リハビリテーション利用者の背景，サービス利用の特徴を把握するための
調査研究

國谷 伸一1），塙 花甫里1），芝沼 大輝1），渡邊 昌宏2）

1）立川記念病院，2）つくば国際大学

key words 訪問リハビリテーション・利用者・管理

【はじめに，目的】

平成 27 年度介護報酬改定は，賃金・物価の状況，介護事業者の経営状況等を踏まえて全体で 2.27％ のマイナス改定であった。
一方，訪問リハビリテーション（以下，リハ）年間受給者数，事業所数はともに急増している。その為，競争が進んでいく在宅
サービス界において管理者は利用者がどのようなサービスを利用するかといった特徴を把握し，マーケティングの観点等を含
む幅広い経営管理が求められる。しかし，訪問リハ事業を対象とした調査は少ない。本研究は介護保険制度の訪問リハ利用者に
焦点をあて利用者の背景，自己負担割合，訪問リハ利用回数，併用サービスの種類を調査してその実態を把握し，今後の訪問リ
ハ経営管理に寄与することを目的とした。

【方法】

対象は平成 28 年 9 月 30 日時点での当事業所訪問リハ利用者 74 名（男性 32 名，女性 42 名，年齢 78±10 歳）とした。調査項目
は①主疾患，②同居者の有無，③主介護者，④住居，⑤要介護度，⑥自己負担割合，⑦訪問リハ利用回数，⑧併用サービス種類
とし，訪問リハ申込書，指示書，介護保険証，介護保険負担割合証，居宅サービス計画書，リハ実施計画書，サービス提供票か
ら抽出した。分析方法は SPSS Statistics 20 を用い，調査項目ごとに x2 検定を行い差を検定した。

【結果】

調査項目のうち①主疾患，②同居者の有無，③主介護者，④住居，⑥自己負担割合，⑦訪問リハ利用回数，⑧併用サービスの種
類に有意差が認められた（p＜0.05）。当事業所の訪問リハ利用者が有する主疾患は骨関節疾患（56.8％），脳疾患（25.7％）であっ
た。同居（57％）が多く，主介護者は配偶者（44.6％）が多い傾向にあった。住居に関しては自宅（83.8％），サービス付き高齢
者向け住宅（14.9％）が多かった。訪問リハ利用回数は 1～2 回/週の頻度であり，併用サービスの種類は福祉用具貸与（51.4％），
訪問介護（32.4％），通所介護（24.3％）が有意に高かった。

【結論】

本研究により，訪問リハ利用者は主介護者が同年代の配偶者であっても，在宅生活を維持することが可能であると推測された。
住居に関しては，介護保険制度のサービスであることから訪問リハが利用できる自宅とサ高住が多い状況にあったと考えられ
る。介護保険領域の利用者は維持期であることが多いといわれている。そのため，治療医学的観点のみでは訪問リハを完結する
ことは困難であり，医学的リハの観点から福祉用具を導入する必要性が生じていたと推察される。その他の併用するサービスと
して，主介護者が配偶者であることから身体介護，生活援助を中心とする訪問介護の利用を必要としていた可能性が考えられ
る。また，介護者のレスパイトの機能をもつ外出サービスである通所介護を利用する傾向にあることが考えられた。今回，訪問
リハ利用者の特徴を調査したことで当該事業の実態が明らかにされたことは，経営管理の観点から重要な情報になるといえる。
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P-ED-16-3

大学病院と回復期リハビリテーション病院間における人事交流を通じて得られ
た回復期理学療法に必要な視点

横木 貴史，今田 健

錦海リハビリテーション病院リハビリテーション技術部

key words 病院間人事交流・急性期理学療法・リスク管理

【はじめに，目的】

急性期病院である鳥取大学医学部附属病院と回復期病院である錦海リハビリテーション病院（以下，当院）との間でリハビリ職
員の相互派遣による人事交流研修を開始した。本研修は，互いの病院職員が異なる病期におけるリハビリテーション医療を経験
し，地域医療連携の充実に繋がることを目的としている。異なる病期における理学療法を経験し，研修を通じて得た回復期理学
療法に必要な視点について考察した。

【活動報告】

研修期間は平成 28 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 3 ヶ月間であった。期間中に担当した症例は，延べ 41 例（運動器疾患 17
例，脳血管疾患 14 例，呼吸器疾患 8 例，心大血管疾患 2 例）であった。研修開始当初，前日に歩行練習を実施した脳梗塞や急
性肺炎の患者が翌日に急変し理学療法が中止となる経験をした。また，くも膜下出血や人工股関節置換術など術直後では点滴や
ドレーン，モニターといったルートの管理にも注意が必要であり，早期離床や運動強度の決定に戸惑うことがあった。患者の容
態とその変化を把握するため，理学療法介入直前のカルテ確認やモニタリング機器に関する基本的な扱いが求められた。脳血管
疾患では痙攣や誤嚥性肺炎，尿路感染症，運動器疾患では深部静脈血栓症や創部感染といった合併症の管理を行い，離床を促し
た。

【考察】

急性期における理学療法を進める上で回復期と異なる点は，ベッドサイドにて全身状態が不安定な患者に対して理学療法が開
始される点と感じた。石川は，疾患別の発症から回復期病棟入院までの平均日数は 2006 年以降，脳血管系，整形外科系，廃用
症候群のいずれも短縮していると報告している。当院でも，平成 27 年度（4 月～3 月）は平均 34.8 日（n=193），平成 28 年度

（4 月～8 月）は平均 26.7 日（n=28）と発症から当院入院までの日数は短縮傾向にある。今後は回復期病院で理学療法を実施す
る上でもリスク管理として，起き上がりや起立直後など身体の動きに伴うバイタルの変化や全身状態の安定化が図れているの
かを観察し評価するといった急性期理学療法に対する知識や技術が求められると考えた。

【結論】

病院間人事交流を通じて，異なる病期における理学療法を経験し，回復期理学療法にも必要な視点について考察した。今後は回
復期で理学療法を実施する上でもリスク管理として，起き上がりや起立直後など身体の動きに伴うバイタルの変化や全身状態
の安定化が図れているのかを観察し評価するといった急性期理学療法に対する知識や技術が求められると考えた。
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P-ED-16-4

回復期リハビリテーション病棟における，80歳以上の患者に対して 6単位を超える介入は過剰なのか？
～アウトカム評価である実績指数を用いた比較検討～

楠 正和，百武 大志，田中 芳征

医療法人社団シマダ嶋田病院

key words 実績指数・レセプト査定・回復期リハビリテーション病棟

【はじめに】

近年リハビリテーションにおけるレセプト減額査定が増加している。平成 27 年度，福岡県理学療法士会の減点査定調査結果に
よると，年齢により一律に減額査定されている傾向があり，特に 80 歳以上が 6 単位を超える単位数を「過剰」という理由で減
額査定されている。また平成 28 年より，回復期リハビリテーション病棟（以下回復期病棟）では，アウトカム評価を実績指数
で表し 27 未満の場合に，6 単位を超える介入が入院料に包括される事となった。

そこで本研究は，80 歳以上の患者に対する 6 単位を超える介入が，80 歳未満の患者と同等の効果があるのか，アウトカム評価
である実績指数を用いて比較検討をおこなった。

【方法】

対象は当院回復期病棟を 2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日までに退棟した 351 名のうち，算定区分が脳血管疾患のもの 113
名と運動器疾患のもの 160 名とした。除外基準は在棟中の死亡患者，回復期病棟対象外患者とした。

後方視的に診療録から，年齢，1 日あたりの単位数，FIM（入棟・退棟・利得），在棟日数を収集した。また，実績指数と，その
計算式の分子に当たる運動項目 FIM 利得（以下 m�FIM 利得），分母にあたる算定上限日数比（在棟日数を回復期病棟入院料の
算定上限日数で除した値）を患者あたりにて算出した。

疾患別の対象を 80 歳以上と 80 歳未満の 2 群にわけ，各項目の比較検討をおこなった。統計解析には SPSS ver16 を使用し，
Mann�Whitney U 検定と χ2検定にて検討した。有意水準は 5% 未満とした。

【結果】

脳血管疾患：80 歳以上/80 歳未満（対象：50/63 名，年齢：85.6/70.9 歳（p＜0.05），1 日あたりの単位数：7.10/7.25 単位，入棟
FIM：58.1/78.9 点（p＜0.05），退棟 FIM：75.5/104.4 点（p＜0.05），FIM 利得：18.7/25.1 点，在棟日数：43.2/49.4 日，m�FIM
利得：14.4/20.9 点（p＜0.05），算定上限日数比：0.27/0.31，実績指数：65.4/94.1）

運動器疾患：80 歳以上/80 歳未満（対象：104/56 名，年齢：87.4/65.6 歳（p＜0.05），1 日あたりの単位数：6.51/6.85 単位（p
＜0.05），入棟 FIM：71.8/96.5 点（p＜0.05），退棟 FIM：89.9/111.6 点（p＜0.05），FIM 利得：18.1/15.2 点，在棟日数：34.6/28.5
日（p＜0.05），m�FIM 利得：16.6/13.4 点，算定上限日数比：0.38/0.32（p＜0.05），実績指数：56.6/54.4）

【結論】

脳血管疾患と運動器疾患は共に，実績指数に有意差はみられなかったことから，80 歳以上の患者であっても，80 歳未満の患者
と同等の改善効果があることが示唆された。

80 歳以上の患者は実績指数が 27 を大きく超えており，平成 28 年の回復期病棟連絡協議会における全国平均データ（脳血管：
FIM 利得 17.7，在棟日数 88.2，運動器：FIM 利得 17.2，在棟日数 56.7）においても，上回る成績であった。これらのことから，
80 歳以上の患者の 6 単位を超える介入は過剰ではなく，年齢で一律に減額査定されるべきではないと考える。
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P-ED-16-5

実績指数を満たすためには FIM利得と在院日数のどちらの影響が大きいのか？
～診療報酬改定に伴う回復期リハビリテーションのアウトカム評価に向けて～

原 泰裕1），西郡 亨1），久住 治彦1），半沢 嘉基1），藤木 玲1），加藤研太郎2），平林 弦大3）

1）津田沼中央総合病院，2）上尾中央医療専門学校，3）新潟保健医療専門学校

key words 回復期リハビリテーション・アウトカム評価・実績指数

【はじめに，目的】

平成 28 年度の診療報酬改定に伴い，実績指数 27 未満の場合が 3 ヶ月毎の報告で 2 回連続した場合，6 単位までの出来高払い算
定になることが定められた。実績指数を満たす為には，ADL スコアに用いられている Functional Independence Measure（以下，
FIM）運動項目の利得向上と疾患別の算定上限日数に対する在院日数の短縮が重要である。FIM 利得や在院日数に関する報告は
多数あるが，実績指数を基準として分析した報告はなく，FIM 利得と在院日数のどちらの重要性が高いかを検証した報告もされ
ていない。

そこで今回，実績指数を満たす要因として，FIM 利得と在院日数のどちらの影響が大きいかを検証することを目的とする。

【方法】

対象は A 病院の回復期病棟を平成 28 年 4 月～7 月に退院された患者 102 名（脳血管疾患 46 名・整形外科疾患 56 名）とする。

後方視的に診療録等から各患者の FIM 運動項目の利得と在院日数を収集し，実績指数を算出する。算出したデータを脳血管疾
患と整形外科疾患に分けて単純集計し，割合を求める。また，実績指数が 27 以上であった者（以下，クリア群）と 26 未満であっ
た者（以下，非クリア群）の 2 群に分け，2 群間の FIM 利得と在院日数の差を各々 Mann�Whiteney の U 検定を使用し，比較
する。統計処理は統計ソフト R2.8.1 を使用し，有意水準は 5％ とする。

【結果】

対象の全患者 102 名の内，クリア群は 45 名（脳血管疾患 19 名・整形外科疾患 26 名），非クリア群は 57 名（脳血管疾患 27 名・
整形外科疾患 30 名）であった。

疾患別の比較では，Mann�Whiteney の U 検定にて，脳血管疾患・整形外科疾患ともに FIM 利得で p＜0.01 と有意差がみられ
た。一方，在院日数では脳血管疾患・整形外科疾患ともに有意差がみられなかった（n.s）。

脳血管疾患の実績指数の平均がクリア群で 53.1，非クリア群で 12.1。FIM 利得はクリア群の中央値が 23 点。非クリア群の中央
値が 7 点。在院日数はクリア群の中央値が 62 日，非クリア群の中央値が 95 日であった。

整形外科疾患の実績指数の平均がクリア群で 51.8，非クリア群で 13。FIM 利得はクリア群の中央値が 24.5 点，非クリア群の中
央値が 6.5 点。在院日数はクリア群の中央値が 46 日，非クリア群の中央値が 55.5 日であった。

【結論】

実績指数を基準に FIM 利得と在院日数を比較したところ，疾患を問わず実績指数を満たす要因として FIM 利得向上の重要性
が高いことが示唆される結果となった。セラピストには ADL 能力向上のために FIM の予測を含めた質の高い治療の提供が求
められると考える。また，今回の結果を踏まえ，実績指数に影響を与える因子を明確にすることが今後の課題となった。
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P-ED-17-1

当院における回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価について

村井 直仁

医療法人財団聖十字会西日本病院

key words 回復期リハビリテーション病棟・アウトカム評価・FIM

【はじめに，目的】

平成 28 年度診療報酬改定より，質の高いリハビリテーション（リハビリ）を評価し，患者の早期機能回復を促進するために，
回復期リハビリ病棟においてアウトカム評価が導入された。Functional independence measure（FIM）運動項目の退棟時と入棟
時の差（運動 FIM 利得）と在棟日数/回復期算定上限日数で構成される計算式であり，医療機関の判断で各月の入棟患者数の 3
割以下の範囲で除外する患者を診療報酬請求までの間に選択することも必要とされる。当院は 100/399 床の回復期リハビリ病
棟を有し，重度の疾患も多く，平均年齢は 81.7 歳と平成 27 年度回復期リハビリ病棟全国平均の 73.6 歳よりもはるかに高い年齢
層を抱えた病院である。そこで今回我々は，当院回復期リハビリ病棟におけるアウトカム評価を分析し，傾向や今後の課題につ
いて検討した。

【方法】

対象は平成 28 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの間に，当院回復期リハビリ病棟を退院した 258 名のうち，死亡 4 名，状態悪化の
ため一般病棟や急性期病院へ転棟・転院となった 11 名を除外した 243 名である。解析は対象を 27 以上群（実績指数 27 以上と
なった症例 144 名），27 未満群（実績指数 27 未満となった 99 名）に分け，それぞれの群中で，実績指数と運動 FIM 利得，実績
指数と在棟日数/回復期算定上限日数に対し相関関係を検討するためスピアマン順位相関係数検定を実施した。有意水準は 5％
未満とし，解析ソフトは Statcel4 を使用した。

【結果】

実績指数と運動 FIM 利得は 27 以上群（P＜0.01，r=0.301），27 未満群（P＜0.01，r=0.842）と有意な相関を認めた。実績指数と
在棟日数/回復期算定上限日数では 27 以上群，27 未満群ともに有意差を認めなかった。

【結論】

実績指数と運動 FIM 利得には正の相関があり，実績指数と在棟日数/回復期算定上限日数には相関を認めなかった。このことか
ら，アウトカム評価の実績指数向上には運動 FIM 利得が有意に関係し，我々の主な役割である日常生活能力向上が求められる
ことを再認識させられる形となった。また，各月の 3 割以下の範囲で除外する患者を選出する中では，在棟日数が多くなると予
想される患者よりも運動 FIM 利得が低くなると予想される患者を選択する方が実績指数低下を予防できるのではないかと考
えられる。
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P-ED-17-2

当院における新人理学療法士の職場適応に向けた支援に関する研究
～新人の抱える悩みと管理者が推測する悩みのギャップから見えてきたこと～

高木 亮輔，磯 毅彦

リハビリテーション中伊豆温泉病院

key words 職場適応・管理者・新人教育

【目的】部下の育成は管理者の役割の 1 つであり，新人の不安の増大や意欲低下を防ぐことも重要である。管理者の支援が少な
い新人は，入職後 6 か月に活気が減少し身体愁訴が増える報告もあるため，管理者が新人の悩みを把握し適切に支援することが
必要となる。そこで，当院の管理者が新人の悩みをどれくらい把握しているか調査した。

【方法】当院理学療法科の管理者（主任）7 名と新人 8 名の合計 15 名に対して入職後 6 か月の時点でアンケート調査を行った。
管理者は全員男性で病棟主任として部下を平均 12.1±2.4 人抱えており，平均臨床経験 15.0±7.0 年，平均管理者経験 4.6±6.6
年である。新人は男性 5 名，女性 3 名，全員臨床経験 0 年である。調査内容は新人が抱える職場での悩みとし，管理者は推測で，
新人は現状を返答してもらい全て自由記載とした。統計処理はテキスト型データマイニングを分析する KH Coder（樋口ら）を
用いた。形態素解析で得られた語に対して，上位 5 つまでの頻出語を選出し，5％ 未満を有意水準としカイ二乗検定を実施した。
また，出現頻度が 2 以上の語を分析対象とし，共起ネットワークで単語間の関係性について検討した。

【結果】形態素解析の結果から一人称を除外し，管理者は 95 語，新人は 81 語が抽出された。管理者の頻出語は患者，業務，治
療，時間，内容であり，新人は患者，治療，勉強，焦る，病態であった。カイ二乗検定の結果，管理者（χ2（4，N=39）=1.64，
p=0.92）はそれぞれの語が高い頻度で挙げられており，出現頻度に有意差は見られなかった。新人（χ2（4，N=26）=10.16，p
＜0.05）は患者，治療の語の出現頻度が有意に高かった。共起ネットワークの結果，管理者は，患者の治療内容，ゴール設定，
日常業務に時間がかかる，家庭の役割と仕事の両立，他部署との関わりを新人の悩みとして推測した。新人は，患者の治療や病
態，勉強への焦りを悩みとして挙げた。

【考察】新人は患者の治療で悩んでいたが，管理者は治療に限らず日常業務や他職種連携といった幅広い視点で悩みを推測して
いることが明らかとなった。伊藤は支援者が価値観を押し付けることは相手の成長を損なわせると述べており，鈴木は自己評価
が低い人にとってより高い資質，技能を期待されることは，心理的なプレッシャーになりうることを指摘している。また，小野
田らは入職後 3 か月時と比べて 6 か月時に先輩・主任からの支援が新人の期待値を下回る傾向にあると述べている。今回も入
職後 6 か月時に調査し，管理者は時間経過とともに新人の悩みを幅広く察知したと考えられるが，新人の悩みと異なった視点で
の支援は心理的なプレッシャーを与えかねない。山崎はコミュニケーションをとることがその人の悩みを和らげ，問題の解決に
向かう手伝いをすると述べている。したがって，管理者は新人との悩みのギャップを埋めるために，まずは援助的なコミュニ
ケーションを実践していくことが重要であると考えられる。
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P-ED-17-3

当法人理学療法士の研修会への参加実態と支援制度との隔たりについて

金城 拓人，今野 敬貴，猪股 伸晃，大河原和也

上牧温泉病院

key words 管理運営・支援・生涯学習

【はじめに，目的】

勉強会や研修会，講習会，学術大会等（以下，研修会）へ参加し，自己研鑽を続けるスタッフをどのように支援するか。当法人
は 2015 年より，支援制度として年間 30,000 円を目安に研修会へ出張として参加させると規定し，参加費用や交通費，宿泊費等
を法人が負担することとした。しかし，出張として研修会に参加したのは 2 件にとどまり，積極的な支援制度の利用には至らな
かった。本調査の目的は，当法人に所属する理学療法士の研修会への参加状況について実態を把握し，支援制度との隔たりを探
ることにある。

【方法】

当法人理学療法士 16 名（管理職種除く）を対象に，2015 年度に参加した有料の研修会について，研修会名，開催期間，開催場
所，主催，参加費用，参加に関わる諸経費（交通費，宿泊費）を調査した。なお，発表を伴う学会参加（4 件）については，慣
例的に出張として参加を認めているため，集計対象から除外した。

【結果】

研修会の参加回数は 62 回（延べ日数 95 日），平均参加数は 3.9 回，最多は 15 回，最小は 0 回であった。研修会の内容は運動器
理学療法分野（89％）が最も多く，次いで基礎理学療法分野，内部障害理学療法分野（各 5％）となった。開催期間は 1 日（74％）
が最も多く，次いで 2 日間（16％）であった。参加費用の年間総額は 989,760 円（諸経費含み 1,411,592 円），1 人当たりの平均は
61,860 円（諸経費含み 88,850 円），最多は 158,000 円（諸経費含み 223,000 円）であった。1 回当たりの参加費用は平均 15,405
円（諸経費含み 20,166 円）であった。参加費用が，諸経費を含めて 30,000 円以内で参加が可能な研修会は 51 件（82％）であっ
た。

【結論】

参加頻度には個人差があるものの，研修会への参加状況としては活発であることが把握できた。また，参加費用についてもその
負担額は決して少額ではないことも分かった。支援制度については，30,000 円に収まる範囲内の研修会が大半を占めており，金
額設定は妥当な額であると思われた。支援制度が十分に活用されなかったことは，精査が必要であるが，スタッフに周知されて
いなかった可能性や，30,000 円以内に収めるための予算立て，管理職側に研修会参加の意思を上申しなければならない状況等
が，積極的な利用の妨げになっていることが考えられる。今後は支援制度の周知を図るとともに，利用しやすい環境を整備して
いく必要があると思われた。
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P-ED-17-4

カンファレンスの入力率改善への応用行動分析学的介入

松井 剛1），加藤 宗規2）

1）医療法人社団千葉秀心会東船橋病院，2）了德寺大学健康科学部理学療法学科

key words カンファレンス・入力率・応用行動分析学

【目的】カンファレンスの資料ファイルに入浴練習日，体重測定日，Functional Independence Measure（以下，FIM）の事前入
力率を改善するための応用行動分析学を用いた介入効果を検討することを目的とした。

【方法】対象は当院リハ科に 2016 年度 1 年間在籍したスタッフ 24 名（理学療法士 12 名，作業療法士 6 名，言語聴覚士 5 名）と
した。性別は男性 12 名，女性 12 名，平均年齢 27.0±6.6 歳，平均経験年数 2.9±2.8 年であった。週 1 回開催されるカンファレン
スにあたり，カンファレンス前日の昼までに担当患者の入浴練習日，体重測定日，FIM を USB メモリに表計算ソフト excel
で作成した表に入力することが約束されていた。介入は口頭指示で注意した時期（2 週）をベースライン期，言語・文字教示し
た時期（2 週）を介入 1，言語・文字教示に加え個別フィードバックをした時期（5 週）を介入 2，言語・文字教示，個別フィー
ドバックに加え入力欄・選択肢を作成した時期（2 週）を介入 3，およびすべての手がかりをなくした時期（2 週）をフォローアッ
プ期として，入力率（未入力患者数/現在の実施患者数×100％）を 3 項目について算出した。介入効果の検討には入力率をカイ
二乗検定で比較した。また，経験年数と未入力回数の関連について，Pearson の相関係数で検討した。

【結果】各期間における平均入力率は入浴練習日，体重測定日，FIM の順に，ベースライン期（77.5%，68%，68%），介入 1（79%，
80.5%，79%），介入 2（93.4%，90.4%，90%），介入 3（98%，97%，100%），フォローアップ期（98%，96.6%，99.3%）であった。
ベースライン期と介入 2・3 およびフォローアップ期間で有意な差を認めた。また平均失敗回数は介入開始後 11 週で 11 回（最
大は経験 1 年目で 25 回，最小は経験 8 年目で 2 回）であった。経験年数と未入力回数の相関係数は�0.454 であり有意ではなかっ
た。

【考察】今回検討した 3 項目のうち入力成功率に影響を及ぼす手がかりは，管理者からの言語・文字教示だけでは効果が低く，
個別フィードバック，および入力欄・選択肢の設定が有効であると考えられた。さらに，未入力回数は経験年数とは関連しな
かった。よって，未入力の要因は経験年数ではなく，その他の要因が考えられ，最終的に 95％ 以上の入力率となったが，さら
に 100％ となる介入方法について検討が必要である。
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P-ED-17-5

理学療法士を主眼に置いた目標設定シートの作製とその効果の検討

片岡 亮人1,2），藁科 秀紀3）

1）医療法人KAG名古屋整形外科・人工関節クリニックリハビリテーション科，
2）グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻，
3）医療法人KAG名古屋整形外科・人工関節クリニック

key words 目標設定・行動目標・業績目標

【はじめに，目的】

近年，理学療法士の数は急激に増加しており，理学療法士の勤務先だけでなく，組織内に所属する理学療法士の数も増加してい
る。組織内の人員が増加することで，病院の理念・方向性に沿ってスタッフを導くための人事戦略と人事制度が重要となる。特
に，各スタッフの目標設定を明確に行うことはスタッフ教育の観点からも大変重要であると考えられる。しかしながら，現状，
多くの病院で理学療法士やその他コメディカルにあった行動・業績目標設定が有効に運用されているかは疑問がある。当院で
も，開院して間もない事もあり，的確な目標設定シートの運用が行なわれてこなかった。そこで，理学療法士を主としたコメディ
カル用の目標設定シートを作製し運用を行い始めたので，その内容と効果について検討したい。

【方法】

目標設定シートは当院に所属する全てのコメディカル（理学療法士，看護師，放射線技師，医療事務）が使用できるように意識
し，行動目標と業績目標とに大別した。行動目標は，病院の理念・モットーに則して 8 つの事項を自己と上司による面談で決
定・記載できるようにした。さらに理念・モットーに応じて行っている院内・院外行事への参加やその関与度が評価の対象と
なることも提示されるようにした。業績目標設定は年数・立場に応じて，臨床面・研究面・教育面などの具体的数字を上司が定
めたノルマを記載するようにした。各項目には評価における重み付けの数字があらかじめ記載し，人事評価の際に特に重点とな
る項目が明らかになるようにした。評価には自己評価と上司評価があり，半年に一度，目標設定シートに沿って上司からの
フィードバックが行なわれるようにした。この目標設定の運用開始した後，当院所属の理学療法士 7 名に目標設定シートの有用
性についてアンケートを実施した。

【結果】

アンケートの結果，業績目標を数字化することは有用であり，行動目標を自己の中で明確することも仕事をする上で有用であっ
たと，運用に対し肯定的な意見がすべてのスタッフから得ることができた。しかし，何を記載するか分かりづらい・記載する項
目が多いなどの否定的な意見もあった。評価者は行動目標を明確にすることで，各スタッフの働き方・キャリアアンカーが明確
となり，どのように仕事を配分するかの一助となったとの印象があった。また，就業内コミュニケーションにおいて何を誉め，
何をどのように指導するのかが明確になったとの意見もあった。さらに，評価が定量化され他者との比較がしやすいといった肯
定的な意見もあった。当シートを運用し始めて間もないため，今後も必要に応じ修正を行い，よりスタッフの働き甲斐に繋がる
ものに改善していきたい。

【結論】

理学療法士を主眼に置いた目標設定シートの作製し運用を行った。運用開始し間もないが，スタッフだけでなく上司・評価者に
とってもその有用性を実感できるものであった。
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P-ED-18-1

医療専門職における組織運営・管理への意識調査：質問紙調査法を用いた横断研究
理学療法士のキャリアアップに対する見解

山口 剛1,2），小田嶋裕之2），八木 保3），藤本 修平4）

1）株式会社フィジオオフィス，2）医療・介護ソリューション研究所，
3）株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン，4）株式会社リンクアンドコミュニケーション

key words 組織運営・管理・キャリアアップ

【はじめに，目的】近年，毎年約 1 万人の理学療法士（PT）が誕生し，施設あたりの PT の職員数も増加傾向にある。そのため，
役職を持つ PT はこれまで以上に職場を管理し円滑に運営する能力が問われるが，管理者が管理・運営について学ぶ機会は治
療技術を学ぶ機会と比して少ない。また，そのような管理能力について看護分野ではキャリアアップの一手段として捉えられて
いるものの，理学療法分野では不明である。そこで本研究では，PT の組織管理・運営やキャリアアップに対する意識や必要な
能力についてどのように考えているか把握することを目的に，調査を行った。

【方法】対象は教育機関 A を卒業した PT105 名とし，自記式集合調査法による質問紙調査を実施した（実施月：平成 28 年 9
月）。質問紙は，先行研究（柴田ら，日看管会誌，2003；藤井ら，日看研会誌，2011）を参考に PT4 名によるブレインストーミ
ングを 2 回実施し，作成した。質問紙の内容は，基本属性（経験年数，年収，所属施設，役職など）と PT のキャリアに対する
意識（資格取得の意識・動機など）や組織管理・運営に必要であると考える能力といった計 15 項目で構成した。回答法はプリ
コード法とし，一部の質問項目に関しては無制限複数回答形式を採用した。解析は，まずそれぞれの項目について記述統計を算
出した後，基本属性とキャリアに対する意識，組織管理に必要であると考える能力の関係性について χ2 乗検定を用いて検証し
た。解析には，統計ソフト JMP.Pro11（SAS Institute. Inc）を用い，有意水準は 5% とした。

【結果】質問紙の回収率は 55.2% であり，そのうち有効回答数は 58 件であった。キャリアに対する意識として資格取得をしたい
と考えた人の割合は 81.0% であり，その主な動機は，自身の仕事の幅を広げるため 81.0%（47 名），自分の能力を向上させるた
め 67.2%（39 名），将来が不安であるため 24.1%（14 名）であった。組織管理・運営に必要であると考える能力として多かった
主な選択肢は，コミュニケーション 75.9%（44 名），リーダーシップ 56.9%（35 名），組織内（他部署，経営層等）の情報 48.3%

（28 名），治療技術 46.6%（27 名）であった。基本属性と各項目の間に有意な関連性は認められなかった。

【結論】PT が考えるキャリアアップに対する意識は高く，その主な動機は自身のスキルアップによるものであった。組織の運
営・管理能力として，臨床技術やコミュニケーション，リーダーシップと同様にいわゆる労働上，法律上重要な管理もあること
が報告されているが（田口ら，2009），その点について選択した者は少なかった。なお，本研究は 1 つの教育機関を卒業した者
を対象としていることから特性の偏りは否定できず，一般化の限界に留意する必要がある。
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P-ED-18-2

当院理学療法科における当日の理学療法予定変更に関する調査

橋爪 真彦1），朴 容成1），中川 一彦2）

1）医療法人甲風会有馬温泉病院総合リハビリテーション室，2）医療法人甲風会有馬温泉病院

key words 業務管理・業務支援・アンケート

【はじめに，目的】

平成 27 年度の当院理学療法科の 1 日平均取得単位数は 19.1 単位であった。平成 28 年度は目標 18.5 単位と量的確保に加え，院
内外の研修会への参加や有休を使用する等，専門職としての質的確保と有休消化に取り組んでいる。この取り組みにより求めら
れる管理とは，理学療法士の週間予定調整である。

当院総合リハビリテーション室では，タックリハビリテーション支援システムを導入し，各療法士の予定管理を行っている。原
則として毎週金曜日までに担当患者の翌週の理学療法予定を入力することとしており，①各理学療法士が作成，②各指導担当理
学療法士が確認，③各病棟担当理学療法士が確認，④理学療法科主任による全体調整という段階を経て予定を作成する。その後，
当日朝礼までに各病棟担当者が各病棟リーダーと当日の中止患者やその他の変更を情報交換し，朝礼にて全体に周知する。その
情報をふまえ，午前 9 時の診療開始までに予定の最終調整を行う。この段階を経てでも，当日の予定変更が多いため，今回当院
理学療法科スタッフを対象に，当日に予定を変更する頻度と，その理由を調査したため報告する。

【方法】

調査期間は平成 28 年 10 月 9 日日曜日～15 日土曜日の 7 日間とした。

予定変更調査票を作成し，午前 9 時の診療開始以降に予定時間から 5 分以上変更して理学療法を実施した際に記入して提出す
ることとした。変更理由の項目は，状態悪化，排泄，食事，入浴，本人拒否，処置，検査，面会，会議，新規患者の担当，代行，
上司や部下との面談，他患者の予定に伴う変更，その他（自由記載）の中から 1 つ選択することとした。

当日午前 9 時の診療開始までに予定を変更した場合，その変更回数のみを報告することとし，調査票への記入は不要とした。

【結果】

調査期間の 1 日平均常勤換算数は 11.6 名であり，1 日平均取得単位数は 22.0 単位であった。

当日午前 9 時までに予定を変更した回数は延べ 51 回であり，1 日平均 7.3 回であった。そのうち役職者による予定変更は 31
回（61%）であった。

回収した調査票は合計 145 枚であり，1 日平均 20.7 枚であった。予定変更理由は，『他患者の予定に伴う変更』が 96 件（66%），
『状態悪化』が 12 件，『入浴』が 7 件，『排泄』・『会議』が 3 件ずつ，『食事』・『処置』・『面会』が 2 件ずつ等であった。

【結論】

1 日平均取得単位数は目標を達成していた。1 名の患者予定を変更すると，その後の他患者の予定も変更となることが多く，約
3 分の 2 が他患者の予定変更によるものであった。役職者の急な『会議』参加などでやむを得ない予定変更があるものの，『入浴』
や『食事』など予定作成時点で調整可能な予定変更が 9 件あり，予定管理の質向上の余地があることが考えられる。今後，予定
管理を改善し，更なる質と効率の向上を図りたい。
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P-ED-18-3

理学療法士における管理業務の実態調査

上村 明子，伊藤 義広，千葉 哲也，縄井 清志，小山理惠子，村永 信吾，窪田 幸生，
西潟 央

理学療法管理部門

key words 理学慮法士・管理業務・調査

【はじめに，目的】

平成 28 年 3 月現在，理学療法士が勤務する施設数は全国で 16,000 施設を超え理学療法士協会会員数は 10 万人に上っている。超
高齢社会に突入し医療・介護においてリハビリテーションの重要性が高まる昨今，診療・介護報酬制度においても質のアウト
カム評価が導入され，我々理学療法士に求められる結果と責任も高まっている。そのため多くの部門管理者である理学療法士
が，この質の向上及び改善にむけ管理業務やリーダー業務を担っているものと推測される。しかし理学療法士によるこれら管理
業務の実態は未だ把握されていない。27 年度に当部門が実施した理学療法士の管理業務の実態調査データを対象に詳細な分析
を行い，若干の知見を得たので報告する。

【方法】

アンケート対象は日本理学療法士協会会員とし，調査の目的，回答方法を日本理学療法士学会ホームページ（以下 HP）へ掲載
した。実施期間は 27 年 9 月～28 年 2 月，回答方法はウェブ入力方式（無記名式）とした。回答は Google 社提供の Google Drive
へ自動取り込みさせて匿名化を図った。また回答を促すよう都道府県理学療法士協会や HP 等の各種広報にて周知を図った。分
析対象は，有効回答データ 825 件とした。

調査項目は理学療法経験年数，管理業務の年数・割合，勤務施設の種別，管理下職員数，相談相手や管理の取り組みについて，
選択肢形式にて行った。また，自由記載の意見についてはカテゴリー分けした。

【結果】

臨床経験年数は，11～15 年が 182 名，16～20 年が 183 名，21 年以上が 245 名と約 74％ を占め，10 年以内が 213 名で 25％ であっ
た。管理経験年数は，1～3 年目が 266 名（37%）と一番多く，10 年以内が約半数であった。管理業務の割合は，専従が 382 件と
約半数近くを占めた。勤務施設の種別は，各領域において分布されていた。管理下職員数は，約 74％ が 30 名以下であった。さ
らに自由記載は 211 件（26％）あり，うち人材育成に関すること 82 件（39％）と最も多く，次いで臨床管理・労務管理があがっ
た。また，クロス集計より経験年数 7～10 年目かつ管理経験 1～3 年目が最も多く 91 名であった。このセグメントについて分析
を行ったところ，専従者は 34 名（37%）であり，大半は部分的にかかわっているものであり，自由意見は，専従者はわずか 5
件で社会人教育や人間関係に対するものである一方で，非専従においては 16 件あり，人間関係・兼務・管理教育の不足・労務
管理・組織に大別された。

【結論】

臨床経験年数は広範に分布しているが管理業務の経験年数は 1～3 年が多く，人間関係の悩みや管理者教育の不足を訴える意見
が多かった。管理を担う理学療法士の就労環境や問題点は多岐に渡る。管理経験年数よって，管理業務の内容や特徴が明らかと
なった。今後，更なる調査を進め，学会としてもその対策を講じていく必要がある。
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P-ED-18-4

育児休暇から復職する女性療法士の復職支援について

比屋根友恵，仲西 孝之，比嘉 淳

沖縄リハビリテーションセンター病院

key words 女性療法士・復職支援・仕事と子育ての両立

【はじめに，目的】

女性療法士の増加に伴い，就労環境やワークライフバランスに関する研究が報告されている。我々は回復期リハビリテーション
病棟協会第 21 回研究大会 in 金沢において，当院で勤務するママ療法士を対象に働きやすさの調査を行った際，当院は働きやす
いという調査結果を報告した。今回我々は，当院で勤務する産前産後休暇・育児休暇（以下：育休）から復職した女性療法士に
対して，復職する際の不安や復職後の課題や要望などについて把握し，必要な復職支援を行うため，育休時，復職時，復職後の
状況調査を行ったので，考察を加えて報告する。

【方法】

対象は平成 25 年 4 月～平成 28 年 6 月の期間，育休から復帰した当院で勤務する女性療法士 20 名（PT8 名 OT9 名 ST2 名。平
均年齢 33.1 歳，お子さんの人数 1.9 人）とした。方法は質問紙法（無記名）とし，調査内容の大項目は 1）育休中の状況，2）復
職する際の不安内容（複数回答），3）必要と感じたサポート，4）復職後の状況や課題，5）子育てをしながら仕事をするために
必要な設備や制度などとした。

【結果】

調査票の回収率は 95％（19 通）であった。育休中は上司や同僚など相談できる人がおり，サポートは必要ないと答えた者は 74％
であったが，必要・欲しい情報として，手続きなどに関する情報，復帰先や職種の状況，勉強会などの情報が欲しい答えた者は
53％（10 名）あった。復職時の不安として最も多かったのは，仕事と子育ての両立であり，89％ が上位（1～3 位）の回答であっ
た。続いて体力・知識・残業の順であった。復職直後は，勤務時間の考慮や人数などの体制についてサポートを望む者が 63％

（12 名）であった。また復職時の手続きは 63％（12 名）がわかりやすいとの回答であったが，いつ，どう動いていいかわからず
困った者や面談をしたいという声もあった。復職後は，95％（18 名）が子供の体調不良による年休消化，仕事と子育ての両立，
保育園の送迎，勤務時間外の勉強会への参加困難など，何らかの不安や課題を抱えながら仕事をしていた。子育てをしながら仕
事を継続できそうかという質問に対しては，できそうが 37％，どちらともいえないという回答が 53%（10 名）であった。今後，
当院に取り入れてほしい制度やサポートについては，年休制度の変更や看護休暇や時短正社員制度，保育施設の導入，勤務時間
内の勉強会開催などであった。

【結論】

本調査から当院における女性療法士の復職時は，適宜状況や意思の確認をするとともに，復職マニュアルを作成することでス
ムーズな復職につながると考えられた。復職後は“仕事と子育ての両立”に不安や課題を抱えながらも，専門職として働く意義
を感じている状況のため，個々の状況を考慮しながら，サポートする必要性を感じた。
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P-ED-18-5

当法人における職場マネジメントの取り組み
10年間の取り組みと成果

川田 悟史，植野 拓，由川 明生，川崎 亘

福岡医療団千鳥橋病院

key words マネジメント・職員満足度・ストレスアンケート

【はじめに，目的】

当法人は 2 ヶ所の病院と 10 ヶ所の診療所群を有する 549 床の法人である。現在 140 名のリハセラピストが在籍し急性期から在
宅まで各疾患別リハを提供している。良質なリハサービスを提供するため 2006 年以降職員満足度の高い職場作りを基本コンセ
プトに掲げ組織作りに取り組んできた。10 年間の取り組みと成果について報告する。

【方法】

特に下記の 4 点について重点的に改善に取り組んだ。
①収益の確保
一日 18 単位取得を標準に稼働率目標と稼動高目標を設定し達成に向けて取り組んだ。また，毎年リハセラピスト数を微増させ
継続した総収益の増加に取り組んだ。
②業務負担の軽減
リハセラピストを計画的に増員し一人あたり業務の量的負担軽減に取り組んだ。また，役職者数を増やし職場の業務支援機能強
化に取り組んだ。
③技術建設の推進
研究研修費を確保してリハセラピストのスキルアップを支援し，働きがい向上と退職率低下に取り組んだ。
④メンタルヘルスのケア
臨床心理士による「心の健康相談室」を活用し，負担を感じているリハセラピストには早めにカウンセリングを受けるよう勧め，
健康リスク低下と抑うつ率低下に取り組んだ。
上記取り組みを開始して以降，2006 年～2015 年までの「職場のストレスアンケート」調査結果について分析を行った。このア
ンケートは職業性ストレス簡易調査表の質問 57 項目と CES�D（うつ病自己評価尺度）の質問 20 項目を合わせた構成となって
いる。「職場のストレスアンケート」は労働安全衛生委員会が倫理委員会の承認を受け，毎年法人全職員を対象に実施している。
解析は産業保健スタッフ（産業医，衛生管理者）が行いプライバシーの保護には細心の注意が払われている。

【結果】

①収益の確保
リハ総収益は 6.1 億円から 10.4 億円に増加した。
②業務負担の軽減
量的負担指数は 9.9 から 9.5 に低下した。また，上司の支援指数は 8.0 から 8.7 に向上した。
③技術建設の推進
働きがいは 95.1％ から 97.5％ に向上した。また，退職率は 20.6％ から 2.3％ に低下した。
④メンタルヘルスのケア
健康リスク指数は 90.5 から 78.1 に低下した。また，抑うつ率は 56.1％ から 42.0％ に低下した。

【結論】

稼動管理と計画的増員により職員数は 68 名から 135 名に増加した。リハ総収益を継続的に増加させつつ一人あたりの量的負担
を軽減し，研究研修費を確保して技術建設を促進し職員満足度を高める，という一連のマネジメントによって，リハ総収益増加，
働きがい向上，退職率低下，上司の支援指数向上，業務の量的負担低下，健康リスク低下，抑うつ率低下，等の成果を得ること
ができた。顧客満足向上を目指すのであれば同時に従業員満足向上も考慮しておく必要があると言われている。医療の場合，患
者満足度向上のためには職員満足度向上を考慮しておく必要があると言い換えることができるであろう。今後も継続して職員
満足度向上を意識した職場マネジメントに取り組みたい。
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P-ED-19-1

当室キャリア開発と収入アップへの取り組み

朴 容成1），中川 一彦2）

1）医療法人甲風会有馬温泉病院総合リハビリテーション室，2）医療法人甲風会有馬温泉病院

key words クリニカルラダー・キャリア開発・ベースアップ

【はじめに，目的】

インターネットを利用し，「理学療法士 未来」をキーワードに検索すると，将来への不安に対するページが多いように感じる。
特に給与について，将来の見通しがつかないことがひとつ影響しているのではないか。今回，総合リハビリテーション室（以下
当室）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下セラピスト）の明るい未来への取り組みとして，クリニカルラダーと整合
した給与表を定め，これからのキャリアと収入の両面アップを図ることとした。

当室のクリニカルラダーと給与表を紹介する。

【方法】

平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月の間，次年度のベースアップ交渉を図り，当室の量的（売上）確保に取り組んだ。その実績を
もとに，第一段階は，経験年数と整合した給与表を定め，平成 27 年 4 月 1 日時点に在職するセラピストの給与をそれに沿って
ベースアップすることとした。第二段階は，当室の質的（教育）確保を図り，3 つの構成要素（臨床実践能力，役割遂行能力，
教育・研究能力）からなるクリニカルラダーを作成した。これをレベル I から VI の計 54 ランクに区分し，平成 28 年 4 月 1
日時点に在籍するセラピストの給与をそれに沿ってベースアップすることとした。その他，大学院を卒業した者，認定療法士，
資格を有する者などに手当を付加することとした。

【結果】

今回，理学療法士 12 名，作業療法士 7 名，言語聴覚士 5 名が給与見直しの対象となった。第一段階では，理学療法士 10 名，作
業療法士 6 名，言語聴覚士 3 名が収入プラスの結果となった。第二段階では，理学療法士 4 名，作業療法士 3 名が収入プラスと
なった。

平成 28 年 10 月 1 日時点の当室理学療法士では，経験年数 3 年以上の者すべてが日本理学療法士協会新人教育プログラム修了
し，認定理学療法士 2 名，その他資格を取得する者が増えた。また学会発表にも積極的に取り組み，来年度に向け認定療法士を
目指す者は 4 名，他の資格取得を目指す者が 8 名となった。

【結論】

当室は，昭和 40 年代からリハビリテーション科を標榜する歴史ある病院であり，その頃からの在籍者や経験年数 5 年未満の者
など幅広い経験層のセラピストが在籍している。長きにわたる病院経営状況やセラピスト需要程度が影響し，採用時の条件やそ
の後のベースアップに浮き沈みが生じ，将来，セラピストが安心して働ける環境ではなかった。今回，クリニカルラダーと整合
した給与表を設けることで，将来の給与の見通しがつき，認定療法士，学会発表，資格を取得する者が増え，またそれらを目指
す者も増え，キャリア開発にもつながった。
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P-ED-19-2

リハビリテーション専門職におけるソーシャルメディアの私的利用に関する意
識調査

積山和加子1），松尾 剛2），田中 聡1），沖 貞明1）

1）県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，2）国立病院機構本部中国四国グループ医療担当

key words ソーシャルメディア・私的利用・意識調査

【はじめに，目的】

ソーシャルメディア（Social Media；以下 SM）とはインターネットを利用して誰もが手軽に情報を発信し，相互のやりとりが出
来るメディアを指すが，近年，医師や看護師等がインターネット上に患者情報を掲載した事案や他者を誹謗中傷した事案など，
守秘義務違反や個人情報漏洩の問題が数多く取り挙げられている。本来 SM の私的利用は個人の自覚と責任で自由に行うべき
ものであるが，これまでの不適切投稿による事案から鑑みると懲戒解雇や停職等，個人に対する処分だけでなく，所属する組織
にも影響を与える。そこで今回，リハビリテーション専門職に対し SM の私的利用に関する意識調査を行い，その実態について
検討を行った。

【方法】

対象は国立病院機構中国四国グループの理学療法士，作業療法士，言語聴覚士の計 440 名とした。無記名自記式調査票を 2016
年 6 月に同グループの 25 施設に対して各職員数分を発送した。

本調査票の質問項目は，総務省が平成 27 年に SM 利用に関して一般市民に行ったアンケートを参考に，①私的に利用している
端末，②SM 利用状況，③SM 利用目的，④SM での情報発信・拡散の程度，⑤情報拡散の基準，⑥SM 利用時のトラブル経験，
⑦SM 利用時のリスクに関する認識，⑧SM トラブルに関する事例（報道）への意見，⑨SM 利用時の留意事項の認知度の 9 項目
とした。9 項目の各回答は多肢選択法を用い，設問によって該当するものを 1 つまたは複数選択する形式とした。

【結果】

本調査では 395 名から回答があり，回収率は 90% だった。①私的利用の端末は，全員がスマートフォンや PC 等を使用していた。
②SM の利用状況は LINE の利用者が最も多く 86％ で，SM を利用していないと回答した者は 11% だった。③SM の利用目的
は，「知人や家族とのやりとりや通話をするため」が 65% で最も多かった。④SM の情報発信・拡散の程度では，「発信よりも他
人の書き込みを閲覧することの方が多い」が 57％ で最も多く，拡散経験があると回答した者は 40% だった。⑥SM 利用時トラ
ブルを経験したことがある者は 7％ で，トラブル件数は 41 件だった。⑦SM 利用時のリスクに関する認識は，「非常に気をつけ
ている」，「気をつけている」と回答した者が 80% を超えていた。⑧SM トラブルに関する事例への意見としては，「情報モラル
の低下」が 60.8% で最も多かった。⑨SM 利用時の留置事項の認知度は，60% 以上が「知っている」と回答した。

【結論】

平成 26 年度の総務省調査によると，SM 利用に関する情報リテラシー教育の受講経験について，本邦では 20% 程度であり諸外
国の状況に比べ低いと報告している。本調査では SM を利用していない者も 1 割程度いたが，SM を利用していなくても投稿者
と一緒に写っていた写真によって投稿者以外の個人情報が流出する可能性もある。そのため，インターネット利用の頻度や SM
の利用に関わらず SM の私的利用における情報リテラシー教育の機会を設ける必要性があると考えられる。
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P-ED-19-3

熊本地震からの一考
急性期リハビリテーション科の立場から

田畑 伸治1），立野 伸一1），池嵜 寛人2）

1）熊本赤十字病院，2）熊本保健科学大学言語聴覚学専攻

key words 熊本地震・運営・災害支援

【はじめに，目的】

当院は熊本県熊本市東部地区に位置し，県内における急性期病院の役割を担い，また基幹災害拠点病院としての活動も行ってい
る。周知のように，熊本県は平成 28 年 4 月 14 日，16 日の 2 度にわたり最大震度 7 となる熊本地震を経験し，当院も震災被害に
あう一方，病院機能の維持にも努めた。今回震災後のリハビリテーション科における患者の動向に関して調査を行った。

【方法】

前震となった平成 28 年 4 月 14 日を基準とし，翌 4 月 15 日以降入院となった患者を対象に，理学療法処方件数と平均在院日数
を疾患別リハビリテーション料の項目別に調査した。調査期間は 4 月 15 日～21 日の 1 週，4 月 15 日～5 月 14 日の 1 ヶ月，4
月 15 日～6 月 14 日の 2 ヶ月に分類した。さらに前年となる平成 27 年の同期間における理学療法処方件数と平均在院日数も併
せて調査し比較検討を行った。なお，当院では疾患別リハビリテーション料は心大血管疾患リハビリテーション料（I），脳血管
疾患等リハビリテーション料（I），廃用症候群リハビリテーション料（I），運動器リハビリテーション料（I），呼吸器リハビリ
テーション料（I），がん患者リハビリテーション料の 6 項目を算定している。また統計処理は理学療法処方件数に対しては χ
二乗検定を，平均在院日数に対しては対応のない t�検定を用いた。

【結果】

震災後 2 ヶ月時点で脳血管疾患等リハビリテーション料（I）算定患者数が前年に比べ有意に増加した（p＜0.01）。また平均在院
日数においても震災後 2 ヶ月時点で脳血管疾患等リハビリテーション料（I）算定患者が有意に延長した（p＜0.05）。

【結論】

熊本県は全国的に見ても地域連携が図れており，脳卒中患者においては特に地域連携パスを利用し急性期，回復期，維持期への
スムーズな移動が行われている。しかしながら今回の震災で急性期病院のひとつである A 病院の病院機能が失われ急性期患者
が当院へ流出，結果として脳血管障害患者の増加に繋がったと考えられる。これは当院が震災後にまとめた資料からも，脳卒中，
特に脳梗塞患者が前年同時期に比べ増加していることが読み取れる。また自宅等が損壊し，回復期病院からの転退院が滞りベッ
ドコントロールが困難となった結果，急性期病院から回復期病院への早期転院が滞り在院日数の延長に繋がったと考えられる。
処方件数の増加と在院日数の延長はリハビリテーション科の仕事量の増加を意味し，今回の結果は震災直後よりそれ以降にス
タッフの負担が増加することを示唆した。さらに震災協力支援は反比例して時間経過とともに減少する為，震災支援，医療ス
タッフの派遣協力等の時期は検討される必要性があるだろう。今回の結果は震災の発生状況や被害状況，また地域特性等により
変化するものと思われるが，本研究は震災後における急性期リハビリテーションの在り方を考察し，今後起こり得る地震に対し
備え活動していくための意義あるものだと考えられる。
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犬の飼い主が希望する「動物に対する理学療法」の利用条件

星 隆太1），萩原 俊樹1），加藤 仁志1），鳥海 亮1），入山 渉2）

1）群馬パース大学，2）慶友整形外科病院

key words 動物に対する理学療法・金額・頻度

【はじめに，目的】

「動物に対する理学療法」は日本の臨床獣医学領域では比較的新しい分野である。「日本動物リハビリテーション学会」が設立さ
れてから 8 年，「日本動物理学療法研究会」が設立されてから 5 年しか経過していない。また，日本理学療法士協会内に設立さ
れた日本理学療法士学会の下部機関として「動物に対する理学療法部門」も平成 27 年に設立されたばかりである。しかし，欧
米では，ヒトに対する理学療法を参考にして，「動物に対する理学療法」が急速に発展しており，認定理学療法士も存在する。
犬の飼い主を対象とした「動物に対する理学療法」の認知度とニーズを調査した先行研究では，認知度は低いが利用希望は多く，
利用したくない場合は，「動物に対する理学療法を知らない」，「金額次第」との意見が挙がっていた。そこで，犬の飼い主が希
望する「動物に対する理学療法」の利用条件（金額，治療時間，治療頻度）を明らかにすることで，「動物に対する理学療法」が
発展していくための一助になるのではないかと考えた。本研究の目的は，犬の飼い主が希望する「動物に対する理学療法」の利
用条件について明らかにすることとした。

【方法】

対象は群馬県内のドッグランに訪れた 86 名の犬の飼い主とした。アンケートは，インタビュー形式にて実施した。アンケート
の内容は「動物に対する理学療法を行う頻度はどのくらいがいいか」，「動物に対する理学療法の治療時間はどのくらいがいい
か」とした。また，Price Sensitivity Measurement：PSM（価格感度測定）分析を用いて適正価格を算出するため，「いくらぐ
らいから高いと思うか」，「いくらぐらいから安いと思うか」，「いくらぐらいから高すぎて受けれないと思うか」，「いくらぐらい
から安すぎて内容が疑わしいと思うか」の 4 項目を質問した。アンケート結果の回答を集計し，飼い主が希望する「動物に対す
る理学療法」の利用条件に注目して統計学的に分析，検討した。

【結果】

治療頻度は，週 1 回が 33 名（39.8%）と最も多く，次いで週 2 回が 30 名（36.1%），1 日おきが 8 名（9.6%），毎日が 5 名（6.0％），
2 週に 1 回が 4 名（4.8％），月 1 回が 3 名（3.6％）であった。治療時間は，30 分が 36 名（43.4％）と最も多く，次いで 20 分が
22 名（26.5％），60 分が 21 名（25.3％），40 分が 2 名（2.4％），10 分と 50 分が 1 名（1.2％）であった。PSM 分析による利用金
額の算出では，理想価格が 4563.8 円，最低品質保証価格（下限価格）が 3385.4 円，最高価格（上限価格）が 5333.3 円であった。

【結論】

犬の飼い主が希望する「動物に対する理学療法」の利用条件は，利用頻度は週 1～2 回の合計が全体の 75％ 以上を占め，治療時
間では 20～30 分が全体の約 70％ を占め，理想価格は 4563.8 円であった。したがって，上記の利用条件が「動物に対する理学療
法」を実施する上で一つの指標になるのではないかと考えられた。
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