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第38回東海北陸理学療法学術大会

ご　挨　拶

　「臨床や地域の現場にこそ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを求めて―」をテーマに、第
38回東海北陸理学療法学術大会（2022年10月29日～30日）を開催させて頂きます。今回の担当は、
愛知県理学療法士会ですが、完全ウェブの体制で学会を遂行する決意をしました。つきましては、
ウェブの特徴を十分に生かした有意義な学会にしたいと、準備委員会一同、強く意識して取り組ん
でまいりました。一人でも多くのご参加を心よりお待ちしております。
　理学療法は「技術および科学（art & science）」であるといわれます。その「姿」や「形」は、
科学の発展、医療技術の進歩、また、社会のニーズに対応しながら、たえず変化します。しかし、
理学療法それ自体は、生体に対して非特異的な物理刺激を与え、生体反応を導くことにより治療効
果をもたらす技術であることを本質としており、そのことに何ら変わりはなく、これから先の時代
においても、理学療法はアイデンティティーを担保しながら生き続けるものと思います。
　一方、理学療法に関する学術活動は目まぐるしい勢いで進歩を遂げつつあります。本邦において
は、数多くの大学院が設置され、毎年優秀な研究者が巣立っています。また、一般社団法人日本理
学療法学会連合が構築され、2021年度より、各分科学会が、それぞれ法人化され、また各部門は
研究会へと改組されました。これにより、今後益々、専門的な学会運営が推進できる組織体制が構
築されたといえます。
　こうした状況下において、本学術大会は、理学療法の「技術」と「科学」をもう一度よく見直
し、より洗練された「診る力」を結集して、クオリアを追求する。この超感覚的かつアナログ的
な感性をもって、理学療法の本質を探ることを期待しています。昨今は「科学的根拠に基づく医
療（EBM）」が、無条件かつ不可欠な必要条件として認識されています。しかし、本当に EBM だ
けで、本来の理学療法が展開できるでしょうか。我々が、科学的理解と判断していることが、実は
単なる思い込みに過ぎない幻想であったということは皆無でしょうか。時には客観性よりも主観性
の方が重い価値を持つことはないでしょうか。目の前にいる患者こそが真実であり、教科書であっ
て、ありのままを忠実に捉えることこそ、真のサイエンスではないでしょうか。
　このような想いを託して、「臨床や地域の現場にこそ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを
求めて―」のテーマを掲げました。本大会では、理学療法の臨床、教育、地域などの現場において、
我々、理学療法士が、肌で感じている技術と科学のクオリアを求めつつ、その現場でこそ見出すこ
とのできる理学療法の「本当」を追求したいと考えております。
　この2年半あまりの間、世界中を不安の渦に巻き込んだ新型コロナウィルス感染症は、医療界は
言うまでも無く、学術の分野にも大きな損失を与え、私たちの第36回東海北陸理学療法学術大会
をも中止に追い込みました。今回、この第36回大会の魂をそのまま注ぎ込み、第38回大会として
再生させたいと考えております。そして早々にウェブ学会で開催することを決断し、逆にウェブ学
会のメリットを十分に生かす形で取り組めるよう努力したいと考えております。皆様の積極的なご
参加を心より歓迎申し上げます。

第38回東海北陸理学療法学術大会

大会長　石田 和人
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第38回東海北陸理学療法学術大会

ご　挨　拶

　第38回東海北陸理学療法学術大会が、2022年（令和4年）10月29日（土）から30日（日）に、オ
ンライン形式で多くの関係者の皆様ご参加を得て盛大に開催されますこと心からお祝い申しあげま
す。また開催にあたりご尽力されました石田和人大会長、冨田秀仁準備委員長をはじめ、主管であ
る愛知県理学療法士会会員および愛知県理学療法学会で構成される準備委員会の皆様、東海北陸ブ
ロックの理学療法士会の皆様に深く敬意を表します。
　本学術大会のテーマは、「臨床や地域の現場にこそ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを求め
て―」です。クオリアとは、広辞苑では「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」、デジタル大辞泉
では「感覚的・主観的な経験にもとづく独特の質感」、脳科学辞典では「感覚的な意識や経験のこ
と、意識的・主観的に感じたり経験したりする質のこと」と説明されている。石田和人大会長は
ご挨拶の中で、理学療法それ自体は、生体に対して非特異的な物理刺激を与え、生体反応を導くこ
とにより治療効果をもたらす技術であることを本質としており、そのことに何ら変わりはなく、こ
れからの先の時代においても不変であると述べられています。また本学術大会では理学療法の「技
術」と「科学」を一度よく見直し、より洗練された「診る力」を結集して、追求理学療法の本質
を探ることを期待されています。最近では「科学的根拠に基づく医療（EBM）」が、無条件かつ不
可欠な必要条件として認識されているが、本来の理学療法を展開する過程においての危険性、つま
り、科学的理解と判断していることが、実は単なる思い込みに過ぎない幻想であることにも言及さ
れています。時には客観性よりも主観性の方が重い価値を持つこと、目の前にいる患者こそが真実
であり、教科書であって、ありのままを忠実に捉えることこそ真の科学と述べ、理学療法の臨床、
教育、地域などの現場において、肌で感じておられる技術と科学のクオリアを求めつつ、その現場
でこそ見出すことのできる理学療法の「本当」を本学術集会で追求したいと想いを述べられてい
ます。これらは私も総て同感である。
　クオリアという素敵な言葉を聞いて小職が担当した第59回日本リハビリテーション医学会学術
集会のセミナー「理学療法における知と実践」の内容を思い出した。理学療法の実践には、「形式
知」「暗黙知・経験知」、「実践知」のサイクルが求められると述べ、コンセプチュアルスキルの重
要性、仕事の実践知の獲得モデルを紹介した。「形式知」「暗黙知・経験知」の定義は成書に譲る
が、「実践知」は、実践の場で適切な状況判断をするために必要とされる「暗黙知」「形式知」に
次ぐ第3の知識であり、より実践的な「暗黙知」が「実践知」と整理すると理解しやすいと説明
した。クオリアと同義と捉え、今こそ、勉強と学問、さらには社会実践の違いを本学術大会で整理
することを強く期待したい。
　参加者の皆さんにはこの2日間を契機に、プロフェッションとして日々の臨床活動において「診
たもの」が一番正しいと言える、つまり「クオリア」「実践知」が活発に発信されることをご期待
申し上げます。 結びに、皆さんの益々のご健勝をお祈り申し上げ、結びとさせていただきます。

公益社団法人日本理学療法士協会

会　長　斉藤 秀之
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第38回東海北陸理学療法学術大会

ご　挨　拶

　石田和人大会長のもと、第38回東海北陸理学療法学術大会が開催されますことを心からお慶び
申し上げます。
　今回のテーマは、「臨床と地域の現場にこそ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを求めて―」
で、理学療法の「技術」と「科学」をもう一度よく見直し、より洗練された「診る力」を結集し
て、クオリアを追求することにあります。
　臨床は、患者さんの過去と現在を比較し未来を予測、患側と健側、同じ左片麻痺患者さん、正常
又は基準と比較することであり、よく「今度入院した A さん、この前退院した B さんに似ている
ね。」と言う会話を耳にすることがあるでしょう。症例を多く持ち経験することはとても重要なこ
とです。コロナ禍、2020年世界中の人々がコロナに怯え、公園では子供たちが遊んでいる風景は
皆無でしたが、この2年間の経験で感染経路やワクチンの開発などにより、今では公園で遊ぶ子供
も多くなりました。研究者が言っていましたが「科学は経験を超えることない」と。
　臨床所見とは患者さんから直接得られる所見で、問診、視診、聴診、打診、触診があります。
我々理学療法士にとって非常に重要な所見で、X-P、MRI、生化学などの検査はできず、患者さ
んの情報のほとんどは臨床所見で「診る力」を向上させることは重要な事です。
　視診は麻痺の程度などを検査するブルンストロームテスト、協調性を検査する指鼻試験・回内回
外試験から歩行や動作観察等があり、聴診は聴診器による心音、呼吸音、打診は肺の鼓音、濁音、
清音を指で観じ、また触診では、MMT、筋緊張等があります。問診、視診、聴診、打診、触診は、
知識技術だけでなく感性も重要で、音を手で感じる事があります。
　医療とは、人とのつながり、地域とのつながりと思っています。専門性だけでなく、「人間の生
き方や社会に深く関わる仕事」をしている者として誇りを持ち地域と係っていくことが大切と感
じます。
　今回は、ウェブでの開催となりますが、ウェブでのメリットを生かし有意義な学術大会となるこ
とを期待しています。

東海北陸ブロック理学療法士協議会

代表理事　鳥山 喜之
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1. 開催方法について
・第38回東海北陸理学療法学術大会は、Web 開催となります。
・�2022年10月29日（土）～30日（日）の日程で Zoom ウェビナーによる LIVE 配信を行い、
2022年11月4日（金）～29日（火）の日程でオンデマンド配信を行います。

2. 参加登録について
・参加登録は、Web での事前参加登録のみとなります。当日の参加登録はございません。
・司会、座長、演者の方は必ず参加登録をお願いいたします。

申し込み区分 参加登録費 参加登録期限 納入方法

日本理学療法士協会 会員  5,400円 10月20日（木） クレジットカード決済

非　会　員 10,000円 10月17日（月） 現金振込
振込期限：10月20日（木）学生（大学院生は除く）  1,000円 10月17日（月）

※ 日本理学療法士協会の会費が未納の方・入会手続きが完了していない方・休会中の方・退会した
方は、非会員の扱いとなります。

※ 学生とは、医療系養成校在学者を指しますが、理学療法士の資格のある方は該当しません。
※ 参加登録完了後は、いかなる理由があろうとも変更やキャンセルはお受けできません。
※ 参加登録費の納入が確認できた方には、10月25日頃に学術大会に参加するための  

URL・ID・パスワードをご登録いただいたメールアドレスにお送りします。

〈 参加登録方法 〉
1） 日本理学療法士協会会員
� ・日本理学療法士協会マイページから申込を行ってください（セミナー番号：100858）。
� ・�参加登録費の納入方法はクレジットカード決済のみです。日本理学療法士協会マイページ

に登録されているクレジットカードへの請求となります。決済状況は、マイページよりご
確認ください。

� ・�10月25日頃に領収書をご登録いただいたメールアドレスにお送りします。

2） 非会員・学生 
� ・�非会員の方は、大会Web サイト（https://www.thpt38.jp/）の「参加登録フォーム（非会

員）」より参加登録をお願いいたします。
� ・�学生の方は大会Web サイトの「参加登録（学生）」のExcel ファイルをダウンロードして、

養成校代表者（教員）が必須事項を記入のうえメールで運営事務局に提出してください。�
� ・�学生個人で参加される場合も養成校代表者（教員）の許可を得たうえで、養成校代表者が

参加登録を行ってください。
� ・�参加登録費の納入方法は現金振込のみです。振込手数料をご負担の上、2022年10月20日
（木）までに大会指定の口座へお振込ください。

� ・�参加登録は、ご入金の確認をもって完了となります。期日までにご入金が確認できなかっ
た場合、参加登録は無効となります。

� ・�金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。

参加者へのご案内
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3. 大会への参加方法
【LIVE 配信について】
　�本大会は Zoomウェビナーにて開催いたします。大会長基調講演・シンポジウム・教育セミ
ナー・口述発表（セレクション演題・一般演題）・共催セミナーは、Zoom ウェビナーにて
LIVE配信いたします。

〈 参加方法 〉
　�参加申し込みをされた方へ、メールにて「参加者専用ページパスワードのご案内」を送付さ
せていただきます。メールにてご案内した共通「ID」「パスワード」にて「参加者専用ペー
ジ」にログインし、LIVE配信をご視聴ください。� �
ログイン後は、LIVE 配信ボタンをクリックし、各セクション会場のリンクボタンをクリッ
クすると、該当のセクション会場の Zoomが起動します。お入りいただく際にメールアドレ
スとお名前をご入⼒ください。

〈 質疑応答について 〉
　シンポジウム・教育セミナー・共催セミナーの質疑応答方法
　・口頭での質問
　　�「手を挙げる」ボタンを押してください。司会者よりお名前をお呼びしますので、お顔出
しの場合には、「パネリストとして参加」ボタンをクリックし、画面左下のマイクとビデ
オをオンにしていただきます。お顔が画面に表示されましたらご質問をお願いいたします。�
また、音声のみ参加の場合（ビデオは表示されません）マイクのみをオンにして、ご質問
をお願いいたします。

　・テキスト入⼒による質問
　　�「Q&A」ボタンを押してください。Q&A画面に、「質問内容」「質問者の所属・氏名」を
明記し、送信ボタンを押してください。司会が質問を代読いたします。

　口述発表（セレクション演題・一般演題）
　・テキスト入⼒による質問
　　�「Q&A」ボタンを押してください。Q&A画面に、「質問内容」「質問者の所属・氏名」を
明記し、送信ボタンを押してください。座長が質問を代読いたします。

【ポスター会場について】
〈 閲覧方法 〉
　�参加申し込みをされた方へ、メールにて「参加者専用ページパスワードのご案内」を送付さ
せていただきます。メールにてご案内した共通「ID」「パスワード」にて「参加者専用ペー
ジ」にログインし、「ポスター会場」をクリックしてください。入場記録のため「お名前」
「メールアドレス」を入⼒後に表示されるURLからお入りください。

〈 ポスター発表の質疑応答について 〉
　�質問内容はポスター会場の演題ポスター下にあります［質問 /回答 /コメント内容を見る］
ボタンからスプレッドシート形式でご確認いただけます。� �
質問は［質問 /回答 /コメントする］から入⼒いただくとご質問いただけます。

　・質問期間：2022年�10月29日（土） 8：00～18：00� �
10月30日（日） 8：00～16：45

　・回答期間：同上
　　�質問に対する回答は発表者から出来るだけ会期中に回答をいただきます。なお、会期中に
ご回答いただけなかった内容は運営事務局から筆頭演者に確認の連絡し、後日回答させて
いただきます。
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【オンデマンド配信について】
〈 閲覧方法 〉
　�参加申し込みをされた方へ、メールにて「参加者専用ページパスワードのご案内」を送付さ
せていただきます。メールにてご案内した共通「ID」「パスワード」にて「参加者専用ペー
ジ」にログインし、「オンデマンド配信」をクリックしてください。

4. 生涯学習制度ポイント・点数の付与について
・�生涯学習制度のポイント・点数等（学会参加、講習会・研修会の受講、学会での発表等）に
つきまして、日本理学療法士協会への申請は、本学術大会が代行いたします。

・�学術大会への参加およびシンポジウム・教育セミナー受講によるポイント等の申請につきま
して、下記 1）と 2）に従い、本学術大会への申請が必須となります。本学術大会への申請が
確認できない場合、上記の代行はできかねますので、ご注意ください。

・�ポイントおよび点数の日本理学療法士協会マイページへの反映は、大会終了の1～2ヶ月後
となります。

・�大会終了後2ヶ月経過しても日本理学療法士協会マイページに反映されない場合は、第38回
東海北陸理学療法学術大会運営事務局（event-medical@tkp.jp）にお問い合わせください。

1） 学術大会への参加によるポイント等の申請について
� ・�学術大会への参加で付与されるポイント・点数・専門理学療法士の新規取得に必要な申請

要件は、参加登録の際に選択した履修目的のいずれか1つが付与されます。�
� ・�学会参加登録のみ、オンデマンド配信視聴では付与対象とはなりません。
� ・�会期中に【参加者専用ページ】内の「学術大会参加 申請フォーム」より申請してください。
� 　第38回東海北陸理学療法学術大会（セミナー番号：100858）
� 　　登録理学療法士 更新：16.5ポイント（カリキュラムコード37�臨床問題解決のプロセス）�
� 　　専門理学療法士 新規取得：ブロック学会の参加�
� 　　認定／専門理学療法士 更新：16.5点（学術大会）

2） シンポジウム・教育セミナー受講によるポイント等の申請について
� ・�シンポジウム（セミナー番号：103905）・教育セミナー（セミナー番号：103906）の参加に

は、第38回東海北陸理学療法学術大会（セミナー番号：100858）への参加登録が必須です。
� ・�シンポジウム・教育セミナーのポイント・点数の申請は、大会当日に受け付けます。�
� ・�講演中、申請に必要なキーワードを表示します。キーワードは講演中に2回表示しますの

で忘れないように控えておいてください。
� ・�会期中に【参加者専用ページ】内の「シンポジウム・教育セミナーポイント申請フォー

ム」より申請してください。
� ・�学術大会への参加登録およびシンポジウム・教育セミナーへの参加状況に基づき、生涯学

習制度のポイント・点数の付与対象者を決定します。�
� ・�複数の教育セミナーが、同一時間帯に開催される場合は、いずれか一つを選びお申し込み

下さい。

1日目　10月29日（土）
　第38回東海北陸理学療法学術大会 シンポジウム（セミナー番号：103905）
　　シンポジウム（講義番号：230171） 9：35～10：50
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード3�理学療法概論）
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）
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　第38回東海北陸理学療法学術大会 教育セミナー（セミナー番号：103906）
　　教育セミナー1（講義番号：230172） 14：30～15：30�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード105�循環器疾患の理学療法）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー2（講義番号：230173） 14：30～15：30�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード94�疼痛：関節痛）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー3（講義番号：230174） 14：30～15：30�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード79�脳血管障害後遺症）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー4（講義番号：230177） 17：00～18：00�
　　　登録理学療法士 更新：�1.0ポイント（カリキュラムコード69�視⼒障害、視野狭窄、視覚

障害）
　　　認定／専門理学療法 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー5（講義番号：230178） 17：00～18：00�
　　　登録理学療法士 更新：�1.0ポイント（カリキュラムコード2�リハビリテーション医学・

医療）
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー6（講義番号：230180） 17：00～18：00
　　　登録理学療法士 更新：�1.0ポイント（カリキュラムコード81�パーキンソン病関連疾患の

理学療法）
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

2日目　10月30日（日）
　第38回東海北陸理学療法学術大会 教育セミナー（セミナー番号：103906）
　　教育セミナー7（講義番号：230181） 9：00～10：00�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード48�研究法）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー8（講義番号：230182） 9：00～10：00�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード84�骨関節障害）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー9（講義番号：230183） 9：00～10：00�
　　　登録理学療法士 更新：1.0ポイント（カリキュラムコード65�平衡機能障害）�
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）

　　教育セミナー10（講義番号：230184） 15：00～16：00
　　　登録理学療法士 更新：�1.0ポイント（カリキュラムコード90�スポーツ分野における理学

療法）
　　　認定／専門理学療法士 更新：1.0点（研修会）
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シンポジウム・教育セミナーの司会者へのお願い
〈 司会の方法 〉
　�Zoomを利用した、遠隔（オンライン）によるライブ発表となります。� �
担当セッションにおける進行権限の一切を司会が有するものとなりますが、お時間厳守で進
行をお願いします。

　 セッション進⾏
　・�セッション開始15分前を目安に、担当会場の Zoomウェビナーに入室してください。
　・講師が入室しているかの確認は会場配信側にて行います。
　・ご自身の設定がビデオON、マイクONになっていることを確認してください。
　・�セッション開始時に「簡単な自己紹介（氏名・所属）」をお願いします。その後、講師の
ご紹介をして頂き、セッションの進行をお願いします。

　 質疑応答について
　�質疑応答は口頭での「手上げ」機能と、Zoomの Q&A機能（テキスト入⼒）で受け付けてい
ます。�

〈 手上げ 〉　PC、Mac をご利用の場合

　・�参加者が上記のように手を挙げたことが通知されます。参加者リストの参加者欄にも、誰
が手を挙げているか常に表示されます。

　・質問者を司会者が指名して、質疑を許可してください。
　・許可された質問者が口頭で質問致しますので、進行をお願いします。�

〈 Q ＆ A 機能 〉

　・��参加者よりQ&Aが送信されてくると上記のように下側のバーに数字が表示されます。
　・�Q&Aをクリックいただくと、質問内容がポップアップで表示され質問者、内容をご確認
いただけます。

　・�座長の裁量で質問を選択し、講師への質問をお願いします。

口述発表（セレクション演題・一般演題）の座長へのお願い
〈 発表時間 〉
　セレクション演題：発表10分・質疑5分
　一般演題：発表7分・質疑3分

〈 司会の方法 〉
　�Zoomを利用した、遠隔（オンライン）によるライブ発表となります。� �
担当セッションにおける進行権限の一切を座長が有するものとなります。お時間厳守で進行
をお願いします。

司会・座長へのご案内
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　 セッション進⾏及び開始時
　・セッション開始15分前を目安に、担当会場の Zoomウェビナーに入室してください。
　・会場配信担当オペレーターより該当セッション開始前に「パネリスト」に変更いたします。
　・発表者が入室しているかの確認は会場配信側にて行います。
　・ご自身の設定がビデオON、マイクONになっていることを確認してください。
　・�セッション開始時に「簡単な自己紹介（氏名・所属）」をお願いします。その後、発表を
開始する旨お伝えください。

　以下のアナウンスをご参考ください。
　　「発表時の録画、録音は行わないでください」
　　「発表者以外の方はマイクをOFFにしてください」
　　「発表時間は10分、質疑5分の合計15分です」※セレクション演題
　　「発表時間は7分、質疑3分の合計10分です」※一般演題
　　「次の発表者は画面共有するファイルを開いた状態でお待ちください」

　 発表開始時
　・�発表を開始する際には、まず発表者に対してビデオとマイクをONとするよう伝え発表資
料を画面共有するように指示してください。

　・�座長は画面共有と音声の確認を行った後、演題・発表者の紹介を行い、発表を開始するよ
う指示してください。

　・�発表者が入室しているか確認してください。�
　・�発表時間を超過しても発表が続いている場合は発表の状況を見て「時間を過ぎていますの
で結論を簡単にお願いします」等、発表を終了するように伝えてください。

　・�会場担当者も時間を計り、発表時間を超過している場合はお知らせします。

　 その他
　・時間を守らない場合には、座長権限で終了させてください。�
　・1演題ごとに発表、質疑を行ってください。

　 質疑応答について
　・質疑応答は Zoomの Q&A機能（テキスト入⼒）で受け付けています。

　・参加者よりQ&Aが送信されてくると上記のように下側のバーに数字が表示されます。
　・�Q&Aをクリックいただくと、質問内容がポップアップで表示され質問者、内容をご確認
いただけます。

　・座長の裁量で質問を選択し、講師への質問をお願いします。
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演者へのご案内

口述発表（教育セミナー・セレクション演題・一般演題）
Zoomを利用した、遠隔（オンライン）によるライブ発表となります。� �
ご自身の PCを用いて資料共有などの操作は全て発表者にてご対応をお願いします。

1） Zoom の準備
� �Zoom の HPからご自身がお持ちの端末に対応した Zoomをダウンロード、インストールし
てください。

2）  接続環境の準備
� ・安定して利用するために有線接続あるいは⾼速なWi-Fi 環境が望ましいです。
� ・�内蔵のマイク・スピーカでも最低限の通話は可能ですが、ビデオ会議用のスピーカ・マイ

クを外付け（USB接続が一般的）することで、ハウリング防止となります。

3） 発表会場への Zoom ウェビナー入室
� �参加者専用ページ内「LIVE配信」にあるご自身の発表会場の Zoomウェビナーに入室して
ください。

〈 発表方法 〉
　演題発表開始時
　・�セッション開始15分前を目安に、HPよりご自身の発表会場の Zoomウェビナーに入室し
てください。

　・�会場配信担当オペレーターより該当セッション開始前に「パネリスト」に変更いたします。

　発表時間
　セレクション演題：発表10分・質疑5分
　一般演題：発表7分・質疑3分

　発表資料作成
　・�スライドに利益相反（COI）についての開示をお願いいたします。
　・�可能な限り最新版のMicrosoft�PowerPoint（Windows/Mac）を使用して、発表ファイルを
作成してください。

　・�動画、音声の使用は不可となっております。
　・�スライドサイズはワイド画面（16：9）、標準（4：3）のどちらでも対応可能です。
　・�フォントはOS標準フォントをご使用ください。
　　〈日本語〉：�MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、メイリオ、游ゴシック、

游明朝
　　〈英　語〉：�Times�New�Roman,�Arial,�Arial�Black,�Arial�Narrow,�Century,��

Century�Gothic,Courier,�Courier�New,�Georgia

　質疑応答について
　・�発表後、ライブによる質疑応答となります。座長が進行致しますので、回答をお願いします。
　・�オンデマンド配信は致しません。
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ポスター発表
参加者専用ページ内「ポスター会場」に PDF掲示にて発表いたします。

発表方法
　事前に発表 PDFファイルをご提出頂きます。
　・提出期限：2022年10月20日（木）
　・提出先メールアドレス：event-medical@tkp.jp
　�当日のライブによるご発表は必要ございませんが、提出された演題は発表済みとみなされ今
後、同内容の再投稿は二重投稿に該当します。

提出データフォーマット
・ PDFファイルで作成ください。
・ 可能な限り最新版のMicrosoft�PowerPoint（Windows/Mac）を使用し、発表ファイルを作成
した上で、フォント埋め込み設定をした PDFファイルとして書き出してください。

・ スライドの中に、利益相反（COI）についての開示をお願いします。
・ スライドサイズはA0横長、1枚に収めて作成してください。
・ 動画や音声は挿入しないでください。
・ PDFファイルは、10MB以下になる様に、内容の画像サイズ等を調整してください。
・ Windows では、ファイル＞「名前を付けて保存」から、保存場所を選択し、「PDF」を選
択して PDFファイルを保存してください。

・ Mac では、ファイル＞「エクスポート……」から、ファイル形式「PDF」を選択し、PDF
ファイルを保存してください。

質疑応答について
　�質問内容はポスター会場の演題ポスター下にあります［質問／回答／コメント内容を見る］
ボタンからスプレッドシート形式でご確認いただけます。

　回答は［質問／回答／コメントする］から入⼒いただくとご回答いただけます。
　・ 回答期間：2022年�10月29日（土） 8：00～18：00� �

10月30日（日） 8：00～16：45
　�質問に対する回答は出来るだけ会期中にお願いいたします。なお、会期中にご回答いただけ
なかった内容は運営事務局から筆頭演者に確認の連絡をいたしますので、ご対応をお願いい
たします。
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 8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場
LIVE配信（Zoom） LIVE配信（Zoom） LIVE配信（Zoom）

10月29日土1日目 オンデマンド配信あり… 

登録理学療法士または認定／専門理学療法士　  　
更新のためのポイント付与あり（詳細は6頁）… ポ  

 

ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
閲
　
覧

8：45～9：10
開　会　式

9：20～9：35　大会長基調講演
9：35～10：50

シンポジウム
臨床や地域の現場にこそ
本当がみえる ―技術と科学の
クオリアを求めて―
司会：石田 和人、冨田 秀仁
シンポジスト：
　　　酒向 俊治、千住 秀明
　　　曽我部 正博

11：05～12：05

口述発表 1

セレクション ①
座長：村上 忠洋

11：05～12：05

口述発表 2

運動器 ①
座長：若月 勇輝

11：05～12：05

口述発表 3

地　域 ①
座長：吉本 好延

12：20～13：00
ランチョンセミナー 1
IDストレッチング

～臨床から生まれるクオリア～
共催：株式会社ジェネラス

12：20～13：00
ランチョンセミナー 2

マインドフルネスを超えた呼吸法
（心拍変動バイオフィードバック）

共催：はしたにクリニック

13：15～14：15

口述発表 4

内部障害 ①
座長：柴田 賢一

13：15～14：15

口述発表 5

運動器 ②
座長：高橋 康弘

13：15～14：15

口述発表 6

脳血管 ①
座長：石黒 正樹

14：30～15：30
教育セミナー 1

循環器疾患に対する
リハビリテーションのエビデンス
と実臨床

司会：飯田 有輝
講師：河野 裕治

14：30～15：30
教育セミナー 2

中高年の肩痛の診療 
― たかが五十肩で済ませない
ために―

司会：飯田 博己
講師：岩堀 裕介

14：30～15：30
教育セミナー 3

脳卒中後運動障害に対する
リハビリテーション Up to Date

司会：長谷川 隆史
講師：生野 公貴　

15：45～16：45

口述発表 7

セレクション ②
座長：壹岐 英正

15：45～16：45

口述発表 8

運動器 ③
座長：伊藤 　忠

15：45～16：45

口述発表 9

脳血管 ②
座長：齋藤 恒一

17：00～18：00
教育セミナー 4

半側空間無視・視野障害に
対するリハビリテーション

司会：石垣 智也
講師：高村 優作

17：00～18：00
教育セミナー 5

非侵襲脳刺激を用いた
リハビリテーションの可能性

司会：生田 旭洋
講師：野嶌 一平

17：00～18：00
教育セミナー 6

パーキンソン病の歩行障害に
対する新たなリハビリテーション

司会：佐橋 健斗
講師：堀場 充哉

臨床や地域の現場にこそ本当がみえる
―技術と科学のクオリアを求めて―
司会：野口 雅弘　　講師：石田 和人

ポ

ポ

ポ

ポ

ポ

ポ

ポ
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16：00

17：00
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第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場
LIVE配信（Zoom） LIVE配信（Zoom） LIVE配信（Zoom）

オンデマンド配信あり… 10月30日日2日目

登録理学療法士または認定／専門理学療法士　  　
更新のためのポイント付与あり（詳細は6頁）… ポ  

 9：00～10：00
教育セミナー 7

理学療法のための
質的研究入門
司会：張本 浩平
講師：京極 　真

 9：00～10：00
教育セミナー 8

手関節障害・外傷における
リハビリテーション

司会：竹中 裕人
講師：茶木 正樹

 9：00～10：00
教育セミナー 9

前庭リハビリテーションの
現状と将来

司会：加賀 富士枝
講師：浅井 友詞　

ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
閲
　
覧

10：15～11：15

口述発表 10

基礎・教育
座長：今泉 史生

10：15～11：15

口述発表 11

運動器 ④
座長：三田村 信吾

10：15～11：15

口述発表 12

脳血管 ③
座長：澤島 佑規

11：30～12：30

口述発表 13

内部障害 ②
座長：小ノ澤 真一

11：30～12：30

口述発表 14

運動器 ⑤
座長：大古 拓史

11：30～12：30

口述発表 15

脳血管 ④
座長：平野 明日香

12：45～13：25
ランチョンセミナー 3
理学療法士から見た
HALⓇの活用法

共催：CYBERDYNE株式会社

12：45～13：25
ランチョンセミナー 4

リハスタッフのための働き方改革
－労働基準法の逸脱はリスクしかない－

共催：株式会社 gene 

13：40～14：40

口述発表 16

地　域 ②
座長：西村 卓朗

13：40～14：40

口述発表 17

運動器 ⑥
座長：増田 一太

13：40～14：40

口述発表 18

その他
座長：会津 直樹

15：00～16：00
教育セミナー 10

スポーツ活動の現場における
理学療法 －理学療法士のこれ
からの活動に向けて－

司会：宮下 浩二
講師：小林 寛和

16：15～16：35
閉　会　式

16：35～16：45　次期大会長挨拶

15：00～16：00
公開講座

運動で認知症のリスクを減らそう：
デジタルヘルス技術を活用したアプローチ

司会：石田 和人　　講師：島田 裕之

 オンデマンド配信期間

2022年11月4日（金）～29日（火）

特設会場

ポ

ポ

ポ ポ
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特別企画　プログラム

10月29日（土）

開 会 式� 8：45～9：10

大会長基調講演 第1会場　9：20～9：35

司会：野口 雅弘（第39回東海北陸理学療法学術大会 大会長 
金城大学）　　　 　　　　　　　　　　　

臨床や地域の現場にこそ本当がみえる 
―技術と科学のクオリアを求めて―

石田 和人　�第38回東海北陸理学療法学術大会 大会長 
名古屋女子大学

シンポジウム 第1会場　9：35～10：50

司会：石田 和人（名古屋女子大学）�
冨田 秀仁（豊橋創造大学）　

臨床や地域の現場にこそ本当がみえる 
―技術と科学のクオリアを求めて―

SP-1 考えてみよう！アクティブ・ラーニングを通して理学療法のクオリアに迫る 
―教育現場から見えてきたもの―

酒向 俊治　岐阜保健大学リハビリテーション学部 学部長／教授

SP-2 呼吸リハビリテーションの立場から
千住 秀明　びわこリハビリテーション専門職大学 教授／長崎大学 名誉教授

SP-3 筋治療／徒手療法におけるクオリアの未来：メカノバイオロジーとの関わり
曽我部 正博　金沢工業大学人間情報システム研究所 教授／名古屋大学 名誉教授

ランチョンセミナー1 第1会場　12：20～13：00

ID ストレッチング 
～臨床から生まれるクオリア～

鈴木 重行　朝日大学 客員教授

共催：株式会社ジェネラス
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ランチョンセミナー2 第2会場　12：20～13：00

マインドフルネスを超えた呼吸法 
（心拍変動バイオフィードバック）

端谷 毅　はしたにクリニック

共催：はしたにクリニック

教育セミナー1 第1会場　14：30～15：30

司会：飯田 有輝（豊橋創造大学）

循環器疾患に対するリハビリテーションのエビデンスと実臨床

河野 裕治　藤田医科大学病院 リハビリテーション部

教育セミナー2 第2会場　14：30～15：30

司会：飯田 博己（愛知医科大学）

中高年の肩痛の診療 
―たかが五十肩で済ませないために―

岩堀 裕介　あさひ病院 スポーツ医学・関節センター長

教育セミナー3 第3会場　14：30～15：30

司会：長谷川 隆史（名古屋大学）

脳卒中後運動障害に対するリハビリテーション Up to Date

生野 公貴　西大和リハビリテーション病院
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教育セミナー4 第1会場　17：00～18：00

司会：石垣 智也（名古屋学院大学）

半側空間無視・視野障害に対するリハビリテーション

高村 優作　国立障害者リハビリテーションセンター研究所 運動機能系障害研究部

教育セミナー5 第2会場　17：00～18：00

司会：生田 旭洋（名古屋市総合リハビリテーションセンター）

非侵襲脳刺激を用いたリハビリテーションの可能性

野嶌 一平　信州大学 医学部 保健学科

教育セミナー6 第3会場　17：00～18：00

司会：佐橋 健斗（名古屋市立大学病院）

パーキンソン病の歩行障害に対する新たなリハビリテーション

堀場 充哉　名古屋市立大学病院 リハビリテーション技術科
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特別企画　プログラム

10月30日（日）

教育セミナー7 第1会場　9：00～10：00

司会：張本 浩平（株式会社 gene）

理学療法のための質的研究入門

京極 真　吉備国際大学

教育セミナー8 第2会場　9：00～10：00

司会：竹中 裕人（あさひ病院）

手関節障害・外傷におけるリハビリテーション

茶木 正樹　中日病院 名古屋手外科センター ハンドセラピィ部門

教育セミナー9 第3会場　9：00～10：00

司会：加賀 富士枝（名古屋市立大学病院）

前庭リハビリテーションの現状と将来

浅井 友詞　日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

ランチョンセミナー3 第1会場　12：45～13：25

理学療法士から見た HAL Ⓡの活用法

阿部 友和　CYBERDYNE株式会社 シニア技術アドバイザー・安全指導講習講師

共催：CYBERDYNE 株式会社

ランチョンセミナー4 第2会場　12：45～13：25

リハスタッフのための働き方改革 
―労働基準法の逸脱はリスクしかない―

張本 浩平　株式会社 gene 代表取締役

共催：株式会社 gene
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教育セミナー10 第1会場　15：00～16：00

司会：宮下 浩二（中部大学）

スポーツ活動の現場における理学療法 
―理学療法士のこれからの活動に向けて―

小林 寛和　日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

閉 会 式 第1会場　16：15～16：35 

次期大会長挨拶� 16：35～16：45

公開講座 特設会場　15：00～16：00

司会：石田 和人（名古屋女子大学）

運動で認知症のリスクを減らそう： 
デジタルヘルス技術を活用したアプローチ

島田 裕之　国立長寿医療研究センター
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口述発表　プログラム

10月29日（土）

口述発表1 第1会場　11：05～12：05

［ セレクション① ］� 座長：村上 忠洋（社会医療法人 大同病院）

S-1 軽症脳梗塞患者の入院中の軽強度活動は退院後のうつ症状と関連する
○芦澤 遼太1）、本田 浩也2）3）、吉澤 康平2）4）、亀山 裕斗2）4）、吉本 好延2）

1）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）介護老人保健施設 花平ケアセンター、4）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部

S-2 Wallenberg症候群を呈した症例に対する理学療法介入 
～病前と同レベルのヴァイオリン演奏を目指して～
○犀藤 悠規
社会福祉法人 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部

S-3 回復期脳卒中患者における入院期間中の身体機能・能力評価の変化量を用いた 
退院時の歩行自立度の予後予測　―決定木分析を用いた検証―
○石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）、三田 琢磨1）、藤井 博昭1）、山田 和政2）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、2）星城大学大学院 健康支援学研究科、 
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

S-4 退院時の歩行観察評価を用いた脳卒中患者の転倒予測の有効性
○吉澤 康平1）2）、芦澤 遼太3）、武 昂樹4）、本田 浩也2）、亀山 裕斗1）2）、若林 稔幸2）、�
山下 翔太2）、吉本 好延5）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）訪問看護ステーション住吉第二、 
5）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

口述発表4 第1会場　13：15～14：15

［ 内部障害① ］� 座長：柴田 賢一（名古屋ハートセンター）

O-01 入院後に COVID-19が増悪したが理学療法介入により自宅退院となった1症例
○鈴木 亮馬
磐田市立総合病院

O-02 人工呼吸器グラフィックモニターから呼吸筋力低下を推察し呼吸理学療法を実施した、
大動脈解離に多発脳梗塞を合併した1症例
○寺澤 莉奈1）、肥後 真介1）、尾崎 智美1）、桑原 史明2）、宮﨑 素子3）

1）名古屋掖済会病院 リハビリテーション部、2）名古屋掖済会病院 心臓血管外科、 
3）名古屋掖済会病院 リハビリテーション科

O-03 理学療法士が参加する外来集団栄養教室 
～心疾患患者の退院後の食事療法支援に対する取り組み～
○山本 友佳子1）、森川 真弓2）、吉田 三紀3）、森田 まゆみ4）、黒川 佳祐4）、鷹取 治4）、�
白石 浩一4）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、2）市立砺波総合病院 栄養科、 
3）市立砺波総合病院 看護部、4）市立砺波総合病院 循環器内科
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O-04 当院心不全患者の入院時の栄養状態評価の有用性
○鈴木 一輝、沢入 豊和、神谷 猛
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

O-05 ICU-acquired weakness患者における顆粒球のオートファジーについて
○飯田 有輝
豊橋創造大学 保健医療学部

口述発表7 第1会場　15：45～16：45

［ セレクション② ］� 座長：壹岐 英正（医療法人瑞心会 渡辺病院）

S-5 入院慢性呼吸器疾患患者を対象とした椅子立ち上がり動作時における 
床反力パラメータの有用性　―退院時の歩行自立可否の予測は可能か―
○黒田 大智1）、山下 裕1）、辻村 亮太朗1）、岩田 晋2）

1）春日井市民病院 リハビリテーション技術室、2）春日井市民病院 呼吸器内科 

S-6 消化器内科疾患患者における Clinical Frailty Scaleを用いた自宅退院可否の予測
○阿形 優、山元 紳太郎、内藤 善規、大森 裕介、上村 晃寛、森嶋 直人、石川 知志
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

S-7 NIPPVを装着している筋萎縮性側索硬化症患者に対する LIC TRAINERを用いた 
呼吸理学療法の長期効果
○山下 翔太1）2）、西野 千恵美1）、松下 太一1）、杉本 昌宏3）

1）医療社団法人三誠会 北斗わかば病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）医療法人社団三誠会 北斗わかば病院 神経内科

S-8 人工膝関節置換術に対するクリニックでの運動療法効果
○田中 悠大1）、中井 亮佑1）、高口 裕行1）、安井 健人1）、大野 貴敏2）

1）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック リハビリテーション科、 
2）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック 整形外科

口述発表2 第2会場　11：05～12：05

［ 運動器① ］� 座長：若月 勇輝（医療法人和光会 メディカル／リハビリテーション晴風）

O-06 股関節固定術後の強直股に伴う Coxitis kneeを呈した1症例（続報）
○加藤 丈典1）、新屋 順子1）、甲山 篤2）

1）公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター リハビリテーション科、 
2）公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター 整形外科

O-07 Mini-oneアプローチによる THA後の股関節外転筋力の推移について
○東 真衣1）、清水 恒良1）、佐藤 雄介1）、松石 康平1）、木下 日菜子1）、萩岡 裕柾1）、�
前川 拓也1）、宗本 充2）3）

1）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 リハビリテーション科、2）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 整形外科、
3）地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 整形外科
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O-08 回復期リハビリテーション病棟に入院した大腿骨近位部骨折患者の 
退院時転倒恐怖感に関連する要因についての検討
○渡辺 将弘1）、谷口 滉季2）、福留 拓1）、酒井 亨1）、沢柳 はる菜1）、小栗 有加1）、�
戸田 沙緒里1）、林 尊弘3）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院 リハビリテーション部、2）（株）ルネサンス、 
3）星城大学 リハビリテーション学部

O-09 大腿骨近位部骨折患者の歩行補助具の必要性に関する判断基準の検討
○谷口 実沙、西本 夏美、大畑 直哉、荒木 大地、水谷 真康
小山田記念温泉病院

O-10 大腿骨近位部骨折術後患者に対する体重免荷トレッドミルトレーニングの効果
○多田 拓生1）、則竹 賢人2）、後藤 文彦1）、福井 聖人1）、上田 雄太1）、平岩 正太郎1）、�
吉原 稜1）、武田 知夏1）、井戸 尚則1）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院、2）日本福祉大学 健康科学部 

口述発表5 第2会場　13：15～14：15

［ 運動器② ］� 座長：高橋 康弘（しんぽ整形外科）

O-11 超音波画像診断装置を用いた人工膝関節置換術後の膝蓋下脂肪体の 
機能的変形について
○岩出 尚之
医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院

O-12 立脚終期に出現した足背外側部痛が外側腓腹皮神経への 
Hydro-releaseと理学療法により消失した一症例
○小畑 比呂1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、坂下 竜之助1）、中嶋 俊太朗1）、尾山 歩1）、�
有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

O-13 急性期リハビリテーションにおける超音波画像診断装置の活用 
～左人工股関節全置換術後に股関節前外側部痛を呈した一症例～
○青山 華月
社会医療法人 宏潤会 大同病院

O-14 肩関節周囲炎に起因する臨床症状および活動制限の性差
○松下 健1）、田中 誠也2）、白川 絢日3）、宮本 聖也1）、岡田 麻央1）、辻本 昌史2）、�
鈴木 啓介2）、中島 浩敦1）

1）医療法人六寿会 後藤整形外科、2）国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 先端医療開発推進センター、
3）医療法人 NC 鳴子クリニック

O-15 上腕骨外側上顆炎治療プロトコールの有用性について
○桑原 太樹1）、坂口 健史2）、小林 明日香1）、平原 慎也1）

1）萩原整形外科リウマチクリニック、2）名古屋大学医学系研究科 整形外科
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口述発表8 第2会場　15：45～16：45

［ 運動器③ ］� 座長：伊藤 忠（愛知県三河青い鳥医療療育センター）

O-16 身体活動と疼痛および自己効力感の関連に着目した腰椎圧迫骨折の一例 
―回復期リハビリテーション病棟での臨床経過―
○中村 隆志
医療法人田中会 西尾病院

O-17 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護士を対象とした腰痛と 
心理的ストレスとの関連性について
○山田 容規、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、裁 裕貴、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院 

O-18 成長期腰椎分離症における当クリニックにおける試み
○吉川 雄太郎、田澤 宏志郎、鈴木 暁太
医療法人社団愛弘会 穴吹整形外科クリニック

O-19 腰椎椎間板ヘルニアに対するヘルニコア椎間板内注入療法の治療成績 
―ヘルニコア施行例の RDQの推移と統計学的評価―
○田中 毅1）、細江 拓也2）、山本 尚紀3）、墨 祐貴1）、大森 陽太1）、松浦 一郎3）、�
服部 明典1）4）、榮枝 裕文5）

1）名古屋市立緑市民病院リハビリテーション科、2）名古屋市立大学病院リハビリテーション部、 
3）名豊病院リハビリテーション科、4）名古屋市立緑市民病院整形外科、 
5）松岡整形外科・内科リハビリテーション整形外科

O-20 脊柱と肩甲骨に着目した結帯動作のバイオメカニクス
○小川 祐太1）、彦坂 潤1）、冨田 秀仁1）、西村 映理子2）、曽我 仁2）、石田 和人3）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、2）医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、
3）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科 

口述発表3 第3会場　11：05～12：05

［ 地域① ］� 座長：吉本 好延（聖隷クリストファー大学）

O-21 訪問リハビリテーションにてローラー運動を導入することで、胸郭拡張差、 
歩行距離の増加に繋がった COPDにより HOTを使用している1症例
○佐野 晃平
社会福祉法人 農協共済 中伊豆リハビリテーションセンター

O-22 遠位脛骨斜め骨切り術後に対側下肢の人工膝関節全置換術を施行された1例 
―外来・短時間通所リハビリテーションにて復職を目指したアプローチ―
○斎藤 大1）、水野 裕之2）、中田 健太1）、藤村 美穂1）、平﨑 一輝1）

1）医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院 通所リハビリテーション部

O-23 回復期リハビリ病棟退院後の自宅における転落に関係する因子
○釘田 康平1）、大矢 敏久2）、村橋 大貴3）、井上 開登2）、河野 瑠奈2）、小田 高司4）

1）愛生館 小林記念病院 在宅診療部 訪問診療科、2）小林記念病院 入院診療部 回復期リハビリ病棟科 リハビリ係、
3）老人保健施設ひまわり 訪問技術科 訪問リハビリ、4）小林記念病院 診療部
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O-24 在宅要介護（要支援）高齢者における筋量減少に関連する要因
○影山 哲也1）、澤田 将宏2）、森 大成3）、根地嶋 誠4）

1）常葉大学リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2）こぼり整形外科クリニック、 
3）社会福祉法人十字の園 トレーニング型デイサービスぷらすワン、4）聖隷クリストファー大学

O-25 要介護高齢者の慢性疼痛は抑うつに影響する
○本田 浩也1）2）、芦沢 遼太3）、吉澤 康平2）、亀山 裕斗2）、武 昂樹4）、吉本 好延5）

1）介護老人保健施設 花平ケアセンター リハビリテーション課、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）訪問看護ステーション住吉第二、 
5）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

口述発表6 第3会場　13：15～14：15

［ 脳血管① ］� 座長：石黒 正樹（名古屋市総合リハビリテーションセンター）

O-26 左被殻出血後、脳画像所見を参考に姿勢制御障害に着目した一症例
○浅井 創太郎1）、西方 学2）、寺崎 禎一3）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、2）済生会高岡病院 脳神経外科、 
3）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部

O-27 被殻出血患者における視床皮質路走行領域の損傷度を用いた表在感覚機能の 
重症度の予後予測
○澤島 佑規1）、矢部 広樹2）3）、足立 浩孝1）、田中 善大1）

1）医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、 
3）医療法人偕行会 名古屋共立病院 リハビリテーション課

O-28 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の在院日数に関わる 
背景因子の検討
○尾田 健太1）、山口 友貴2）

1）JA静岡厚生連 遠州病院、2）JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

O-29 高齢脳卒中患者のサルコペニアは回復期病棟退院時の歩行自立に影響する
○亀山 裕斗1）2）、芦澤 遼太3）、本田 浩也2）4）、武 昂樹5）、吉澤 康平1）2）、飯尾 晋太郎1）、
大場 慶宏1）、吉本 好延2）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）介護老人保健施設 花平ケアセンター、 
5）訪問看護ステーション住吉第二

O-30 脳卒中片麻痺患者における遊脚期の異常歩行と歩行速度との関連性
○土屋 晶敬、山田 将成、小倉 崚、山口 真穂、勝 弘穀、木村 菜都美、畠山 大生、�
近藤 玲美捺
医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院
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口述発表9 第3会場　15：45～16：45

［ 脳血管② ］� 座長：齋藤 恒一（鈴鹿医療科学大学）

O-31 心原性脳梗塞により左頭頂葉病変で感覚脱失に伴う失調様症状を伴った症例が、 
継続的なウェルウォーク介入により、歩行軽介助獲得に至った介入経験
○坂部  泰、田中 ともみ、岡本 奨
医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院

O-32 寄り添いロボット（転倒衝撃低減システム）を活用した IADLを含む 
自宅内動作評価の試み
○多田羅 充1）、木村 圭佑1）、山田 周平1）、近藤 大智1）、青山 未来1）、富永 孝枝1）、�
和田 陽介1）、吉橋 恵美子1）、小川 真央2）、太田 喜久夫2）

1）公益財団法人 豊田地域医療センター、2）藤田医科大学医学部 ロボット技術活用地域リハビリ医学

O-33 ボツリヌス治療と機能的電気刺激の併用が立位バランスに与える影響 
～重心動揺計を用いた足圧中心の検討～
○若泉 賢也、生田 旭洋、岡元 信弥、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-34 左橋梗塞による右片麻痺と左足関節底屈内反変形に対して 
両側下肢装具を作成した一例
○西 雄大
社会医療法人明陽会 第二成田記念病院

O-35 脳性麻痺の加齢性二次障害に伴う疼痛、下肢機能障害、歩行障害に対して 
装具療法が有効であった一例
○高田 勇1）、堀江 翔1）、吉田 信也1）、櫻井 吾郎1）、中積 智2）、八幡 徹太郎3）

1）金沢大学附属病院 リハビリテーション部、2）石川県済生会 金沢病院、 
3）金沢大学附属病院 リハビリテーション科
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口述発表10 第1会場　10：15～11：15

［ 基礎・教育 ］� 座長：今泉 史生（医療法人啓仁会 豊川さくら病院 リハビリテーション室）

O-36 長座位での一側下肢自動運動が、反対側膝窩静脈血流に及ぼす影響について
○松岡 文三
医療法人 桂名会 大須病院

O-37 若年健常者における懸架装置を用いた転倒速度減少効果の検証
○塚田 智也
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

O-38 下腿筋収縮の視診に基づく前傾及び後傾立位姿勢の足圧中心位置の推定
○青木 ゆみ1）、冨田 秀仁1）2）、川口 大輔1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）豊橋創造大学

O-39 COVID-19の影響に伴う臨床実習期間短縮に対する取り組み
○山岡 典生、栗田 寛之
海津市医師会病院

O-40 意識障害を伴う脳卒中患者のリハビリテーションに関する意識調査 
―急性期および回復期に勤務する理学療法士へのアンケート―
○北野 貴之、新屋 順子、甲山 篤
浜松医療センター

口述発表13 第1会場　11：30～12：30

［ 内部障害② ］� 座長：小ノ澤 真一（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院）

O-41 開腹術後にイレウスを併発し人工呼吸器離脱及び離床に難渋した一症例
○中川 寛紀1）、和多田 寿子2）

1）福井県立病院 リハビリテーション室、2）福井県立病院 看護部

O-42 種々の併存障害により、呼吸管理と理学療法施行に難渋した一例 
―慢性呼吸不全の急性増悪症例を振り返って―
○碓井 孝治1）、竹田 はるか1）、有田 幸子2）、柳澤 徹2）、桶 麻理子2）、中波 暁3）、�
奥村 利矢4）、廣田 幸次郎5）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、2）市立砺波総合病院 看護科、 
3）市立砺波総合病院 リハビリテーション科、4）市立砺波総合病院 腎臓内科、 
5）市立砺波総合病院 集中治療・災害医療部

O-43 重症肺炎をはじめ様々な疾患を併発し、端座位で血圧と酸素化が著明に低下した一例
○名和 森太郎、藍澤 洋介、西川 大樹、山川 桂子、中村 和司、中山 靖唯
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 リハビリテーション科部

O-44 COPDの急性増悪後に低負荷の運動療法を実施し歩行能力が改善した症例
○市江 紘己1）、福田 利佳1）、越智 亮1）2）、山田 和政1）2）、大山 章子1）、安藤 弘道1）

1）医療法人和光会 山田病院、2）星城大学 リハビリテーション学部

口述発表　プログラム

10月30日（日）
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O-45 特発性肺線維症の呼吸困難に対し胸郭可動性に着目した呼吸理学療法が 
有効であった一症例
○小宮山 正広、阿妻 伸幸、渡邊 大輔、田沼 明
順天堂大学医学部附属静岡病院 リハビリテーション科

口述発表16 第1会場　13：40～14：40

［ 地域② ］� 座長：西村 卓朗（南砺市民病院）

O-46 ロコモティブシンドローム教室初回参加者の変形性膝関節症の重症度について
○竹内 文恵、大須賀 友晃、森谷 裕司、若林 英希、畑川 猛彦、神谷 和希、山田 享平、�
岩井 駿、田中 健真、椿 舞果
医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科

O-47 当院における地域の健康増進活動支援 
―「働く男性の運動教室」を実施して―
○長井 貴弘1）、近村 綜一朗1）、岸澤 啓亮1）、長田 治樹1）、中井 かおり1）、斎藤 智裕2）、�
寺崎 禎一2）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、2）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 部長

O-48 訪問リハビリテーション利用者のヘルスリテラシーに関する横断的調査
○髙尾 幸佑1）、坂野 裕洋2）、加納 拓3）

1）医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院、2）日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻、
3）医療法人宏和会 あさいクリニック

O-49 通所リハビリテーションにおけるサービス品質と利用者満足度の関連性
○小野寺 果奈、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、裁 裕貴、山田 容規
医療法人香徳会 関中央病院

O-50 当生活介護事業所利用者のリハビリテーションの現状と生活介護事業所における 
リハビリテーションの今後の課題について
○竹下 由美子、鵜飼 宏和
株式会社ジェネラス 生活介護ことあ

口述発表11 第2会場　10：15～11：15

［ 運動器④ ］� 座長：三田村 信吾（医療法人 KAG 名古屋整形外科人工関節クリニック）

O-51 右母指小指対立動作時の右母指 CM関節掌側部痛に対して 
正中神経掌枝の母指球筋枝にエコーガイド下注射と理学療法を行った一症例
○坂下 竜之助1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、中嶋 俊太朗1）、小畑 比呂1）、有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

O-52 人工膝関節全置換術後に持続大腿神経ブロックを行った症例に対する理学療法の経験
○藤間 尚人1）、桑野 優子1）、瀧下 勇人1）、本多 祐介1）、山内 健輔2）

1）山内整形外科 リハビリテーション部、2）山内整形外科 整形外科

O-53 人工膝関節全置換術後3か月における階段昇降時痛または 
坂道歩行時痛に関わる要因の検討　～パイロットスタディ～
○谷敷 正樹1）、中村 秀恒1）、高橋 寛1）、沢崎 亨1）、赤江 要1）、奥野 清孝1）、金粕 浩一2）

1）高岡整志会病院 リハビリテーション科、2）高岡整志会病院 整形外科
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O-54 人工膝関節単顆置換術（以下 UKA）施行患者において 
術後自主訓練指導が術後の機能回復に及ぼす影響について
○河邊 裕也、影山 聖治、加藤 真樹、池村 進吾、保﨑 実桜、宮野 奏
浜松赤十字病院

O-55 機能制限及び身体イメージの改善により ROMが拡大した膝蓋骨骨折術後の一症例
○小川 結衣1）、平田 光太郎1）、小出 紘靖1）、吉田 瑠璃2）、宗宮 一貴3）、大西 量一郎3）

1）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 理学療法部門、 
2）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 作業療法士部門、3）大垣徳洲会病院 整形外科

口述発表14 第2会場　11：30～12：30

［ 運動器⑤ ］� 座長：大古 拓史（星城大学）

O-56 年齢が high tibial osteotomy（HTO）の術後短期成績に及ぼす影響 
～傾向スコアを用いたロジスティック回帰分析による高齢者への適応についての検討～
○松儀 怜、塚本 和也、水切 孝嘉
博俊会 春江病院リハビリテーション課

O-57 腓腹筋損傷後に歩行時の下腿後面部痛が残存した一症例 
―超音波診断装置による腓腹神経周辺部の観察に着目して―
○石黒 翔太郎1）、大寺 大輔1）、横田 治2）

1）よこた整形外科 リハビリテーション科、2）よこた整形外科

O-58 脛骨高原骨折に膝関節屈曲可動域制限を生じ、 
膝関節内側組織の滑走不全が関与した症例の治療
○関 真一朗、辻村 尚紀
西坂整形外科

O-59 エコーによる足関節前方組織の動態観察が有用であった足関節三果骨折の症例
○清水 耀平
特定医療法人なるみ会 第一なるみ病院

O-60 内側足背皮神経の絞扼により正座時足背部痛が生じた一症例
○敷妙 純平1）、藤尾 隆司1）、佐伯 亮子1）、宇野 幸一1）、木村 優作1）、久保田 桃香1）、�
柳田 明伸2）、西嶋 力3）

1）柳田整形外科 リハビリテーション科、2）柳田整形外科、 
3）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科

口述発表17 第2会場　13：40～14：40

［ 運動器⑥ ］� 座長：増田 一太（国際医学技術専門学校）

O-61 Osgood-Schlatter diseaseの股・足関節機能に着目して
○秋田 大輔
豊正会社団 大垣中央病院

O-62 円板状半月板損傷術後のカヌー復帰までのリハビリ介入
○飯田 真央、小笠原 慎
市立御前崎総合病院



28　第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン

O-63 扁平足を呈する高校サッカー選手に生じた立方骨疲労骨折の1症例
○臼井 友乃
医療法人豊正会 大垣中央病院

O-64 バスケットボール選手の前十字靭帯損傷受傷機転と受傷時年齢の関係
○武内 亮介、多田 悟、榛地 佑介、阪 勇斗、安井 淳一郎
医療法人桂名会 重工記念病院

口述発表12 第3会場　10：15～11：15

［ 脳血管③ ］� 座長：澤島 佑規（医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院）

O-65 “Prowling” の獲得により膝関節の過伸展の歩行パターンと歩行能力が改善した 
脳梗塞の一症例
○石川 康伸1）、中村 隆志1）、森 未有希1）、外山 拓弥1）、小田 禄平2）

1）医療法人田中会 西尾病院 リハビリテーション室、2）医療法人田中会 西尾病院 神経内科

O-66 脳梗塞発症後、離床時間の拡大に難渋した症例 
～腰部痛に着目して～
○角 友華、伊藤 寛之、清水 隆司、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-67 急性期脳幹梗塞による眼球運動障害に対する短期間の迷路性眼球反射促通法にて 
変化を認めた1例
○椙村 双葉1）、岩佐 厚志1）、川村 康博2）、水野 秀紀3）

1）社会医療法人大真会 大隈病院 リハビリテーション科、2）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経外科、 
3）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経内科

O-68 メディカルフィットネスにおける慢性期脳卒中患者の介入と今後の展望
○鈴木 章紘、山下 徹、松本 武士
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院

O-69 脳卒中患者に対する歩行速度別による定性的歩行分析における信頼性の検討
○三田 琢磨1）、石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、2）星城大学大学院 健康支援学研究科、 
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

口述発表15 第3会場　11：30～12：30

［ 脳血管④ ］� 座長：平野 明日香（藤田医科大学病院）

O-70 脳卒中片麻痺患者の歩容に着目して2チャンネルの機能的電気刺激を行った1症例
○岡元 信弥、伊藤 寛之、生田 旭洋、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-71 6歳から15歳の定型発達児における下肢の関節可動域
○川口 大輔1）、伊藤 忠1）、山本 佳司1）、冨田 秀仁1）2）、深谷 佳希3）、青木 ゆみ1）、�
水澤 順1）、越知 信彦1）、杉浦 英志4）、則竹 耕治1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）豊橋創造大学大学院 健康科学研究科、 
3）医療法人社団 明照会 あそびと発達リハビリクリニック、4）名古屋大学医学部 保健学科理学療法学専攻
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O-72 6～15歳の定型発達児における歩行変動性とバランス機能との関連
○伊藤 忠1）2）、杉浦 英志2）、伊藤 祐史1）3）、冨田 秀仁1）4）、水澤 順1）、髙橋 大樹2）、�
夏目 健太郎2）、山本 佳司1）、越知 信彦1）、則竹 耕治1）

1）愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻、3 
）名古屋大学医学部附属病院 小児科、4）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科

O-73 重症 COVID-19感染後に腰神経叢障害、critical illness neuropathyによる 
左下肢優位の四肢筋力低下を認めた症例に対する理学療法の経験
○土屋 葵、真田 将太、馬渡 敬介、神谷 昌孝
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

O-74 パーキンソン病患者のすくみ足に改善を認めた一症例 
―下肢協調運動障害に着目して―
○阿部 圭佑、清水 隆司、伊藤 寛之、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

口述発表18 第3会場　13：40～14：40

［ その他 ］� 座長：会津 直樹（藤田医科大学）

O-75 食道癌術後の人工呼吸器管理中に背面開放座位装置を用いて 
安全かつ効率的に離床時間が延長できた一症例
○山元 紳太郎1）、内藤 善規1）、沢入 豊和1）、上村 晃寛1）、神谷 猛1）、深谷 昌秀2）、�
斗野 敦士3）

1）豊橋市民病院リハビリテーションセンター、2）豊橋市民病院一般外科、3）豊橋市民病院救急科

O-76 高次脳機能障害を呈した小脳腫瘍患者の一例
○佐々木 紅実1）、髙栁 勇太1）、永房 鉄之2）、山内 克哉2）

1）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科

O-77 閉塞性肺炎による膿胸と両側腸腰筋膿瘍を併発した肺がん患者に対する理学療法 
～活動性低下に着目し自宅退院へむけた取り組み～
○尾崎 友香、村上 忠洋
社会医療法人 宏潤会 大同病院

O-78 当院における誤嚥性肺炎に対する意識調査　―理学療法士と他職の比較―
○裁 裕貴、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、山田 容規、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院

O-79 回復期リハビリテーション病棟における家屋評価の実態調査 
―住宅改修と環境整備に着目して―
○熊谷 綾華、平野 明日香
藤田医科大学病院
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ポスター1
［ 基礎・教育 ］�

P-01 若年健常者における温浴を併用した自転車エルゴメーター運動時の血清 BDNF変化
○大古 拓史1）、梅本 安則2）、櫻井 雄太3）、安岡 良訓4）、吉岡 和泉3）、田島 文博4）

1）星城大学 リハビリテーション学部、2）和歌山県立医科大学みらい医療推進センター、 
3）那智勝浦町立温泉病院、4）和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座

P-02 新人理学療法士の社会人基礎力育成のための取り組み 
～2年間の活動の報告とその課題～
○久保 慶昌

JA静岡厚生連 遠州病院

P-03 股関節内転運動が側腹筋の筋厚に与える影響
○栗田 和典1）2）、横川 正美3）、間所 祥子3）、田中 正二3）、久保田 雅史3）、三秋 泰一3）、�
山崎 俊明3）

1）医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 リハビリテーションセンター、 
2）金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻、3）金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

P-04 継続的な足部感覚トレーニングが若年健常者の立位バランスへ与える影響 
～一例の経時的変化～
○菅沼 惇一1）2）、千鳥 司浩1）、池田 由美2）

1）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科、 
2）東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 理学療法科学域

P-05 異なる靴の捨て寸が歩行機能に及ぼす影響 
―健常成人での検討―
○井田 匡彦1）、髙橋 大生2）

1）医療法人社団一穂会 西山病院 通所リハビリテーション課、 
2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

ポスター2
［ 脳血管 ］�

P-06 急性期脳卒中患者に knee braceとオルトップ AFOを併用した訓練により 
歩行獲得した症例
○鈴木 祥平1）、今村 祐介2）、畑 康夫1）、平尾 重樹1）

1）JA愛知厚生連 豊田厚生病院、2）JA愛知厚生連 安城更生病院

P-07 装具による矯正が困難であった重度反張膝患者の経験
○松下 学
御前崎市家庭医療センター しろわクリニック

P-08 臨床症状と脳画像からプログラムを立案し、ADL自立まで改善した 
若年脳出血患者の急性期リハビリテーションの一例
○高橋 良太1）、岡本 まなみ1）、宮川 真理子1）、梅原 健人1）、佐々木 信幸2）

1）富士市立中央病院 リハビリテーション科、2）聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション医学講座

ポスター発表　プログラム
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P-09 三次元動作分析装置を用いて短下肢装具の検討を行った 
脳卒中後片麻痺を呈した一症例
○大石 恵理子
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

P-10 継続的なボツリヌス治療の経過とサービスを活用しながら一人暮らしをする 
脳性麻痺症例
○柳原 一也、小崎 琢也
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

P-11 麻痺側荷重応答期より膝関節の不安定性を呈していた 
回復期脳卒中片麻痺患者に対してウェルウォーク介入を行い、 
麻痺側立脚中期の歩容が改善した一症例
○田中 靖人
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

ポスター3
［ 運動器 ］�

P-12 下腿の触覚アロディニアに対し健側肢への経皮的電気刺激（TENS）と 
運動療法の併用が効果的であった脛骨近位端骨折の一症例
○若林 翼1）、石黒 博也2）、四谷 昌嗣1）

1）公立丹南病院 リハビリテーション室、2）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科

P-13 人工膝関節置換術後の歩容改善に視覚的フィードバックが有効であった一症例
○池田 実咲
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

P-14 当院における投球障害理学療法の成績不良要因の検討
○西田 大祐、鈴木 敏彦、竹村 和也、大井 望、大高 早苗、中野 裕恭、坪井 石松
鈴木整形外科スポーツクリニック

P-15 姿勢アライメント及び胸郭可動域への介入が有効であった頚椎症の一症例
○有川 康二郎、越田 由香、本谷 真未、入道 孝志、竹島 英祐
白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

P-16 大腿骨近位部骨折術後の尿排出障害について
○渋谷 侑子1）3）、舟坂 浩史2）

1）前 富山西総合病院 リハビリテーション科、2）富山西総合病院 リハビリテーション科、 
3）リハビリ・デイサービスとなみ

P-17 松葉杖免荷移動の自立困難例に対する介入方法の検討
○山口 直也
豊川市民病院

P-18 階段昇段時やしゃがみ込む際に股関節前面部痛が生じる 
変形性股関節症患者に対して超音波画像診断装置を用い評価した結果 
大腿直筋下・周囲脂肪組織が一病態であった症例
○中嶋 俊太朗1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、坂下 竜之介1）、小畑 比呂1）、尾山 歩1）、�
有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科
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P-19 大腿骨近位部骨折術後早期の離床状況が間欠的導尿を必要とする 
排尿障害の発症に及ぼす影響
○中山 泰博、豊田 泰美
日本赤十字社 福井赤十字病院

ポスター4
［ 内部障害 ］�

P-20 オンラインを通じた全国呼吸器系症例検討会の取り組み
○柳田 頼英1）、川越 厚良2）、稲垣 武3）、守川 恵助4）、白石 匡5）、杉谷 竜司5）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、2）市立秋田総合病院 リハビリテーション科、 
3）千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部、4）松阪市民病院 リハビリテーション室、 
5）近畿大学病院 リハビリテーション部

P-21 TAFRO症候群の理学療法経験
○金光 優真、井田 智彬、鈴木 寛之、大石 美香、鈴木 和代、青木 秀憲、伊藤 吏沙、�
平松 稜悟、中村 和美
聖隷三方原病院

P-22 外来心臓リハビリテーション患者において HADSと疾患分類における検討
○石黒 博也1）、鈴木 淳也1）、菅 祐紀1）、柴田 純志1）、福田 結実1）、若林 翼2）、神野 泰3）

1）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科、2）公立丹南病院 リハビリテーション室、 
3）半田市立半田病院 循環器内科

P-23 慢性閉塞性肺疾患患者に対して生活指導を行うことでトイレ動作の介助量が 
軽減した一症例
○加藤 絵梨香、野田 阿由美
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

P-24 ICU多職種ケースカンファレンス開催により早期離床は推進される
○内藤 善規1）、山元 紳太郎1）、阿形 優1）、大森 裕介1）、上村 晃寛1）、森嶋 直人1）、�
斗野 敦士2）

1）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、2）豊橋市民病院 救急科

P-25 心不全増悪入院患者の大腿直筋の筋輝度は、炎症病態や浮腫の影響を受けるのか
○西林 公子1）2）、米澤 久幸3）、矢澤 浩成3）、田中 宏太佳4）

1）労働者健康安全機構 中部労災病院 中央リハビリテーション部、 
2）中部大学大学院 生命健康科学研究科 リハビリテーション学専攻、 
3）中部大学 生命健康科学研究科、4）労働者健康安全機構 中部労災病院 リハビリテーション科

P-26 包括的心臓リハビリテーションの重要性を再認識した一症例 
～認知症を有する心疾患患者に対し多職種協働での介入を経験して～
○土井 ななみ、山下 浩史、黒飛 陽平、山下 裕太郎

JA静岡厚生連 遠州病院

P-27 疾患の特徴に考慮して介入した TAFRO症候群患者の一症例
○大野 裕也、倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院

P-28 周術期消化器腫瘍患者における入院関連能力低下（HAD）の発生と関連要因の検討
○倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院
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ポスター5
［ 地域・予防 ］�

P-29 地域在住高齢者における腰部の安定性と下肢運動機能との関連性
○西村 卓朗1）、宮地 諒2）、田中 正康3）、鵜野 賀津子3）、吉澤 環4）

1）南砺市民病院 診療技術部 地域リハビリテーション科、2）北陸大学 医療保健学部 医療技術学科、 
3）南砺市訪問看護ステーション、4）南砺市民病院 看護部

P-30 地域包括ケアシステムにおける多職種連携に向けて 
―介護支援専門員へのアンケート調査結果を基に―
○青山 満喜1）2）

1）常葉大学 保健医療学部 理学療法学科、2）名古屋大学大学院 地域在宅医療学・老年科学

P-31 要介護者に対する Timed Up＆Go testの測定回数と臨床判断の検討
○金田 賢太1）、松尾 卓昌2）、大草 陽亮1）、森島 優3）

1）医療法人明徳会 十全オアシスクリニック、2）医療法人明徳会 十全記念病院、3）静岡医療科学専門大学校

P-32 運動の特異性に着目した在宅運動の指導にて身体機能が向上した1症例
○梅村 美月、岩瀨 拓、川村 皓生、伊藤 直樹、尾﨑 健一、加賀谷 斉
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

P-33 サルコペニア肥満を合併した要介護高齢者の身体活動量の特徴
○高木 大輔1）、影山 昌利2）3）

1）常葉大学 健康科学部 静岡理学療法学科、2）介護老人保健施設 サンライズ大浜、 
3）浜松医科大学大学院 医学系研究科 光医工学共同専攻

P-34 大垣市内のスポーツクラブに通う未就学児と小学生の足把持力と50m走の関係
○水谷 真理子、岩島 隆
岐阜保健大学短期大学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

P-35 転倒恐怖心が転倒低リスク高齢者の起立 
―歩行課題に与える影響について
○伊井 公一1）、鈴木 一弘1）、神野 佑輔1）、山田 和政2）

1）医療法人光生会 赤岩病院 リハビリテーション部、2）星城大学 リハビリテーション学部

P-36 回復期病棟における予防理学療法を念頭に置いた退院支援・調整について
○石川 尚一
医療法人社団紫苑会 富士いきいき病院

P-37 小脳梗塞を発症し眩暈症状が残存した状態で自宅退院となり、 
訪問リハビリテーションによる前庭リハビリテーションにより 
身体機能の向上が図れた1症例
○都志 翔太

KKR北陸訪問看護ステーション

P-38 運動習慣の形成を目的とした訪問型サービス Cによって身体機能の改善を認めた症例
○田中 正康1）、丹羽 佐央理1）、堀尾 欣三1）、鷲尾 智子1）、石崎 麻貴1）、齋藤 愛佳1）、�
西村 卓朗2）、宮地 諒3）

1）南砺市訪問看護ステーション、2）南砺市民病院、3）北陸大学医療保健学部医療技術学科
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P-39 当院地域包括ケア病床のサブアキュート患者の退床先の要因の検討
○米田 嗣音1）、奥田 壮平1）、鈴 尚樹1）、山原 和子2）、木下 裕美3）、小森 康子1）、�
渕﨑 宇一郎1）

1）公立河北中央病院 リハビリテーション科、2）公立河北中央病院 栄養部、3）公立河北中央病院 看護部

P-40 在宅領域における終末期リハの役割
○大喜多 伸哉1）、柴田 純1）、中川 有紀2）、川上 莉奈2）、今西 久美絵2）、宇野 研一郎3）

1）医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう リハビリテーション部、 
2）医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう 看護部、3）医療法人胃医巴会 宇野胃腸内科・脳神経内科

ポスター6
［ その他 ］�

P-41 当院における消化器内科疾患患者の在院日数が長期化する因子
○向嶋 啓介
福井赤十字病院

P-42 災害時を想定した情報収集訓練の有用性調査 
～士会員に対する情報収集方法の現状と今後の課題について～
○浜谷 樹1）、沼田 秀人2）、渡邊 雅行3）、志村 政明2）、石田 克也4）、渡邊 逸平5）

1）富山県リハビリテーション病院・こども支援センター、2）厚生連高岡病院、 
3）医療法人社団重仁 佐々木病院、4）市立砺波総合病院、5）富山県立中央病院

P-43 両側乳がん手術患者の術後理学療法おける片側手術患者との比較 
―心身相関に着目して
○渡邊 潤子1）2）、秋山 吉孝3）、青木 浩美3）、櫻木 聡3）、渡辺 伸一1）4）、林 孝子5）、�
加藤 彩5）

1）国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター、2）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科、 
3）国立病院機構名古屋医療センター リハビリテーション科、 
4）岐阜保健大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、5）国立病院機構名古屋医療センター 乳腺外科

P-44 急性期一般病棟におけるリハビリテーション実施に影響を与える因子 
―療法士の専従配置病棟における検討―
○平野 明日香
藤田医科大学病院



大会長基調講演
司 会：野口 雅弘（  第39回東海北陸理学療法学術大会 大会長 

金城大学）

 臨床や地域の現場にこそ本当がみえる   
―技術と科学のクオリアを求めて―

石田　和人
第38回東海北陸理学療法学術大会 大会長 

名古屋女子大学

日 時：10月29日（土）　9：20～9：35

会 場：第1会場
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大会長基調講演

臨床や地域の現場にこそ本当がみえる
―技術と科学のクオリアを求めて―

　私が理学療法士になり、36年余りが経過しました。最初に勤めた職場が大学病
院ということで、臨床に従事する傍ら、研究活動も行いました。ただ、研究と言っ
ても、対象者の検査データを整理しなおし、発表内容をまとめて報告する、といっ
た流れが主であり、ややもすれば、研究の目的が不明確で後付けになるような状況
でした。その流れから、筋⼒測定、筋電図、サーモグラフィー、重心動揺など、
様々なものを計測してまとめては発表しました。しかし、これが研究なのか？と、
私は徐々に疑問を感じるようになり、生理学の研究室に足を運ぶようになりました。
ここでは、科学を追求する厳しい研究姿勢を学ぶことができました。その中で、特
に印象に残る、指導教授から教えの一つですが、顕微鏡で観察をしているとき、
「とにかく時間をかけて、じっくり観察しなさい！そこにこそ、真実があるのだか
ら！！」ということでした。研究の第一線においても、観察することが最重要である
と説いて頂いたわけです。これに対し、数値化というプロセスがあり、現象を定量
的に捉えることで、科学的な証明がなされていきます。数値で示すことにより、価
値の基準と重みを客観的に示すことができるのですから、これは科学の基本として
重要です。しかし、やはり物事の本質を見抜くには、研ぎ澄まされた五感を活用し
て、よりよく観察すること、またそのクオリアが重要と考えられます。
　研究室においても、観察の重要性を教えられたわけですが、いわんや、臨床や地
域の現場においては、いかにあるべきでしょうか。本講演では、臨床や地域の現場
にこそ本当（真実）が、あり、これを見逃さない姿勢こそが、理学療法の科学であ
り技術であるという概念を提示できればと思います。

石田 和人
第38回東海北陸理学療法学術大会 大会長 
名古屋女子大学



シンポジウム
オーガナイザー：石田 和人（名古屋女子大学） 
　　　　　　　　冨田 秀仁（豊橋創造大学）　

　臨床や地域の現場にこそ本当がみえる　  
―技術と科学のクオリアを求めて―

日 時：10月29日（土）　9：35～10：50

会 場：第1会場

SP-1� �考えてみよう！アクティブ・ラーニングを通して 
理学療法のクオリアに迫る 
―教育現場から見えてきたもの―

酒向 俊治　岐阜保健大学リハビリテーション学部 学部長／教授

SP-2� 呼吸リハビリテーションの立場から

千住 秀明　びわこリハビリテーション専門職大学 教授／長崎大学 名誉教授

SP-3� �筋治療／徒手療法におけるクオリアの未来： 
メカノバイオロジーとの関わり

曽我部 正博　金沢工業大学人間情報システム研究所 教授／名古屋大学 名誉教授

本学術大会のテーマに沿って、大会長基調講演に続き、メインシン

ポジウムを進めてまいります。教育、臨床、研究の第一線でご活躍

の3名の先生方から、メインテーマである「臨床や地域の現場にこ

そ本当がみえる ―技術と科学のクオリアを求めて―」に沿って、

ご講演頂きます。理学療法の現場で必要不可欠な「クオリア」の

重要性を感じ取って頂ければ幸いです。
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シンポジウム

考えてみよう！アクティブ・ラーニングを通して 
理学療法のクオリアに迫る
―教育現場から見えてきたもの―

　Active�Learning（以下、AL）は1980年代、⾼等教育における新しい教授法とし
て開発され、2010年以降、日本でも注目されはじめ、今では小学校から大学、あ
るいは企業での研修セミナーなど、様々な教育現場に取り入れられてきている。
ALは従来の教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり学修者の能動的な学
習への参加を取り入れた教授・学習法の総称であり、学生はただ聴くという学びの
スタイルから学生の積極的参加を促す学習法として位置づけられている。
　本学術大会のテーマは「科学と技術のクオリアを求めて」である。「クオリア」
という概念は古くから哲学や心理学の領域で議論されてきたものだが、そもそもそ
の存在すらつかめない、実態の明確化が難しい概念であるともされている。一般的
には「我々が意識的に主観的に感じたり経験したりする「質」のことを指すもので、
クオリアは質感、感覚質とも呼ばれる」とされている。
　今回は主観が介在することで生じる「クオリアの曖昧さ」をどのように解釈し、
理解するかを命題として、ALを通して教育現場からみたクオリアの持つ意味を考
察し、理学療法における「技術と科学のクオリア」の世界をどのようにしたら表
現できるかについて、さらに、クオリアそのものの持つ多面性を理解した上でAL
と理学療法の持つクオリアの共通性および可能性について考察を試みた。
　以前より、ALの概念を理解するためにALとPassive�Learning（以下、PL）の
中間概念として新たにActive�Assistive�Learning（以下、AAL）を提唱し、ALと
PLの均衡を保つことが大切であることを示してきた。Assistive（支援）という環
境が保障されてこそALと PLのもつ有効性の相乗効果がもたらされると考える。
今回の考察によって、教育現場におけるAALという学習環境がもたらす教育効果
は、臨床現場における治療を施す側と受ける側との関係性の均衡化を図る中でもた
らされる治療の有効性と同等であるという結論に達した。このことはAALという
学習環境は臨床現場の再現とみてもよいことを示唆するものである。
　本シンポジウムでは、ALを実際に行いながら、「教育のクオリア」と臨床現場
で展開される「理学療法のクオリア」との共通した特徴を見出し、教育とりわけ
ALと理学療法の本質に迫りたいと考える。

酒向 俊治
岐阜保健大学リハビリテーション学部 学部長／教授

SP-1
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シンポジウム

呼吸リハビリテーションの立場から

　クオリアとは、『脳科学辞典』によれば、「感覚的な意識や経験のこと、意識的・
主観的に感じたり経験したりする質のこと」と定義されている。クオリアは「感
覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」であり、このクオリアを修得するには実臨床
の中で患者さんの身体から声なき声を学び取る能動的な態度が必要である。
　私の呼吸領域の興味は、近中リハ学院の教員時代に始まった。当時の教育現場で
は、臨床と教育は分断されていた。病院附属のリハ学院にも係わらず、学生が附属
病院の患者さんのリハ現場を観る機会はなく、学生が患者さんから学ぶ機会は、3年
次の臨床実習までなかった。従って学生は教科書の中の患者さんから学ぶ以外に方
法がなく、実臨床の中でクオリアを体験する機会が失われていた。しかし、PT教育
が4年制になった今では、1年次から患者さんに触れる機会が増え、特に専門職大学
ではカリキュラムの1/3が実習・実技のため、学生がクオリアを体験できる機会は
増加した。
　私は臨床10年、教育37年以上に亘り呼吸器領域で、臨床・教育・研究に従事し
てきた。教育現場においても臨床から離れなかった。臨床現場には教育と研究のヒ
ントや学び（クオリア）があると信じていた。大学退職を期に日本初の呼吸リハを
導入した複十字病院で自身の教育・研究能⼒を試したかった。体⼒に不安があった
が、患者さんに励まされ、患者さんが僕を必要としてくれ7年間継続することがで
きた。2年目から再び長崎大学連携大学院の教授に復帰した。ここ複十字病院では、
私が臨床経験のない非結核性抗酸菌症（NTM）の患者さんから強く呼吸リハを求め
られた。NTM患者さんは、40年以上前に経験した気管支拡張症に緑膿菌が感染し
たびまん性汎細気管支炎の症例の患者さんを思い出させた。この彼女は、今でも毎
日朝夕の自己排痰を欠したことがないと言う。この患者さんがヒントになり非結核
性抗酸菌に感染した症例に呼吸リハが有効ではないかと考えた。10名の大学院生
と共に臨床研究を開始した。最初の2年間でデータベースを構築、3年目から論文
作成、7年目に薬物療法と呼吸リハビリテーションの併用効果を検証した。
　その間、10本の論文を英文誌に投稿、受理された。チームワークの成果だ。中
でも「薬物療法とPRの併用療法は、HRQoLと身体機能を改善する可能性があり、
監視下呼吸リハは安全に実施することができる。」こと明らかにした。この研究
テーマの論文化にあたっては、臨床でしか体験できない問題が生じた。NTMの専
門医から「この結果は、薬物療法の効果で呼吸リハの効果でないと記載せよ」と
命じられた。臨床は医師の処方なしにリハはできない。それが研究まで影響を与え
ていた。外国誌に投稿を考えていたが、日本呼吸器学会英文誌に投稿し、学会がど
う判断するかに任せた。学会は論文を受理してくれた。患者さんから頂いたクオリ
アがエビデンスとなった瞬間である。
　2022年6月に日本呼吸器学会からCOPDの診断と治療のガイドラインが示され
た。運動療法を含む呼吸リハプログラムを行うことを強く推奨し、エビデンスレベ
ルも強いとしている。今、呼吸リハには追い風が吹いている。

千住 秀明
びわこリハビリテーション専門職大学 教授／長崎大学 名誉教授
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シンポジウム

筋治療／徒手療法におけるクオリアの未来： 
メカノバイオロジーとの関わり

　クオリアには狭い意味と広い意味がある。例えば緑に囲まれた森の中に佇んでいる場面
を想定してみよう。最も強烈で単純な刺激は視覚を通した木の葉の緑色である。この
「緑」という質感が最も原初的な狭義のクオリアである。一方、森は緑以外に視界を覆う
風景、木々の香り、葉の擦れあう音などが異なる感覚モダリティを喚起すると同時に、
「私」の内部に非感覚的経験要素（感情、記憶、思考など）が立ち上がり、これらが混然
一体となって「私」に固有な、例えば「安らぐ、懐かしい」といった質感を生み出す。
これが広義のクオリアであるが、ここではこれを「メタクオリア」と呼び、狭義の「ク
オリア」と区別することにする。メタクオリアには様々な段階や様相があり、中には言
語化できるものもあるだろう。筋治療（筋痛の緩和や可動域の改善）を目的とした徒手療
法においては、触覚による皮膚を介した筋の「硬さ」という質感が代表的なクオリアで
ある。施術者によっては同時に皮膚の質感（肌の色、湿り、ざらつき）や指先を動かした
ときの筋の微かな反応、筋表面の質感（滑り、ざらつき）を総合したメタクオリアを感じ
ているかもしれない。さらには、可動範囲の視認やマニピュレーションに対する反応、あ
るいは施術者の記憶や患者の愁訴も加わって筋の状態に関するメタクオリアが立ち上がり、
診断を下すことになる。この意味で診断は優れて施術者の個人的メタクオリアである。い
かに患者特有の「筋疾患」に対する適切なメタクオリアを産みだせるかが、施術者の質
を⾼める第一歩である。そのためには、施術者間で、経験したクオリアに関する情報共有
を通して、各人のメタクオリアの様相や質を絶えず修正することが肝要である。情報共有
は、日常言語、筋生理学／解剖学の知識、施術者↔被験者交替実技などを通して行われて
いるが、可能な限り客観的な臨床データを用いることが望ましい。その意味で、最近進歩
が著しい超音波イメージングは、筋の硬さや圧迫／伸展刺激などに対する筋の動態とその
変化、あるいは血流の変化を直視できる点で極めて有用な情報を提供してくれる。とはい
え、この方法だけでは筋や血管の細胞が機械刺激（徒手施術）に対してどのような生理的
反応を示すのかを現場で知ることはできない。細胞の機械刺激感知／応答の実際やその細
胞分子機構の大半は長らく謎のままであったが、最近誕生したメカノバイオロジーという
学問は、細胞や組織の機械刺激に対する多様な反応やそのメカニズムの詳細を次々と明ら
かにしている。本講演ではその成果の一部を紹介したい。例えば、多くの細胞は僅かな触
刺激に反応して細胞内から外に向けて大量のATPを放出する。そのATPは拡散しなが
ら周辺の細胞を次々と刺激して細胞内Ca2＋濃度を上昇させ多様な細胞応答（分泌、変形、
移動など）を引き起こす。例えば乳汁分泌や組織修復にはこのメカニズムが本質的に重要
である。こうした知識は今すぐ臨床に結びつくものではないが、徒手施術に対する筋や血
管の応答に関するより質の⾼いメタクオリアの形成（仮説）を助けてくれるであろう。近
い将来このような生理反応を現場で直視できる技術が登場することは間違いない。現場で
の多様な客観的情報を共有することで、個人的メタクオリアを超えた共感的メタクオリア
を獲得して、個々の筋疾患に応じた最適な筋治療法が創造されることを願っている。

曽我部 正博
金沢工業大学人間情報システム研究所 教授／名古屋大学 名誉教授
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教育セミナー
教育セミナー1　10月29日（土）　14：30～15：30 第1会場

循環器疾患に対するリハビリテーションのエビデンスと実臨床
河野 裕治（藤田医科大学病院 リハビリテーション部）

教育セミナー2　10月29日（土）　14：30～15：30 第2会場

中高年の肩痛の診療　―たかが五十肩で済ませないために―
岩堀 裕介（あさひ病院 スポーツ医学・関節センター長）

教育セミナー3　10月29日（土）　14：30～15：30 第3会場

脳卒中後運動障害に対するリハビリテーション Up to Date
生野 公貴（西大和リハビリテーション病院）

教育セミナー4　10月29日（土）　17：00～18：00 第1会場

半側空間無視・視野障害に対するリハビリテーション
高村 優作（国立障害者リハビリテーションセンター研究所 運動機能系障害研究部）

教育セミナー5　10月29日（土）　17：00～18：00 第2会場

非侵襲脳刺激を用いたリハビリテーションの可能性
野嶌 一平（信州大学 医学部 保健学科）

教育セミナー6　10月29日（土）　17：00～18：00 第3会場

パーキンソン病の歩行障害に対する新たなリハビリテーション
堀場 充哉（名古屋市立大学病院 リハビリテーション技術科）

教育セミナー7　10月30日（日）　9：00～10：00 第1会場

理学療法のための質的研究入門
京極 真（吉備国際大学）

教育セミナー8　10月30日（日）　9：00～10：00 第2会場

手関節障害・外傷におけるリハビリテーション
茶木 正樹（中日病院 名古屋手外科センター ハンドセラピィ部門）

教育セミナー9　10月30日（日）　9：00～10：00 第3会場

前庭リハビリテーションの現状と将来
浅井 友詞（日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻）

教育セミナー10　10月30日（日）　15：00～16：00 第1会場

スポーツ活動の現場における理学療法　―理学療法士のこれからの活動に向けて―
小林 寛和（日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻）
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教育セミナー1 司会：飯田 有輝（豊橋創造大学）

循環器疾患に対する 
リハビリテーションのエビデンスと実臨床

　“Evidence�based�medicine” と聞くと、ガイドラインに沿った治療を想像される
方が多いと思われます。循環器疾患患者に対するリハビリテーションに関するガイ
ドラインは、2021年に日本循環器学会／日本心臓リハビリテーション学会から「心
血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」が報告され、日本
理学療法士協会からも「理学療法ガイドライン第2版」が報告されました。その中
でも多くの文献が引用されており、循環器リハビリテーション分野でのエビデンス
も蓄積されつつあります。エビデンスレベルとして最も⾼いものにはランダム化比
較試験（RCT）やRCTを集めたメタ解析が該当します。この研究デザインを用い
た場合は明確な因果関係を提示することを可能にすることから、治療効果を導くこ
とができます。しかし、RCTを行う際には対象者や管理方法など詳細な統制が必
要になるため、直接臨床応用できないことも多く見受けられます。一方でコホート
研究などの追跡調査を必要とする観察研究は、実臨床のデータベースから報告され
ることも多いため、実臨床に即した結果から臨床応用もしやすいと言う特徴があり、
ガイドラインに記載されているエビデンスの基盤にもなっている。
　近年の循環器治療の進歩と人口動態の⾼齢化に伴い、⾼齢心不全患者が急増して
いる。心不全治療についてはここ数年でARNIや SGLT-2阻害薬などの新薬が登
場し更なるエビデンスが構築されているが、循環器リハビリテーション分野では
「フレイル」や「入院関連機能（能⼒）低下」に関する報告が増加しており、それ
ぞれ心不全の重症度や予後との関連も報告されている。これらに共通するものとし
て身体機能が挙げられる。身体機能は理学療法の介入対象となることから、フレイ
ルや入院関連機能低下予防には理学療法が重要となるが、まだ介入効果に関する報
告は少ない状態であり、具体的な介入方策に対するエビデンスとしては乏しい。介
入試験としては2021年に報告されたRehab-HF試験があるが、対象や介入方法の
設定を考慮すると、そのまま本邦の実臨床に応用するのは困難であると思われる。
観察研究としては、FRAGILE-HFやFRAGSHIPなど本邦の理学療法士が中心と
なって実施されたコホート研究があり、多施設参加の大規模臨床試験のため、臨床
応用可能な情報が多く整理されやすいことが特徴として挙げられる。
　本セッションでは特に本邦の循環器理学療法分野からのエビデンスをまとめ、実
臨床にどのように応用していくかについてまとめてみたいと思います。

河野 裕治
藤田医科大学病院 リハビリテーション部
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教育セミナー2 司会：飯田 博己（愛知医科大学）

中高年の肩痛の診療
―たかが五十肩で済ませないために―

　一般の方々のみならず整形外科医においても、中⾼年の肩関節疾患に対する関心
は比較的低く、認識されている疾患としては「肩こり」「五十肩」くらいであり、
いずれも重症感はなく湿布を貼ったりマッサージしていれば自然に治るものと思わ
れています。しかし、「肩こり」の原因は長時間の坐位、不良姿勢、運動不足、ス
トレス、枕の不適合、頚椎疾患、眼瞼下垂、顎関節症など多岐にわたり、脳動脈瘤
や狭心症の部分症状であることもあり、たかが「肩こり」と軽視せず、個々の患
者さんの要因を検索して、それぞれの要因に対する治療手段を講じる必要がありま
す。「五十肩」、正式には「凍結肩、または肩関節周囲炎」は巷では放っておいて
も自然に治る予後良好な疾患と言われていますが、実際に無治療で元通りに治るの
は50％以下との報告があり、また治るまでの期間も長いと数年かかることもあり、
より短期間により確実に治すための治療が求められます。そして⾼齢化に基づき急
増している腱板断裂が「五十肩」と誤診されているケースを多いのも問題です。
腱板断裂の多くが非外傷性に生じていますが、いまだに単純X像のみチェックさ
れ、先行する外傷がないから「五十肩」と安易に診断されています。また、「肩こ
り」「凍結肩」「腱板断裂」といった一般的な肩関節疾患に隠れて見逃されがちな
のが、Neuralgic�amyotrophy・頸椎症性筋萎縮症・胸郭出口症候群・腋窩神経障
害・肩甲上神経障害・長胸神経障害などの神経疾患や、関節リウマチ・リウマチ性
多発筋痛症・偽痛風・感染などの炎症性疾患があり、これらの疾患も常に念頭に置
く必要があります。そして最近の診療のトレンドとしては、エコーや体外衝撃波療
法（集束型衝撃波、拡散型圧⼒波）の活用があげられ、すでに診断や日常診療の有
用なツールとなっています。ただ、肩疾患領域において私達整形外科医の最も頼り
になるパートナーは優秀な理学療法士・作業療法士であり、そうした人材の確保・
育成が患者さんに満足していただける医療を提供する上での必要条件です。今回の
講演では以上のコンセプトに基づいた中⾼年の肩痛・肩こりの診療のポイントを概
説いたします。

岩堀 裕介
あさひ病院 スポーツ医学・関節センター長
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教育セミナー3 司会：長谷川 隆史（名古屋大学）

脳卒中後運動障害に対する 
リハビリテーション Up to Date

　脳卒中後に生じる運動障害は、運動麻痺、痙縮、協調運動障害、感覚障害などに
よって生じ、ADLやQOLに大きな影響を与える。運動麻痺は臨床上Fugl-Meyer�
Assessment によって評価されるが、上肢および下肢の機能回復（Gain）にはPropor-
tional�Recovery�Rule（発症後3日～2週間の重症度スコアから6か月後約70％の
Gainがある（近年、過大評価と批判する報告あり）が存在するとされる。しかし、重
症脳卒中や皮質脊髄路損傷が強い症例はこの予測モデルにフィットせず、機能回復が
停滞することが報告されている。リハビリテーションにおいては、この比例回復則を
いかに上方修正できるか、またフィットしない重度運動麻痺症例の機能改善のための
介入、または代替手段の確立が必要となる。
　一方、脳卒中においても上位運動ニューロン障害や不動、低栄養などの様々な問題で
運動単位の低下や末梢骨格筋の筋萎縮が生じることが明らかにされている。これは、急
性期からも生じるため、早期からの介入が重要と考えられる。これらの病態に対する介
入方法のエビデンスは比較的充実しているにもかかわらず、臨床広く一般化していると
はいえず、確実に効果が生じる介入はルーティンなものとして確立していく必要がる。
　さらに長年運動障害に影響を与えていると考えられている痙縮がある。Liら（2021）
は、痙縮を皮質網様体脊髄路損傷に伴う内側皮質網様体脊髄路の過剰興奮とする新た
な仮説を提唱したが、運動障害と痙縮は類似の病態生理学的期限を持つ異なる症状で
あるとし、痙縮を伴う運動障害を改善させる戦略として、①初期には「真の」運動
機能の回復を促す、②弱化した筋を強化する、③悪循環を断ち切るために痙縮を十
分かつ適切に管理し、運動機能を向上させることを提言している。Neilsenら（2020）
は中枢神経損傷の結果、拘縮や麻痺、協調性の低下や代償運動、不随意な収縮などが
要因となって生じる運動障害を痙縮運動障害（Spastic�movement�disorder）と表現
している。いわゆる痙縮（伸張反射の過剰興奮）が運動障害を生じさせるのではなく、
上記の様々な問題により運動を遂行するための補助的／代償的な筋収縮を多分に含ん
でいることに注目されたい。痙縮運動障害とは運動や動作時に拮抗筋との同時収縮を
伴い選択的な筋活動が行えない状態であるが、これは運動に伴う感覚フィードバック
の予測が不十分であることの結果といえ、痙縮運動障害の介入戦略として感覚フィー
ドバックの重要性を説いている。
　このように、運動障害には様々な病態があるため、ガイドラインで推奨されている
介入を単純に実施すれば良いということではないことは明らかである。患者が示す運
動障害の病態を分析し、妥当な介入方法を決定する必要がある。そのためには、病態
と介入手法の生理学的根拠のアップデートが重要であることは言うまでもない。残念
ながら、それだけでは不十分で、実際に適用した際の客観的評価に基づく臨床効果の
確認と考察までが臨床である（いわゆるEvidence-based�Practice）。
　本講演では、運動障害の原因を考える上で、主に運動麻痺、筋萎縮、痙縮などの機
能障害に焦点を絞って、症例提示を交えながら脳卒中後運動障害に対するリハビリ
テーションのアップデートを図っていきたい。

生野 公貴
西大和リハビリテーション病院
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教育セミナー4 司会：石垣 智也（名古屋学院大学）

半側空間無視・視野障害に対する 
リハビリテーション

　半側空間無視（Unilateral�spatial�neglect：USN）や視野障害は脳卒中後に合併
しやすい症状である。その定義において両者は独立しており、確かに限局病変の典
型的症例では独立して出現する。しかし、臨床上よく見られる広範な損傷を持つ症
例では、両者が混在する場合も多く、その評価および介入に難渋することも多い。
またその症状特性から、車いすや歩行、自動車運転などといった移動手段の獲得に
向けた介入を進めるうえで、看過できない症状であり、その理解を深めることは理
学療法を進めるうえでも重要である。
　USNは空間性注意機能の障害であり、損傷半球と対側の刺激を発見し、応答、
反応することの障害であると定義される。USNは視空間だけでなく身体空間に対
しても影響を及ぼし、病識が乏しいという特徴を持つため、運動機能や姿勢制御な
どへの影響も大きい。故に、日常生活動作能⼒全般の改善に影響し、理学療法の進
行を困難とする。USNはかつて、頭頂葉病変により生じるとされてきたが、近年
では頭頂側頭接合部と腹側前頭皮質を中心とする腹側注意ネットワークの損傷に
よって生じる症状として理解されている。また、表出している症状を引き起こす基
礎的な障害は、損傷領域の違いなどによって多様である。つまり、症状だけでなく
病態の次元においても、異質性に富むことを理解しておく必要がある。事実、有⼒
な特異的アプローチの一つであるプリズム適応を用いた介入方法でも、損傷領域や
障害特性による効果の違いが指摘されている。したがって、背景にある基礎的な障
害とUSN症状の関連性、並びに身体機能や日常生活動作との関連性を見極めなが
ら、理学療法を進めていく必要がある。
　視野障害には多様な種類があるが、脳卒中後に生じやすいものとして同名半盲や
四分盲があり、眼球を動かさずに見える範囲が一部欠損、あるいは狭小化した状態
を表す。視野障害に対するリハビリテーションでは、残存する視野や眼球運動を使
用した眼球運動トレーニングなどの代償手段の定着やプリズム眼鏡の使用といった
光学補助が代表的であり、視野障害を介入対象として捉えることは少ない。他方、
近年の幾つかの研究において、視野範囲の拡大を示すことが報告されており、視野
障害の改善可能性が適切に評価できれば介入対象として捉えられる可能性がある。
特に、USNと合併している症例では、USNの影響により、視野の過小評価が生じ
る可能性があることから、より詳細な評価を行う必要性が⾼いと考えている。
　本セミナーでは、こうした観点からUSNならびに視野障害に関する知見を概説
し、理学療法の臨床にどのように役立てることができるか議論したいと考える。

高村 優作
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 運動機能系障害研究部
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教育セミナー5 司会：生田 旭洋（名古屋市総合リハビリテーションセンター）

非侵襲脳刺激を用いた 
リハビリテーションの可能性

　ヒトの中枢神経系の活動を客観的に評価することは、リハビリテーションの効果判
定の理解にとって非常に重要である。反復経頭蓋磁気刺激法（repetitive�Transcranial�
Magnetic�Stimulation：rTMS）や経頭蓋直流電気刺激法（transcranial�Direct�Cur-
rent�Stimulation：tDCS）といった非侵襲脳刺激法（Non-invasive�brain�stimulation：
NIBS）は、神経科学や医学といった分野において中枢神経系を非侵襲的に刺激する
手法として用いられてきている。これらの手法は、脳活動を可視化または操作するこ
とができるため、基礎研究だけでなく近年は少しずつ臨床に応用されてきている。特
に、リハビリテーション介入の効果判定のための評価として、利用されることが増え
てきている。
　また、NIBSによる中枢神経評価に加え、連続的に電気または磁気を中枢神経系に
与えることで、その興奮性を調整する介入手法を使ったNIBS研究も増えてきている。
これらの研究では、NIBSを使って一時的に神経活動を亢進または抑制することで中
枢神経活動と運動などの因果的関係を明らかにする、または中枢神経系の興奮性を調
整したうえで介入を行い、介入効果を増大されるような利用が行われている。我々も、
ヒトが運動を学習する生理学的機序を明らかにするため、NIBSを使った介入研究に
より運動の生理学的なメカニズムの理解を進めており、本発表では近年の報告をいく
つか紹介する。
　一方で、これまでの研究では上肢機能や認知機能と中枢神経系の関係を調べる研究
が数多く行われてきたが、歩行や立位動作といったダイナミックな運動に対するNIBS
の効果についての十分な検証は進んでいない。積極的な検証が進んでいない要因とし
ては、脳の運動野下肢領域が中心溝に位置するため構造的に刺激が難しいこと、運動
中に安定した刺激が難しいことなどが考えられる。しかし、脳卒中をはじめとした中枢
神経疾患患者において、立位・歩行動作能⼒の低下はADL上大きな問題となっている
場合が多く、臨床介入の補助的手段としてのNIBS使用の可能性を検討することは重
要である。また、近年の神経生理学的研究では、脳を含めた神経系の活動を複数領域
間の機能的ネットワークとして捉えていくことの重要性が強く示唆されている。そこで
我々は、脳内ネットワーク調整のための介入の手段として、対象者の生体リズムに合わ
せたNIBSによる刺激方法の開発を行っている（閉ループ脳刺激）。本発表では、対象
者の運動リズムに合わせたテーラーメイド型脳刺激の臨床介入試験について紹介したい。
　最後に、NIBSによる効果を臨床に取り入れやすい形として、より安全な刺激介入
についても紹介する。具体的には、神経活動の視覚的フィードバックや感覚刺激入⼒
による脳活動修飾方法を使ったヒト運動介入手法である。NIBSは非常に有用で副作
用の少ない手法と考えられているが、安全面の問題が完全にクリアされたわけではな
いため、我々が近年取り組んでいるより安全な介入方法の効果などについても一部紹
介したいと考える。

野嶌 一平
信州大学 医学部 保健学科
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教育セミナー6 司会：佐橋 健斗（名古屋市立大学病院）

パーキンソン病の歩行障害に対する 
新たなリハビリテーション

　パーキンソン病の発症者数は、⾼齢化にともなって指数関数的に増加することが推
察されている。全世界のパーキンソン病患者数は、2040年には2015年の2倍以上の
1,420万人に達すると推定されパンデミック状況にあるという衝撃的な報告がなされた。
　現在、パーキンソン病の治療は、L-dopaを中心とした内服治療だけでなく、深部
脳刺激術やレボドパ・カルビドパ合剤の腸内持続療法といったデバイス療法など、治
療方法の進歩は目覚ましい。しかし、これらの治療は、筋強剛や運動緩慢といった運
動症状に比べて、歩行障害やバランス障害などの体軸症状に対して、しばしば治療抵
抗性を示す。また、これらの障害は、移動能⼒の制限や転倒の原因となり、また活動
性の低下や社会参加の制限に繋がることから、理学療法士への期待が⾼い問題である。
　パーキンソン病の歩行は、前傾姿勢や股、膝関節の伸展角度の減少、歩行速度の低
下やストライド長の減少、また遊脚期時間の短縮、両脚支持時間の延長、左右の非対
称性と不規則性を特徴とする。これらは病初期から出現し、重症度とともに増大する。
進行に伴って、歩行開始時や方向転換時のすくみ足も出現し転倒の原因となる。
　パーキンソン病の歩行障害に対する理学療法は、聴覚的・視覚的手掛かりなどの外
的キューの利用や二重課題の回避といった認知運動戦略を用いた歩行練習が推奨され
ている。これらは小脳-運動前野を介する運動ネットワークを利用することで、補足
運動野-大脳基底核を介する内発性随意運動のネットワークの機能低下を代償するこ
と、また遂行機能や注意機能に関わる前頭葉の減少したリソースに適応することが理
論的基盤となっている。
　歩行は、大脳基底核から脳幹網様体を介したCentral�pattern�generator（CPG）
への出⼒によって調整される。また、体性感覚やCPGからの情報を受け取った小
脳も、小脳核を介して脳幹網様体に投射し、歩行の調節に関与すると考えられてい
る。一方、パーキンソン病では、脚橋被蓋核と小脳歩行誘発野、補足運動野と中
脳歩行誘発野（Midbrain�locomotor�region；MLR）や小脳歩行誘発野（cerebellum�
locomotor�region；CLR）との構造的、機能的接続性に変化が生じ、これらはすく
み足と関連することが報告されている。
　パーキンソン病のリハビリテーションでは、しばしば動作発現の遅れや寡動、ある
いは疲労によって運動課題の反復練習が十分に行えず、動作の獲得や運動技能を無意
識的に行う自動化への移行が困難となりやすい。近年、このような問題に対して非侵
襲的脳刺激法を用いたニューロモジュレーションが注目されている。
　現在、我々は非侵襲的脳刺激法の一つである経頭蓋電気刺激療法を用いた理学療法
を実施している。歩行障害には、フットセンサーからの入⼒をトリガーにした小脳へ
の非侵襲性の閉回路性脳刺激システムを用い、個々の患者の歩行周期に一致させた脳
刺激を行っている。今回、パーキンソン病に対する経頭蓋電気刺激療法について紹介
するとともに、本法による歩行の非対称性や不規則性、すくみ足に対する効果と今後
の課題について報告する。

堀場 充哉
名古屋市立大学病院 リハビリテーション技術科
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教育セミナー7 司会：張本 浩平（株式会社 gene）

理学療法のための質的研究入門

　質的研究は、医学、看護学、理学療法学、作業療法学、心理学、社会福祉学など
様々な領域に普及している。質的研究は、特定の文脈の中で人々の経験の理解に関
する問題を解くときに適用できる。例えば、理学療法では、急性期医療における理
学療法士の実践（PMID：21511991）、外来理学療法に通う慢性腰痛患者の自己管
理に関する患者の主観的経験（PMID：35589276）など様々なテーマで質的研究が
実施されている。このように、質的研究は人々の経験理解に活かされてきた。
　質的研究は科学の方法の一種であるが、量的研究とは異なるパラダイムに依拠で
ある（ISBN-13：978-4762825118）。量的研究は、実証主義パラダイムに依拠して
おり、主体とは独立自存する客観的な知識を重視している。量的研究において、現
実は単一であり、知識はそれを反映する必要がある。他方、質的研究は自然主義パ
ラダイムに依拠しており、主体によって主観に構成される知識を重視している。質
的研究において、現実は立場によって異なるものであり、それぞれの関心から現実
を解釈されたものである。両者はパラダイムが異なるため、当然のことながら方法
論も異なる。例えば、量的研究では数量化された量的データを扱うが、質的研究で
は数量化されていない質的データ（インタビュー記録、フィールドノート、日記、
自由回答、写真、動画など）を扱う。このように、質的研究は量的研究とは異なっ
た方法論であり、質的研究固有の考え方、やり方を理解する必要がある。
　質的研究では、人々の主観的な経験を理解するための様々な方法論が提案されて
いる。例えば、構造構成的質的研究法、グラウンデッド・セオリー・アプローチ系、
複線経路等至性アプローチ、フォーカスグループなど様々なものがある（ISBN-
13：978-4260036627）。構造構成的質的研究法は、様々な質的研究法のメタ研究法
に位置づけられ、研究目的に応じて柔軟に質的データからモデルを構築することが
できる。グラウンデッド・セオリー・アプローチ系は質的データに密着したモデル
を構築するものであり、理論的飽和という方法装置をもつために比較的多くの参加
者を必要とする。複線経路等至性アプローチは、質的データから個人の人生の経路
をモデル化することができ、比較的少数の参加者でも使える。フォーカスグループ
は、複数の参加者を一箇所に集めて、研究テーマにそって話しあって意見を集約す
るものである。このように、質的研究には特定の文脈の中で人々の経験を理解する
ための多種多様な方法論が含まれる。
　質的データ分析にも様々なものがあり、研究目的に応じて柔軟に使い分けていく
必要がある。例えば、質的データ分析としてコーディングがあるが、これには記述
的35種類以上のやり方がある（ISBN-13：978-1529731743）。コーディングは第1
サイクルと第2サイクルから構成されており、前者で質的データを詳細に分析し、
後者でそれを合成する（ISBN-13：978-1529731743）。質的研究を実施するときは、
様々な質的データ分析法を使い分けるとよい。
　本講演では、理学療法士が質的研究を活用できるよう、そのエッセンスをわかり
やすく解説する。

京極 真
吉備国際大学
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教育セミナー8 司会：竹中 裕人（あさひ病院）

手関節障害・外傷におけるリハビリテーション

　手関節は、前腕回旋運動とともに対象物への手の位置を微調整し、把持、把握動
作時には手関節の安定性を保持しつつ可動性が必要となる。外傷後や慢性の過負荷
による尺側あるいは橈側手関節痛などの手関節障害は、ADLや仕事、スポーツ活
動における手のパフォーマンスを低下させる要因となる。セラピストは評価を駆使
して、病態に仮説を立て検証し、改善を図る必要があり、なかでも手関節と手、手
指の協調運動を用いた運動療法は重要である。
　運動療法では、手関節の近位手根列の円滑な可動性の再獲得を考慮し、橈屈、尺
屈運動および筋収縮による動的安定性に重点を置く。手関節運動では、掌屈、背屈
に着目されがちではあるが、橈屈、尺屈が重要と考えている。手関節の手根骨運動
パターンとして、背屈では橈屈を、掌屈では尺屈を伴い、手根部は滑らかな運動経
路を辿る。手関節運動は橈骨手根関節と手根中央関節で行われており、橈屈、尺屈
について近位手根列は側方運動を行うのみではなく、主に掌背側方向の動きと手根
骨の回転運動で対応している。これらの運動を担う主要な筋腱は近位手根列には付
着せず、隣接する遠位手根列や中手骨近位部に付着して手根部に作用しているのが
特徴である。把握動作や両手での絞り動作をみても、前述の4方向の可動性を調整
することで円滑な手指および手関節の動作を遂行できている。しかしながら、手関
節障害や外傷の治療においては、リスクを回避しつつ組織の修復を待つ安静固定期
間において活動制約がおこる。
　運動開始時は少なからず筋萎縮を認める。手関節の初期運動は筋⼒増強より神経
活動の増加に主眼をおく。実際に手内筋と外在筋のアンバランスと思われる症例が
みられ、手の機能区分では第3区分（power�grip）の拙劣さを示す症例が多く見ら
れた。そのため手関節の自動運動では、手が球体を把持する際に最も重要な手の斜
めアーチを保持するよう指導することで、手内筋と外在筋の協調運動が行えるよう
工夫している。また軟部組織の修復および骨癒合過程を考慮しながら、手関節装具
や自主運動のための治療器具を導入している。引き続いて、初期の神経活動から筋
自体の変化による筋⼒の増加を念頭に置いた運動に移行する。ここでは前腕尺側か
ら手部に位置する小指球筋を代表とする手内筋、尺側手根屈筋、尺側手根伸筋など
の協調運動を実施し、手関節の動的安定性の再獲得を目指し上肢全般にわたる作業
動作を指導する。課題を設定し肩関節から肘関節、手関節、手部の安定性について
意識を持ちつつ筋⼒低下についても自覚を促す。また協調運動の再獲得には、自己
で行える簡便な自主練習への工夫も大切である。
　手関節障害、外傷のリハビリテーションは、外来通院が主となり、時間的制約の
なかで手関節の特性を考慮した具体的なシミュレーションが重要である。これは握
⼒把握だけではなく、手を着く動作を取り入れる。その際に組織修復時期を念頭に
手関節可動性、安定性、特有の動作での疼痛の有無などを確認する。最終的には生
活における手を着く動作に対応可能な手関節機能の再獲得が重要であると考えてい
る。今回、症例を通して、手関節運動への取り組みを提示したい。

茶木 正樹
中日病院 名古屋手外科センター ハンドセラピィ部門
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前庭リハビリテーションの現状と将来

　前庭リハビリテーション（Vestibular�Rehabilitation；以下VR）は、1940年代に
Cawthorneと Cookseyにより報告され、良性発作頭位めまい症、前庭神経炎、メ
ニエール病、持続性知覚性姿勢誘発めまい、加齢、頚部障害などの前庭機能低下に
対する理学療法として諸外国では多く行われている。姿勢制御は、前庭脊髄反射
（VSR）、前庭動眼反射（VOR）、前庭頚反射（VCR）、頚眼反射（COR）が関与して
いるが前庭障害患者では特にVOR、VSRの障害によりめまい・ふらつき等の症状
を訴える。また、2022年に出された米国理学療法士協会VRガイドラインでは、
前庭機能低下により、めまい・ふらつき、動揺視、注視障害および歩行の不安定性、
空間における姿勢制御の障害により、日常生活・運転・仕事など、生活の質に悪影
響を及ぼすことが示されている。
　VRの目的は、①姿勢不安定性を減少させること、②機能的バランス（動作時の
バランス機能）を向上させること、③頭部運動時の視覚のブレを減少させること、
④身体的な状態と身体活動レベルを向上させること、⑤正常に近い社会的活動の参
加に戻らせること、⑥社会的な孤立感を減少させることである。VRは、医師の診
断に加えて理学療法評価をもとに頭位変換時の動揺視（VOR�gainの低下）には前庭
適応（adaptation）としてGaze-stabilization�exerciseを用い、小脳での代償（前庭
代償）を促す。また、特定の動作によりめまいが起こる場合（動きの感受性異常）は
慣れ（habituation）を起こさせるため、めまいを誘発するhabituation�exerciseを行
う。動的バランスに異常がある場合は体性感覚や視覚等による代償（substitution）
を組み合わせたバランストレーニング等の substitution�exercise によるプログラ
ムを作成する。またVRの進め方は、①安定→不安定、②静的→動的、③開眼→
閉眼、④遅い→早い、⑤局所→全身へと徐々に難易度を上げながら行っていく。
　VRの根拠は、頭位変換による三半規管・耳石器のリンパの流れから加速度を感
知し、小脳や認知、体性感覚・視覚等の機能を用いて運動療法を行うことでめま
い・ふらつきを改善することである。
　Fredrik ら（2016年）は、成人の3分の1が前庭機能障害を患っており、その発
生率は年齢とともに増加すると推測し、めまいやふらつきによる転倒・骨折、動的
不安定性の対策にも適応でき、医療経済効果が⾼いとともに将来的には
①モバイルアプリによるオンデマンドトレーニング
②仮想環境でのトレーニング（神経調節の使用）
③前庭インプラントの開発　
④ �ロボット支援歩行訓練を取り入れ理学療法士の専門教育の基準を⾼め、病態生
理学的概念に基づく新しいリハビリテーションプログラムの構築

に期待されると述べている。

浅井 友詞
日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

教育セミナー9 司会：加賀 富士枝（名古屋市立大学病院）
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スポーツ活動の現場における理学療法
―理学療法士のこれからの活動に向けて―

　昨年夏、世界規模でのCOVID-19感染拡大による延期を経て、我が国でオリ・
パラ大会が開催された。厳しい状況下ではあったが、真摯に競技に向かうオリ・パ
ラアスリート達の姿が、観る者に多くの感動を呼ぶ大会であった。
　我が国のスポーツは、2000年以降に展開されてきた施策や、2011年に施行され
たスポーツ基本法などが起点ともなり、ここ数年間で大きな変化を遂げてきた。競
技スポーツに加えて、パラスポーツ、地域スポーツ、生涯スポーツなど、スポーツ
に取り組む人々やその目的の幅は拡がりをみせている。今後は、オリ・パラ大会が
遺した幾多のレガシーによっても、このような流れが加速していくことになろう。
　スポーツの⾼度化、多様化が進んでいく中、理学療法士がスポーツに関わる機会
も増えつつある。活動の場は、従来の医療機関にとどまらず、スポーツ活動を実践
する場にも及び、関わり方も、対象者の社会的背景、指導・実践の場所、参加・雇
用の形態、の組み合わせによって多種多様なものになっている。
　スポーツの分野で理学療法士が担う業務は、従来からの外傷後・術後のリハビリ
テーションが多くを占めてはいるが、活動の拡がりに応じてリコンディショニング、
外傷予防、コンディショニング、さらには競技パフォーマンス向上にまで及んでいる。
　そのような幅広い期待に応えていくにあたり、対象者が安全に効率よくスポーツ
に取り組むための身体機能の向上に働きかけていく意義は大きい。スポーツ動作や
機能的な問題は、パフォーマンス低下へとつながり、また外傷・障害の誘因とも
なってしまう。それらの改善を図るアプローチは、スポーツ外傷予防策や、さらに
は競技パフォーマンスや実践能⼒向上に結びついていくものになる。近年では、成
果をあげている事例を見聞きする機会も増えつつある。
　今後、スポーツを取り巻く状況にあわせて、理学療法士に求められる役割と任務
も⾼度に、多様になっていくであろう。我々が提供できる理学療法サービスの充実
に向けて、スポーツという基盤を大切にしつつ、必要となる知識や技能を整理して
いくこと、その根拠を明確にしていくこと、そして関連他職種との協働を強化して
いくこと、などが意識しておくべきことになる。
　今回の機会に、我が国におけるスポーツへの理学療法士の関わりの現状をあげ、
今後に向けた取り組みの課題と対応について考えていきたい。

小林 寛和
日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

教育セミナー10 司会：宮下 浩二（中部大学）
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1　10月29日（土）　12：20～13：00 第1会場

ID ストレッチング 
～臨床から生まれるクオリア～

鈴木 重行（朝日大学 客員教授）

共催：株式会社ジェネラス

ランチョンセミナー2　10月29日（土）　12：20～13：00 第2会場

マインドフルネスを超えた呼吸法 
（心拍変動バイオフィードバック）

端谷 毅（はしたにクリニック）

共催：はしたにクリニック

ランチョンセミナー3　10月30日（日）　12：45～13：25 第1会場

理学療法士から見た HAL Ⓡの活用法
阿部 友和（CYBERDYNE株式会社 シニア技術アドバイザー・安全指導講習講師）

共催：CYBERDYNE 株式会社

ランチョンセミナー4　10月30日（日）　12：45～13：25 第2会場

リハスタッフのための働き方改革 
―労働基準法の逸脱はリスクしかない―

張本 浩平（株式会社 gene 代表取締役）

共催：株式会社 gene



54　第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン

ランチョンセミナー1 共催：株式会社ジェネラス

ID ストレッチング
～臨床から生まれるクオリア～

　ストレッチングは日常の臨床場面においてプライオリティーの⾼い技術の1つであ
り、主に筋伸張性の改善、結合組織の粘弾性低下、関節可動域の改善を目的とするこ
とが多い。広辞苑によるとクオリアとは、「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」と
記載されている。
　ストレッチングにおけるクオリアの代表は、ストレッチングの強度を決める生体か
らのエンドフィール（最終域感）ではないだろうか。ストレッチングの強度は、筋緊
張を低下させ可動性改善やパフォーマンス向上を得るために非常に重要なファクター
である。筋緊張低下を促す最適なストレッチング強度は、神経生理学的にはⅠb抑制
がドライブされる強度であり、クオリア的には抵抗感を感じ始めた強度である。この
強度で20～30秒間保持することにより、最も効率よく筋緊張の改善を得ることがで
きる。したがって、ストレッチングのスキルアップには、まず、生体からの抵抗感を
察知するクオリアの感性を磨くことが求められることになる。
　また、痛みを発現している筋は必ずと言っていい程、同一筋内でも周辺部より硬い。
硬い部位を圧迫すると痛みを誘発するが、その部位が患者様の訴える痛みの部位では
ない。理学療法では問診、触診、運動検査、等によって導き出された痛みを発現して
いる部位が想定され、的確なストレッチングを含む理学療法により効果が引き出され
る。この時の「触診」という感覚的体験から得られる痛みを発現している筋の独特
で鮮明な質感であるクオリアの学習の積み重ねが、患者様が訴える筋の疼痛発現部位
を見つける場合やその効果判定をする場合にも必要となる。
　演者は1999年、個々の筋を対象にしたストレッチング法である個別的筋伸張法
（Individual�Muscle�Stretching；以下、IDストレッチング）を提唱し、臨床で活用
している。
　その特徴は、関節可動性低下や最終域での痛みは、拮抗筋が原因とするだけでなく、
主動作筋の筋緊張亢進によっても引き起こされるため、問診、触診、運動検査により、
その原因部位を絞り込み、個別に筋をストレッチングし、効果を引き出そうとするも
のである。
　IDストレッチングを学ぶことで筋に関する解剖学あるいは生理学の知識が豊富に
なるとともに、筋やランドマークになる骨突出部の触診技術、関節可動域制限や痛み
の原因となっている軟部組織の機能評価能⼒は確実に向上する。
　IDストレッチングの知識は小児から⾼齢者まで幅広い年齢層において共通してお
り、あらゆる対象者に対応できる不偏的な技術である。
　また、近年では予防領域など健常者を対象にした介護予防や健康増進に理学療法士
が関与することも増えており、それらの場面においても IDストレッチングの知識と
技術を活用することで結果的に症状の重症化予防や傷害の発生を未然に防ぐことにな
ると考えている。
　今回のセミナーでは、理学療法における IDストレッチングの考え方と必要性につ
いて話題提供する。

鈴木 重行
朝日大学 客員教授
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ランチョンセミナー2 共催：はしたにクリニック

マインドフルネスを超えた呼吸法
（心拍変動バイオフィードバック）

【はじめに】�今日マインドフルネス（MF）がマスコミなどで紹介されている。MFに
関する最初の論文は1887年に出され、2005年ダライラマがアメリカ精神神経学会で
特別講演をしたことをきっかけに約2万本近くの論文が出されいる。その効果は、単
に統合失調症やうつ病、双極性感情障害などの精神疾患に留まらず、すべての身体疾
患や、様々な教育方法などにも及んでおり、テロメアが長くなることも報告されてい
る。それを裏付けるかのように、平安時代から江戸時代の⾼僧67名の平均寿命が
75.7歳であったり、平均寿命が33歳であった室町時代で一休さんは87歳で亡くなっ
ている。さらに瞑想を1日15分間2ケ月間すると急性呼吸器感染症（風邪、インフル
エンザ、コロナなど）の発生率、持続期間、重症度が33％、43％、60％減ると報告
されている。
　MFで使われる瞑想や座禅はただ一定の呼吸と考えられ、最も効果がある方法が心
拍変動バイオフィードバック（HRABF）と考えている。

【方法】 EM-Waveで自分の心拍数を観察させながら、1回10秒の定呼吸をさせ心拍
変動を記録する。

【結果】 心拍変動は、普通呼吸（12～15回 /分）では、ギザギザの波形であるが、1
定呼吸（6回 /分）できれいなサインカーブになるが、それは正常な人と患者の6割で
あり、患者の4割は波形が乱れる。しかし10分程度の呼吸練習で改善し、数日間の
10秒呼吸練習でほとんどの症状が改善することが解った。

【考察】 一般的に心拍変動を周波数分析して、現れる3つのピークを、VLF（0.05Hz
以下）、LF（0.05-0.15Hz）、HF（0.15-0.5Hz）と定義する。HFは副交感神経活動、
LF/HFは交感神経活動の指標にされており、LF/HFなどをストレス指標としている。
LFの中にはMayer 波（約0.1Hz）が含まれる。10秒ごとの呼吸はHFを LFに重ね
る行為であり、この呼吸を続けると、多くの症状が改善する。これには生物の発生が
大きくかかわっている。歴史的に45億年前に地球が発生し、35億年前に単細胞生物
が発生し呼吸が始まる。10億年前に多細胞の口腸動物と副交感神経が発生した。5億
5千年前に魚など脊椎動物が発生し、循環器が発生して交感神経もそろった。2億5
千年前に5回目の爆発で95％の生物が滅びた時に身（母乳）を削って子供を育てる哺
乳類が誕生した。300万年前に猿人が発生し、30万年前にネアンデルター人が誕生し
たが、彼らは言葉を話すFoxP2が人間と1塩基違うため話せなかった。5万年前に誕
生した人類は言葉を話せたので、知識が進化した。さらに呼吸をする行為は、前頭葉
で決め、延髄、頭頂葉の運動野、効果器の肺に命令されて実行される。その指令は電
流であり、磁場と⼒を発生し、脳内にブランコを押すような一定の振動を起こし、そ
の振動がオキシトシンを分泌しより効果を上げていると考えられる。ブランコである
ため、雑念などで電流の乱れがあるとまり、さらに一定時間の継続必要である。以上
の事から一定周期の真剣な呼吸である瞑想や座禅が様々な効果をもたらすと考えられ
る。その中でもMayer波やデフォルトモードネットワークの周波数である0.1Hz、1回
10秒の呼吸が最も効果がある方法と考えています。

端谷 毅
はしたにクリニック
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ランチョンセミナー3 共催：CYBERDYNE 株式会社

理学療法士から見た HALⓇの活用法

　現在、サイボーグ型ロボットHALⓇ（Hybrid�Assistive�LimbⓇ）は医療用下肢タ
イプ、単関節タイプ、自立支援用下肢タイプPro、単関節タイプ、腰タイプ介護自
立支援用、自立支援用、作業支援用と目的に応じて多岐にわたり利用されている。
さらに特筆すべき点はHALⓇが世界各国で医療機器承認を受け、脳卒中、脊髄損傷、
一部の神経筋疾患の治療に利用される本邦唯一のリハビリテーションロボットのプ
ロダクトであるという点である。
　HALⓇの治療効果に関するエビデンスは諸分野にて確立されているが、本邦にお
いて特筆すべき点は、医療用下肢タイプが8種類の進行性神経・筋難病疾患（脊髄
性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコマリートゥース病、
遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー）を対象に、
2015年11月に初めて治療機器として医療機器の承認を取得し、2016年4月より医
療保険収載が認められている点である。なお現在、脳卒中、脊髄損傷、脳性麻痺に
ついても治験が進められている。
　さて、このような結果を示すことができた背景には、当然ながらHALⓇを操作
できる使用者の存在が必須である。HALⓇを取り扱うためには、CYBERDYNE社
の定めによって、4時間程度の安全使用講習（以下講習）の受講が必要である。講
習ではHALⓇの駆動原理、適正使用基準、使用目的や適応患者、有害事象、運用
方法（組み立て方法、装着方法、そして、利用者の状態に合わせたHALⓇのアシス
ト調整方法等）と多岐に学ぶことができるが、やはり最重要となる点が利用者に
あった装着方法とHALⓇのきめ細やかなアシストの調整方法であろう。受講資格
は理学療法士、作業療法士、看護師であるが、やはり歩行分析を得意とする理学療
法士のCompatibility は良い。
　その反面、HALⓇのきめ細やかなアシストの調整方法に難渋する理学療法士も多
い。今まで講習を行なってきた筆者が都度、受講の理学療法士に伝えてきた点は
「歩行分析の結果だけに留まらず、患者の楽な歩き方をHALⓇにしてもらいましょ
う」である。つまりこれは　従来、理学療法士主導で行われてきた歩行練習（歩行
の知見や歩行観察の結果から歩行介助方法を決定する）から、患者の訴えや感想を
第一にした患者主導の歩行練習（患者が歩きやすい方法を決定する）に変更する
（または両者を組みわせる）という点を示唆するような助言である。実際、国立神
経ロボット・サイバニクスセンター（マレーシア）におけるHALⓇの歩行練習では、
理学療法士やその助手は装着補助に留まり、患者自身でアシスト調整を行い、患者
自身で励んでいる。
　最後に、理学療法士からみたHALⓇの活用方法は、今まで理学療法士主導で行っ
てきた歩行練習から、患者主導の歩行練習に変容する可能性を秘めている。今後
HALⓇやその他リハビリテーションロボットのプロダクトの活用は、量・質ともに、
より⾼い歩行獲得を目指す一助になることが期待される。

阿部 友和
CYBERDYNE株式会社 シニア技術アドバイザー・安全指導講習講師



第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン　57

ランチョンセミナー4 共催：株式会社 gene

リハスタッフのための働き方改革
―労働基準法の逸脱はリスクしかない―

　医療・介護現場における働き方改革は、進んでいるのか？個人的には、少しだけ進
んでいると考えているが、一般企業における水準にはほど遠い。
　理由は3つある。
1. 医療職においてそもそも、労働基準法に無頓着な人が多い
2. 管理職が労働基準法を学ぶことがない
3. 間違った法律の解釈が慣例的に横行している
　無頓着な人が多いため、こういった学会のセミナーなどで、啓発をしようとしてい
るが、人気がない。
　学会でこのような話をしても、あまり聞いてもらえないのだ。しょうがない。
　そりゃ、学会に来る若くて志の⾼い人は、こういった労働基準法などの話よりも同
じ時間にやっているCYBERDYNE株式会社さんのHALの話が聞きたいだろう。
　ただ、労働基準法を理解することは、とても大事だ。
　一番身近な例をとると、サービス残業の問題である。本来、時間外労働は1分単位
での支給と指示および暗黙の指示によって労働契約が成立し命令根拠となる。
　業務時間前に朝の掃除を全員で行うことが義務になっている組織もある。
　例えば10人が毎日15分就業時間前に掃除を行ったとすると、平均年収400万円と
仮定した場合、社会保険料を含めて過去5年間分、900万円の支払いが必要となる。
10人分だけで900万円である。これが組織全体だとすると組織はふっとぶ。
　ただ働きをさせている管理職は給料をもらう価値はないと考える。
　なぜならば、時間とは人生そのものだからだ。
　大切なことだからもう一度、時間とは人生そのものだからだ。
　時間を人生を大事に扱わない組織に、ほんとうにリハビリテーション（全人間的復
権）を考えることができるのであろうか？
　私は、否と考える、犠牲なき献身こそ真の奉仕なのだ。誰かのために、誰かが犠牲
になる仕組みは間違っているのだ。
　最後に労働基準法はとんでもなく複雑である、SNS等で背景がわからないのに、
それは労働基準法違反だと叫ぶ人がいるが、その組織の就業規則および個人の労働契
約を確認しなければ、絶対に断言などできない、非常に複雑な法律なのだ。
　今回の講義では、医療・介護現場で当たり前のように行われていることが、実はグ
レーもしくは労働基準法における命令根拠がないということを例示したいと考えている。
　職場とは、様々なコンプライアンスの上に、はじめてスタッフが安心できる環境が
用意されると考えている。
　理学療法士とは素晴らしい仕事であると、私は信じているので、素晴らしい職場が
増えることを心より願っている。

張本 浩平
株式会社 gene 代表取締役
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公開講座
司 会：石田 和人（名古屋女子大学）

　　運動で認知症のリスクを減らそう：　　  
デジタルヘルス技術を活用したアプローチ

島田　裕之
国立長寿医療研究センター

日 時：10月30日（日）　15：00～16：00

会 場：特設会場
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運動で認知症のリスクを減らそう： 
デジタルヘルス技術を活用したアプローチ

　認知症は加齢に伴い発症リスクが増大するため、今後、後期⾼齢者が増加する日
本において認知症の問題はさらに大きくなると考えられる。アルツハイマー病をは
じめとした認知症の原因疾患に対する疾患修飾薬の完成が待たれるところではある
が、現時点でも実施可能な認知症予防対策を推進していくことが、当事者や家族は
もとより社会的な将来の負担を軽減するために必要である。
　認知症予防に対するアプローチとしては、軽度認知障害（mild�cognitive�impair-
ment：MCI）を有する⾼齢者を対象とした集中的な予防対策が必要であることは
周知となった。ただし、認知症発症リスクの⾼いMCI⾼齢者のみに焦点化した対
策では、認知症発症率を減少させることは難しいため、認知症のハイリスク者とと
もに、まだリスクが顕在化していない⾼齢者も含めたポピュレーション・アプロー
チの効果的な方法の確立が課題となっている。予防対策の効果を規定する要因は十
分明らかとなってはいないが、予防対策の「質と量」に効果量が比例しているよ
うにみえる。対象者を限定したハイリスク・アプローチであれば、十分な質と量を
担保した取り組みが可能であるが、対象者が増えるにしたがい、質と量を担保した
予防対策の実現可能性は減少する。具体的には、数人の対象者に1名の治療者がつ
いて予防対策を講じれば、十分な対応が可能だが、100名の対象者を1名の治療者
で対応しようと考えたら、全く別なアプローチを考える必要が生じる。ポピュレー
ションアプローチでは、潜在的には⾼齢者の多くが認知症予防の対象となるため、
できるだけ安価で大規模な人数に介入可能な方法が望まれる。
　私達の研究グループでは、セルフモニタリングによる活動の促進が認知症発症遅
延効果を持つか検証を進めているが、非常に簡便な方法（たとえば歩数計配布）では
活動促進にはつながらず、一定の頻度での介入は不可欠であると考えるに至ってい
る。⾼頻度かつ⾼効率で対象者にアプローチするためには、デジタルヘルス技術を
導入することが必要と考え、現在はスマートフォンを用いた活動促進プログラムが
認知症の抑制効果を有するかランダム化比較試験で検証を始めた。これによって、
非対面型での介入が可能となり新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からも有益
な取り組みであると考えている。本講演では、これまでの認知症予防の取り組みの
効果と反省点を概観し、これからのデジタルヘルス推進に関する取り組みを紹介する。

島田 裕之
国立長寿医療研究センター

公開講座 司会：石田 和人（名古屋女子大学）



口 述 発 表





10月29日（土）

第 1会場
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○芦澤 遼太1）、本田 浩也2）3）、吉澤 康平2）4）、�
亀山 裕斗2）4）、吉本 好延2）

1）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、
3）介護老人保健施設 花平ケアセンター、 
4）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部

【目的】 脳卒中後のうつ病は脳梗塞再発にも影響することから、
軽症脳梗塞患者においても予防することが重要である。脳卒
中後のうつ病には身体活動が影響するが、先行研究の多くは
身体活動を質問紙によって評価しており、身体活動を正確に
活動強度別に分類できていない。身体活動を正確に活動強度
別に分類することは、脳卒中後のうつ病を予防するためのア
プローチの構築につながる。しかし、活動強度別の身体活動
が退院後のうつ症状と関連するかどうかは検討されていない。
　本研究の目的は、軽症脳梗塞患者を対象に活動量計を用い
た活動強度別の入院中の身体活動が、退院後のうつ症状と関
連するかどうかを明らかにすることであった。

【方法】 研究デザインは前向き観察研究であった。対象は、
脳梗塞により入院しNational� Institute�of�Health�Stroke�
Scale（NIHSS）6点未満かつMini-Mental�State�Examina-
tion（MMSE）24点以上の84名であった。入院中に活動量計
（Active�Style�Pro�HJA-750C：OMRON社製）を用いて、
座位行動、軽強度活動（Light-intensity�Physical�Activity：
LPA）、中⾼強度活動（Moderate-to-Vigorous-intensity�
Physical�Activity：MVPA）を測定した。退院3か月後のう
つ症状は、Geriatric�Depression�Scale�15（GDS15）によっ
て調査し、交絡因子として性別、年齢、10m最大歩行速度、
入院中のGDS15を調査した。統計解析は、退院3か月後の
GDS15が6点以上をうつ症状群、6点未満を非うつ症状群に
分類し、従属変数を退院3か月後のうつ症状の有無（うつ症
状無、0；うつ症状有、1）、独立変数を座位行動（Model�1）、
LPA（Model�2）、MVPA（Model�3）それぞれと年齢、性別、
NIHSS、MMSE、10m最大歩行速度、入院中のGDS15と
したロジスティック回帰分析を行った。

【結果】 最終的に76名（年齢71.2±7.8歳、男性50名）から
回答を得た（回答率90.4%）。退院3か月後のうつ症状群は14
名（18.4%）であった。LPAを投入したロジスティック回帰分
析では退院3か月後のうつ症状の独立した因子としてLPA
（β=-0.023,�オッズ比=0.978,�95%信頼区間=0.960-0.995,�
p= 0.013）と入院中のうつ症状の有無（β=2.070,�オッズ比
=7.924,�95%信頼区間=1.572-39.949,�p= 0.012）が抽出され
た。座位行動とMVPAを投入したロジスティック回帰分析
では、それぞれ座位行動とMVPAは抽出されなかった。

【考察】 軽症脳梗塞患者において入院中のLPAが退院後のう
つ症状と関連することが示唆された。先行研究では、身体活
動により慢性炎症が軽減することでうつ症状が抑制されるこ
とやLPAを行うことで炎症が軽減することが報告されてお
り、LPAを増やすことでうつ症状を予防できる可能性がある。

【理学療法学研究としての意義】 軽症脳梗塞患者の退院後の
うつ症状を予防するために、入院中のLPAを増やすことが
必要であることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づ
いて実施され、聖隷三方原病院倫理委員会の承認を得た
（19-46）。

S-1 軽症脳梗塞患者の入院中の軽強度活動は
退院後のうつ症状と関連する

キーワード：軽症脳梗塞患者、軽強度活動、うつ症状

口述発表1　［ セレクション① ］ 10月29日（土）　第1会場

○犀藤 悠規
社会福祉法人 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 
リハビリテーション療法部 

【はじめに】 Wallenberg 症候群を呈した症例に対し、病前
と同様の姿勢でヴァイオリン演奏が可能となることを目指し
介入を行った。その経過を報告する。

【症例紹介】 40歳代男性。BMI�25.6。事務職として働く傍ら、
市民楽団に所属しており、主に座位でヴァイオリンを演奏し
ていた。X-67日に右椎骨動脈解離による延髄梗塞と診断さ
れ入院。X日に当院転院。転院時点でFIM、SIAS-motor
は満点であった。

【経過・結果】 X日時点の座位姿勢では、5°の体幹右側屈、
1.5横指の右肩甲骨下制を呈しており、右腹斜筋及び脊柱起
立筋群等は低緊張を認めていた。また、左側方へのリーチ動
作では、右側に比べ骨盤傾斜角度の増加を認めた。座位での
ヴァイオリン演奏では、弓の操作において右肩甲骨挙上、体
幹左側屈が見られ、前方左側方への体幹動揺が著明であった。
本人からは「疲れやすい。姿勢も傾かず、ブレないほうが
いい。弦の強弱も分からない。」との訴えが聞かれた。
　身体機能評価では、触圧覚は右側手指が10に対し左側は6
であった。タンデム肢位は右側8秒、左側27秒と低下を認め
た。片脚立位は右側12秒であり、体幹は最大右側屈15°～
-10°まで偏位し、動揺が著明であった。一方で左側は立ち直
り反応が出現せず、体幹は常時15°左側屈位を呈していた。
　評価結果から垂直性の誤認識及び右側姿勢保持筋群の低緊
張により座位時の右側への姿勢崩れが生じており、骨盤側方
移動制限及び立ち直り反応の低下により、演奏中の左側への
姿勢崩れの修正も困難となっていると推察した。
　そこで、姿勢保持筋群の筋⼒強化、触圧覚の賦活は自主練
習を指導し、介入時には垂直性の再学習、姿勢制御機能の賦
活を中心に行った。姿勢制御機能に関しては、膝立ち位で体
重移動練習中に側腹部・臀部にタッピングを行い、適切なタ
イミングでの筋収縮を促し、立ち直り反応の学習を図った。
垂直性の再学習に関しては、鏡の前で棒を両肩の上に担ぎ平
行にした状態や、胸の前で垂直位に保った状態で片脚立位や
ランジ動作を中心に行った。
　X+23日には、触圧覚は右側手指が10に対し左側は9。タ
ンデム肢位、片脚立位も両側30秒可能となり、片脚立位時
の右側の体幹動揺は消失、左側も立ち直り反応が出現し、正
中位での保持が可能となった。
　その結果、演奏中の体幹姿勢の崩れは消失し、本人からは
「かなり弾きやすい。姿勢が安定しているのが自分でも分か
る。弦の感覚もよく分かるし、大丈夫そう。」との発言が聞
かれた。

【考察】 本症例は、Wallenberg症候群により、垂直性の誤認
識、姿勢制御機能低下を呈しており、病前と比較し演奏時に
疲れやすく、感覚に差異が生じていた。介入の結果、立ち直
り反応が改善したことに加え、視覚や道具を使用した運動療
法により垂直性の誤認識が改善され、演奏中の姿勢が安定し、
疲労感なく病前と同レベルの演奏が可能になったと推察した。

【倫理的配慮・説明と同意】 本報告はヘルシンキ宣言に基づ
き、症例に対して説明を行い、同意を得た。

S-2 Wallenberg症候群を呈した症例に 
対する理学療法介入
～ 病前と同レベルのヴァイオリン演奏を 
目指して～

キーワード：Wallenberg 症候群、感覚障害、姿勢制御機能

セレクション
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○石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）、三田 琢磨1）、�
藤井 博昭1）、山田 和政2）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、 
2）星城大学大学院 健康支援学研究科、 
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

【目的】 脳卒中患者の歩行自立度の予測は入院中のリハビリ
テーションプログラムや入院期間の設定、患者・家族の意思
決定に寄与する為、重要である。しかし、臨床現場において、
脳卒中患者の歩行自立度の予測に難渋する症例を経験する。
その一要因として、脳卒中患者の重症度別における回復経過
の差異が挙げられる。その為、予後予測において入院期間中
の変化を考慮する必要があると考えられる。そこで今回、回
復期脳卒中患者を対象に、身体機能・能⼒評価を加味した退
院時の歩行自立度の予後予測を、決定木分析を用いて検討す
ることを目的とした。

【対象と方法】 対象は2017年10月～2021年12月までに、当
院回復期病棟に入退院した脳卒中患者1,712名とし、テント上
以外の病巣、両側麻痺、入棟時で歩行が自立していた者、入
棟時から退院時まで歩行が全介助だった者、診療録上でデー
タが欠損値のある者は除外した。調査項目は入棟時における年
齢、Functional� Independence�Measure（FIM）、Bedside�
Mobility�Scale、Stroke�Impairment�Assessment�Setの下肢
運動項目、認知関連行動アセスメント（CBA）、Berg�Balance�
Scale（BBS）とし、当院診療録から抽出した。各調査項目の変
化量の算出式は、「回復期入棟1ヶ月時評価項目-回復期入棟
時評価項目」とした。尚、入棟時の運動FIMから3群に重症
度を分類した。統計学的検討として、始めに入棟時の運動
FIMの重症度別に退院時における歩行自立の可否の2群に分
類した。各群で従属変数を退院時の歩行自立の可否、独立変
数を各調査項目とし、CART法による決定木分析を行った。
決定木の最大深度を4層までとし、親ノードを30、子ノード
を5と定めた。又、各重症度別の決定木より判別的中率を算
出した。

【結果】 入棟時の運動FIMの重症度別における分類は、重
度群（n=298）、中等度群（n=259）、軽度群（n=44）となっ
た。尚、軽度群に関しては、サンプルサイズが少ない為、統
計処理は非実施とした。重度群における樹形図の第1層には
BBS変化量、第2層には運動FIM変化量、年齢、第3層に
は入棟時運動FIMが抽出された。判別的中率は82.3%で
あった。中等度群における樹形図の第1層には運動FIM変
化量、第2層には入棟時CBA、第3層には認知FIM変化量、
年齢が抽出された。判別的中率は86.3%であった。

【考察】 入棟時の運動FIMの重症度別で予測因子間の相互
関係は異なる結果となり、更に予後予測を行う上で身体機
能・能⼒の変化を考慮する必要性がある可能性が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 回復期脳卒中患者における
歩行自立度の予後予測において、入棟時及び入棟1ヶ月時点
の身体機能・能⼒の変化量が退院時の歩行自立度における予
測因子として抽出され、予測因子間の相互関係が明らかとな
り、今後の回復期リハビリテーション医療における目標設定、
治療戦略において重要な一資料となり得る。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づ
き、当院倫理審査委員会の承認を得た。

S-3 回復期脳卒中患者における入院期間中の
身体機能・能力評価の変化量を用いた 
退院時の歩行自立度の予後予測
―決定木分析を用いた検証―

キーワード：脳卒中、予後予測、決定木分析

口述発表1　［ セレクション① ］ 10月29日（土）　第1会場

○吉澤 康平1）2）、芦澤 遼太3）、武 昂樹4）、本田 浩也2）、
亀山 裕斗1）2）、若林 稔幸2）、山下 翔太2）、吉本 好延5）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、 
4）訪問看護ステーション住吉第二、 
5）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

【目的】 脳卒中患者は退院後に転倒しやすく、歩行中の転倒
が多い。脳卒中患者の歩行では、麻痺側立脚時間の減少や麻
痺側足部クリアランスの低下などの異常な歩容がみられ、歩
行中の麻痺側下肢のふらつきやつまずきへと繋がり、転倒を
引き起こしている可能性がある。従来の転倒予測評価である
バランス評価や歩行時間による評価では、歩行中の転倒状況
を反映させることが困難である。そのため、歩容を評価でき
る歩行観察評価を脳卒中患者の転倒予測に用いることで、従
来の転倒予測評価より予測精度が⾼まる可能性がある。しか
し歩行観察評価が転倒予測に有効であるかどうかは明らかに
なっていない。本研究の目的は、歩行観察評価が従来の転倒
予測評価よりも転倒予測に有効であるかどうかを明らかにす
ることであった。

【方法】 研究は前向きコホート研究で行った。対象者は回復期
病棟から自宅退院した脳卒中患者とした。退院前1週間で歩
行観察評価と従来の転倒予測評価であるBerg�Balance�Scale
（BBS）、Balance�Evaluation�Systems�Test（BESTest）、
Timed�Up�and�Go�Test（TUG）、10m歩行テスト、両側片
脚立位保持時間、Sit�to�Stand�Test（STS）、両側下肢荷重
率を測定した。歩行観察評価は脳卒中患者の歩容に関して正
常からの逸脱の程度を評価できる奈川の歩容評価表を使用し
た。退院後6か月間の転倒は転倒カレンダーと電話により追
跡調査した。
　統計解析では、まずロジスティック回帰分析を行い、転倒
に影響する脳卒中患者の歩容を明らかにした。その後転倒に
影響する歩容の歩行観察評価項目と従来の転倒予測評価の
Receiver�Operatorating�Characteristic�curveを求め、Area�
Under�the�Curve（AUC）を算出した。今回はAUCを予測精
度としてそれぞれの評価で比較した。

【結果】 解析対象者は63名（平均年齢63.7歳、男性68.3%）で
あった。転倒率は30.2%であった。ロジスティック回帰分析
の結果、転倒に影響する脳卒中患者の歩容として非麻痺側歩
幅（オッズ比：11.135,�95%信頼区間：2.362-52.5,�p= 0.002）
が抽出された。それぞれの転倒予測評価のAUCは、非麻痺
側歩幅に着目した歩行観察評価が0.844、BBS が0.832、
BESTest が0.809、TUGが0.841、10m歩行テストが0.794、
STSが0.718、麻痺側片脚立位時間が0.827、麻痺側下肢荷
重率が0.706であった。

【考察】 本結果により、歩行観察評価による脳卒中患者の退
院後6か月間の転倒予測は従来の転倒予測評価よりも有効で
ある可能性があると考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 本結果から歩行観察評価に
より退院後の転倒リスクが⾼い患者をより明確に抽出でき、
早期の転倒対策へ繋がる可能性がある。また転倒を防ぐため
の歩行練習の目標値となる可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は浜松市リハビリテー
ション病院の倫理委員会で承認された（倫理番号21-73）。
対象者は同意前に本研究について口頭と書面で説明を受けた。

S-4 退院時の歩行観察評価を用いた 
脳卒中患者の転倒予測の有効性

キーワード：脳卒中、転倒、歩⾏観察

セレクション
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○鈴木 亮馬
磐田市立総合病院

【はじめに】 COVID-19感染拡大に伴い早期より理学療法の
介入頻度は増加している。COVID-19は中等症でも隔離生
活が強いられる。その中で、患者自身で効果的な運動療法等
が実施できない患者も多数存在する。早期から悪化予防のた
めの腹臥位療法や身体機能維持のための運動療法を実施する
ことはCOVID-19寛解後のADLを維持するために非常に
重要である。今回、COVID-19（中等症Ⅱ）を発症した患者
に対し入院当初から介入し、自宅退院に至った症例を担当し
たため報告する。

【経過・結果】 症例は、70歳代後半男性、BMI：25.5�㎏/m2。
既往歴に2型糖尿病、労作性狭心症、慢性腎不全がみられた。
入院前ADLは畑仕事が可能であり屋外自立レベルであった。
X-7日より咳嗽出現し、X日に呼吸状態悪化により当院受
診された。胸部レントゲンにて右下肺野に浸潤影が認められ、
COVID-19中等症Ⅱと診断され入院隔離となった。X日よ
り抗菌薬およびステロイド薬、X+1日より酸素療法および
抗ウイルス薬による治療が開始された。X+2日より左下肺
野に新たな浸潤影が出現し、さらに呼吸状態悪化したため
nasal�cannula から⾼流量鼻カヌラ（以下：HFNC）へ変更さ
れた。徐々に全身状態が改善したためX+16日に感染隔離が
解除され、安静時には室内気となった。X+39日に労作時の
み在宅酸素療法（以下：HOT）5L/min（nasal�cannula）導入
し自宅退院となった。
　理学療法はX+1日より開始。安静時3L/min（nasal�can-
nula）、労作時3L/min（nasal�cannula）で対応し、腹臥位療
法や運動療法を実施した。離床による低酸素血症は認めな
かったもののX+3日に労作時低酸素血症が増悪したため
HFNC�30L�FiO2：0.55にて対応した。労作時FiO2を安静
時+0.2で対応し、腹臥位指導と運動療法を継続した。感染
隔離解除後より歩行練習を開始した。呼吸困難感は修正
Borg�Scale にて3/10であったが、労作時の低酸素血症は依
然として見られた。徐々に歩行練習の距離や回数をあげつつ、
日中の身体活動時間の確保に努めた。

【考察】 COVID-19の発症に伴い呼吸状態悪化および身体活
動の制限による全身機能低下が懸念される。しかし、腹臥位
による呼吸状態の悪化の予防および低酸素血症を考慮した運
動療法により身体機能の低下を最低限に抑えられた。そのた
め、労作時にはHOT導入が必要になったものの、ADLは
改善し自宅退院することが可能となったと考えられる。感染
隔離に伴いディコンディショニングが助長されADLの低下
が懸念される。しかし、早期からの理学療法介入によって
ADL改善に寄与したと思われる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本報告は、ヘルシンキ宣言に基
づき個人情報が特定されないように配慮を行い、本人に趣旨
を説明し同意を得た。

O-01 入院後にCOVID-19が増悪したが 
理学療法介入により自宅退院となった 
1症例

キーワード：COVID-19、腹臥位指導、在宅酸素療法

口述発表4　［ 内部障害① ］ 10月29日（土）　第1会場

○寺澤 莉奈1）、肥後 真介1）、尾崎 智美1）、桑原 史明2）、
宮﨑 素子3）

1）名古屋掖済会病院 リハビリテーション部、 
2）名古屋掖済会病院 心臓血管外科、 
3）名古屋掖済会病院 リハビリテーション科

【はじめに】 大動脈解離、脳梗塞により長期人工呼吸器管理
が予測され、呼吸筋⼒低下により人工呼吸器離脱困難に至る
リスクが⾼かった症例を経験した。本症例は Glasgow�
Coma�Scale（以下GCS）：E1VTM1で経過した。先行研究
では、GCSのM5以下の患者はM6の患者と比較し人工呼
吸器離脱評価に失敗しやすいとしている。また、人工呼吸器
装着日数の50%は離脱評価が占め、装着日数の増加は呼吸
筋⼒低下を生じるとされている。今回、フロー波形から呼吸
筋⼒低下を推察し早期から呼吸理学療法を実施したことで、
人工呼吸器離脱に至ったため報告する。

【症例紹介】 80代女性。呼吸器疾患の既往なし。X日に大動
脈解離、心タンポナーデを発症し手術目的で当院へ搬送、X+1
日より理学療法を開始した。X+3日後もGCS：E1VTM1であ
りCTで多発脳梗塞、急性気腫性胆嚢炎を認め胆嚢摘出術を
施行された。

【経過・結果】 X+1日は循環動態が不安定かつ痰多量であっ
たため、循環動態評価と体位変換療法から開始した。循環動
態が安定したX+7日、SPONTモード（EVITA�XL,�Drager
社製）にてP0.1を数回測定したが0.1�㎝H2Oであった。X+8
日、依然として多量の痰と左胸水貯留を認めていた。体位変
換療法を行い痰や胸水による無気肺を解除しつつS/Tモー
ド（Trilogy,�Philips 社製）（EPAP8/IPAP16）へ変更し自
発呼吸評価を行うと、横隔膜筋⼒低下による下部胸郭横径運
動低下とAbdminal�paradox を呈し、異常なフロー波形を
認めた。換気量250�㎖、呼吸数35回 /分であった。
　同日より病棟看護師と連携をはかり、持続的な呼吸筋訓練
を開始した。次第にフロー波形は正常化し吸気ポーズも出現
した。X+14日にはS/Tモード（EPAP5/IPAP10）で換気量
350�㎖、呼吸数22回 /分へ改善を認めたため、CPAPモード
（Trilogy,�Philips 社製）（6hPa）へ変更すると換気量280�㎖、
呼吸数27回 /分で経過した。X+15日には下部胸郭横径運動
が大きく改善した。X+16日には30分間のCPAPトレーニ
ングを行い、常に正常フロー波形で経過した。X+20日、気
切術を施行された。X+25日にはCPAPモードでチェーンス
トークス呼吸が出現した。その後High�Flow�Therapy（45L/
分、FiO2�22%）を経由し、X+30日から人工呼吸器を離脱した。

【考察】 吸気フロー波形は自発呼吸運動の影響を受けて変化
するとされている。本症例では、体位変換療法実施後も異常
フロー波形が残存したことから呼吸筋⼒低下が示唆された。
また、GCSはM1であり人工呼吸器離脱困難に至るリスク
が⾼いと判断し、早期から呼吸理学療法を開始した。フロー
波形の変化から呼吸筋⼒訓練中の呼吸筋疲労を評価し適切な
負荷量を設定したことで、ハイリスクの中でも離脱に至るこ
とができた。
　理学療法士も、人工呼吸器離脱のためグラフィックモニ
ターを活用し呼吸筋⼒評価を行う必要があると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例のkey�person へ発表の
主旨および個人が特定されないよう配慮することを説明し同
意を得た。

O-02 人工呼吸器グラフィックモニターから 
呼吸筋力低下を推察し呼吸理学療法を 
実施した、大動脈解離に多発脳梗塞を 
合併した1症例

キーワード：人工呼吸器、呼吸筋、フロー波形
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○山本 友佳子1）、森川 真弓2）、吉田 三紀3）、�
森田 まゆみ4）、黒川 佳祐4）、鷹取 治4）、白石 浩一4）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、 
2）市立砺波総合病院 栄養科、3）市立砺波総合病院 看護部、 
4）市立砺波総合病院 循環器内科

【目的】 心不全増悪の大きな要因に塩分制限の不徹底があり、
当院では心不全入院患者の原則全例に栄養指導を実施してい
る。しかし、2017年に退院後の外来心臓リハビリテーショ
ン（以下外来心リハ）に参加した患者にアンケートを実施し
たところ、食事に関する質問が78.8%と最も多く、減塩の
継続は62.0%に過ぎなかった。原因としては経時的な意欲
低下や食材選択の疑問が多かった（みんなの理学療法第32
巻78-83）。そこで退院後の食事療法支援を行うシステムと
して、理学療法士（PT）も参加する外来集団栄養教室（以下
教室）を導入したので紹介する。

【方法】 循環器内科医監修のもとPT、管理栄養士（RD）、
看護師（NS）と協働し2017年10月より教室を開始した。RD
が月1回60分間、各月ごとにテーマを変えて講義を行い、
RD・PT・NSが各種質問に対し指導を行った。参加した感
想について患者に無記名アンケートを行った。

【結果】 教室は2017年10月から2020年2月まで29回開催し
55人が参加した。平均年齢は70.2±10.4歳、複数回参加は
27人（49.1%）だった。アンケート回答数は98.8%、92.6%
が「指導内容がわかりやすかった」、90.2%が「自宅で活用
できそう」と回答した。ほか、「一緒に学べる機会が刺激に
なった」「同様の悩みを抱えていることを実感できた」「継
続の意欲が上がった」等の記載があった。

【考察】 退院後の食事療法支援を行うシステムとしてPTが
参加する教室を立ち上げた。集団参加の形式を採用したこと
は、外来で個別に指導するには枠に限りがあることが端緒
だったが、患者アンケートでは集団で参加できたことにより
理解が進んだことや、精神的に前向きになれた等の感想を認
めた。約半数は複数回参加しており、その要因としては上記
以外に、各月・季節ごとに適した食材による食事療法をRD
が工夫して指導したことや、反復的に学習したい、直接RD
に質問したい等も要因と考えた。教室中にはPTへ運動療法
の問い合わせが多数あり、PTの観点から運動療法と栄養面、
特に蛋白質摂取の重要性を指導できた。
　教室を通じてPTも栄養療法の問題点を学ぶことができ、
外来心リハ中に患者の栄養面での問題が発生していないか確
認するようになった。今後も食事療法支援を続け、心不全再
入院を減少できるように関わっていく必要性がある。

【理学療法研究としての意義】 多職種協働の包括的心臓リハ
ビリテーションは、心血管疾患におけるリハビリテーション
に関するガイドラインにおいて推奨Class Ⅰである。本研究
は運動指導と栄養指導が密接にリンクしていることを示し、
栄養指導にPTが参加することで心不全再入院予防に貢献で
きる可能性を示唆しうると考える。

【倫理的配慮、説明と合意】 本研究は当院倫理委員会の承認
（第2022005号）を得ている。

O-03 理学療法士が参加する外来集団栄養教室
～ 心疾患患者の退院後の食事療法支援に 
対する取り組み～

キーワード：集団栄養教室、退院後の食事療法支援、心不全再入院予防

口述発表4　［ 内部障害① ］ 10月29日（土）　第1会場

○鈴木 一輝、沢入 豊和、神谷 猛
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

【目的】 低栄養を合併した心不全患者は予後不良であると報
告されており栄養障害のリスク評価を行うことは重要である。
栄養評価の一つである Geriatric�Nutritional�Risk�Index
（GNRI）は透析患者や心疾患患者、健常⾼齢者において有用
性が報告されている。一方で急性期のGNRIを元に機能予
後について検討したものは少ない。そこで当院心不全患者の
入院時の栄養状態評価の有用性についてGNRIを用いて後
向きに調査した。

【方法】 対象は2021年8月から2022年1月までに当院循環
器内科に心不全の診断で入院され理学療法の依頼があった患
者76例とし、入院時のGNRIを用いて栄養障害リスクあり
群38例（GNRI<92、78.2±13.4歳）、栄養障害リスクなし
群38例（92≦GNRI、73.0±16.6歳）に分類した。調査項目
は、年齢、入院時BMI、理学療法開始病日、歩行開始病日、
在院日数、転帰先、左室駆出率（LVEF）、脳性ナトリウム
利尿ペプチド（BNP）、認知機能（MMSE）、運動機能（SPPB、
握⼒、膝伸展筋⼒、6分間歩行距離）、フレイル（J-CHS）、
ADL（退院時 BI）とした。統計学的解析には、Mann-
WhitneyのU検定、χ2検定を用いた。有意水準は5%とし
た。

【結果】 栄養障害リスクあり群と栄養障害リスクなし群で各
項目を比較するとBMI（20.9±3.6�㎏/m2�vs�27.3±7.0�㎏/
m2）、退院時BI（75.0±27.7点 vs�87.7±18.3点）の項目に
て有意差を認めた（p<0.05）。また栄養障害リスクあり群（自
宅退院24例/転院14例）に比べて栄養障害リスクなし群（自
宅退院34例 /転院4例）の方が自宅退院する症例が有意に多
いことがわかった（p<0.05）。

【考察】 入院時の栄養状態評価にて栄養障害リスクあり群は
栄養障害リスクなし群に比べて、退院時のADLが低く、転
帰先が転院となる症例が多いことがわかった。入院時に
GNRIを用いて栄養状態評価を行うことで早期に転帰不良と
なる症例を予測できる可能性が考えられた。しかし栄養障害
リスクあり群でも自宅退院となる症例も多く、ADLが低く
ても介護⼒があれば自宅退院となる症例もみられる為、転帰
先を予測するためには介護⼒など環境因子の検討も必要であ
ると思われた。低栄養を認める患者に対しては積極的な栄養
介入が有効であることが報告されており、栄養障害リスクが
ある患者に対して早期に栄養介入をすることは退院時の
ADLの改善や自宅退院の援助に繋がる可能性があり、入院
時に栄養評価をすることは重要だと考える。

【理学療法学研究としての意義】 心不全患者において低栄養
は独立した予後規定因子であり、栄養障害リスクの評価は重
要である。入院時に栄養障害リスク評価を行い、低栄養状態
の患者に対してより早期から栄養状態改善への働きかけや栄
養状態を考慮した心臓リハビリテーション介入方法の検討を
する必要性が考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は後方視的に情報を調査
し、個人情報が特定できないよう情報の保護に十分留意した。

O-04 当院心不全患者の入院時の 
栄養状態評価の有用性

キーワード：心不全、栄養、急性期
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○飯田 有輝
豊橋創造大学 保健医療学部

【目的】 集中治療室（ICU）の重症患者では骨格筋の機能障害
である ICU-acquired�weakness（ICU-AW）が発生する。
ICU-AWは左右対称性の四肢麻痺を呈する症候群で、罹患
すると人工呼吸器離脱を遅延させ、ICU退室後も長期にわ
たってADLおよびQOLを悪化させる。ICU-AWの予防
法は確立しておらず、病態も未だ明らかではない。一方、疾
病による骨格筋や末梢血単核細胞の代謝異常のひとつにオー
トファジーの異常について報告があるが、ICU-AW患者で
の検討はない。今回、ICU-AW患者の顆粒球におけるオー
トファジーの活動について検討したので報告する。

【方法】 対象は ICUで48時間以上人工呼吸管理を受けた成
人の重症患者16名［年齢74歳（中央値）、男性12名］であ
る。除外基準は ICU入室となる基礎疾患の発症前からの中
枢性疾患や神経筋疾患の患者、重度の運動器疾患を合併して
いる患者、その他研究参加に不適切と判断した患者とした。
検討項目は、年齢、性別、身長・体重・BMI、APACHEⅡ
score、SOFA、血液データ、顆粒球上のオートファジー発
現、MRCとした。顆粒球上のオートファジーは、人工呼吸
開始48時間後（早期）と7日後および ICU退室日のどちらか
早い方（晩期）における動脈血から単核細胞を分離し、試薬
DAPGreenを用いて染色後、フローサイトメトリーにてオー
トファジーの発現を検出した。ICU-AWの有無は ICU退室
時にMRCスコアを用いて判定した。対象を ICU-AW合併
の有無で2群に分け、各指標について比較検討した。統計的
手法として患者情報にはMann-Whitney�U�Test 及びカイ
二乗検定を用いた。オートファジーの発現は蛍光スペクトル
により分析した。本研究は藤田医科大学倫理委員会の承認を
受け、対象者の同意を得て実施した。

【結果】 ICU-AWは16例中5例に合併した。群間では、
ICU-AW合併例で男性が多かったが、その他の指標に統計
学的な差は認めなかった。フローサイトメトリーでの定量解
析では、ICU-AW非合併例全てにおいて顆粒球上のオート
ファジーの発現が早期で増大しその後7日目で低下していた
が、ICU-AW合併例5例中3例はオートファジーの発現が
早期で増加せず、晩期で活性を認めた。

【考察】 ICU-AW合併の有無によって顆粒球のオートファ
ジーの活性に時期的な差を認めた。今回用いた試薬ではオー
トファゴソーム膜が形成される際に膜内に取り込まれ蛍光が
増大する。したがって、今回の研究結果から ICU-AW患者
の顆粒球ではオートファジーにおけるオートファゴソームの
形成促進と分解抑制の両方の可能性があるが、今回の指標の
みでは説明できない。ICU-AWの先行研究でも骨格筋の
オートファジーの活動不全が示されており、ICU-AWの形
成にはオートファジーの活動異常が関与する可能性がある。

【理学療法学研究としての意義】 オートファジーの活動には
運動刺激や栄養が関与するとされる。ICU-AWに対する早
期理学療法の介入方法構築の一助となる可能性がある。

O-05 ICU-acquired weakness患者における
顆粒球のオートファジーについて

キーワード：ICU-AW、オートファジー、末梢血単核細胞

口述発表4　［ 内部障害① ］ 10月29日（土）　第1会場
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○黒田 大智1）、山下 裕1）、辻村 亮太朗1）、岩田 晋2）

1）春日井市民病院 リハビリテーション技術室、 
2）春日井市民病院 呼吸器内科 

【目的】 ⾼齢入院患者は上肢を使用しないと起立困難な症例
も多く、椅子立ち上がりテストができないことも少なくない。
地域在住⾼齢者において上肢の使用有無に関わらず椅子立ち
上がり動作時に用いられる床反⼒（Ground�Reaction�Force；
GRF）パラメータは歩行能⼒に関連すると報告している。一
方で我々が調べた限り入院慢性呼吸器疾患患者に対する
GRFパラメータは、歩行能⼒や退院時の歩行自立可否を予
測した報告はない。本研究の目的は、上肢使用下での椅子立
ち上がり動作時の床反⼒測定の成功率を明らかにすること、
GRFパラメータと歩行能⼒の関連性を明らかにすること、
GRFパラメータと退院時の歩行自立可否の予測が可能か明
らかにすることである。

【方法】 2021年10月から2022年4月に当院呼吸器内科に入
院後理学療法依頼のあった入院前自⼒歩行が可能な慢性呼吸
器疾患患者71例。測定項目はGRFパラメータとして筋⼒指
標であるF/w、瞬発⼒指標であるRFD/w、スピード指標で
あるT1を抽出した。また、床反⼒測定成功率を調査した。
評価項目は年齢、性別、身長、体重、BMI、介護保険、障害
⾼齢者の日常生活自立度、疾患群、膝の痛み、FAC、転倒
不安、転倒歴とし、診療録より調査した。統計解析は入院時
FACとGRFパラメータの各指標との関連性をSpearman
の順位相関係数を用いて検討した。さらにROC分析を用い
て、退院時の歩行自立度可否の予測をGRFパラメータの各
指標のカットオフ値を算出した。有意水準はP=0.05とした。

【倫理的配慮】 本研究は春日井市民病院倫理審査委員会の承
認を受けた（承認番号504）。

【結果】 床反⼒測定の成功率は95%であり、GRFパラメー
タと入院時歩行能⼒との関連において、F/w（r=0.719,�
P<0.01）、RFD/w（r=0.829,� P<0.01）、T1（r=-0.783,�
P<0.01）共に有意な相関関係を認めた。さらに退院時の歩行
能⼒に関してROC分析を用いた結果、F/w、RFD/w、T1
のカットオフ値（AUC）はそれぞれ1.127（0.79）、6.088（0.79）、
0.170（0.77）であった。

【考察】 本研究の結果から、入院慢性呼吸器疾患患者におけ
るGRFパラメータは上肢使用下での実現可能性が⾼く、歩
行能⼒と関連を認めた上に、退院時の歩行自立度可否の予測
も可能であった。退院時の動作能⼒を予測できることは、退
院支援をしやすくすることができるかもしれない。

【理学療法研究としての意義】 理学療法士は理学療法開始早
期より多職種から歩行能⼒の予後について意見を求められる
ことも多い。今回、GRFパラメータを導入することで、実
現可能性が⾼く、歩行能⼒と関連を認めた上に、歩行自立度
可否を予測することができた。歩行が自立した症例は在宅復
帰に直結しやすいため、多職種への情報提供として意義があ
ると考える。また、カットオフ値を下回った症例に対して介
入の余地がないかを検討することが今後の課題である。

S-5 入院慢性呼吸器疾患患者を対象とした 
椅子立ち上がり動作時における 
床反力パラメータの有用性
―退院時の歩行自立可否の予測は可能か―

キーワード：入院慢性呼吸器疾患患者、床反力パラメータ、 
退院時の歩⾏自立可否

口述発表7　［ セレクション② ］ 10月29日（土）　第1会場

○阿形 優、山元 紳太郎、内藤 善規、大森 裕介、�
上村 晃寛、森嶋 直人、石川 知志
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

【目的】 近年、Clinical�Frailty�Scale（CFS）でのフレイル評
価を用いて、⾼齢患者に対するさまざまな予後予測が報告さ
れているが、急性期病院における自宅退院可否の予測につい
ての報告は見当たらない。そこで今回われわれは、消化器内
科疾患患者を対象に、CFSを用いた自宅退院可否の予測に
ついて調査することを目的とした。

【方法】 2021年6月から9月までの間、当院消化器内科にて
理学療法が処方された133名のうち、転科・死亡例を除外し
た118名を対象とした。入院前CFS1～4を非フレイル群（61
名）、入院前CFS5～9をフレイル群（57名）として2群に分
けた。調査項目は、年齢、性別、入院日数、理学療法介入日
数、開始時Barthel�Index（BI）、終了時BI、BI利得、ADL
低下者の割合、自宅退院率とし、電子カルテより後方視的に
調査した。統計解析では非フレイル群とフレイル群の各調査
項目について群間比較を行った。年齢、入院日数、理学療法
介入日数、開始時 BI、終了時 BI、BI 利得の比較には
Mann-Whitney検定を行い、性別、ADL低下者の割合、自
宅退院率にはχ2検定を用いた。統計ソフトには IBM�SPSS�
statistics�26を使用し、統計学的有意水準は5%未満とした。

【結果】 自宅退院率が非フレイル群98%、フレイル群77%、
開始時BI が非フレイル群70.4±21.5点、フレイル群38.1
±27.9点、終了時BI が非フレイル群87.2±14.9点、フレ
イル群60.8±29.2点、理学療法介入日数が非フレイル群7.1
±6.7日、フレイル群11.2±10.2日となり、いずれも有意差
を認めた。その他の項目においては有意差を認めなかった。

【考察】 フレイル群では有意に自宅退院率の低値を示し、入
院前CFSの評価は自宅退院可否の予測として有用である可
能性が示唆された。両群間においてBI利得に差はみられな
かったものの、フレイル群では開始時BIで有意に低値を示
した。その結果、フレイル群では自宅退院可能なADLまで
回復に至らず、自宅退院率が低値になったと推察された。

【理学療法研究としての意義】 急性期病院における消化器内
科疾患患者において、入院前CFSの評価が自宅退院可否の
予測として有用である可能性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究の倫理的配慮は、当院受
診時あるいは理学療法開始時に匿名性に配慮したデータを記
録することを説明し了承を得た。

S-6 消化器内科疾患患者における 
Clinical Frailty Scaleを用いた 
自宅退院可否の予測

キーワード：消化器内科、CFS、自宅退院率

セレクション
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○山下 翔太1）2）、西野 千恵美1）、松下 太一1）、�
杉本 昌宏3）

1）医療社団法人三誠会 北斗わかば病院 リハビリテーション部、
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、
3）医療法人社団三誠会 北斗わかば病院 神経内科

【はじめに】 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は病気の進行によ
り呼吸や咳嗽に必要な筋⼒が低下し、呼吸障害を呈する。
LIC�TRAINER（LT）は肺損傷のリスクを管理しながら呼吸
理学療法を行なうことができるツールとして開発された。
LTによる呼吸理学療法は、ALS等の神経筋疾患の呼吸障害
に効果があるとされ、短期効果の報告が散見される。しかし、
長期効果の報告は少ない。今回ALS患者に対してLTを用
いた呼吸理学療法の長期効果について検討し、報告する。

【症例紹介】 60代男性。X年にALSと診断。X+15年に当院
へ入院。厚生労働省によるALS重症度分類は5度：非経口的
栄養摂取（経管栄養）、非侵襲的陽圧換気使用（NIPPV）。
FIM41/126点（全運動項目1、表出以外の認知項目6、表出4）。
経管栄養時、夜間に呼吸困難感があり、NIPPVを使用。入
院7ヶ月で呼吸困難感の改善を目的にLTを導入。導入時評
価はALSFRS-R16/48点（唾液、起坐呼吸4点、言語、嚥下
3点、呼吸困難、呼吸不全1点、他6項目0点）、VC600�㎖、
LTを用いて送気した時の呼気量（LIC値）2,000�㎖、呼吸困
難感の指標として修正Borgスケール（修正Borg）NIPPV使
用時0.5、未使用時4であった。

【経過・結果】 LTは週5回導入。圧⼒計を確認し40�㎝H2O
を目安に本人の合図があるまで送気し、呼気を行なってもら
うことを3回 /日実施し、流量計にてLIC値を測定した。
　導入+6ヶ月で中間評価を実施。ALSFRS-R18点（加点
言語4点、呼吸不全2点）、VC950�㎖、LIC 値2,650�㎖、修
正BorgNIPPV使用時0、未使用時0.5と改善を認めた。ま
た本人からは会話がしやすくなったという意見が聞かれた。
呼吸困難感の改善に伴い、NIPPVは夜間のみの使用となっ
た。導入+36ヶ月早朝に唾液による窒息があり、LTを一時
中止、NIPPVも24時間使用となった。全身状態が安定した
ため、導入+38ヶ月でLTを再開した。導入+42ヶ月後の
評価はALSFRS-R9点（起座呼吸4点、言語3点、唾液分泌、
呼吸不全1点、他9項目0点）、VC660�㎖、LIC値2,850�㎖、
修正BorgNIPPV使用時0、未使用時0～0.5であった。会
話については声量が徐々に低下しているが、日常会話が継続
できている。リハビリを行なう2時間程度NIPPVを外すこ
とが可能となった。

【考察】 ALSは拘束性換気障害を呈し、微小無気肺を生じる
ことが知られている。Albaert らは40�㎝H2Oの気道内圧を
2秒間かけることで肺の含気の80%が得られると報告してい
る。芝崎らはLICトレーニングを行うことで即時的に動的
肺コンプライアンスが改善したと報告している。本症例は
LTを導入したことにより、短期効果として微小無気肺の解
除ができ、呼吸困難感の改善、NIPPV使用時間の短縮が図
れた可能性が示唆される。また、症状の進行によりVCの低
下を認めたが、継続してLTを導入したことでLIC値が維
持できた。その結果、微小無気肺、呼吸困難感の悪化を長期
的に予防できた可能性が示唆される。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表に際し症例患者に対して
説明を行ない、同意を得た。

S-7 NIPPVを装着している筋萎縮性側索 
硬化症患者に対する LIC TRAINERを 
用いた呼吸理学療法の長期効果

キーワード：筋萎縮性側索硬化症、呼吸理学療法、LIC TRAINER

○田中 悠大1）、中井 亮佑1）、高口 裕行1）、安井 健人1）、
大野 貴敏2）

1）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック リハビリテーション科、
2）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック 整形外科

【目的】 人工膝関節置換術（TKA）後の膝関節可動域は日常
生活動作能⼒に関わる。その運動療法は、術後早期より積極
的に関節運動を行うことが膝関節の可動域（膝関節可動域）の
拡大に有効である。術後の膝関節可動域は概ね術後4週の間
に獲得される。TKAの入院期間は術後4週程度とされ、入
院中の可動域練習が重要となる。臨床においてTKA後4週
を経過したクリニックでの運動療法でも、膝関節可動域や動
作能⼒が改善することを経験するが、その改善の程度は明ら
かになっていない。そこで当院にて膝関節可動域と日整会膝
疾患治療成績判定基準（JOA）を定期的に評価し検討するこ
とで、退院後の運動療法の有用性を明らかにすることとした。

【方 法】 対象は2019年8月から2021年12月の間に TKA
（Mobile�bearing 型）を施行後、当院で理学療法を実施した
18例18膝のうち、機種が異なる症例、術前評価がされてい
ない症例を除外した16例16膝とした。方法は術前、術後当
院での理学療法開始時（開始時）、1ヶ月、3ヶ月、5ヶ月経過
時の膝関節可動域とJOAを抽出し、それぞれ比較検討した。
危険率は5%とした。なお運動療法は、筋攣縮や軟部組織の
滑走障害に対しては反復した膝関節運動、筋短縮や関節構成
体の伸長不全には持続伸張を疼痛に配慮しながら実施した。

【結果】 膝伸展可動域は術前と比較し1ヶ月時から、開始時
と比較し3ヶ月時から有意に⾼値を示した。
　膝屈曲可動域は術前と比較し5ヶ月時に有意に拡大し、開
始時と比較し1ヶ月時から⾼値を示した。
　JOAに関して、総点数は術前・開始時と比較しどちらも3ヶ
月時から有意に⾼値を示した。各項目では、歩行は術前と比
較し1ヶ月時から、開始時と比較し3ヶ月時から有意に⾼値を
示した。階段は術前・術後と比較しともに3ヶ月時に有意に⾼
値を示した。関節可動域は術前と比較し5ヶ月時で有意に改
善し、開始時と比較し3ヶ月時から有意に⾼値を示した。

【考察】 本研究にて、膝関節可動域は術前と比較し5ヶ月ま
で、歩行や階段の動作能⼒は術後3ヶ月まで運動療法によっ
て改善が見られた。当院での運動療法は、まず圧痛や伸張時
痛、収縮時痛より筋攣縮・滑走不全を評価し、それぞれに積
極的な反復収縮を行なっている。また関節拘縮が進行した症
例に対しては、上記病態が改善した後に疼痛自制内の強度で
持続伸張を行い、筋短縮の改善や関節構成体の伸張を図った。
これらの運動療法により良好な術後成績が得られたと推察し
た。術後から期間が経ったクリニックでの運動療法であって
も、関節可動域や動作能⼒の改善に有効であると示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 TKA後4週を経過してい
ても、病態を考慮した運動療法により膝関節可動域の拡大と
動作能⼒の改善は見込める。

【倫理的配慮、説明と同意】 理学療法にて計測したデータを
用いることに同意を得て研究を実施した。

S-8 人工膝関節置換術に対する 
クリニックでの運動療法効果

キーワード：人工膝関節置換術、膝関節可動域、運動療法

口述発表7　［ セレクション② ］ 10月29日（土）　第1会場
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○加藤 丈典1）、新屋 順子1）、甲山 篤2）

1） 公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター  
リハビリテーション科、

2）公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター 整形外科

【はじめに】 股関節固定術は種々の股関節疾患に対してかつ
て多く行われた手術法だが、長期経過にて日常生活動作制限
や隣接関節への影響を来すとされている。今回、股関節固定
術後の強直股に対するTHAと2次的に生じた変形性膝関節
症（Coxitis�knee）に対する左TKAの既往歴のある症例に
おける右TKA後のリハビリテーション（リハ）を経験した。
3回にわたる手術後に歩行速度・歩容の改善に至ったため、
経過と共に報告する。

【症例紹介】 70歳女性、主訴は右膝関節の catchingと疼痛、
HOPEは「一人または家族と買い物に行きたい」であった。
14歳頃右化膿性股関節炎よりに、右股関節固定術が施行さ
れた。加齢に従い左膝関節痛が出現し、加療目的に当院を受
診した。2020年6月に右強直股に対するTHAを施行した後、
2020年9月に左TKAを施行した。その後2022年1月頃よ
り右膝関節痛が出現したため、右TKAを施行する方針と
なった。

【経過・結果】 右THAの術前は右股関節が⾼位脱臼かつ屈
曲30°外転 -15°外旋30°で強直していたものの疼痛の訴え
はなく、6.0�㎝の補⾼靴を使用し、歩行はT字杖で自立して
いた。右膝関節に内反変形、左膝関節に外反変形を認め、疼
痛は右NRS�3、左NRS�6であった。端坐位保持ができず筋
⼒評価は実施困難であった。右THAの術中に中殿筋の収縮
は確認されたが、萎縮を認めた。右THAと左TKA後、右
股関節は屈曲45°伸展 -10°外転5°内転10°外旋20°内旋0°
の可動域が得られ、補⾼靴は4.5�㎝となった。疼痛は右
NRS�3、左は消失した。歩行は2本のT字杖で自立していた。
　右TKAの術前は右膝関節に屈曲90°伸展-15°の可動域制
限と歩行時のみ NRS�1の疼痛を認めた。右立脚期に
Trendelenburg徴候・体幹右側屈・右膝関節の内反変形増強
を認めた。屋内はT字杖1本、屋外は2本で歩行自立してい
た。術後右膝関節の変形矯正と伸展可動域拡大（屈曲90°伸
展0°）が得られ、補⾼靴は3.0�㎝とした。退院時には短距離
の独歩が可能となった。右立脚期の体幹右側屈と右膝関節の
内反変形増強は消失したが、Trendelenburg徴候は残存した。
　10m歩行の経過（右THA術前 /右THA後 /左TKA後
/ 右 TKA後）は、21.17秒 /1分17秒 /24.03秒 /15.82秒で
あった。

【考察】 本症例は強直股に付随したCoxitis�kneeがみられ、
右THAと両TKAを約2年の経過を経て治療を完遂した。
右TKA後の跛行の変容は、右膝関節のアライメントが修正
されたため、内反変形増強に対する代償と考えられる体幹右
側屈が不要になったと推察した。一方、右股関節の可動域が
拡大したものの、中殿筋の筋⼒低下は解消できず、Trende-
lenburg徴候が残存したと考える。最終的には、右立脚時の
体幹側屈が軽減し、両膝関節の除痛が図られ、歩行速度の向
上、歩行補助具の簡便化により本症例のHOPEは実現可能
になったと考える。

【倫理的配慮、説明と合意】 ヘルシンキ宣言に基づき説明し、
同意を得た。

O-06 股関節固定術後の強直股に伴う 
Coxitis kneeを呈した1症例（続報）

キーワード：股関節固定術、Coxitis knee、強直股

口述発表2　［ 運動器① ］ 10月29日（土）　第2会場

○東 真衣1）、清水 恒良1）、佐藤 雄介1）、松石 康平1）、
木下 日菜子1）、萩岡 裕柾1）、前川 拓也1）、宗本 充2）3）

1）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 リハビリテーション科、
2）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 整形外科、
3）地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 整形外科

【目的】 当院では前側方アプローチの一つであるMini-one
アプローチを用いてTHAを施行している。後方アプローチ
に比べ脱臼リスクが低い一方で、中殿筋前方成分を一部切離
するため股関節外転筋⼒の低下が懸念される。そこで我々は
THA前後の外転筋⼒を測定し、術側・非術側の左右差と手
術前後の外転筋⼒を比較検証し、外転筋⼒の回復期間、運動
療法の方法選択について検討することを目的に本研究を実施
した。

【方法】 対象は、THAを施行した10名（男性4名、女性6名、
年齢66.8±9.21歳、体重57.7±11.91�㎏、全例片側OA）と
した。測定は術前・術後3週・退院時（術後26±7.2日目）の
両側股関節外転筋⼒とし、測定機器はHHD（酒井医療株式
会社　徒手筋⼒計モービィ）を用いた。肢位はベッド上背臥
位、股関節内外転中間位とした。方法は測定ベルトを大腿遠
位部に巻き、非測定側下肢を検者が外転⼒に拮抗するように
固定した。5秒間の最大努⼒による等尺性外転運動を30秒の
間隔をあけて3回実施し、測定値は平均値とした。統計学的
解析は t検定、一元配置分散分析、多重比較にはBonferroni
法を用い、p<0.05を有意水準とした。

【結果】 術前の非術側値は5.21±2.16�㎏f、術側値は3.35±
1.96�㎏f であり、術側が有意に低値を示した。術後3週では
非術側値5.79±2.86�㎏f、術側値4.66±2.11�㎏f であった。
退院時では非術側値6.13±2.73�㎏f、術側値4.97±2.29�㎏f
であった。また、術側での比較では術後3週と退院時でそれ
ぞれ術前より有意に⾼値を示した。非術側でも術前より術後
3週、退院時とも筋⼒の増加を認めたが有意差はなかった。

【考察】 結果より、THA術後の外転筋⼒は術前では非術側
と比較して術側が有意に低下し筋⼒低下を認めていた。術側
では術前との比較で、術後3週と退院時は術前よりも有意に
⾼値を示したことから、中殿筋の一部を切離しているにもか
かわらず、術後3週の時点で外転筋⼒は改善していたといえ
る。Mini-one アプローチでは中殿筋の一部に侵襲が加わる
ため、一般的にリハビリに時間を要すると言われているが、
当院では術後6週までは股関節外旋制限を設けて中殿筋の再
縫着を阻害しないよう注意しつつ、股関節外転方向への運動
は早期より実施している。術後3週から退院時に至るまでに
有意差は認めないものの測定値は向上していたため、今後の
更なる筋⼒向上の可能性を踏まえ、退院後にも積極的かつ継
続的な筋⼒向上練習や自主トレーニング指導の必要性が示唆
された。

【理学療法学研究としての意義】 本研究によってMini-one
アプローチによるTHA後の外転筋⼒の推移が示された。外
転筋⼒改善に必要な期間を把握することで時期に応じた適切
な運動療法を選択できると考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は対象者に対しヘルシン
キ宣言をもとに本研究の趣旨を口頭及び書面で説明し同意を
得た。また研究への参加同意をいつでも撤回でき、それによ
る不利益は生じないことと、プライバシー保護についても書
面にて十分に説明を行なった。

O-07 Mini-oneアプローチによる THA後の 
股関節外転筋力の推移について

キーワード：Mini-one アプローチ、股関節外転筋力、運動療法
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口述発表2　［ 運動器① ］ 10月29日（土）　第2会場

○渡辺 将弘1）、谷口 滉季2）、福留 拓1）、酒井 亨1）、�
沢柳 はる菜1）、小栗 有加1）、戸田 沙緒里1）、林 尊弘3）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院 リハビリテーション部、
2）（株）ルネサンス、3）星城大学 リハビリテーション学部

【目的】 転倒恐怖感を有する⾼齢者は、行動範囲の狭小化や
活動頻度の減少から機能障害を起こし、将来の活動制限や生
活の質の低下を起こすと報告されている。転倒や骨折経験を
持っている者は転倒恐怖感を有する傾向が⾼く、転倒を起点
とする大腿骨近位部骨折患者では、転倒恐怖感が⾼いことで
退院後の活動制限を起こす可能性がある。本研究の目的を大
腿骨近位部骨折患者が自宅退院する直前の転倒恐怖感と関連
している因子を明らかにすることとした。

【方法】 対象は大腿骨近位部骨折で当院の回復期リハビリ
テーション病棟に入院した患者（n=92）のうち、自宅以外
に退院した者やデータ欠損者を除外した35名とした。転倒
恐怖感の評価には日本語版Fall�Efficacy�Scale（以下FES）
を用いた。FESとの関連性を検討する因子として、年齢、
性別、身長、体重、受傷日～手術日までの日数、受傷～リハ
ビリテーション病棟に入棟するまでの日数、在院日数、
チャールソン併存疾患指数、投薬種類数、入院中の転倒回数
をカルテから収集し、退院時の身体・認知機能として10m
歩行速度、歩行時の疼痛、最大等尺性膝伸展筋⼒、berg�
balance�scale（以下BBS）、重心動揺検査（静止立位速度、
静止立位面積、index�of�postural�stability（以下 IPS））、四
肢骨格筋量、体脂肪率、mini-mental�state�examination、
trail�making�test-A、Functional� Independence�Measure
（運動項目）を評価した。
　転倒恐怖感に関連する因子についてスピアマンの順位相関
係数ならびにマンホイットニU検定を用いて検討した。分
析にはSPSS�statistics�Ver.27を用い、統計学的有意水準は
5%とした。

【結果】 分析対象者の転倒恐怖感の平均値±標準偏差は31.3
±5.4であった。転倒恐怖感と相関した検査評価項目は歩行
速度、BBS、IPS、健側最大等尺性膝伸展筋⼒、四肢骨格筋
量、服薬種類数、身長、体重であった。

【考察】 本研究の結果、骨格筋量や筋⼒、運動機能の低下が、
転倒恐怖感の増大に関与しており、先行研究と同様の結果が
見られた。骨格筋量や筋⼒、運動機能の低下は、大腿骨近位
部骨折受傷前後のどの時点で起きたかは不明ではあるが、早
期からの栄養状態の改善による骨格筋量の増大や筋⼒増強は
転倒恐怖感の低下に繋がる可能性が考えられた。先行研究に
て服薬の種類数と転倒発生頻度との関連は報告されているが、
本研究から新たに転倒恐怖感との関連も示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 本研究は大腿骨近位部骨折
患者の転倒恐怖感の要因を明らかにする事で、入院中のリハ
ビリテーションプログラムの立案や退院支援において参考と
なり、転倒恐怖感から起こる不活動や将来の活動制限、生活
の質の低下防止に寄与すると考えている。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に沿っ
た研究であり、本人へ書面と口頭で説明し、書面で同意を得
た。本研究は当院の倫理審査委員会の了承を得た。

O-08 回復期リハビリテーション病棟に 
入院した大腿骨近位部骨折患者の 
退院時転倒恐怖感に関連する要因に 
ついての検討

キーワード：転倒恐怖感、大腿骨近位部骨折、 
回復期リハビリテーション病棟

○谷口 実沙、西本 夏美、大畑 直哉、荒木 大地、�
水谷 真康
小山田記念温泉病院

【目的】 大腿骨近位部骨折受傷後において歩行補助具の必要
性の有無はセラピストの判断に委ねられることが多く、それ
を判断するための身体機能評価を明確にした報告は少ない。
そこで、本研究では歩行補助具の必要性に影響する因子の検
討を行い、そのカットオフ値を調査することとした。

【方法】 2016年6月から2021年12月までに当院回復期病棟
を退院した大腿骨近位部骨折患者のうち中枢神経疾患や下肢
骨折の既往を有する者、調査項目に欠損のある者を除外し、
歩行FIMが6点もしくは7点の者を対象とした。
　カルテより年齢、性別、BMI、膝伸展筋⼒（以下：WBI）、
独歩での10m歩行時間（以下：歩行時間）、重心動揺検査機
器を用いた動的可動域を抽出した。歩行FIM6点の者を補
助具あり群（平均年齢83.3±8.4歳、男性9名・女性25名）、
7点の者を補助具なし群（平均年齢73.6±8.3歳、男性9名・
女性33名）とした。統計処理は、群間比較の後歩行FIMを
従属変数、群間比較で有意差を認めた項目を独立変数とした
多重ロジスティック回帰分析を行った。さらに多重ロジス
ティック回帰分析で有意とされた項目において、ROC曲線
を用いて歩行補助具の必要性を判断するためのカットオフ値
を求めた。

【結果】 群間比較により性別、BMIを除く全ての項目で有意
差が認められた。多重ロジスティック回帰分析の結果、年齢、
歩行時間、患側WBIが選択され、オッズ比（95%信頼区間）
はそれぞれ0.896（0.822-0.976）、0.746（0.591-0.942）、3.464
（1.041-11.519）であった。歩行補助具の必要性を判断する
カットオフ値は患側WBIが2.5N・m/㎏（感度0.690、特異
度0.676）と歩行時間が9.7秒（感度0.853、特異度0.857）で
あった。

【考察】 本研究の結果、歩行補助具の必要性を判断する因子
として患側WBIと歩行時間の有用性が示された。
　膝伸展筋⼒と歩行自立の関係は多く報告されている。膝伸
展筋⼒が3.9�N・m/㎏を下回る場合、筋⼒低下に伴い片側下
肢での支持性が低下する事が報告されており、膝伸展筋⼒の
低下は歩行補助具の離脱を妨げているものと考えられる。
　歩行時間の増加すなわち歩行速度の低下は、左右へのバラ
ンスを保つことを困難にする。先行研究では歩行速度の低下
に伴い歩行補助具の使用率が上がることや転倒リスクとの関
連が報告されており、本研究においても歩行速度が歩行補助
具の必要性を判断する要因に選出された。
　ROC曲線解析によるカットオフ値は、膝伸展筋⼒2.5N・
m/㎏、歩行時間9.7秒であり、感度特異度の観点から見ても、
有益な歩行補助具離脱のための目標値を示すことができたと
考える。

【理学療法研究としての意義】 大腿骨近位部骨折患者におけ
る歩行補助具の必要性に影響する因子とそのカットオフ値を
示したことから、歩行補助具離脱を判断する一助になると考
える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理審査委員会の
承認を得て実施した。

O-09 大腿骨近位部骨折患者の歩行補助具の 
必要性に関する判断基準の検討

キーワード：大腿骨近位部骨折、歩⾏補助具、身体機能評価
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口述発表2　［ 運動器① ］ 10月29日（土）　第2会場

○多田 拓生1）、則竹 賢人2）、後藤 文彦1）、福井 聖人1）、
上田 雄太1）、平岩 正太郎1）、吉原 稜1）、武田 知夏1）、
井戸 尚則1）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院、2）日本福祉大学 健康科学部

【目的】 大腿骨近位部骨折術後患者に対する体重免荷トレッ
ドミルトレーニング（以下、BWSTT）の有効性に関する報
告は少ない。我々は第30回愛知県理学療法学術大会にて介
入初期の疼痛や筋⼒低下による歩行障害に対してBWSTT
では歩行訓練量が増量でき、即時的・経時的に歩行パラメー
タの改善を認めた症例を報告した。本研究では症例を集積し
大腿骨近位部骨折術後患者に対するBWSTTの効果を即時
的・経時的変化に着目し検証することを目的とした。

【方法】 対象は当院に入院した大腿骨近位部骨折術後患者9
名とした。除外基準は入院前歩行非自立、運動療法の遂行に
支障がある認知症・内部疾患・神経学的疾患の既往があるも
のとした。基本属性は年齢81.9±5.3歳、性別（男性2名 /
女性7名）、骨折内訳（頸部2名 /転子部7名）、発症から
BWSTT介入までの日数26.8±8.5日であった。
　介入方法はBWSTT（ウェルウォークWW-1000）を通常
理学療法に追加し実施した。介入頻度は週5回、期間は4週
間、実施時間は10分とした。介入内容は、免荷量10～
50%BW、速度0.3～0.8m/sとし、疼痛と歩容に合わせ免荷
量・速度を調整した。測定項目は10m最大歩行速度、歩幅、
歩行率、歩行各相の時間割合とし、BWSTT開始時、2週後、
4週後の介入前後で測定した。
　統計学的分析はBWSTT介入前後の即時的変化は対応の
ある t検定、経時的変化は介入前の測定値を採用し、反復測
定一元配置分散分析後Bonferroni 検定を実施した。有意水
準は0.05とした。

【結果】 即時的変化（介入前→介入後）は開始時の歩行速度
（0.48±0.18m/s →�0.53±0.2m/s）、歩幅（32.1±7.6�㎝→�
34.7±7.8�㎝）、単脚立脚期割合（26.2±7.2% →29.0±
6.3%）に有意な改善を認めた。2週後では歩行速度（0.73±
0.2m/s →�0.81±0.18m/s）、歩行率（1.62±0.31step/s →�
1.76±0.23step/s）に有意な改善を認めた。4週後は即時的
変化を認めなかった。
　経時的変化は開始時と2週後において歩行速度（0.48±
0.18m/s →�0.73±0.2m/s）、歩幅（32.1±7.6�㎝→44.9±
6.5�㎝）、単脚立脚期割合（26.2±7.2%→�33.3±2.0%）に有
意な改善を認めた。2週後と4週後の間では歩行速度（0.73
±0.2m/s →�0.92±0.22m/s）、歩行率（1.62±0.18step/
s →�1.88±0.21step/s）に有意な改善を認めた。

【考察】 大腿骨近位部骨折術後患者に対するBWSTTの即
時的・経時的効果として歩行パラメータの有意な改善を認め
た。BWSTT開始時から2週にかけて患側下肢支持性低下に
起因する歩行障害の改善に対して有効性が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 大腿骨近位部骨折術後患者
に対するBWSTTの有効性が示唆された。疼痛や筋⼒低下
による患側立脚期跛行を認める症例に対して有効な理学療法
の1つとして考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理審査委員会に
て承認を得た後、対象者に書面にて十分な説明を行い、同意
書にて同意を得た。

O-10 大腿骨近位部骨折術後患者に対する 
体重免荷トレッドミルトレーニングの 
効果

キーワード：大腿骨近位部骨折術後患者、 
体重免荷トレッドミルトレーニング、即時効果
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○岩出 尚之
医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院

【目的】 膝蓋下脂肪体（以下、IFP）は膝蓋靱帯深部にある脂
肪組織であり膝関節角度変化に応じ機能的に変形させ膝蓋大
腿関節の緩衝作用や関節軟骨と膝蓋靱帯の摩擦を軽減させる
作用を有する。人工膝関節置換術（以下、TKA）症例では
IFPの機能的変形が阻害され膝関節前面痛が生じた結果、膝
関節機能が制限される。我々は IFP機能を評価する前段的
調査として健常成人の膝関節角度変化による IFPの形態的
変化を評価した。今回TKA後の IFP機能的変化が膝関節
機能に及ぼす影響を調査した。

【方法】 TKA症例（72±6歳）6例を対象に術前、術後10日
目、術後20日目の IFPの形態的変化を超音波画像診断装置
にて膝関節屈曲0°-90°位で計測した。被験者はベッド上端
座位とし関節角度は角度計にて他動で測定した。先行研究を
元に IFP周囲組織を基準とし長軸で膝蓋靱帯－脛骨近位前
面の角度（以下、PT-TPR）、短軸で大腿骨顆間－膝蓋靱帯
の距離（以下、FIE-PTD）を IFPの肥厚とし計測した。画
像処理は image�J を使用し統計処理は一元配置分散分析に
て同角度での測定時期の比較を実施、Bonferroni 法にて測
定時期ごとに角度間で多重比較を行った。

【結果】 測定時期別の0°-90°の同角度間での差はなかった。
測定時期別の各角度間比較では膝関節屈曲角度増加に伴い
PT-TPRは減少した。術前0°-30°、0°-60°にて有意差はな
かったが術後10日目（0°：30.5°、60°：21.6°）20日目（0°：
31.2°、60°：21.0°）では0°-60°間で有意差を認め健常者同
様の形態変化が生じた（P<0.05）。FIE-PTDでは屈曲角度
増加に伴い肥厚し30°-90°で最も有意差を示すが測定時期の
差はなかった（P<0.05）。

【考察】 PT-TPRは膝関節屈曲角度増加に伴い減少した。ま
た術前と比較し術後0°-60°間で機能改善を認めた。変形性
膝関節症（以下、KOA）の IFPは関節軟骨の変形により炎症
性浸潤、血管新生が増加し健常者より肥厚する傾向が報告さ
れており線維化の影響で術前 IFPの機能的変形が乏しいこ
とが推測できる。術後は創部炎症の改善に伴い組織修復が生
じ滑膜からの血液供給が徐々に回帰する。そのため IFPの
機能的変形が生じ術前と比較しPT-TPRが有意に変化した
と考えられる。FIE-PTDでは測定時期の差はなく30°-90°
間で有意に肥厚した。術前はKOAの影響により滑膜炎症、
IFP炎症性増悪が生じ肥厚する傾向にある。また術後は骨ア
ライメント改善による膝関節空間容積の変化、関節内圧変化
が影響し健常者同様の機能的変形が生じたと考えられる。

【理学療法研究としての意義】 今回TKA後の IFP機能的変
形について評価することが出来た。今後も IFP機能を多角
的に評価しKOAと IFP機能の関係を明確にし IFPに対す
る術後理学療法の展開を検討する必要があり身体機能との相
関関係を調査する予定である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づ
いた研究であり、目的と内容及びプライバシー保護に配慮す
る旨を参加者へ説明し口頭にて同意を得た。

O-11 超音波画像診断装置を用いた 
人工膝関節置換術後の膝蓋下脂肪体の 
機能的変形について

キーワード：超音波画像診断装置、膝蓋下脂肪体、TKA

口述発表5　［ 運動器② ］ 10月29日（土）　第2会場

○小畑 比呂1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、坂下 竜之助1）、
中嶋 俊太朗1）、尾山 歩1）、有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、
2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

【はじめに】 足背外側部痛を訴える症例の要因は外傷による第
5中足骨近位端骨折や短腓骨筋腱停止部の炎症など多岐に渡
り報告がされている。臨床では骨折や炎症などの画像所見が
ないにも関わらず足背外側部痛を訴える症例が存在している。
　このような症例に対して、外側腓腹皮神経（以下：LSCN）
のHydro-release（以下：HR）をすると疼痛が軽減または消
失することを体験する。
　この事から足背外側部痛の要因にLSCN由来を考える必
要がある。
　今回、立脚終期（以下：TS）に出現した足背外側部痛に対
してLSCNへのHRを施行し理学療法を行うと疼痛が消失
したためLCSN由来と判断した一症例を報告する。

【症例紹介】 32歳男性、TSに右足背外側部（外踝から第5中
足骨遠位端）の疼痛（Numerical�Rating�Scale 以下：NRS）7
が出現している。

【経過・結果】 単純X線検査で骨折等はなく、運動器超音波
装置（以下：US）で短腓骨筋停止部の血流・肥厚は認めな
かった。
　外踝から第5中足骨遠位端にかけての知覚鈍麻を認めた。
USガイド下の圧痛では近位脛腓関節後面のLSCNに認め足
背外側部への放散痛があり、LSCNの伸長肢位である膝関節
伸展・足関節背屈・回外位では圧痛が著明になった。
　脛骨神経・総腓骨神経（以下：CPN）支配である筋の筋⼒
低下はない。
　上記の身体所見から医師との協議によりCPNから分岐直
後のLSCNへのHRを理学療法士の立ち会いの下、医師が
施行した。HR中の所見はLSCN周囲の筋膜剥離中に足背外
側部への放散痛があった。HR後、TSの疼痛はNRS7から
3と軽減していた。
　この結果からLSCN由来の疼痛と考え、LSCNの伸長ス
トレスの軽減を目的に理学療法を実施した。
　その後NRS3から0となり圧痛所見もなくなった。

【考察】 LSCN由来を疑う所見はLSCN・腓腹神経（以下：
SN）支配域の知覚鈍麻、下腿外側から足背外側部の疼痛が
ある。
　本症例では筋⼒低下がないため脛骨神経・CPN支配の筋
枝を除外し、知覚鈍麻を認めたことから感覚枝である内側腓
腹皮神経（以下：MSCN）とLSCN、SNに限定した。
　また膝関節伸展・足関節背屈・回外位におけるLSCNの
圧痛が著明であったことから、LSCNの伸長ストレスが疼痛
出現に至ったと考える。
　この仮説を医師と共有・検証としてHRした結果、疼痛軽
減したためLSCN由来と判断し、LSCNの長軸・短軸滑走
の理学療法を実施した結果、疼痛が消失した。
　理学所見・画像所見から医師と協議・共有しHRによる検
証を行うことで的確に理学療法を実施できる。

【倫理的配慮、説明と同意】 今回の報告において本症例に対
し十分に説明をし、同意を得た。

O-12 立脚終期に出現した足背外側部痛が 
外側腓腹皮神経へのHydro-releaseと 
理学療法により消失した一症例

キーワード：足背外側部痛、外側腓腹皮神経、運動器超音波装置
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○青山 華月
社会医療法人 宏潤会 大同病院

【はじめに】 左人工股関節全置換術後に歩行障害の原因と
なった股関節前外側部痛を呈した症例を経験した。早期に超
音波画像診断装置（以下：エコー）を用いて評価することで
歩行時痛改善に繋がったため報告する。

【症例紹介】 60代男性。職業は建築関係。2年前から両股関
節部痛があり当院を受診し、関節裂隙の狭小化があり両変形
性股関節症と診断された。左人工股関節全置換術目的で入院
された。

【経過・報告】 術前では骨性の両股関節部痛があり、MMT
に問題はなかったがデュシェンヌ歩行を呈していた。また、
FABER�test、FADIR�test は両テストともに陽性であった。
　術後から、術前にあった疼痛とは異なる股関節前外側部痛
が股関節外転時および歩行時に出現した。FABER�test は
陽性でありFADIR�test は禁忌肢位となるため未実施とし
た。術後もデュシェンヌ歩行は残存していたが、股関節外転
MMTは4であり著明な筋⼒低下は認められなかった。また、
Ober�test（膝関節伸展位と膝関節屈曲位の変法）を実施し、
両テストともに陽性であった。疼痛部位をエコーを用いて評
価したところ、収縮時の小殿筋の浮き上がりが不十分であり
インピンジメントを起こしていることが確認できた。
　以上の結果に対し理学療法を実施し、退院時にデュシェン
ヌ歩行は残存したが、FABER�test が陰性化し歩行時痛も
軽快した。

【考察】 術後に股関節外転MMT4であったにも関わらず
デュシェンヌ歩行を呈していたため筋⼒低下以外の原因を考
察した。熊谷らによると、股関節内転角度が5°以下で100%、
10°以下で38.5%、15°以上で22.2%デュシェンヌ歩行が出
現すると報告されている。今回、Ober�test（膝関節伸展位
と膝関節屈曲位の変法）が陽性であったため、デュシェンヌ
歩行の原因は大腿筋膜張筋・中殿筋・小殿筋が挙げられる。
股関節中間位での股関節内転制限は確認できなかったが、股
関節伸展位での股関節内転制限により跛行が出現しているの
ではないかと考えた。
　本症例は、術後から股関節前外側部に疼痛が出現し、
FABER�test、FADIR�test が陽性であったため股関節イン
ピンジメントを疑った。さらに、軟部組織性の疼痛であるか
鑑別するためにエコーを用いて評価を行った。
　以上の考察を踏まえ、小殿筋に対し①収縮時の浮き上が
り、②周囲の滑走性改善を目的とした理学療法を実施し、
歩行時痛改善に功を奏した。
　急性期リハビリテーション治療において、超音波画像診断
装置を用いて詳細な評価を実施し問題点を早急に発見・治療
できたことで症状緩和に繋がったと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例には本発表の目的と意義に
ついて説明し同意を得た。

O-13 急性期リハビリテーションにおける 
超音波画像診断装置の活用
～ 左人工股関節全置換術後に 
股関節前外側部痛を呈した一症例～

キーワード：人工股関節全置換術、インピンジメント、 
超音波画像診断装置

口述発表5　［ 運動器② ］ 10月29日（土）　第2会場

○松下 健1）、田中 誠也2）、白川 絢日3）、宮本 聖也1）、
岡田 麻央1）、辻本 昌史2）、鈴木 啓介2）、中島 浩敦1）

1）医療法人六寿会 後藤整形外科、 
2） 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター  
先端医療開発推進センター、

3）医療法人 NC 鳴子クリニック

【目的】 肩関節周囲炎は肩関節の疼痛と可動域制限を呈し日
常生活動作（ADL）や手段的ADL（IADL）の制限を引き起
こすため、リハビリテーション（リハ）を要する代表的な疾
患である。ADLや IADLにより評価される項目の、日常生
活における必要度は性別によって異なる可能性が⾼い。した
がって、適切なリハ介入のためには、男女差を考慮した介入
方法の検討が必要と言える。しかし、肩関節周囲炎に起因す
るADL・IADL制限の性差についての報告は少ない。本研
究では、診療記録を用いて肩関節周囲炎患者の臨床症状およ
びADL・IADL制限の性差について検討した。

【方法】 肩関節周囲炎と診断され運動療法を実施した片側罹患
者45名（男性17名、女性28名）を対象とした。診療記録から
理学療法開始時点での患者背景情報および身体機能評価（疼
痛、肩関節可動域；ROM、前胸部柔軟性、結帯動作）、画像
所見（臼蓋上腕角；GHA、肩峰骨頭間距離；AHI、上腕骨頭
径；HHD、AHI/HHD比）、ADL・IADL評価（Shoulder36；
Sh36）について、性差を比較した。Sh36は項目・ドメイン
についても比較を行い、夜間痛の有無により二群に分け、各
ドメインについても解析を行った。なお、統計学的解析の有
意水準を0.05未満とした。

【結果】 女性は夜間痛の割合が有意に⾼く、患側ROMの外
転・握⼒・HHDで有意に低く、GHAで有意に⾼い結果と
なった。Sh36の項目では、36項目中17項目で女性が有意に
低値であった。Sh36の各ドメインの比較では、「疼痛」「可
動域」「筋⼒」「日常生活機能」「スポーツ能⼒」の5項目
で女性が有意に低値であった。また、夜間痛有り群における
各ドメインの比較では、「筋⼒」、「日常生活機能」、「スポー
ツ能⼒」において、女性が有意に低値であった。有意差を
示さなかった「疼痛」、「可動域」、「健康感」においても女
性が低値を示す傾向にあった。夜間痛無し群においては、全
てのドメインで有意差を認めなかったが、いずれも女性が低
値を示す傾向であった。

【考察】 握⼒・HHDは生物学的な身体機能・構造の違いに
起因する差であると考える。女性では夜間痛の発生割合が⾼
く、重症例が女性に多い結果となった。夜間痛の原因とされ
る肩峰下圧緩和のためにGHAが増加し、外転のROM制限
に繋がったと考える。しかし、夜間痛の有無に関わらず
ADL・IADL制限は女性の方が重症化しやすいことから、
肩関節周囲炎におけるADL・IADL制限に対する理学療法
を検討する上で性差は重要な要因であることが考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 肩関節周囲炎に対する介入
において性差を考慮する必要性が示唆された。

【倫理的配慮・説明と同意】 本研究は国立長寿医療研究セン
ター倫理・利益相反委員会の承認を得て実施した（承認番
号：1398,�1399）。なお、倫理指針に従い、本研究に関する
情報を公開し、診療情報が本研究に使用されることを拒否す
る機会を保障した。

O-14 肩関節周囲炎に起因する臨床症状 
および活動制限の性差

キーワード：肩関節周囲炎、活動制限、性差
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○桑原 太樹1）、坂口 健史2）、小林 明日香1）、平原 慎也1）

1）萩原整形外科リウマチクリニック、 
2）名古屋大学医学系研究科 整形外科

【目的】 上腕骨外側上顆炎は肘関節外側の痛みを主訴とし、
30～50歳代の女性に好発する。一般的な理学療法は、短橈
側手根伸筋（以下、ECRB）、総指伸筋（以下、EDC）のスト
レッチが推奨されているが、当院での治療成績は不十分で、
セラピストにより治療効果に差があると考えていた。そこで、
治療のばらつきを抑えるため、当院における上腕骨外側上顆
炎治療のプロトコールを作成した。上腕骨外側上顆炎に対す
る1年間の治療データを集計し、プロトコール作成前後で治
療効果を比較することにより、プロトコールの有用性を検討
する。

【方法】 対象は、2021年4月から2022年3月に当院で上腕骨
外側上顆炎と診断され、リハビリが処方された25名（男性7
名、女性18名、平均50.5歳）とした。2021年4月から9月
はプロトコール無しで従来の理学療法を、2021年10月から
2022年3月は当院で作成したプロトコールに沿った理学療
法を実施した。カルテ記載を後方視的に調査し、3ヶ月以上
経過を追えた患者を対象とした。開始から3ヶ月以内に
ADLに支障が無くなった症例を改善群、3ヶ月以上継続し
た症例を治療反応不良群とした。プロトコール内容は、
ECRB・EDC筋腱移行部に超音波、同時にECRB・EDC起
始部にLIPUSを照射。次に横断マッサージ、最後に低周波
を実施する事とした。患者にストレッチ指導を行い、職場や
自宅で行うように説明した。プロトコール作成前はストレッ
チの指導内容にも個人差があったため、プロトコールで指導
内容を統一した。

【結果】 プロトコール作成前群12名（男性3名、女性9名、
平均年齢49.8歳）、プロトコール作成後群13名（男性4名、
女性9名、平均年齢51.2歳）であった。全体の平均通院回数
は14.4回、プロトコール前群平均通院回数16.1回、プロト
コール後群平均通院回数12.8回であった。プロトコール作
成前は改善群4名（33%）、治療反応不良群8名（67%）であ
り、プロトコール作成後は改善群11名（85%）、治療反応不
良群2名（15%）であった。プロトコール作成前後で治療改
善群の割合が有意に上昇した。（カイニ乗検定P=0.015）

【考察】 セラピストにより治療内容にばらつきがあり、治療
効果も安定しなかった。今回プロトコールを作成したことに
より、経験年数に関係なく上腕骨外側上顆炎に対して的確に
治療をすることが可能となり、プロトコール作成後は改善群
の割合が有意に上昇した。以上より、プロトコール作成によ
る治療の均一化は有用であったと考えられた。
　今後の課題として治療技術を向上させること、患者にスト
レッチを徹底させることで治療効果を更に改善可能と考える。

【理学療法学研究としての意義】 今回の調査により、プロトコー
ル作成による治療の均一化が有用であったことが分かった。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき行われ、
個人を識別、特定できないよう個人情報の保護に配慮して
行った。

O-15 上腕骨外側上顆炎治療プロトコールの 
有用性について

キーワード：上腕骨外側上顆炎、プロトコール、今後の課題

口述発表5　［ 運動器② ］ 10月29日（土）　第2会場
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○中村 隆志
医療法人田中会 西尾病院

【はじめに】 脊椎骨折は、発症早期より身体活動が⾼いほど
腰背部痛の軽減やADL能⼒の改善が得られやすいとの報告
（片岡英樹2016）があり、入院早期より身体活動を確保する
ことは重要である。身体活動は、地域在住⾼齢者や施設入所
⾼齢者を対象として、運動機能や移動能⼒、バランス能⼒、
自己効⼒感等と関連が報告されているが（小栢進也2010、福
尾実人2016）、入院症例での報告は少なく、臨床での症例の
蓄積は今後の理学療法介入の一助となり得る。そこで、本症
例報告の目的は、身体活動の低下を問題とした腰椎圧迫骨折
症例の臨床経過から、身体活動に関連する因子の検討を行う
事である。

【症例紹介】 症例は80歳代女性。現病歴として、体動困難と
なったことで当院を受診し、第1腰椎圧迫骨折の診断で当院
入院となる。入院時より、症例は痛みが増悪する恐怖があり、
自⼒で活動・生活を送ることに対して不安を訴えていた。

【経過、結果】 身体活動を home-based� life-space�assess-
ment（Hb-LSA）、痛みをMcGill�Pain�Questionnaire（MPQ）、
Pain�Catastrophizing�Scale（PCS）、自己効⼒感をPain�Self�
Efficacy�Questionnaire（PSEQ）、運動機能を Functional�
Balance�Scale（FBS）、膝伸展筋⼒、6分間歩行（6MD）で
評価した。入院より、Hb-LSAは1週目（2点）から3週目
（24点）に改善したが、3週目から6週目まで変化はなく、6
週目から13週目（98.2点）に大きく改善した。MPQは1週目
（34点）から7週目（0点）に改善し、7週目から13週目まで
変化はなかった。PSEQは1週目（17点）から7週目（27点）
まで著変なく、7週目から13週目（49点）に大きく改善した。
PCSは1週目（29点）から8週目（3点）に改善し、8週目から
13週目（3点）まで変化はなかった。FBSは1週目（33点）か
ら5週目（51点）に大きく改善し、5週目から13週目（55点）
にやや改善した。6MDも1週目（192m）から5週目（321m）
に大きく改善し、5週目から13週目（340m）にやや改善した。
膝伸展筋⼒（右 /左）は1週目（10.5�㎏f/9.4�㎏f）から5週目
（13.3�㎏f/13.9�㎏f）と、13週目（16.7�㎏f/15.2�㎏f）にそれぞ
れ改善した。入院より13週目に独歩にて自宅へ退院となった。

【考察】 本症例の臨床経過より、Hb-LSAの初期の改善時期
は、痛みと運動機能の改善と類似しており、後期の改善時期
はPSEQの改善と類似していた。慢性疼痛の活動制限につ
いて、運動恐怖感や痛みの強度よりも自己効⼒感が関与して
いると報告されている（Costa�2011、Karasawa�2019）。つ
まり、身体活動を問題とする入院症例への理学療法は、痛み
の強度や身体機能のみでなく、自己効⼒感に着目した介入が
重要であると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例および家族に対し、症例
報告について書面にて説明し、署名にて同意を得た。

O-16 身体活動と疼痛および自己効力感の 
関連に着目した腰椎圧迫骨折の一例
―  回復期リハビリテーション病棟での 
臨床経過―

キーワード：疼痛、自己効力感、身体活動

口述発表8　［ 運動器③ ］ 10月29日（土）　第2会場

○山田 容規、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、�
裁 裕貴、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院 

【目的】 厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、腰痛は有
訴者率、受傷率ともに例年上位を占める。特に介護・看護作
業に従事する者の腰痛の有病率は⾼く、先行研究では介護職
員の腰痛の程度には心理社会的要因が影響されると述べられ
ている。
　そこで今回、理学療法士（以下PT）、作業療法士（以下
OT）、言語聴覚士（以下ST）、看護師（以下NS）、介護士を
対象に腰痛実態調査から、腰痛の危険因子として近年多数報
告されている心理的要因と腰痛の関連性を検証することにした。

【方法】 当院勤務のリハビリテーション専門職（以下リハ職）
（PT33名、OT18名、ST6名）（57名）、NS78名・介護士
24名（102名）の計159名を対象に書面にてアンケート調査
を実施した。本研究では腰痛評価に Roland�Morris�
Disability（以下RDQ）を使用した。RDQは24項目より構
成され、腰痛による日常生活への障害度を0∼24点で得点化
し評価する。心理的ストレスの評価には心理的ストレス反応
測定尺度（以下 SRS-18）を使用した。SRS-18は18項目よ
り構成され、抑うつ・不安、不機嫌・怒り、無気⼒の3因子
に分類され日常生活上の心理的ストレスを評価する。アン
ケート集計後、両尺度の合計点、各因子を有意水準1%で
Spearman の相関分析を行った。統計解析には HAD�
ver17.0を使用した。

【結果】 121名（回収率76.1%）（男性39名、女性82名）か
ら回答を得た。内訳はPT32名、OT15名、ST6名の計53名、
NS名46名、介護士17名の計63名であった。全体の平均年
齢は33.6±10.2歳。また121名中47名（PT13名、OT5名、
ST1名、NS23名、介護士5名）が調査時点で腰痛があった。
腰痛と抑うつ・不安は r=0.267、不機嫌・怒りは r=0.332、
無気⼒は r=0.377であり、RDQと SRS-18の3因子におい
て有意な相関が認められた。リハ職、NS・介護士において
も腰痛と心理的ストレスに相関が得られた。職種別は、抑う
つ・不安はNS・介護士は r=0.349、リハ職は r=0.267、不
機嫌・怒りはNS・介護士は r=0.412、リハ職は r=0.332で
あり、NS・介護士において中等度の相関が得られた。無気
⼒ではNS・介護士は r=0.361、リハ職は r=0.377であった。

【考察】 近年、職業性腰痛には身体的負荷以外にも仕事の満足
度や精神的ストレスをはじめとする社会心理的要因が関与する
と指摘されるようになってきた。今回の調査では先行研究を踏
襲し、腰痛は抑うつ・不安、不機嫌・怒り、無気⼒の心理的ス
トレスに関連している可能性が示された。今後はさらに心理社
会的要因との関連性について調査を進め、心理的ストレスの発
生要因を追及しアプローチしていくことが課題である。

【理学療法学研究としての意義】 腰痛は抑うつ・不安、不機
嫌・怒り、無気⼒の心理的ストレスに関連していることが示
唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理審査委員会の
承認を得た。（承認番号2021-08）ヘルシンキ宣言に従って
対象者に目的、方法、意義、研究参加の自由の4点説明し書
面で同意を得た。

O-17 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
看護師、介護士を対象とした腰痛と 
心理的ストレスとの関連性について

キーワード：腰痛、心理的ストレス、アンケート調査
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口述発表8　［ 運動器③ ］ 10月29日（土）　第2会場

○吉川 雄太郎、田澤 宏志郎、鈴木 暁太
医療法人社団愛弘会 穴吹整形外科クリニック

【はじめに】�成長期腰椎分離症は、何らかの先天的要因の上
にスポーツ活動の過負荷による関節突起間部の疲労骨折が発
生要因とされている。発症早期より体幹硬性装具を用いた保
存療法が基本とされるが、治療方針や安静期間について絶対
的な指針はない。運動時痛について述べた報告は少なく、長
期経過で50%以上の症例で腰痛が残存していると指摘され
ている。
　当クリニックでは、腰椎分離症診断後、本人・家族へイン
フォームドコンセントをした後、MDT法を用いた腰椎伸展
反復運動（以下R�EIL）を指導し、腰椎後屈時痛ならびに後
屈可動域改善が得られた時点でスポーツ復帰を許可している。
今回、成長期腰椎分離症における保存療法において、コル
セットを併用することなくMDT法を用いた治療成績につ
いて報告する。今回の研究・発表に際し、患者本人・家族の
同意を得ている。
【対象 / 治療内容】�対象は令和2年3月～令和3年12月まで
に当クリニックで腰椎分離症と診断された18例24椎弓（男性
16例、女性2例、平均年齢：14.4±1.6歳）である。MDT法
に加え低出⼒パルス療法（low�intensity�pulsed�ultrasound；
以下LIPUS）を併用し、parsに対し1日20分照射を行った。
追跡期間は3か月とした。
【疼痛評価 /MDT】�初期評価時における腰痛が生じる運動方
向は、後屈：12例（67%）、前屈：1例（5%）、前・後屈：5例
（28%）であった。可動域制限は1例を除き、17例で腰椎後屈
域制限を認めた。MDT法におけるDirectional�Preference
（以下DP）は、全例後屈でR�EILを指導した。MDT法に準
じて10回を1setとし、毎日5set実施することを推奨した。
【治療結果】�全例で腰椎運動時痛（NRS0-2）・後屈域の十分
な改善を認めスポーツ復帰を果たした。スポーツ復帰までの
平均日数は17.7±6.6日。スポーツ復帰許可時の腰椎後屈時
痛は、NRS0：13例（72%）、NRS1-2：5例（28%）であった。
【考察】�初診時、12例（67%）で腰椎後屈時痛を主症状として
いたが、その要因として、穴吹は、腰椎分離症には椎間板性
腰痛が合併している場合が多いためと述べている。小林らは、
分離症に伴う椎間関節や下位椎間板への⼒学的負荷の増大を
述べている。また、西良は、腰椎分離症発症初期では骨折部
の出血・浮腫がpars�fracture 周囲に生じ、さらに背筋群に
も及ぶ場合、伸展時痛に加え屈曲時痛も呈すると述べている。
　初診時における運動時痛の方向に違いはあるものの、
MDT法では全例DP後屈で、R�EILで改善を認めたことか
ら、成長期腰椎分離症における腰痛発生要因は、椎間板性由
来のものが多いと考えられる。
　初診から3か月後のMRI�T2脂肪抑制画像において、分離
部の輝度は⾼信号から等信号へ変化しており、骨外出血や浮
腫の改善を確認できた。
　MDT法とLIPUSを併用した治療法が、思春期のスポー
ツを行いたい大切な時期に、腰椎分離症の発症に対してスタ
ンダード治療と成り得るか、今後さらに長期的なフォロー
アップが必要であると考えている。

O-18 成長期腰椎分離症における 
当クリニックにおける試み

キーワード：成長期腰椎分離症、腰椎後屈時痛、MDT 法

○田中 毅1）、細江 拓也2）、山本 尚紀3）、墨 祐貴1）、�
大森 陽太1）、松浦 一郎3）、服部 明典1）4）、榮枝 裕文5）

1）名古屋市立緑市民病院 リハビリテーション科、 
2）名古屋市立大学病院 リハビリテーション部、 
3）名豊病院 リハビリテーション科、 
4）名古屋市立緑市民病院 整形外科、 
5）松岡整形外科・内科 リハビリテーション整形外科

【目的】 近年腰椎椎間板ヘルニア（以下LDH）に対するヘル
ニコア椎間板内注入療法により、注入後MRIにおいてヘル
ニアの縮小とともに、腰下肢痛の改善例が報告されている。
本研究の目的は、経時的にRoland�Morris�Disability�Ques-
tionnaire（以下RDQ）を聴取し、さらに各項目の変化につい
て、その統計学的優位差をもとに自覚症状からの改善状況を
評価することである。

【方法】 2021年6月から2022年3月までにヘルニコアを施行
し、注入後4か月までの評価を行えた33例（56±15.1歳、
男性23例、女性10例、BMI23±4.2�㎏/m2）を対象とした。
調査時期は注入前、注入後2週、注入後4か月とした。RDQ
を各調査時期に配布し、患者自身が記入を行った。回答結果
の「はい」を1点、「いいえ」を0点とし得点化した。これ
をもとに統計学的評価を行い、RDQの質問を「精神的・身
体的活動領域（14問）」「移動動作領域（4問）」「起居動作領
域（6問）」の3つの領域に分類して、各領域での改善をみた。
得点は各対象者の全部の質問項目の合計値で改善例と不十分
例に分けた後、各郡対象者の各質問項目の合計値を算出した。
統計は、各得点を平均値±標準偏差で示し、注入前と各時期
の比較には独立サンプルによるKruskal-Wallis の検定を用
いた。統計学的有意水準は5%未満とした。

【結果】 各対象者の全質問項目の合計値の平均は、注入前
8.85±5.37点、注入後2週7.06±0.86点、注入後4か月4.84
±5.52点であった。注入前と2週（p=0.001）、2週と4か月
（p=0.035）の時期で有意差を認めた。改善例は26例（78%）、
不十分例は7例であった。各例対象者の各質問項目の合計値
は、改善例では「精神的・身体的活動領域」4.93±2.92点、
「移動動作領域」9.75±2.06点、「起居動作領域」6.83±3.76
点の低下が見られた。不十分例では、「精神的・身体的活動
領域」0.64±1.08点、「移動動作領域」1.25±1.5点、「起居
動作領域」0.67±1.37点の上昇が見られた。

【考察】 調査の結果、RDQの合計値は注入前と比較して注
入後2週で減少し、注入後4か月にはさらに減少し、さらな
る経緯での改善も期待できた。ヘルニコアによる椎間板内圧
の低下で疼痛が改善し、QOLが向上したと考えられる。加
えてRDQのサブ領域についても検討した結果、改善例にお
いて上記「精神的・身体的活動領域」「移動動作領域」「起
居動作領域」各領域いずれも改善がみられた。このことか
らヘルニコアはQOLを改善させる可能性が示唆された。ま
た、改善不十分例の背景を検討したところ、⾼齢（2例）、脊
柱管狭窄症（2例）、脊柱の術後（3例）、LDH多発例（5例）
であり、これらは改善を阻害する要因と考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 本結果よりヘルニコアは
LDHに対して、日常生活動作に伴う疼痛を改善させ、QOL
を向上させる治療法である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に則り、
対象者に対して口頭にて十分な説明を行い、書面にて同意を
得た上で実施した。

O-19 腰椎椎間板ヘルニアに対する 
ヘルニコア椎間板内注入療法の治療成績
―  ヘルニコア施行例のRDQの推移と 
統計学的評価―

キーワード：腰椎椎間板ヘルニア、ヘルニコア、RDQ
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口述発表8　［ 運動器③ ］ 10月29日（土）　第2会場

○小川 祐太1）、彦坂 潤1）、冨田 秀仁1）、西村 映理子2）、
曽我 仁2）、石田 和人3）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、 
2）医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、
3）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科 

【目的】 結帯動作における肩甲骨の運動とその根底を担って
いる脊柱の運動について三次元動作解析装置を用いて詳細に
分析し、結帯動作時の肩甲骨と脊柱の関与を検討した。

【方法】 肩関節および脊柱に障害のない健常者（男性8名、
女性9名、年齢：23.2±1.6歳）を対象とした。課題動作は、
体幹の動きを制限せず、両側同時に結帯動作を最終可動域ま
で行う動作とした。計測には三次元動作解析装置VICON�
MXを用いて、対象者の全身に反射マーカーを計61箇所貼
付した。得られた値から肩関節内外転角度、肩甲骨上下方回
旋、前後傾角度、胸椎屈伸角度、腰椎屈伸角度、骨盤前後傾
角度を算出した。動作解析については、結帯動作を次の3相
に分けた。
①第1相：両上肢解剖学的肢位から左右の上後腸骨棘の中点
②第2相：左右の上後腸骨棘の中点からTh12
③第3相：Th12からTh6
とした。左右全ての試行において第1相を超えていた15名
の左右それぞれ45試行のデータの解析を行った。なお、各
試行の線形補間により対象者により異なる時間軸を標準化し
た。結帯動作第1相における胸椎、腰椎、骨盤、左右の肩甲
骨の関与を検討するために、結帯動作時のそれぞれの変化量
を比較検討し、その統計学的検定には、一要因反復測定分散
分析を用いた。また、胸椎、腰椎、骨盤の関係をもとに協調
性を明らかにし、さらに胸椎と左右肩甲骨の関係をもとに協
調性を明らかにするため、Pearsonの積率相関係数を用いて
相関分析を行った。統計学的分析にはSPSS�ver.25を用いた
（有意水準は5%未満）。
【結果】 結帯動作第1相において、左右の肩関節は外転してい
た。胸椎は屈曲し、胸椎屈曲角度に結帯動作の主効果が認め
られた（p<0.01）。左右の肩甲骨は、肩甲骨前傾角度に結帯動
作の主効果が認められた（P<0.01）。脊柱の運動としては、
胸椎屈曲運動の寄与は認め、さらには胸椎が屈曲するとき、
左右肩甲骨は前傾する傾向を示し、有意な正の相関を認めた。

【考察】 結帯動作において胸椎の屈曲運動と肩甲骨の前傾運
動が重要な役割を果たしていることが確認された。結帯動作
第1相における胸椎屈曲運動は、直接的に寄与するとともに
肩甲骨位置にも影響を与えており、結帯動作に必要とされて
いる肩甲骨前傾運動の根底を担っていると考えられた。また、
胸椎、腰椎、および骨盤運動は協調して運動することが確認
されたが、個人間の差を認めるため、今後は個人間の特徴を
捉え、検討する必要がある。

【理学療法学研究としての意義】 肩関節疾患を有する対象者
の理学療法を行ううえで、肩甲骨の運動だけでなく、胸椎、
腰椎、骨盤の関与を考慮することにより、効率的な理学療法
を展開できる可能性を示すことができた。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、豊橋創造大学倫理委
員会の承認を得て実施された（承認番号：H2020008）。対象
者には、本研究の趣旨と内容を文書と口頭で説明を行い、書
面にて同意を得た。

O-20 脊柱と肩甲骨に着目した結帯動作の 
バイオメカニクス

キーワード：結帯動作、脊柱、肩甲骨
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○佐野 晃平
社会福祉法人 農協共済 中伊豆リハビリテーションセンター

【はじめに】 訪問リハビリテーションは、機能の維持・向上
よりも活動・参加部分に焦点を当てた、行動変容やADL動
作に対して介入を行うことが多く、時間的な制限のため機能
向上のため訓練を十分に行うことが難しい。
　そのような場合、ホームエクササイズ（以下HE）の導入
等で対応することが多いが、HOTを使用するような症例に
対して有酸素運動のHEを実施することは、リスク管理等を
考慮すると困難なことが多い。
　ローラーを用いたトレーニング（以下、ローラー運動）は
円柱状のローラーの上に両手を組んで前後に転がす運動であ
り、運動負荷は軽く、利用者一人でも行える運動である。脳
卒中患者特有の頸部・体幹の伸展パターンや上肢の屈曲パ
ターンを改善させる目的で使用されるが、上肢の運動に伴い
胸郭の柔軟性も改善させる印象を臨床場面で経験した。
　そこで今回はCOPDによりHOTを使用している症例に
対しローラー運動をHEで実施した所、胸郭拡張差、息苦し
さ、歩行距離の増加に繋がったため報告する。

【症例紹介】 70歳代、男性。X年に肺炎、COPDにより24
時間の在宅酸素使用が開始となったが、X+1年に発熱有り、
救急搬送され、同年3月から週2回の訪問リハビリが開始と
なった。ローラー運動はX+2年の4月から開始した。
　HEの実施前は、屋外10m歩行中に修正Borgscale にて4、
胸郭拡張差は1�㎝であった。ローラー運動実施前はSPO2：
94%、呼吸数：63回 /分、実施後は SPO2：96%、呼吸数
63回 /分となり、本人の主観でも呼吸が楽になったとの発
言が聞かれた。

【経過・結果】 ローラーをお渡しし、1日20回以上HEを実
施して頂くようにお伝えした所、「楽になるから」との発言
が聞かれ、1日20回以上実施されていた。訪問リハビリは週
2回、40分の介入で、週に1度胸郭拡張差と修正Borgscale
の評価を行った。
　HE開始時は室内の歩行で修正Borgscale が4であったが、
HEを開始して4週後は10�m歩行時の息苦しさが1に改善し、
歩行器を使用した屋外連続15�m歩行を開始することができ
た。散布図の近似直線の傾きは-0.1であった。
　8週後は30�m程度の歩行が行えるようになり、その際の
息苦しさは2であった。12週後は生活場面でも自ら外に出る
頻度が増え始めた。30�m歩行時の息苦しさは2であった。
　胸郭拡張差は4週目が2�㎝、8週目が2.4�㎝、12週目が2.6�㎝
であり、近似直線の傾きは0.013であった。

【考察】 COPD患者は呼吸困難感から、全身、特に呼吸補助
筋が過緊張になっているとされる。ローラー運動は上腕・肩
甲骨の動きに伴い、胸郭・上部体幹の動きを誘導するため、
呼吸補助筋の緊張を緩和し、胸郭の柔軟性改善に繋がったと
推察された。肺活量は胸郭拡張差と相関があるため、胸郭拡
張差の改善により、運動中の修正Borgscale の改善に繋がっ
たと思われた。

【倫理的配慮、説明と同意】 今回の報告に際して症例本人に
説明し、同意を得た。

O-21 訪問リハビリテーションにてローラー 
運動を導入することで、胸郭拡張差、 
歩行距離の増加に繋がったCOPDに 
よりHOTを使用している1症例

キーワード：COPD、ホームエクササイズ、ローラー運動

口述発表3　［ 地域① ］ 10月29日（土）　第3会場

○斎藤 大1）、水野 裕之2）、中田 健太1）、藤村 美穂1）、
平﨑 一輝1）

1） 医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院  
リハビリテーション部、

2） 医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院  
通所リハビリテーション部

【はじめに】 遠位脛骨斜め骨切り術（distal� tibial�oblique�
osteotomy：DTOO）は進行した変形性足関節症（足OA）に
対して関節内を骨切り矯正することで、関節の安定化と荷重
分散による除痛を期待できる術式である。関節の温存により、
生活の質の向上が期待できるが、DTOO後の理学療法に関
する報告は少ない。今回、DTOO後に対側下肢の人工膝関
節全置換術（TKA）を施行された症例を外来リハビリテー
ション（外来リハ）と短時間通所リハビリテーション（通所
リハ）において経験したので、若干の考察を含めて報告する。

【症例紹介】 70歳代女性、独居、要支援2。両変形性膝関節
症（膝OA）と両足OA増悪のため日常生活が困難となり、
他院にてX日に右足関節にDTOO、X+19日に左膝関節に
TKAを施行された。X+44日に当院外来へ紹介あり、理学
療法開始となる。術前はパートタイムで勤務しており、復職
希望があった。

【経過・結果】 外来リハ開始時は膝関節痛と歩行困難を主訴
としており、numerical�rating�scale（NRS）は左膝関節8点、
右下腿外側6点、等尺性膝伸展筋⼒は22.5�㎏f/㎏、10m快
適歩行は0.60�m/sec であった。膝・足関節の可動域運動、
下肢筋⼒増強運動、歩行や階段昇降運動を実施し、外来リハ
終了時は左膝関節痛消失するも、右下腿外側部痛や膝伸展筋
⼒の低下は残存した。終了時点で復職は困難であり、
X+125日に通所リハへ移行した。通所リハ開始時、NRSは
右下腿外側4点、等尺性膝伸展筋⼒は25.1�㎏f/㎏、10�m快
適歩行は1.09�m/sec、6分間歩行距離（6MWT）は360�mで
あった。足関節周囲筋トレーニングや、有酸素運動と下肢筋
⼒増強運動の複合運動を実施し、X+309日にNRSは右下腿
外側2点、等尺性膝伸展筋⼒は32.0�㎏f/㎏、10m快適歩行
は1.21�m/sec、6MWTは490�mに改善を認め、希望した職
種に復職した。

【考察】 本症例は、介入当初TKA部の疼痛や機能制限が顕
著にみられたが、TKA部は比較的速やかに改善し、DTOO
側の下腿外側部痛の長期化が問題となった。DTOO側は足
関節周囲筋の筋⼒低下に加え、膝OAにより、荷重時に外側
への急激な膝の突出（lateral�thrust）がみられた。この
lateral�thrust により足部への荷重が外側へ偏移し、腓骨筋
へのメカニカルストレスが増大したことが下腿外側部痛の要
因と考えた。また、復職には長時間の歩行や階段昇降能⼒が
必要であり、運動強度は最大心拍数の70%に設定した。眞
田らは、TKA後の階段昇降能⼒には、膝関節60°および90°
屈曲位における大腿四頭筋筋⼒が関連すると報告している。
そのため、単純な有酸素運動ではなく、深屈曲位から伸展運
動を行えるスクワットや階段昇降を有酸素運動に組み合わせ
て実施した。足関節周囲筋への集中的なトレーニングや、段
階的に複雑かつ⾼強度の運動を実施したことで、身体機能の
改善が得られ復職に繋がったと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 対象者に本発表の主旨、個人情
報保護について十分に説明し、書面にて同意を得た。

O-22 遠位脛骨斜め骨切り術後に対側下肢の 
人工膝関節全置換術を施行された1例
―  外来・短時間通所リハビリテーション 
にて復職を目指したアプローチ―

キーワード：遠位脛骨斜め骨切り術、人工膝関節全置換術、社会復帰
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○釘田 康平1）、大矢 敏久2）、村橋 大貴3）、井上 開登2）、
河野 瑠奈2）、小田 高司4）

1）愛生館 小林記念病院 在宅診療部 訪問診療科、 
2）小林記念病院 入院診療部 回復期リハビリ病棟科 リハビリ係、 
3）老人保健施設ひまわり 訪問技術科 訪問リハビリ、 
4）小林記念病院 診療部

【目的】 回復期リハビリ病棟（以下回リハ病棟）退院後の転
倒に関連する要因は、疾患ごとで報告がされているが、退院
後のベッドや車椅子からのずり落ち・転落（以下転落）に関
連する要因についての検討は少ない。國分らは病棟内や施設
入所中の自室での転落については、センサー使用環境や対象
者の意思疎通の可否などが関係していると報告がある。回リ
ハ病棟退院直後の転落には対象者の個人因子に加え、在宅の
環境を考慮した福祉用具の選定や家族の理解度などが関係し
ていると考えられる。本研究では、回リハ病棟退院後の転落
に関係する因子を検証することを目的とした。

【方法】 対象は、2016年4月～2022年3月までに当院回リハ
病棟から自宅退院し、調査が可能であった623名のうち自宅
での移動手段が車椅子であった59名（9.5%）（平均年齢80.2
±10.6歳、男性38名、女性21名、整形疾患21名、脳血管
疾患38名）を対象とした。退院1ヶ月後に入院中の担当療法
士から電話にて転落の有無、受傷機転、退院後のリハビリ
テーション継続の有無を聴取した。臨床記録から、基本情報
（年齢・性別・疾患・要介護度）、退院時のFIM運動項目、
FIM認知項目、MMSE、入院中の転倒の有無、外出訓練の
実施を収集した。分析は、転落群、非転落群の各指標を2群
間比較し、統計解析はχ二乗検定、対応のない t検定を用い
た（p<0.05）。

【結果】 2群間で有位な差があった項目は、入院中の外出訓
練の有無（転倒あり：3名、なし：19名）と、退院後の訪問
リハビリテーションの実施有無（転倒あり：3名、転倒なし：
13名）であった。年齢や介護度、退院時のFIMなど他の要
因は2群間で有意差を認められなかった。

【考察】 自宅での転落は、入院中の外出訓練の実施あり群ま
たは退院後の訪問リハビリテーションの実施あり群で有意に
少ないことが明らかになった。⾼橋らは、介護を要する患者
ほど入院中の外出・外泊の機会を増やし、退院時の生活イ
メージを具体的にしていくことが必要であると述べている。
当院では入院中、退院に向けて自宅への外出訓練を行い、実
際の生活場所の環境や動作を確認している。退院後の自宅環
境や本人の特性を理解した上で、自宅に近い環境を病棟内で
設定し評価を行っている。また、訪問リハビリテーションを
利用することで、退院後も継続的に適切な環境整備を行うこ
とや本人・家族へ動作・介助方法を指導することにより、転
落予防に有効であると考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 退院後の転落の発生を減少
させるには、入院中の外出訓練の実施、退院後の訪問リハビ
リテーションが必要であることが明らかとなった。今回の調
査結果は転落予防の一助になると思われる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、所属機関の倫理委員
会の承認を得た上で実施した。対象者とその家族には、本研
究の意図を口頭にて十分に説明し、同意を得た上で実施した。

O-23 回復期リハビリ病棟退院後の 
自宅における転落に関係する因子

キーワード：転落、外出訓練、訪問リハビリ

口述発表3　［ 地域① ］ 10月29日（土）　第3会場

○影山 哲也1）、澤田 将宏2）、森 大成3）、根地嶋 誠4）

1）常葉大学リハビリテーション病院 リハビリテーション科、
2）こぼり整形外科クリニック、
3）社会福祉法人十字の園 トレーニング型デイサービスぷらすワン、
4）聖隷クリストファー大学

【目的】 サルコペニアを有する⾼齢者では転倒リスクが⾼ま
ると報告されており、サルコペニア診断の必須基準である筋
量減少の予防は重要な課題である。地域在住⾼齢者を対象と
した先行研究では、筋量は歩行能⼒や身体活動量との関連性
が深いことが報告されている。しかしこれまでの報告は横断
調査であり因果関係は明らかではない。また、筋量減少に関
連する要因について多面的側面から検討した報告もみられな
い。そこで本研究では在宅要介護（要支援）⾼齢者における
筋量減少に関与する要因について、縦断的な調査により検討
した。

【方法】 研究デザインは後ろ向き症例対照研究である。対象
は当法人通所リハビリ利用中の要支援者、要介護者のうち、
除外基準該当者を除いた111名（年齢78.6±7.6歳、女性
60.4%）とした。除外基準は急性疾患の発症などにより調査
の継続が困難となった者、重度の聴覚障害や認知機能障害な
どによりコミュニケーションが困難な者、データ欠損のある
者とした。筋量の測定には In�Body（インボディー・ジャパ
ン）を使用しており、診療録から6ヶ月前と現在それぞれの
値を抽出した。その他に6ヶ月前の年齢、性別、Body�Mass�
Index（以下BMI）、質問による運動の有無、EAT-10、歩
行速度を診療録から抽出した。筋量が0.6�㎏以上低下してい
る対象者を減少群、それ以外の対象者を維持・向上群に群分
けをした。これは日本人を対象とした In�Bodyによる筋量
の日内変動係数は0.62�㎏であったことから基準として採用
した。統計解析は従属変数を筋量（減少群：0、維持・向上
群：1）、独立変数を年齢、BMI、歩行速度、運動の有無、
EAT-10としロジスティック回帰分析を行った。有意水準
は危険率5%未満とした。

【結果】 モデルχ2検定の結果はp<0.05で有意であり独立
変数間の多重共線性も認められなかった。各変数ではBMI
の み 有 意（オ ッ ズ 比0.89、95%� 信 頼 区 間0.80-0.99、
p= 0.03）でありその他の項目は有意ではなかった。

【考察】 本研究の結果より6か月前のBMIのみが選択され、
BMIが⾼値であるほど筋量が減少する可能性が⾼まること
が示唆された。肥満者の身体活動量は低く、身体活動量の低
下は筋量減少を引き起こすと報告されている。しかし本研究
では運動の有無と筋量減少に関連はみられなかった。厚生労
働省は運動習慣のある人を1回30分以上の運動を週2回以上、
1年以上継続している者と定義しており、自己申告での運動
の有無に返答する質問では、運動の頻度や時間が不十分であ
ることが考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 筋量減少はサルコペニアに
つながりうる深刻な問題である。本研究は、BMI⾼値の在
宅要介護（要支援）⾼齢者は筋量減少が生じる可能性を示唆
する意義深い結果である。

【倫理的配慮、説明と同意】 全ての情報は通常の診療行為の
過程で得られたものであり、今回の報告にあたってはヘルシ
ンキ宣言に準じ、個人情報の流出、匿名性の保持を厳守した。

O-24 在宅要介護（要支援）高齢者における 
筋量減少に関連する要因

キーワード：在宅要介護（要支援）高齢者、筋量、Body Mass Index
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○本田 浩也1）2）、芦沢 遼太3）、吉澤 康平2）、亀山 裕斗2）、
武 昂樹4）、吉本 好延5）

1）介護老人保健施設 花平ケアセンター リハビリテーション課、
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、
4）訪問看護ステーション住吉第二、
5）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

【目的】 我が国において増加傾向にある抑うつは、認知症や
死亡率、医療・介護費用の増加を引き起こすため予防・改善
が必要であるが、従来行われてきた薬物療法や心理療法では、
薬剤による副作用や非定型的な抑うつ症状が生じやすい要介
護⾼齢者に対する治療効果が乏しい。要介護⾼齢者の抑うつ
を予防・改善するためには、要介護⾼齢者の抑うつの危険因
子に対する介入を行うことが重要であり、中でも運動療法や
心理療法によって改善可能な慢性疼痛は、要介護⾼齢者の抑
うつの予防対策を講じる上で重要な可能性がある。しかし、
要介護⾼齢者の慢性疼痛と抑うつの因果関係を調査した報告
は乏しい。本研究の目的は、要介護⾼齢者の慢性疼痛が抑う
つに影響するかどうかを明らかにすることであった。

【方法】 対象は抑うつを有さない要介護⾼齢者61名（年齢中
央値85歳：四分位範囲79-89歳、女性43名）で、研究デザ
インは24か月間の前向きコホート研究とした。慢性疼痛は、
質問紙で疼痛の有無、持続期間を調査し「現在まで3か月以
上続く疼痛」と定義した。抑うつは、Geriatric�depression�
scale�15で調査し、7点以上と定義した。統計解析は、χ²検
定にて抑うつ群と非抑うつ群で慢性疼痛に差があるか検討し
た後、抑うつを目的変数、慢性疼痛を説明変数としたロジス
ティック回帰分析を行った。本研究では、傾向スコアを算出
しロジスティック回帰分析に投入することで、年齢、性別、
Body�Mass�Index、服薬数、鎮痛薬及び抗うつ薬、要介護度、
併存疾患、同居人数、Timed�Up�and�Go�Test、5m歩行速
度、5回起立テスト、片脚立位保持時間、転倒恐怖心、血管
疾患、認知機能障害、低栄養、睡眠障害など計17項目の交
絡因子を調整した。傾向スコアの識別度はC統計量で評価し、
有意水準は5%とした。

【結果】 抑うつ群は15名、非抑うつ群は46名で抑うつの発
生率は24.6%であった。χ²検定の結果、抑うつ群と非抑う
つ群で慢性疼痛に有意差を認めた（p=0.018）。交絡因子と
して傾向スコアを調整したロジスティック回帰分析の結果、
抑うつと慢性疼痛は有意な関連を示した（オッズ比：5.882、
95%信頼区間：1.014-34.118、p= 0.048）。

【考察】 本研究により、要介護⾼齢者の慢性疼痛が抑うつに
影響することが明らかになった。慢性疼痛がモノアミン神経
伝達物質や炎症関連分子、グルタミン酸などの働きに影響を
与えることで抑うつに影響したことが考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 本研究では、傾向スコア分
析により従来の課題であった多数の交絡因子を調整すること
を可能とした。慢性疼痛と抑うつの因果関係を明らかにした
本結果は、医療・介護費用の増額に多大な影響を及ぼす要介
護⾼齢者の抑うつ予防に寄与し得る意義深い結果である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、聖隷クリストファー
大学の倫理審査委員会により承認を得た（承認番号：19038）。
対象者は同意前に口頭と紙面で研究説明を受けた。

O-25 要介護高齢者の慢性疼痛は抑うつに 
影響する

キーワード：要介護高齢者、慢性疼痛、抑うつ

口述発表3　［ 地域① ］ 10月29日（土）　第3会場
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○浅井 創太郎1）、西方 学2）、寺崎 禎一3）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、
2）済生会高岡病院 脳神経外科、
3）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部

【はじめに】 左被殻出血後、軽度の運動麻痺にもかかわらず、
歩行能⼒低下を来した症例を経験した。脳画像を参考に、姿
勢制御障害に着目し、理学療法を行ったことで歩行獲得に
至ったため報告する。

【症例紹介】 50歳代女性。X日に左被殻出血発症後X+18日
に当院に転院。病前ADL自立。主訴は歩行時の右側へのふ
らつきであった。頭部CT画像：左被殻周囲を中心に島皮質
（後部含む）や内包後脚後部に加え、側脳室体部レベルまで
血腫を認めた。初期評価：Brunnstrom�Recovery�Stage（以
下BRS）は右上肢Ⅴ手指Ⅴ下肢Ⅵ、Manual�Muscle�Test（以
下MMT）は右下肢4、左下肢5、表在・深部感覚は右上下
肢が軽度～中等度鈍麻。静止立位保持は可能だったが、
Romberg試験は陽性で閉眼後2秒で右側へのふらつきを認
めた。下肢荷重率は右81%、左93%でBerg�Balance�Scale
（以下 BBS）は38点、片脚立位時間は右1.5秒、左4.9秒、
10m歩行は12.5秒、歩数23歩。歩行は独歩可能だったが、
右立脚期の右側へのふらつきがあり、介助を要した。半側空
間無視や半盲は認めなかった。

【経過・結果】 介入経過：まずは全身鏡を利用し、右下肢片
脚立位練習や左下肢ステップ練習を行い、視覚的フィード
バック下で姿勢制御を強化した。次に柔らかいマット上で立
位保持練習（閉眼）などを実施し、その後は応用的なバラン
ス練習を実施した。最終評価（X+52日）：BRSは右上肢Ⅵ
手指Ⅵ下肢Ⅵ、右上下肢の表在・深部感覚は軽度～中等度鈍
麻。Romberg 試験は陰性、下肢荷重率は左右共に100%で
BBS は56点、片脚立位時間は右26.3秒、左45.4秒、10m
歩行は9.8秒、歩数18歩。独歩での歩行はふらつきが消失し、
屋内外歩行自立となった。

【考察】 姿勢制御に関与する主な感覚情報は、視覚・前庭・
体性感覚情報であり、これらが中枢神経系で統合されて姿勢
を制御する。本症例も体性感覚障害によって姿勢制御障害を
来し、歩行時のふらつきに繋がると考えられた。また、前庭
情報は、皮質前庭領野に投射し、視覚や体性感覚との統合が
行われると推測され、本症例も皮質前庭領野と言われる島回
後部に損傷が予想されたことから、体性感覚障害に加えて、
前庭機能障害も姿勢制御に起因する可能性があると推察した。
脳画像では体性感覚に影響する部位の損傷が強く、機能回復
に時間を要すると判断し、まずは残存していた視覚情報を利
用し、姿勢制御の強化を図った。その後、前庭感覚に特化し
たバランス練習を実施した。脳画像や理学療法評価より残存
機能や回復過程を予想し介入できたことで効率的に感覚統合
が促され、姿勢制御障害が改善したと考えられる。以上より
皮質前庭領野の損傷により姿勢制御障害を来した場合、前庭
機能障害を有する可能性があり、脳画像を参考にしながら残
存機能を利用した介入がそれらに対し有効であることを示唆
した。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に沿って患者に
目的と内容の説明を行い、同意を得た。

O-26 左被殻出血後、脳画像所見を参考に 
姿勢制御障害に着目した一症例

キーワード：姿勢制御障害、脳画像、前庭機能

口述発表6　［ 脳血管① ］ 10月29日（土）　第3会場

○澤島 佑規1）、矢部 広樹2）3）、足立 浩孝1）、田中 善大1）

1） 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院  
リハビリテーション部、

2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、
3）医療法人偕行会 名古屋共立病院 リハビリテーション課

【目的】 視床皮質路は視床後外側部や内包後脚後部、放線冠
後部を走行し、損傷により表在感覚に障害をきたすとされて
いるが、脳水平断画像にて上記領域内に占める病巣の大きさ
から重症度の予後を示した報告はみあたらない。そのため、
発症早期の視床皮質路走行領域の損傷度から回復期リハビリ
テーション病棟（回復期病棟）退棟時の下肢表在機能の重症
度を予測する指標を明らかにすることを目的とした。

【方法】 対象は回復期病棟に入棟した被殻出血患者とし、脳
血管疾患の既往がある者、データ欠損がある者は除外した。
視床皮質路走行領域の損傷度は、発症数日後のCTにて松果
体レベルの視床後外側部（視床を前後左右4等分割した後外
側部）と内包後脚後部（内包後脚を前後3等分割した後方
1/3部の領域）と側脳室レベルの放線冠後部（脳室外側から
脳実質外側における内側10%の範囲を前後4等分割した後
方1/4部の領域）の面積（全体面積）と視床皮質路走行領域
の全体面積内に占める出血の面積（出血面積）を測定し、損
傷度：出血面積／全体面積×100（%）を算出した。また、回
復期病棟退棟時にSIASの下肢表在感覚点数を測定した。分
析はSIASの表在感覚点数を基に感覚障害なし（3点）と感覚
障害あり（0～2点）、軽度障害（2点）と中等度障害以上（0
～1点）、中等度～重度障害（1点）と脱失（0点）それぞれに
おいてROC解析にて視床皮質路走行領域の損傷度のカット
オフ値を求めた（p<0.05）。

【結果】 対象は98例（発症～回復期病棟退棟までの期間は
128.9±49.7日、年齢63.6±11.9歳）であり、感覚障害なし
（3点）30例、軽度障害（2点）26例、中等度～重度障害（1点）
34例、脱失（0点）8例であった。視床皮質路走行領域の損傷
度のカットオフ値は、感覚障害なし（3点）と感覚障害あり（0
～2点）は9.2%（AUC0.75、感度0.75、特異度0.70）、軽度
障害（2点）と中等度障害以上（0～1点）は23.5%（AUC0.75、
感度0.61、特異度0.84）、中等度～重度障害（1点）と脱失（0
点）は有意に抽出されなかった。

【考察】 視床皮質路走行領域にわずかでも損傷（9.2%）をき
たすと感覚障害が長期的に残存するが、損傷度が一定量
（23.5%）以上に達しない場合、神経線維の損傷が少なく、
周辺組織からの可塑性変化も期待できるため軽度障害に留ま
る可能性が示された。一方、中等度～重度障害か脱失かの
カットオフ値が有意に示されなかった点は、脱失例のサンプ
ル不足の影響も考えられるが、脳画像所見以外の評価を用い
て多面的に判断する必要性があると示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 本研究の結果は、急性期脳
画像所見から回復期病棟退棟時の表在感覚の重症度を判断す
る評価方法として、臨床現場で簡易に用いることができる可
能性を示した点で意義があると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認、
対象者もしくは代諾者から研究参加の同意を得て実施した。

O-27 被殻出血患者における 
視床皮質路走行領域の損傷度を用いた 
表在感覚機能の重症度の予後予測

キーワード：被殻出血、視床皮質路、表在感覚
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口述発表6　［ 脳血管① ］ 10月29日（土）　第3会場

○尾田 健太1）、山口 友貴2）

1）JA静岡厚生連 遠州病院、
2）JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

【目的】 診療報酬の改定により、回復期リハビリテーション
病棟（以下回復期病棟）では実績指数によるアウトカム評価
が導入された。実績指数は、回復期病棟に入棟した患者の入
棟時から退棟時までの運動項目のFIM得点の変化（以下
FIM利得）と在院日数をもとに算出する。FIM利得を上昇
させる、在院日数を短くすることで実績指数は⾼くなり、短
い入院期間で質の⾼いリハビリテーションが求められている。
在院日数の短縮には、在院日数に関わる要因の分析が必要と
考え、分析内容を検討した。先行研究では、在院日数と運動
時FIM、退院時の歩行自立度等、患者のADLとの関連が
示されているため、本研究では患者の背景因子に着目して分
析を行うこととした。

【方法】 令和3年4月1日～令和4年1月31日に回復期病棟
を退棟した87名の脳卒中患者を対象とした（在院日数が21
日未満、施設からの入院、急性憎悪による転院、死亡退院は
除外）。内訳は男性49名、女性38名、年齢75.8±10.6歳と
なった。分析項目は、在院日数、入院時の介護保険の有無、
入院時に希望した方向性、家族構成、KPの居場所とし、カ
ルテより後方視的に調査した。介護保険は有（15名）・無（72
名）、方向性は自宅（55名）・自宅以外（32名）、KPの居場
所は同居（54名）・非同居（33名）の2群に分け、家族構成は
独居（21名）・2人（26名）・3人以上（40名）の3群に分け、
各群の在院日数を比較した。2群間の比較は対応のない t検
定、3群間の比較はKruskal-Wallis 検定を実施し、有意水
準は5%未満とした。

【結果】 入院時に希望した方向性は自宅の群が96.6±44.5日、
自宅以外の群が119.2±32.8日となり、2群間の在院日数に
有意な差を認めた（P<0.05）。介護保険の有無、KPの居場
所の2群間の在院日数に有意な差は認められず、家族構成に
主効果は認めなかった（P>0.05）。

【考察】 入院時の方向性が自宅の群は、早期から自宅退院に
向けた退院支援を進めることができる為、自宅以外の群に比
べて、在院日数が有意に短くなったと考える。退院時の家族
構成や同居配偶者の有無が、退院先に有意な影響を及ぼす報
告もあるが、本研究におけるKPの居場所、家族構成と在院
日数に有意な差、主効果を認めなかった。入院早期に患者の
身体機能やADLの予後予測を行い、予測結果から本人や家
族に退院後の方向性の決定を促し、それに準じた退院支援を
進めることが、在院日数の短縮につながると考える。

【理学療法学研究としての意義】 在院日数に関わる背景因子
を明らかにすることで、脳卒中患者の回復期病棟における在
院日数の短縮や予測の取り組みにつながると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 後方視的研究となる為、個人情
報の取り扱いに配慮し、ヘルシンキ宣言に沿って行った。ま
た倫理委員会より本研究の承認を得た（承認番号2766）。

O-28 回復期リハビリテーション病棟における
脳卒中患者の在院日数に関わる 
背景因子の検討

キーワード：背景因子、在院日数、脳卒中

○亀山 裕斗1）2）、芦澤 遼太3）、本田 浩也2）4）、武 昂樹5）、
吉澤 康平1）2）、飯尾 晋太郎1）、大場 慶宏1）、�
吉本 好延2）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、
4）介護老人保健施設 花平ケアセンター、
5）訪問看護ステーション住吉第二

【目的】 脳卒中患者は歩行が自立している者ほど自宅退院率
が⾼く、歩行が自立することは重要だが、脳卒中患者の約
30%が発症6カ月を経過しても歩行自立に至らない。また、
脳卒中患者は発症早期より骨格筋量の低下が生じサルコペニ
アとなりやすく、嚥下障害などから低栄養を招くことでサル
コペニアを助長するため。回復期病棟入院時では患者の約
50%がサルコペニアである。サルコペニアは身体機能に影
響することが明らかになっているが、脳卒中患者の歩行自立
に影響するかどうか明らかになっていない。明らかになって
いない要因として、多くの体組成計は立位で測定するため、
身体機能が低い脳卒中患者は測定できていないことが考えら
れる。そこで、本研究の目的は、臥位で測定する体組成計を
用いて立位保持が困難な者も対象にし、⾼齢脳卒中患者の回
復期病棟入院時のサルコペニアが退院時の歩行自立度に影響
を与えるかを明らかにすることであった。

【方法】 対象者は2019年6月から2021年6月までに当院の回
復期病棟に入院した65歳以上の脳卒中患者363名であった。
研究デザインは症例対照研究とし、診療録より患者の基本情
報・測定データを後方視的に収集した。体組成計は InBody�
S10（InBody 社製）を用い、サルコペニアの基準はAsian�
Working�Group�for�Sarcopenia�2019に従って判定した。ま
た、退院時のFunctional�Independence�Measure の歩行項
目6点以上を歩行自立とした。統計解析は従属変数を歩行自
立の可否（非自立0、自立1）、独立変数をサルコペニアの有
無（非サルコペニア0、サルコペニア1）としたロジスティッ
ク回帰分析を行った。共変量はChalson�Comorbidity�Index,�
Mini�Nutritional�Assessment-Short�Form（MNA-SF）、下
肢 Brunnstrom�recovery�stage（Brs）、Food� intake�Level�
Scale,�Mini�Mental�State�Examinationなど計12項目で調整
を行った。統計学的な有意水準は5%とした。

【結果】 対象者のうち80名が除外され、最終的に283名（年
齢76.8±7.1歳、男性56.2%、サルコペニア有病率57.6%）が
解析対象となった。統計解析の結果、退院時の歩行自立に影
響を与える要因として、入院時のサルコペニアが抽出された
（オッズ比：0.453、95%信頼区間：0.216-0.951、p=0.036）。
【考察】 本研究の結果より、回復期病棟に入院した⾼齢脳卒
中患者では、サルコペニアが歩行自立に影響することが明ら
かとなった。⾼齢脳卒中患者では発症早期からサルコペニア
を予防・介入することが重要となる可能性が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 本研究では、臥位で測定可
能な体組成計を使用することで、立位保持が困難な脳卒中患
者の骨格筋量の測定が可能であった。本結果は、⾼齢脳卒中
患者の歩行自立に寄与し得る意義深い結果である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は後方視的調査のためオ
プトアウト手続きを行い、当院の倫理委員会の承認後に解析
を行った（認証番号：22-20）。

O-29 高齢脳卒中患者のサルコペニアは 
回復期病棟退院時の歩行自立に影響する

キーワード：高齢脳卒中患者、サルコペニア、歩⾏自立
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口述発表6　［ 脳血管① ］ 10月29日（土）　第3会場

○土屋 晶敬、山田 将成、小倉 崚、山口 真穂、勝 弘穀、
木村 菜都美、畠山 大生、近藤 玲美捺
医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院

【目的】 脳卒中片麻痺患者は、遊脚期の足クリアランス低下
に対応するため骨盤挙上など様々な代償を用いる。骨盤挙上
や膝屈曲角度の低下は歩行速度と関連するとの報告があるが、
運動麻痺が異常歩行や歩行速度と関連している可能性がある
ことから、運動麻痺の影響を考慮したうえで異常歩行と歩行
速度の関連性を明らかにする必要がある。
　今回、脳卒中片麻痺患者の遊脚期の異常歩行と歩行速度の
関連性を運動麻痺を制御因子とした偏相関分析を用いて検討
した。

【方法】 対象は、2019年8月～2022年3月までに三次元動作
解析装置kinemaTracer を用いてトレッドミル歩行分析を
実施した脳卒中片麻痺患者89名とした。歩行分析は、各対
象者のトレッドミル上の快適歩行速度で10歩行周期分実施
した。異常歩行はkinemaTracerに搭載される異常歩行レー
ダーチャートのうち、遊脚期に関連する「分回し歩行」「骨
盤挙上」「膝屈曲不全」「非麻痺側への体幹の過度な側方移
動」「反対側の伸び上がり」の重症度を抽出した。評価項目
は、Fugl�Meyer�Assessment 下肢運動項目（以下、FMA
下肢運動項目）、10m快適歩行速度（以下、10MWT）とした。
統計解析は、5つの異常歩行の重症度とFMA下肢運動項目、
10MWTの関連を speamanの順位相関係数にて求めた後、
FMA下肢運動項目を制御因子とした偏相関分析により異常
歩行の重症度と10MWTの関連性を検討した。有意水準は
5%とした。

【結果】 基本属性は、年齢62.8±11.8歳、発症後日数134
（101-149）日であった。身体機能は、FMA下肢運動項目23
（17-28）点であった。10MWT は0.69（0.38-0.94）m/sec
であった。相関分析の結果、FMA下肢運動項目と、遊脚期
に関連する異常歩行（rs=-0.32～ -0.68、p<0.05）の間に有
意な相関関係を認めた。また10MWTと遊脚期に関連する
異常歩行（rs=-0.26～ -0.68、p<0.05）との間にも有意な相
関関係を認めた。
　FMA下肢運動項目を制御因子とした偏相関分析の結果、
10MWTは膝屈曲不全（r=-0.34、p<0.01）、非麻痺側への
体幹の過度な側方移動で（r=-0.27、p<0.01）と有意な相関
関係を認めた。

【考察】 脳卒中片麻痺患者の体幹の側方への偏位や遊脚期の
膝屈曲角度は歩行速度と関連すると報告されている。本研究
の結果、運動麻痺の影響を除いた場合でも非麻痺側への体幹
の過度な側方移動と遊脚期の膝屈曲不全は歩行速度と関連し
ていたものの相関係数は低値であった。その他の異常歩行は
歩行速度と関連を示さなかったことから、遊脚期の異常歩行
は運動麻痺による機能障害やその代償動作であり、歩行速度
への直接的な関係は低いと考えられる。

【理学療法研究の意義】 異常歩行と運動麻痺、歩行速度の関
係性を調査することで、異常歩行の位置づけが明らかになり、
歩行能⼒改善のための治療方針決定の一助になりうる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は鵜飼リハビリテーショ
ン病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。

O-30 脳卒中片麻痺患者における遊脚期の 
異常歩行と歩行速度との関連性

キーワード：異常歩⾏、歩⾏速度、脳卒中片麻痺患者
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○坂部  泰、田中 ともみ、岡本 奨
医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院

【はじめに】 心原性脳梗塞で左頭頂葉中心後回領域梗塞によ
る感覚脱失、右上下肢に失調様症状を呈した症例にウェル
ウォーク1000（以下WW）で、生活場面で軽介助歩行獲得し
た症例を経験した為報告する。

【症例紹介】 80歳代女性、2022年1月上旬発症上記診断で入
院。既往歴左膝OA、発症前ADL全自立独居。発症1ヶ月後
PT開始、X+33日後当回復期病院に転院。入院時身体機能は、
随意性評価Brunnstrom�Recovery�Stage（以下 BRS）：4、
Stroke�Impairment�Assessment�Set（以下 SIAS）下肢機能
3-3-4、右上下肢表在深部感覚脱失、垂直性0、腹筋1、運動
失調評価Scale�for�the�Assessment�and�Rating�of�Ataxia（以
下SARA）28点、立位バランス評価MINI�BALANCE�EVAL-
UATION�SYSTEMS�TEST（以下MiniBESTest）、0/30点、
臨床的体幹機能評価Fanctional�Asessment�For�Control�of�
Trunk（以下FACT）：1/20点、⾼次脳機能障害は介入時状
況から推察し全般性注意機能障害。認知機能はHDS-R：
18/30点、入院時FIM：42/126点。介助量は失調様症状が強
く、全般的に重介助。歩行：FIM1、平地歩行3動作歩行後ろ
型視線は床、体幹は中等度前傾骨盤後退。前腕支持型四点歩
行器を把持困難右下肢失調様症状著名、立脚期短縮や支持性
低下、遊脚期は右下肢の過剰な歩幅の拡大が確認。

【経過・結果】 2月中旬～4月中旬は週5回、以降は平地歩行
や生活場面での歩行訓練実施の為週2回実施。担当理学療法
士不在時右下肢関節可動域訓練、筋⼒増強訓練、視覚的FB
を利用して立ち上がり、移乗動作訓練実施。WW開始時問
題点は右立脚期時間短縮、体幹前傾骨盤後退。右下肢遊脚期
は爪先離地困難、遊脚期に過剰な右下肢の振り出し。歩行中
足底荷重量は踵荷重が前足部より多い。WW上の設定は伸
展・振り出しアシスト最大・歩行速度：極低速・体幹支持
ハーネスにて10�㎏の免荷環境で実施。開始1ヶ月は歩行中
体幹正中保持、免荷量減少、右下肢立脚時間延長、体重移動
の運動学習、前足部荷重量増加目的で介入。WW開始5週目
から平地で4点杖接触介助歩行を実施、WW上では伸展アシ
スト半分、転倒防止ハーネスへ変更。8週目より足底荷重の
学習と歩行中のアシスト量伸展アシストをさらに減少、振り
出しアシストを最小、12週目でWW介入終了。退院時評価
BRS：5、SIAS：5-5-4右上下肢表在深部感覚1、垂直性3、
腹筋3、MiniBESTest：11点、SARA：10点、FACT：15点、
FIM：76/126点。歩行 FIM：4,10m 歩行16.86秒、4点支
持杖軽介助。HDS=R：26/30点、生活場面で、4点杖軽介
歩行を獲得。

【考察】 運動失調介入は立位での荷重訓練や視覚入⼒による
バランス訓練あるが、本症例は中心後回領域の梗塞が影響し
感覚全般が脱失し失調様症状を呈し大脳・橋核・小脳ループ
破綻を推察。継続的なWWにより多関節運動と荷重等の体
性感覚入⼒が円滑な重心移動獲得の運動学習、下肢・体幹協
調性改善により失調様症状改善が推察。

【倫理的配慮、説明と同意】 当院倫理委員会の承認を得て、
ご家族に口頭・書面で同意を得た。

O-31 心原性脳梗塞により左頭頂葉病変で感覚
脱失に伴う失調様症状を伴った症例が、
継続的なウェルウォーク介入により、 
歩行軽介助獲得に至った介入経験

キーワード：ウェルウォーク、感覚脱失、歩⾏獲得

口述発表9　［ 脳血管② ］ 10月29日（土）　第3会場

○多田羅 充1）、木村 圭佑1）、山田 周平1）、近藤 大智1）、
青山 未来1）、富永 孝枝1）、和田 陽介1）、吉橋 恵美子1）、
小川 真央2）、太田 喜久夫2）

1）公益財団法人 豊田地域医療センター、
2）藤田医科大学医学部 ロボット技術活用地域リハビリ医学

【目的】 転倒リスクを最小限にした状態で、日常では実施困
難な IADL動作を評価することは重要である。しかし、病
院内での IADL評価は自宅環境との違いにより再現が難し
い。当院では、自宅環境を模倣した空間（ロボティックス
マートルーム：RSR）に転倒衝撃低減システム（寄り添いロ
ボット）を設置している。今回、RSRの環境を活用した
IADLを含む自宅内動作の評価を試みたので報告する。

【方法】 対象は、当院外来リハ実施中の脳卒中患者6名であ
る。RSRに設置された寄り添いロボットを装着し、IADL
を含む自宅内動作を評価した。評価項目は、ソファーからの
立ち上がり、床からの立ち上がり、杖を拾う、お茶を飲む動
作、コップを持って歩く、コップを洗う、食材を取り出す、
調理動作、ベッドからの起き上がり、浴槽の出入り、洗濯動
作、トイレ動作、柔らかいソファーからの立ち上がり、の全
13項目とした。評価基準は、動作の実施可否とし、動作遂
行困難と担当PTが転倒を防ぐ介助を行った場合は実施不能
とした。対象者には実施後に、1）感想、2）恐怖感の軽減の
有無、3）日常では実施が困難な動作への挑戦意欲の変化に
ついて聞きとった。

【結果】 患者の基本属性（主疾患 /年齢 /性別 /BBS合計点
/移動自立度）は、A：脳出血 /50歳 /女性 /50点 /屋内独
歩自立、B：脳梗塞/77歳 /男性 /39点 /屋内独歩自立、C：
脳出血 /73歳 /女性 /44点 /屋内独歩自立、D：脳出血 /54
歳 /男性 /53点 /屋外独歩自立、E：脳出血 /83歳 /女性
/45点 /屋内独歩見守り、F：脳梗塞 /60歳 /女性 /41点 /
屋内T字杖自立であった。実施不能例は、床からの立ち上
がり4例、杖を拾う1例、浴槽の出入り3例。その他の評価
項目は全患者が実施可能であった。
　聞き取り調査の結果は、1）安心して行えた3例、ハーネ
スに引っ張られてやりにくい3例。2）恐怖心：軽減3例、変
化なし3例。3）挑戦意欲：わいた2例、わかない2例、分か
らない2例であった。

【考察】 今回の評価項目のうち、IADLに関連する動作項目数
が少なく、対象者にとっては難易度が低いケースもみられた。
一方、日常では実施が困難な動作への挑戦意欲は、寄り添い
ロボットの活用により一定の成果が得られていると判断できた。
寄り添いロボットの利点を活かすためには、個々の身体特性
に合わせた評価項目の設定を行う必要性が示唆された。
　今後は入院患者も対象とし、RSRにて入院中に自宅環境
に近い状況で IADLに関連する動作の評価を導入していく。

【理学療法学研究としての意義】 本研究は寄り添いロボット
を使用した IADLを含む自宅内動作の評価方法について検
討しており、転倒の影響を最小限に抑えた上で、退院後の生
活を見据えた評価や練習方法の開発に寄与できる。

【倫理的配慮、説明と同意】 当院の倫理委員会の承認を得て
実施し、対象者には予め文章と口頭にて説明し、研究への参
加をもって同意を確認した。

O-32 寄り添いロボット（転倒衝撃低減システ
ム）を活用した IADLを含む 
自宅内動作評価の試み

キーワード：IADL、転倒予防、ロボット
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○若泉 賢也、生田 旭洋、岡元 信弥、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

【はじめに】 近年、ボツリヌス治療や機能的電気刺激
（Functional�Electrical�Stimulation、以下FES）がバランス
能⼒の向上に関与することが報告されている。しかし、両者
を併用した報告は少ない。そこで今回、ボツリヌス治療後に
FESを併用し、立位バランスに与える影響を重心動揺計を
用いて検討した。

【症例紹介】 心原性脳塞栓症を発症し5年経過した80歳代の
男性で、屋外歩行はT字杖と短下肢装具を使用し自立して
いる。今回、痙縮に対してインコボツリヌストキシンAを
上肢290単位、下肢310単位の計600単位施注した。なお、
施注後には20分の理学療法を7日間実施した。下肢施注筋
は大腿二頭筋50単位、半腱様筋50単位、半膜様筋40単位、
腓腹筋内側頭80単位、腓腹筋外側頭40単位、後脛骨筋50単
位とした。施注前および退院時には関節可動域や筋緊張
（Modified�Ashworth�Scale、以下MAS）、10m努⼒歩行時
間、6分間歩行テスト、Functional�Reach�Test（以下FRT）
を評価した。なお、FRT測定時には重心動揺計（ANIMA
社製グラビコーダーG-620）を用いて足圧中心（Center�of�
Pressure、以下COP）の前方移動距離を測定した。

【経過・結果】 入院中は施注筋に対して臥位でのストレッチに
加え、荷重練習および歩行練習の際に左前脛骨筋に対して
FESを実施し、左立脚中期から立脚終期にかけて前足部への
荷重を促した。その結果、退院時には施注前と比較してMAS
で膝関節屈曲1→�0、足関節背屈1+→�1、関節可動域で足関
節背屈5°→10°、10�m努⼒歩行時間は24.5秒 /25歩→�19.1
秒 /22歩、6分間歩行テストは141�m→�174�mへ改善した。
立位バランス評価においてもFRTは20.0�㎝→�24.0�㎝、FRT
測定時のCOP前方移動距離は11.1�㎝→�13.0�㎝となった。

【考察】 今回、ボツリヌス治療後にFESを併用した結果、
FRTやCOP前方移動距離の延長といった立位バランス能
⼒の向上を認めた。ボツリヌス治療はMASや関節可動域な
ど安静時の受動的評価について改善効果があると多数報告さ
れている。しかし、歩行のような能動的動作での痙縮抑制に
ついては見解が一致していない。一方でFESは動作時に拮
抗筋に対して相反抑制が得られ、運動療法を併用し正しい動
作学習を図ることが重要であると報告されている。今回、ボ
ツリヌス治療における痙縮抑制だけでなく、訓練場面で
FESを実施したことが動作時における下腿三頭筋の筋緊張
を抑制させ、前足部への重心移動促進に繋がった可能性があ
る。その結果、FRTやCOP前方移動距離が延長し、歩行
能⼒や立位バランス能⼒の向上に寄与したと考えた。今回、
ボツリヌス治療とFESを併用した理学療法の効果をFRT
における立位バランスのみで評価しているため、歩行時の
COPへの影響を検討することが今後の課題である。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき患者家
族に説明し同意を得た。

O-33 ボツリヌス治療と機能的電気刺激の 
併用が立位バランスに与える影響
～重心動揺計を用いた足圧中心の検討～

キーワード：ボツリヌス治療、機能的電気刺激、立位バランス

口述発表9　［ 脳血管② ］ 10月29日（土）　第3会場

○西 雄大
社会医療法人明陽会 第二成田記念病院

【はじめに】 装具は固定、免荷、変形予防、矯正、機能的補
助を目的に使用されており、疾患や機能に合わせて選択され
ている。今回、数十年前の左膝関節外傷により膝関節屈曲制
限が生じ、その影響にて左足関節底屈内反変形を認めた症例
を担当した。左足関節底屈内反変形に対してプラスチック式
短下肢装具（SH-AFO）を装着していたが、SH-AFOが底
屈位のままで作成されており、矯正や機能的補助を受けにく
い状態であった。主疾患の左橋梗塞による右片麻痺に対して、
プラスチック式長下肢装具（SH-KAFO）の作成と左 SH-
AFOの再作成を行い、立位保持に変化を得られたため報告
する。

【症例紹介】 80歳代男性。202X年、右半身の脱⼒、呂律障害
が出現し救急搬送される。左橋梗塞と左小脳梗塞と診断され
30病日目に当院へ転院となる。既往歴に膀胱がん、左膝関節
の外傷があった。入院時の身体機能として右Brunnstrom�
Recovery�Stage上肢Ⅰ・手指Ⅰ・下肢Ⅱ。右Stroke�Impair-
ment�Assessment�Set（SIAS）運動機能上肢0-0・下肢0-0-
0。SIAS体幹機能0。筋緊張は右上下肢と体幹が低下。表在
感覚は軽度鈍麻、深部感覚は正常。ROMでは左膝関節屈曲
60°。左足関節背屈-15°でありROM制限を認めた。基本動
作は全介助であり、立位と歩行は右金属支柱付き長下肢装具
（DU-KAFO）、左SH-AFOを装着して全介助であった。
【経過・結果】 立位訓練では自己のSH-AFOでは足関節底
屈内反の影響により、back�kneeと股関節が屈曲し後方重心
となり立位アライメントの崩れを認めた。そこで当院練習用
下肢装具に対して左側にheel�up3�㎝を加えて⾼さと足関節
背屈角度の調整と、右DU-KAFOに対しては補⾼1.5�㎝に
て骨盤の⾼さが水平になるように調整を行い立位・歩行訓練
を実施した。足関節角度と⾼さが整う事で立位アライメント
の変化が得られた。91病日目に練習用装具と同設定にて右
SH-KAFOと左 SH-AFOの装具作成を実施した。両側
SH-AFOでの立位保持監視が可能となり、111病日目に退
院となった。

【考察】 今回両側の装具に対してheel�upや補⾼、角度調整
にて立位アライメントに変化を与える事ができた。適切なア
ライメントでの立位保持にて体幹へのアプローチも行え、立
位保持監視に至ったと考える。脳卒中での下肢装具は機能的
補助が中心となるが、装具の種類、設定や構成も含め作成す
ることが重要であると再認識させられた。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表にあたり症例と家族に紙
面にて説明と同意を得た。

O-34 左橋梗塞による右片麻痺と 
左足関節底屈内反変形に対して 
両側下肢装具を作成した一例

キーワード：装具再作成、足関節底屈内反変形、機能的補助
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○高田 勇1）、堀江 翔1）、吉田 信也1）、櫻井 吾郎1）、�
中積 智2）、八幡 徹太郎3）

1）金沢大学附属病院 リハビリテーション部、
2）石川県済生会 金沢病院、
3）金沢大学附属病院 リハビリテーション科

【はじめに】 脳性麻痺（以下CP）患者は加齢性二次障害を来
し易く、環境調整などを迅速に行うことが有用とされる。一
方CP患者の装具療法は、アライメントや立位、歩行の改善
効果の報告があるが、対象は小児が多い。今回、下肢に変形
を来した⾼齢CP患者に装具療法を行い、疼痛及び歩行の改
善が得られた症例を経験したため報告する。

【症例紹介】 60代後半女性。X年Y月Z日、増悪する歩行
障害にて当院に入院し、CPの加齢性二次障害と診断された。
理学療法はZ+3日に開始し、認知及び上肢機能は良好で、
主な問題は下肢機能障害（右＞左）、疼痛、筋緊張異常であっ
た。右は下肢伸展制限が顕著で、膝外反、下腿外旋、足関節
外転・内がえしに変形し、左に軽度内反尖足を、両側に外反
母趾を認めた。疼痛は、腰部がNRS6～7、右膝・右下腿か
ら足関節がNRS5～6、右足底内側アーチと左小趾球の胼胝
に荷重時痛、また外反母趾に伴う両側の母趾示趾間の疼痛を
認めた。加えて、両側腰部・頸部・肩甲帯・股関節、右大腿
～下腿は各所に筋硬結や筋緊張異常を認めた。立位は両上肢
支持に依存し、右下肢屈曲位かつ足尖支持で機能的脚長差を
認め、体幹は前傾かつ左右非対称性のマルアライメントを呈
した。歩行は右T字杖と左手引きで数mに5分程度要し、
右立脚は足尖支持で、中期から後期に股関節・膝関節屈曲及
び過度な下腿前方内側傾斜、骨盤右前方動揺を認めた。

【経過・結果】 Pick-up歩行器の導入と、機能的脚長差の解
消を目的に補⾼調整を行い（入院中オルトップを貸出）、
Z+34日に歩行自立で自宅退院した。身体障害者手帳発行後、
右プラスチックAFO、両側屋内用補⾼靴とインソールを作
成した。AFOは、主に歩行時の足関節の過度な内がえしと
下腿軸の内側傾斜の抑制を目的に、5°底屈位（可撓性あり軽
度遊動）、内側ウェッジのインソールとした。靴は、右が上
記AFOの設定で可能な限り足底全面が接地し、歩行時に骨
盤が前方動揺せずかつ後退しない程度に踵補⾼を行った。左
は主に機能的脚長差の解消を目的に全足底と踵に補⾼を行っ
た。また胼胝の疼痛軽減のために胼胝下に除圧素材を使用し、
左は小趾球より近位から踵まで極軽度な外側ウェッジのイン
ソールとした。加えて外反母趾サポーターを導入した。結果、
疼痛は腰部がNRS2～4、右膝が間欠的な出現となり、また
胼胝と母趾示趾間では消失した。また立位や歩行時のアライ
メントの左右非対称性が軽減し、歩行速度が0.09→0.17m/
秒、歩行率が8.6→7.0歩 /m（退院時裸足→引き渡し）と改
善した。

【考察】 AFOや補⾼靴による右下肢の支持機能や機能的脚
長差の改善が、マルアライメントの改善や疼痛部位のメカニ
カルストレスの軽減に寄与し、疼痛緩和及び歩行改善を得る
ことができたと考えられる。すなわち、⾼齢CP患者の加齢
性二次障害に伴う疼痛及び歩行障害に対する装具療法の有用
性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本人に口頭と書面で説明し同意
を得た。

O-35 脳性麻痺の加齢性二次障害に伴う疼痛、
下肢機能障害、歩行障害に対して 
装具療法が有効であった一例

キーワード：脳性麻痺、二次障害、装具療法

口述発表9　［ 脳血管② ］ 10月29日（土）　第3会場
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○松岡 文三
医療法人 桂名会 大須病院

【目的】 脳卒中後急性期や整形外科術後等、早期離床を促す
ために可及的にベッド上でギャッジアップ座位をとる機会が
多い。座位保持は腹筋や背筋の強化や立位に繋がる動作にな
る一方で、長時間では慢性静脈不全を引きおこしやすい。そ
の予防として、下肢の積極的運動によって静脈還流を改善さ
せる方法が考えられる。しかし、麻痺側や受傷側下肢は自動
運動が困難になることが多い。そこで、我々は長座位での一
側下肢自動運動が反対側血流に及ぼす影響について検証する
ことを目的とした。

【方法】 対象は健常者12名（内男性9名）で、年齢は24.9±
10.9歳、身長は170.6±6.1�㎝、体重は65.7±8.7�㎏とした。
また、測定機器は、足関節底背屈筋トルクの測定のために、
端座位で測定する装置（底屈背屈筋⼒アタッチメント：T.K.K�
5811、竹井機器工業株式会社製）を長座位で測定ができるよ
うに改良したものとし右下肢に固定した。また、左膝窩静脈
の血流速度測定のために、超音波診断装置（キャノンメディ
カルシステム社製：Viamoc100）を使用し、パルスドップ
ラー法にて実施した。また、測定肢位は椅子にもたれ、両膝
は伸展させベッド上に乗せた。なお、測定時の背屈角度は
-10°とし、収縮様式は等尺性運動様式とした。運動課題は、
右最大足関節底背屈筋⼒の80%の収縮（80%MVC）で1回 /
秒により5回反復を実施、次に装置固定を外して1回 /秒に
より右下肢伸展位挙上運動（SLR）を7回反復実施した。測
定項目は、各運動中の左膝窩静脈の平均血流速度（Vm-
mean）および最大血流速度（Vm-peak）として、それぞれ
ベースラインと比較をした。ベースラインとの比較は対応の
ある t検定を用いた。

【結果】 80%MVCは Vm-mean では1.6±1.2�㎝/sec から
2.5±1.3�㎝/sec、Vm-peakでは3.3±2.3�㎝/secから4.6±
3.4�㎝/sec、SLR時はVm-mean では1.5±1.2�㎝/sec から
2.8±2.4�㎝/sec と増大する傾向がみられた。SLRのVm-
peak では2.9±2.2�㎝/sec から5.3±4.6�㎝/sec と有意な増
大がみられた。

【考察】 SLRは80%MVCよりも効果的に反対側下肢静脈血
流を上昇させた。これはSLRの方が、運動時の下大静脈較
差が大きく、反対側下肢血流に及ぼす影響が大きかった事が
示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 今回の結果は、長座位での
SLRが反対側静脈還流を有意に増大させる事を示した意義
深いものである。

【倫理的配慮、説明と同意】 個人情報の取り扱いはヘルシン
キ宣言に基づき、被検者には事前に本研究の趣旨を文章と口
頭にて十分に説明し、書面にて研究協⼒の同意を得た。また、
本研究は名古屋平成看護医療専門学校（受付番号：2020-03）
の倫理審査にて承認を得て実施した。

O-36 長座位での一側下肢自動運動が、 
反対側膝窩静脈血流に及ぼす 
影響について

キーワード：一側下肢運動、対側静脈血流、超音波評価

口述発表10　［ 基礎・教育 ］ 10月30日（日）　第1会場

○塚田 智也
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

【目的】 リハビリテーション介入時の転倒予防策の中で、安
全性の向上を期待できる機器の1つとして、懸架装置がある。
懸架装置は転倒リスクを軽減できるが、転倒時に懸架ベルト
により急激に動きを停止し、身体へ衝撃を与えることがある。
その急激な停止を解消した懸架装置の1つに寄り添いロボッ
ト（サンヨーホームズ社）がある。寄り添いロボットは、下
方向への加速度の感知によりブレーキをかけ、緩やかに床に
倒れさせる装着型の懸架装置ロボットである。事前に行った
寄り添いロボットの使用感アンケートでは、転倒時に外傷を
防ぐことが期待できるとの回答が87.5%であった。しかし、
寄り添いロボットによるブレーキが、どの程度転倒時に速度
を減少させるかは明らかになっていない。
　本研究では、寄り添いロボットを装着して転倒を模擬し、
転倒における重心の鉛直方向の最大速度と床接地時の速度を
比較し、寄り添いロボットの転倒速度減少効果を検証するこ
とを目的とした。

【方法】 対象は、若年健常者7名（年齢26±4歳、男性1名）
とした。転倒動作は、前方・後方・側方の3種類とし、対象
者に転倒方法を説明した。対象者が寄り添いロボットを装着
し、転倒動作の練習後、動画撮影を行った。動画撮影には同
期撮影可能なカメラ8台（SONY社）を使用し、動作解析には
マーカレスモーションキャプチャソフトウェアのTheia3D
（Theia�Markerless 社）を使用した。Theia3Dは、光学式
モーションキャプチャとの妥当性が報告されている。Theia3D
によって重心位置を推定し、重心の鉛直方向落下速度を算出
した。転倒中における重心落下速度の最大と、床に接地した
時の速度を比較した。統計は、対応のある t検定を用い、有
意水準は5%とした。なお、接地のタイミングは視認にて決
定した。

【結果】 鉛直方向平均落下速度（最大、床接地時）は、前方：
0.80m/s、0.46m/s（p=0.012）、側方：0.65m/s、0.38m/s
（p=0.031）、後方：0.64m/s、0.37m/s（p=0.049）であった。
【考察】 立位からの転倒では、床に接地する直前の落下速度
は1.5-3.0m/s ほどになると報告されている。今回、床接地
速度は最大速度よりそれぞれ約40%減少しており、統計学
的に有意であった。速度が減少することにより、床接地時の
身体へかかる外⼒は軽減し、転倒による外傷を防ぐ可能性が
示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 寄り添いロボットは転倒の
感知後にブレーキがかかるため、報告されている転倒時接地
速度より速度が減少し、より安全にリハビリテーションを実
施できる可能性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 当センター倫理・利益相反委員
会の承認を得て実施した（No.1501）。本人に文書と口頭で研
究を説明し、文書により本人から研究参加の同意を取得した。

O-37 若年健常者における懸架装置を用いた 
転倒速度減少効果の検証

キーワード：転倒、懸架装置、動作解析
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口述発表10　［ 基礎・教育 ］ 10月30日（日）　第1会場

○青木 ゆみ1）、冨田 秀仁1）2）、川口 大輔1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、
2）豊橋創造大学

【目的】 姿勢の不安定性を評価する指標の一つに立位での姿
勢保持限界点がある。姿勢保持限界点とは、身体をある一定
方向に傾斜させた際に、足を踏み出さずに姿勢を保持できる
限界位置と定義され、その際の足圧中心の位置により定量化
される。⾼齢者では前後左右方向の姿勢保持限界点が制限さ
れることが明らかになっている。しかし、姿勢保持限界点の
定量化に用いられる重心動揺計は機材が⾼価で大きいため、
臨床場面や地域において簡易に利用できるとは言い難い。
　そこで本研究では、若年成人を対象として、前傾または後
傾姿勢を保持した際の下腿筋群の収縮や足趾の動きの有無を
視診により評価することで、保持している立位姿勢の前後方
向の足圧中心位置（CoPy位置）が中足指節関節（MP関節）
や足関節といった特定のランドマークを越えているかを推定
可能か検討することとした。

【方法】 健常な成人19名（男性12名、女性7名）を対象とし
た。重心動揺計を用いて安静位、最前傾位、最後傾位と被験
者が任意の位置で前傾あるいは後傾姿勢を保持した際の
CoPy位置を計測するとともに、その姿勢において下腿筋群
の収縮や足趾の動きが認められるかを視診により評価した。
筋収縮や関節運動の有無の境界となるCoPy位置を推定する
ため、ランドマーク（第五MP関節と内果）から5%足長刻
みで、そのCoPy位置における感度と特異度を求め、最適な
カットオフ値を判断した。

【結果】 前傾課題の全285試行中、筋収縮・関節運動ありと
判断した試行は150試行、なしと判断した試行は135試行で
あった。（1-感度）2�+（1- 特異度）2が最小でYouden イン
デックスが最大となった第五MP関節の位置を最適なカッ
トオフ値と判断した。カットオフ値の感度は0.87、特異度が
0.85であった。
　後傾課題の全285試行中、筋収縮・関節運動ありと判断し
た試行は192試行、なしと判断した試行は93試行であった。
（1-感度）2�+（1-特異度）2とYouden インデックスから内
果の5%足長前方の位置を最適なカットオフ値と判断した。
カットオフ値の感度が0.79、特異度が0.92であった。

【考察】 CoPy位置がMP関節よりも前方に位置するとMP
関節を中心とした身体の前方回転が生じる。この前方回転に
抗して姿勢を保持するために足趾屈筋群が活動することで生
じた足趾の運動を視診できたと考えられる。
　内果の5%足長前方には横足根関節がある。この付近に
CoPyが位置するような後傾姿勢では、底背屈に加え足部の
回内外を制御する必要があり、前脛骨筋や足趾伸筋群の活動
が視診できたと考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 足圧中心位置を視診により
推定できれば、臨床場面や地域において簡易に利用できる姿
勢保持限界点の評価の一つとすることができる可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、対象
者には書面と口頭で説明を行い、書面で同意を得た。本研究
は、豊橋創造大学倫理委員会の承認を得た上で実施された。

O-38 下腿筋収縮の視診に基づく前傾及び 
後傾立位姿勢の足圧中心位置の推定

キーワード：視診、姿勢保持限界点、足圧中心位置

○山岡 典生、栗田 寛之
海津市医師会病院

【目的】 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則、理学
療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインの一部改正に伴
い当院においても診療参加型臨床実習の導入が必要となった。
COVID-19の影響から令和3年度総合前期臨床実習期間が
短縮となり、実習生が早期に診療参加できる臨床実習プログ
ラムを作成する必要があった。今回、実習開始時にチェック
リストに記入してもらい、前回実習で経験している疾患、経
験していない疾患に分類し、経験がある疾患に関しては早期
からの診療参加を目指した。また実習状況に関する質問票を
実習生に記入してもらい、実習生の理解度を把握し、適切な
臨床実習プログラムであるかを検討した。

【方法】 対象は令和3年度総合前期臨床実習の実習生1名。
チェックリストを作成し、記入してもらった。チェックリス
トは実習指導者と実習生に質問する形式で実習指導者側には
経験年数、担当している疾患、経験部署、実習指導回数につ
いて記入してもらった。実習生側には健康状態、睡眠時間、
移動時間、前回実習で経験した事がある評価・治療、前回実
習で見学した事がある疾患について記入してもらった。疾患
（整形・神経・内部）を前回実習で経験している、経験して
いない疾患に分類し、介入の度合い（見学、共同参加、実施）
を決定した。実習期間中はスケジュール変更や体調に関する
状況（睡眠時間、悩みや心配事、体温）、実習内容に関する
状況（フィードバックの時間、内容の理解、評価・治療の難
易度、課題の量）について作成した質問票を実習生に記入し
てもらった。

【結果】 前回実習で経験している整形疾患に関しては実習3
日目に共同参加を開始した。経験の無い疾患に関しては実習
5日目から共同参加を開始した。質問票の結果としてスケ
ジュール変更は18日間で6日あった。体調に関する質問で
は、睡眠時間は実習期間中普段と同じであり、悩み、心配事
や体温にも問題がないと回答していた。実習期間中のフィー
ドバックの時間は20分程度であり、内容は分かりやすいと
回答していた。また評価・治療の難易度、課題の量は適切と
回答していた。

【考察】 チェックリストを活用する事で実習5日目の共同参
加となった経験の無い疾患と比較して経験している疾患では
2日早く共同参加を開始出来た。実習内容に関する状況の結
果で評価・治療の難易度、課題の量に対して適切と答えてい
る事から前回実習の経験を踏まえて共同参加の時期を早める
事は適切な臨床実習プログラムであったと考える。

【理学療法学研究としての意義】 実習生にとって早期に診療
参加できる取り組みは多くの症例に関われる機会を作り、重
要である。

【倫理的配慮、説明と同意】 実習生、対象患者には本発表の
目的と意義について十分に説明し、同意を得た。

O-39 COVID-19の影響に伴う 
臨床実習期間短縮に対する取り組み

キーワード：診療参加型臨床実習、COVID-19、臨床実習プログラム
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○北野 貴之、新屋 順子、甲山 篤
浜松医療センター

【目的】 本研究の目的は急性期および回復期病院の理学療法
士（PT）が、意識障害を伴う脳卒中患者に対してどのような
リハビリテーション（リハ）を実施するべきと認識している
か調査することである。

【方法】 静岡県の急性期および回復期病院のうち、電話で本
研究への協⼒に承諾の得られた41の急性期病院（PT573名）
と35の回復期病院（PT885名）の PT部門へGoogle�Form
にリンクしたQRコードが記載された研究案内用紙を郵送し
た。アンケートの回答者のうち、JCS2桁以上の脳卒中患者
を担当した経験がない者、質問項目に含まれる Social�
Desirability�Scale（SDS）スコアが10点中9点以上の者を解
析から除外した。Social�Desirability とはアンケートの信頼
性を低下させる要因の一つである。アンケートの主な項目は、
①意識障害が Japan�Coma�Scale（JCS）の何桁であれば「車
椅子座位」「起立・立位」「歩行」を実施するか�②意識障害
が重度のときに「車椅子座位」「起立・立位」「歩行」を実
施しない理由�③意識障害を伴う脳卒中患者に対する「起立・
立位」「歩行」の実施方法�④10項目 SDSである。

【結果】 アンケートに回答した355名（急性期184名、回復
期171名）のうち、199名（急性期126名、回復期73名）が解
析対象となった。車椅子乗車を実施する意識レベルは急性期
PTの60%（75名）と回復期PTの62%（45名）が「JCS3桁」
と回答した。起立・立位を実施する意識レベルは急性期PT
の52%（66名）が「JCS2桁」、回復期 PTの42%（31名）が
「JCS3桁」と回答した。歩行を実施する意識レベルは、急
性期 PT の41%（52名）が「JCS1桁」、回復期 PT の36%
（26名）が「JCS2桁」と回答した。意識障害が重度の場合
に車椅子乗車を実施しない理由は、急性期PTの13%（16
名）と回復期PTの12%（9名）が「脳卒中治療ガイドライン
2015で離床は JCS1桁からが推奨されるため」と回答した。
一方、歩行を実施しない理由は急性期PTの28%（35名）、
回復期PTの32%（23名）が「介助量が多く実施困難のため」
と回答した。意識障害患者に対する歩行の実施方法は、急性
期PTの52%（65名）が「1人介助による長下肢装具」、回復
期PTの37%（27名）が「2人介助による長下肢装具」と回
答した。

【考察】 意識障害患者に対する車椅子乗車は、急性期と回復
期のPTの両方とも「JCS3桁でも実施する」と回答した者
が最も多かったが、対照的に約10%の PTはガイドライン
の推奨を理由に重度意識障害の患者の車椅子乗車は実施すべ
きではないと回答した。意識障害患者のリハには明確なガイ
ドラインがなく、リハの実施内容は個々のPTの考え方に
よって大きく異なることが示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 意識障害を伴う脳卒中患者
に対する有効なリハは明らかにされていない。本研究は、今
後の意識障害を伴う脳卒中患者に対するリハの効果を検証す
る研究において基礎となるデータを提供する。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認
を得て実施した（令和元年第138号）。

O-40 意識障害を伴う脳卒中患者の 
リハビリテーションに関する意識調査
―  急性期および回復期に勤務する 
理学療法士へのアンケート―

キーワード：意識障害、リハビリテーション、アンケート
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○中川 寛紀1）、和多田 寿子2）

1）福井県立病院 リハビリテーション室、2）福井県立病院 看護部

【はじめに】 開腹術後の早期離床は腸管運動を促進しイレウ
スの予防に一定の効果があるとされている。一方で、運動に
よるイレウス解除効果は臨床的には期待されるが、十分なエ
ビデンスが示されていない。また、人工呼吸器管理下で保存
加療抵抗性のイレウス併発し外科処置がなされない症例は稀
であり、理学療法実施の報告は少ない。今回、開腹術後にイ
レウスを併発し人工呼吸器離脱及び離床困難となった症例を
経験し、良好な結果を得たため考察を交えて報告する。

【症例】 統合失調症にて精神科病院に長期入院しており
ADL自立していた70代女性。約20年前に弓部大動脈全置
換術の既往あり。胸腹部大動脈瘤に対して人工血管置換術が
施行された。

【理学療法と経過】 術翌日より ICUにて理学療法を開始し、
挿管管理のまま鎮静を切って四肢自動運動やG-up座位、端
座位練習を行った。術後8日目に気管切開し、人工呼吸器管
理のまま座位や起立練習を開始した。しかし、11日目ごろ
から腹痛および腹部膨満を認め、麻痺性及び癒着性イレウス
の診断となった。腹痛と腹部膨満が強く離床困難であった。
点滴やイレウス管留置による保存加療が開始されたが奏功せ
ず、全身状態不良のため外科的治療も適応外であった。部分
的に腹部膨満感や疼痛が軽減しているタイミングで端坐位、
起立練習、On-Off法によるWeaningを再開した。しかし、
呼気終末陽圧（PEEP）需要のため呼吸器離脱できず、離床
に難渋した。そこで人工呼吸器管理下での歩行練習、臥位エ
ルゴメータ（エルゴ）の追加介入を行った所、緩やかにイレ
ウス改善し、それに伴いPEEP漸減でき術後30日目に ICU
退室、34日目に人工呼吸器が離脱となった。順調にADLは
拡大し56日目に気切孔閉鎖、院内ADL自立となり、76日
目にもとの精神科病院に転院となった。

【考察】 本症例は人工呼吸器離脱難渋、イレウスの併発によ
り一般的な開腹術後の離床プロトコルから逸脱し、ICU入
室期間も長期間であった。経過からイレウスによる腹部膨満
感とPEEP需要には因果関係があり、不動によるイレウス
→腹部膨満→横隔膜挙上→肺実質圧排→PEEP需要→呼吸
器離脱困難→不動と負の連鎖があったと考えられた。そこで
換気促進、腸管運動促進を期待して人工呼吸器管理下での歩
行練習と、安全かつマンパワーを必要としない臥位エルゴを
並行して実施した。プログラム実施後より、腹部膨満は軽減
しPEEP漸減でき呼吸器離脱に至った。離床や歩行、下肢
運動による蠕動運動促進効果についてはすでに報告は多くな
されており、人工呼吸器管理という離床困難な環境下にあっ
た本症例においてもイレウス改善、人工呼吸器離脱に一定の
効果があったと考えられる。

【結語】 今回、人工呼吸器管理及びイレウスにて離床難渋し
た症例を経験した。当該患者に対する呼吸器管理下での歩行
練習や臥位エルゴはイレウス解除及び呼吸器離脱に奏功した。

【倫理的配慮、説明と同意】 今回の症例報告にあたり、対象
者及び家人には十分な説明を行い、同意を得た。

O-41 開腹術後にイレウスを併発し 
人工呼吸器離脱及び離床に難渋した 
一症例

キーワード：イレウス、人工呼吸器離脱、腸管運動促進

口述発表13　［ 内部障害② ］ 10月30日（日）　第1会場

○碓井 孝治1）、竹田 はるか1）、有田 幸子2）、柳澤 徹2）、
桶 麻理子2）、中波 暁3）、奥村 利矢4）、廣田 幸次郎5）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、
2）市立砺波総合病院 看護科、
3）市立砺波総合病院 リハビリテーション科、
4）市立砺波総合病院 腎臓内科、
5）市立砺波総合病院 集中治療・災害医療部

【はじめに】 呼吸理学療法の分野では、慢性呼吸不全の急性
増悪はよく経験される病態である。加えて、特に⾼齢患者で
は入院中にせん妄を合併し、呼吸管理に難渋する場合も少な
くない。今回、慢性呼吸不全の急性増悪に肺炎、せん妄ほか、
種々の障害を合併したために呼吸管理や理学療法施行に難渋、
死亡した症例について報告する。

【症例紹介】 80歳代、男性。診断名は慢性呼吸不全、COPD、
合併症として⾼血圧症、糖尿病、便秘症等があった。現病歴
として、入院半年ほど前から呼吸困難が増悪し起坐呼吸を認
めていたが、呼吸機能検査はできず。受診時にSpO2�86%と
低下あり、入院となった（第1病日）。この際、挿管・人工呼
吸管理の拒否も確認された。なお、入院前ADLはすべて自
立していた。

【経過・結果】 入院時のX線画像では肺野に目立った浸潤影
はなかったが、腸管ガスの貯留を認めた。動脈血液ガス分析
では室内気吸入下で pH7.316、PaO2�58.0torr、PaCO2�
74.9torr、HCO3-38.2�㎜ol/L、BE�+9.1�㎜ol/Lと慢性呼吸不
全の急性増悪を呈していた。即日理学療法処方あり、夜間
CO2貯留の不安から、主治医、看護師と相談しS/Tモード
でのNPPV導入となった。以後、1L/分の経鼻酸素と併用
しながら食事を摂取、理学療法も筋⼒強化、座位、歩行へと
進めた。しかし、第3病日未明から発熱、不穏を認め、誤嚥
性肺炎を合併した。咳嗽は弱く、気道クリアランス障害も併
発した。NPPVの IPAP、FIO2を漸増したものの、せん妄に
よりマスクを外しSpO2が低下するため、鼻カニュラに変更
し酸素も増量せざるを得なかった。第5病日酸素3L/分にて
PaCO2が108torr にまで上昇しCO2ナルコーシスとなった。
以後、夜間は睡眠導入剤や抗精神病薬を投与してNPPVを
装着、昼夜リズムの改善に努めたものの、日中の鼻カニュラ
管理下では努⼒性の開口呼吸を認めた。理学療法は体位ドレ
ナージや排痰に加え、本人の希望により第10病日には
NPPV装着下に呼気介助を併用して端坐位を再開した。しか
し、第15病日に再度肺炎を合併、第19病日永眠した。

【考察】 本症例は入院前のADLがすべて自立していたため、
早期離床により筋⼒や活動性を維持しようとした。しかし、
COPDに加えて腸管ガス貯留による換気障害、咳嗽の減弱
による気道クリアランス障害、せん妄合併によるNPPV不
忍容、酸素増量によるCO2ナルコーシス、これらはすべて
理学療法進行上の阻害因子となった。このような場合は酸素
濃度を低めに設定し、⾼流量でのCO2洗い出しに期待した
⾼流量鼻カニュラ酸素療法での呼吸管理に変更することで、
状況が好転する可能性もあったと反省される。
　より良い理学療法施行のためには、併存障害と呼吸管理の
妥当性にも注目し、医療チーム内で相談・改善していくとい
う不断の努⼒を積み重ねていく必要性を痛感した。

【倫理的配慮、説明と同意】 なお、本発表については当院倫
理委員会の承認を得た（受付番号第2022006番）。

O-42 種々の併存障害により、呼吸管理と 
理学療法施行に難渋した一例
―  慢性呼吸不全の急性増悪症例を 
振り返って―

キーワード：慢性呼吸不全急性増悪、NPPV、 
高流量鼻カニュラ酸素療法
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○名和 森太郎、藍澤 洋介、西川 大樹、山川 桂子、�
中村 和司、中山 靖唯
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院  
リハビリテーション科部

【はじめに】 低酸素血症や起立性低血圧は離床の阻害因子で
あるが、弾性包帯などの圧迫療法は、下肢の静脈容量を減少
させ相対的に静脈還流を増加させることで、起立性低血圧を
抑制させることが報告されている。今回、離床に伴い血圧と
酸素化の低下をきたした症例に対して、弾性包帯を使用しア
プローチを行った経験をしたため報告する。

【症例紹介】 60歳代男性。入院時身長168.0�㎝、体重93.5�㎏、
BMI�33.1�㎏/m2。1年以上前から呼吸苦と浮腫が生じ、ベッ
ド上での生活が主体となっていた。1病日に呼吸苦が増悪し
救急要請された。来院時の血液生化学所見はCRP�17.45�㎎/
㎗、Alb�1.4g/㎗、Cr�0.74�㎎/㎗、WBC�16.0×103/µL、Hb�
10.0�g/㎗、HbA1c�9.8%であった。胸部CT画像では右肺
野に無気肺、胸水貯留、左肺野に浸潤影を認めた。肺炎と糖
尿病性腎症に起因するネフローゼ症候群と診断され、呼吸状
態が安定せず挿管管理となった。

【経過・結果】 抗生剤や利尿剤などによる薬剤治療が行われ、
8病日に抜管され離床を試みた。端座位で血圧と酸素化の著
明な低下を認め、臥位に戻ると回復した。起立性低血圧に対
して弾性包帯の有効性を期待して、11～14病日にかけて弾
性包帯の使用下（大腿～下腿）、不使用下における、臥位か
ら端座位へ移行した際の血圧と酸素化の変化を比較した。平
均して、弾性包帯不使用下では収縮期血圧：-38.75�㎜Hg、
SpO2：-6.75%、弾性包帯使用下では収縮期血圧：-22.75�㎜
Hg、SpO2：-3.25%と、血圧低下、酸素化低下はともに弾
性包帯使用下で緩徐だったため、以降の介入では弾性包帯を
使用した。15病日にはチルト台を使用したが、傾斜60°で
著明な血圧低下がみられた。姿勢変化を繰り返すことで起立
性低血圧や無気肺の改善を目指し、一定の効果は得られたも
のの、著明な起立性低血圧は残存し当院入院中は端座位の実
施までに留まり、41病日に転院となった。

【考察】 本症例は1年以上にわたる長期臥床に加え、肺炎や
糖尿病性腎症に起因するネフローゼ症候群を罹患し、端座位
で血圧と酸素化の著明な低下を認めた。起立性低血圧は、糖
尿病性の自律神経障害や元々の長期臥床、利尿剤治療による
循環血漿量の減少が一因となって生じたと考えられる。また
端座位での酸素化低下は、著明な無気肺と胸水貯留により酸
素化能が低下した状態に、さらに起立性低血圧による心拍出
量低下によって肺への血流が減少したことで、換気血流不均
衡が助長され生じた可能性があると考えた。これらに対し、
弾性包帯を使用することによって下肢の静脈還流を促し心拍
出量の低下を軽減させ、端座位での血圧低下を軽減させるの
みならず、さらに酸素化低下を抑制させることに寄与した可
能性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例には本発表の目的と意義に
ついて説明を行い、口頭にて同意を得た。

O-43 重症肺炎をはじめ様々な疾患を併発し、
端座位で血圧と酸素化が著明に低下した
一例

キーワード：起立性低血圧、酸素化低下、弾性包帯

口述発表13　［ 内部障害② ］ 10月30日（日）　第1会場

○市江 紘己1）、福田 利佳1）、越智 亮1）2）、山田 和政1）2）、
大山 章子1）、安藤 弘道1）

1）医療法人和光会 山田病院、2）星城大学 リハビリテーション学部

【はじめに】 COPDの理学療法において⾼強度の運動負荷を
設定する上で患者の呼吸困難感を指標とすることが推奨され
る。しかし、呼吸困難感が原因で運動が継続できない症例も
多く、ATレベル以下の低強度運動も多く活用される。今回、
⾼負荷での運動療法を実施した際に呼吸困難感と強い疲労感
を訴えたCOPD患者に対し、低負荷の運動療法のみを実施
して歩行能⼒が改善し、自宅復帰が可能となった症例につい
て報告する。

【症例紹介】 80歳代の男性で58年間1日30～40本の喫煙歴
があり、2～3年前に禁煙した。X日に呼吸不全を認めA病
院に救急搬送され、胸部CTにて肺気腫、誤嚥性肺炎と診断
された。血液検査から炎症反応の上昇、CO2ナルコーシスに
よる意識障害を認めた。X+43日、安静時では室内気、労作
時では流量0.5L/分で酸素を使用し、病室内のみの生活に留
まっていたことから、歩行能⼒の改善を目的に当院へ転院と
なった。

【経過・結果】 入院当初（X+47日）は呼吸困難感が強く、
mMRC�gradeは2であった。膝伸展筋⼒体重比は両側とも
46�㎏f/㎏、6分間歩行距離は380m、歩行後の修正 Borg�
scale は4であった。CATの点数は15点、NRADLは74点、
連続歩行距離は490mであった。レッグプレスの負荷量を
1RMの70～80% で筋⼒増強を実施した際、修正 Borg�
scale が6～7、自転車エルゴメータも修正Borg�scale が6～
7となり、継続が困難であった。そのため、レッグプレスの
負荷量を1RMの40～50%に変更し、エルゴメータは座位
にて、修正Borg�scale が2～3となるよう調整して実施した。
　入院2週目（X+57日）から mMRC�grade が1になり、
レッグプレスを1RMの50～60%に、座位エルゴメータは、
修正Borg�scale が2～3の負荷量のまま実施時間を入院1週
目の1.5～2倍に延ばして実施した。
　入院3週目（X+66日）、画像所見より、肺気腫、肺炎の改
善が認められた。膝伸展筋⼒体重比は両側53�㎏f/㎏、6分間
歩行距離は433m、歩行後の修正Borg�scale は1と改善した。
CATの点数は6点、NRADLは86点となり、連続歩行距離
は930mと向上した。動作時の呼吸困難感と下肢疲労感が軽
減し、歩行距離が改善したことで生活活動範囲が拡大し、健
康関連QOLも改善された。

【考察】 ⾼負荷の運動療法が困難であった本症例において呼
吸困難感が生じないよう運動負荷量に留意してプログラムを
継続した。低負荷の運動時間を延長することで、運動時の酸
素摂取量の増大、乳酸産生の抑制、CO2の産生増加の抑制、
換気量の増加等の要因により、呼吸困難感が軽減し、歩行能
⼒が大きく改善した可能性がある。本症例において、低負荷
での運動療法のみでも運動を継続することで歩行能⼒を改善
させる効果があることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例には本発表の目的と意義に
ついて説明を行い、口頭にて同意を得た。

O-44 COPDの急性増悪後に低負荷の 
運動療法を実施し歩行能力が改善した 
症例

キーワード：COPD、運動療法、呼吸困難感
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○小宮山 正広、阿妻 伸幸、渡邊 大輔、田沼 明
順天堂大学医学部附属静岡病院 リハビリテーション科

【はじめに】 特発性肺線維症（以下 IPF）は、⾼度な運動時
低酸素血症（以下EIH）と呼吸困難感が運動療法の制限とな
る間質性肺炎（以下 IP）の1つである。慢性閉塞性肺疾患へ
の呼吸リハビリテーション（以下PR）に比べ、IP患者への
PRのエビデンスは少なく、コンディショニングは効果検討
が不十分とされている。また IP患者へのPR効果の多くが
安定期患者を対象とし、入院期患者に対する報告は少ない。
今回、IPF急性増悪症例への胸郭可動性に対するコンディ
ショニングが呼吸困難感を改善させ、運動機能改善に有効で
あった為報告する。

【症例紹介】 70歳代男性。身長158�㎝、体重60�㎏、BMI�
24.0�㎏/m2。診断名：IPF急性増悪（重症度Ⅳ）。既往歴：肺
癌術後、前立腺癌。現病歴：トリ過敏性肺炎にて入院。9病
日に呼吸状態悪化を認め IPF増悪と診断。病前ADL：自立、
MRC息切れスケール3。歩行耐久性5分。畑作業が趣味。
HOPE：歩いて畑に行きたい。胸部X線所見：右中～下肺
野・左下肺野にすりガラス影。CT所見：右下背側肺野優位
のすりガラス影、網状影。血液生化学検査：CRP�4.22�㎎/㎗、
KL-6�1977U/㎖。服薬：プレドニゾロン30�㎎、鎮咳薬、抗
菌薬。呼吸機能検査（4ヶ月前）：%VC�62.7%、FEV1.0%�
75.5%、%DLco�53.7%.

【経過・結果】 12病日より理学療法開始（握⼒：右37.6�㎏/
左29.4�㎏、6分間歩行試験：80m）。フィジカルアセスメン
ト：呼吸数（以下RR）30回の浅く速い胸式呼吸を呈し、呼
吸補助筋は過緊張、胸郭可動性の低下を認めた。労作時は
EIH・呼吸困難感増強から活動が制限。14病日に①胸郭可
動域練習�②呼吸パターン是正目的の呼吸介助�③呼吸様式の
再教育を目的とした横隔膜呼吸練習を実施。
　介入前後で呼吸機能、運動耐容能を評価（前 /後）。呼吸
様式：胸式呼吸 / 胸腹式呼吸。呼吸困難感（修正 Borg�
scale）：安静時3/1、歩行後5/4。胸郭拡張差：1.7�㎝/2.7�㎝。
簡易的肺活量：1,250�㎖/1,350�㎖。最大歩行距離：80m/110m。
歩行中バイタルサイン：max�HR�108bpm/98bpm。最低
SpO2�80%/88%、RR38回 /30回。介入後改善を認めた。
　23病日までコンディショニングを継続し、有酸素運動、
筋⼒増強訓練を取り入れた。24病日退院前評価（握⼒：
Rt37.6�㎏/Lt29.4�㎏、6分間歩行試験：345m）で筋⼒維持、
運動耐容能改善を認め退院。

【考察】 胸部モビライゼーション・呼吸介助・横隔膜呼吸は
胸郭拡張を促す効果がある。鈴木によると胸郭拡張差と肺活
量は相関関係があるとし、横山によるとIP患者における肺活
量はEIHと関連があるとされている。また田平によると胸郭
拡張差と呼吸困難感は関連が示され、本症例においても胸郭
可動性改善により呼吸筋の張⼒不均衡改善や換気量改善から
呼吸仕事量が軽減し呼吸困難感を改善させたと考えられる。
IPF急性増悪患者に対する胸郭可動性に着目したコンディ
ショニングは、胸郭可動性や肺活量改善から呼吸困難感・
EIHが軽減し、運動機能改善に繋がる有効性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、対象
者に十分に説明し同意を得ている。

O-45 特発性肺線維症の呼吸困難に対し 
胸郭可動性に着目した呼吸理学療法が 
有効であった一症例

キーワード：特発性肺線維症、胸郭拡張差、呼吸困難感

口述発表13　［ 内部障害② ］ 10月30日（日）　第1会場
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○竹内 文恵、大須賀 友晃、森谷 裕司、若林 英希、�
畑川 猛彦、神谷 和希、山田 享平、岩井 駿、�
田中 健真、椿 舞果
医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科

【目的】 本院で開催しているロコモティブシンドローム（以
下、ロコモ）教室は、ロコモ度テスト実施後に結果説明、管
理栄養士の栄養指導、自宅でも可能な運動指導を行っている。
運動内容はロコモーショントレーニング（以下、ロコトレ）
とロコトレに追加で推奨されている2種（ロコトレプラス）
を実施しているが、膝の痛みや筋⼒低下で実施不能参加者が
存在する。今回、初回参加者のロコモ度と変形性膝関節症
（以下、膝OA）の重症度について教室内容の注意点を若干
の考察を含め報告する。

【方法】 対象は、2016年10月から2021年10月までの5年間
（実施回数20回）に本院で行われたロコモ教室にて初回参加
者のうち本院診療時に膝OAと診断を受けた58名。男性5
名年齢73±12.1歳、女性53名74±8.2歳とした。測定は日
本整形外科学会が推奨するロコモ25、2ステップテスト、立
ち上がりテストを行い、非ロコモ群、ロコモ群に分類し、比
較検討を行った。統計処理は t検定を行い、参加者の診療カ
ルテより膝OAの病態分類としてK-L分類を用いた。

【結果】 テストの結果、膝OAのある初回参加者の51名
（88%）がロコモ度1以上であった。K-L分類 grade1、2の
方は非ロコモ群で7名（100%）に対してロコモ群では32名
（62.7%）と有意に非ロコモ群の方が膝OA重症度の軽い参
加者が多かった（P<0.05）。また、grade3、4の方は、非ロ
コモ群で該当者なしに対してロコモ群は19名（37.2%）とロ
コモ群の方が重症度の⾼い参加者が多かった。なかでも、ロ
コモ度1、2は6名に対してロコモ度3では13名と有意に
grade3、4に該当する参加者が多かった（P<0.05）。

【考察】 膝OAのある初回参加者の8割がロコモであり、ロ
コモ度2、3の方はK-L分類も⾼く、スクワットなど荷重を
伴う運動は痛みが誘発されやすいため非荷重の運動指導も必
要である。逆に、非ロコモ群やロコモ度1の方はK-L分類
が grade1、2と低いためスクワットなど荷重を伴う運動を
推奨するなど、テスト結果や状態によって運動内容を変える
必要があると考えられた。また、運動指導のみではなく、筋
⼒維持・向上に必要とされるタンパク質摂取方法や関節負荷
軽減するための減量などを目的とする日常的な食事に対する
管理栄養士の栄養指導も教室の内容で重要であると考えられ
る。初回参加者で強い膝関節痛を訴える方も参加するためロ
コモ度別で運動指導内容を変更する事、参加者の食生活に着
目した栄養指導などの幅広い多職種との連携を含めた活動が
重要である。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、個人
を識別、特定できないよう個人情報の保護に配慮して行い、
対象者に対して口頭にて説明と同意を得た。

O-46 ロコモティブシンドローム教室 
初回参加者の変形性膝関節症の 
重症度について

キーワード：ロコモティブシンドローム、ロコモーショントレーニング、
変形性膝関節症

口述発表16　［ 地域② ］ 10月30日（日）　第1会場

○長井 貴弘1）、近村 綜一朗1）、岸澤 啓亮1）、長田 治樹1）、
中井 かおり1）、斎藤 智裕2）、寺崎 禎一2）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、
2）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 部長

【目的】 令和2年度特定健康診査において、富山県⾼岡市は
全国平均と比較して、LDLコレステロール・HbA1cの有所
見割合が⾼い結果となった。また、血糖値・脂質も県平均と
比較して⾼く、特に脂質は男性において著明であった。さら
に、男性の腹囲・肥満度（以下、BMI）が増加傾向にあり、
将来的に生活習慣病に至る可能性が危惧された。そこで当院
では同市からの委託を受け、生活習慣病予防対策の一環で、
地域の健康増進活動支援を目的とした「働く男性の運動教
室」を実施した。

【方法】 ⾼岡市内に在住、勤務している20歳～64歳男性を
対象に、1クール5回の運動教室（以下、教室）を計2クール
（週1回 /2ヶ月）実施した。1クール目はメタボリックシン
ドローム（以下、メタボ）と2クール目は糖尿病の予防・改
善をテーマとして、医師・理学療法士（以下、PT）・管理栄
養士による講義、保健師による特定保健指導を実施した。
PTは筋⼒トレーニングと有酸素運動について講義した後、
立案した運動プログラムを各教室内で指導した。また、運動
を継続してもらえるよう、参加者限定でSNS動画を配信し
た。効果判定として、教室の初回と最終回で体重・BMI・
血圧・腹囲・空腹時血糖を測定・比較した。また、健康に対
しての意識調査も合わせて実施した。

【結果】 1クール目は20代1名、30代2名、40代1名、50代
1名の計5名が参加した（2名は都合で途中から不参加）。結
果は、体重2名、BMI2名、血圧2名、腹囲1名、空腹時血
糖1名、意識3名の改善を認めた。
　2クール目は20代1名、30代1名、40代1名、50代1名、
60代2名の計6名が参加した（1名は都合で途中から不参加）。
結果は、体重4名、BMI4名、血圧2名、腹囲4名、空腹時
血糖2名、意識5名の改善を認めた。

【考察】 1・2クールともに改善者を認めたが、全員の改善に
は至らなかった。その要因として、本活動は参加者への集団
指導が中心で、個別に運動種目・強度・時間・頻度を設定で
きなかった点、運動を継続できているかの確認が不十分で
あった点が考えられる。今後は、教室の実施期間や運動継続
の確認、教室終了後のフォローアップも含めて再検討してい
く必要があると考える。

【理学療法研究としての意義】 勤労者の生活習慣病予防に対
してPTが集団指導を実施する際の効果と課題点を知得した。
一方で、多職種による包括的な介入の重要性を再認識できた。
また、参加者の意識変化を通じて、数値以外の運動効果も確
認できた。今後はさらに、他職種や参加者と情報共有を密に
しながら、各個人の生活様式に合わせた指導の充実を検討し
ていきたい。

【倫理的配慮、説明と同意】 本活動は、当院倫理審査委員会
の承諾を得て実施した。また、参加者には本活動の趣旨を説
明し、同意を得た。

O-47 当院における地域の健康増進活動支援
―「働く男性の運動教室」を実施して―

キーワード：健康増進活動、メタボリックシンドローム、糖尿病
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○髙尾 幸佑1）、坂野 裕洋2）、加納 拓3）

1）医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院、
2）日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻、
3）医療法人宏和会 あさいクリニック

【目的】 ヘルスリテラシー（Health� literacy：HL）とは「健
康情報を獲得し、理解し、評価し、活用するための知識、意
欲、能⼒であり、それによって、日常生活のヘルスケア、疾
病予防、ヘルスプロモーションについて判断や意思決定を行
い、生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができる
もの」と定義されている。介護保険における理学療法で自
立支援を目指すにあたり、利用者本人が健康管理に意識を向
けることが重要であり、そのためにはHLが担保されている
必要がある。そこで本研究では、訪問リハビリテーション
（訪リハ）利用者のHLについて調査し、身体・生活状況と
の関係性について検討した。

【方法】 対象は、当院訪リハを利用する65歳以上の⾼齢者
40名（81.6±7.9歳、男性16名、女性24名）とし、14-item�
Health�Literacy�Scale（HLS-14）を用いた質問紙調査を行っ
た。また、基本情報として年齢、性別、既往歴、介護認定、
利用中の介護保険サービス、IT利用、同居家族、教育年数、
運動習慣の有無、主観的健康観、外出頻度、身体症状の数な
どを収集した。解析はHLS-14を基に総得点の中央値（44.5
点）で⾼HL群20名と低HL群20名に分類し、年齢、性別、
既往歴、介護認定、利用中の介護保険サービス、IT利用、
同居家族、教育年数、運動習慣の有無、主観的健康観、外出
頻度、身体症状の数について比較検討した。

【結果】 ⾼HL群は低HL群と比較して教育年数が⾼く運動
習慣を有しており、三世帯家族の割合が⾼かった。一方、外
出頻度では低HL群の方が2日に1回以上外出している割合
が⾼かった。

【考察】 本研究結果より、HLが⾼い利用者の特徴として、
教育年数が多く三世帯で生活していることが明らかとなった。
また、HLが⾼い利用者は運動習慣を有しているものが多
かった。先行研究において、⾼等以上の教育を受けているも
のでは、HLが⾼いことが報告されており、得られた情報を
批判的に吟味する能⼒が教養として身についていることが考
えられる。また、三世帯で生活することで健康情報にアクセ
スするデバイスの種類や使用方法などに精通し易いこと、家
族との関わりから健康や身体機能の維持・向上に対する意欲
が⾼まることなどが推察される。一方、外出頻度については
HLが低い利用者の方が多い結果となったが、これは週2回
以上の頻度で通所介護などを利用している割合が、低いHL
のもので多いことが影響していると考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 本研究は、訪問リハ利用者
の学歴や家族構成がHLに影響する可能性を示唆しており、
運動指導の方法を考える上で意義ある内容と考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、対象
者には研究の趣旨、個人情報保護、同意撤回について説明し、
口頭と書面で同意を得た。

O-48 訪問リハビリテーション利用者の 
ヘルスリテラシーに関する横断的調査

キーワード：ヘルスリテラシー、高齢者、訪問リハビリテーション

○小野寺 果奈、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、�
裁 裕貴、山田 容規
医療法人香徳会 関中央病院

【目的】 近年、通所リハビリテーションの利用者は増加の一
途にあるが、そのサービス品質と利用者満足度の関連性は不
明のままである。リハビリテーションのサービス品質と満足
度の関連を把握することで、質の⾼いサービスの提供に繋が
ると考える。そこで、本研究の目的は通所リハビリテーショ
ンで提供されるリハビリテーションのサービス品質と利用者
満足度の関連性を明らかにすることである。

【方法】 対象は、（関中央病院、以下、当院）当院短時間通所
リハビリテーション（以下、通所リハ）利用中の介護度が要
支援1,�2、要介護1,�2の52名のうち、認知機能低下を有す
るもの（改定長谷川式知能評価スケール［HDS-R］20点以
下）を除外した30名（内訳：男性16例、女性14例、平均年
齢77.0±9.7歳）である。介護度別内訳は要支援1：3名、要
支援2：10名、要介護1：3名、要介護2：14名である。
　調査は、リハビリテーションのサービス品質と利用者満足
度について質問紙調査を行った。リハビリテーションのサー
ビス品質の評価にはSERVPERFを使用した。SERVPERF
は「有形性」「信頼性」「応答性」「保証性」「共感性」の5
因子で構成される。利用者満足度調査は、欲求充足に基づく
顧客満足測定尺度（Customer�Satisfaction�Scale�based�on�
Need�Satisfaction；以下、CSSNS）」を用いて評価した。
CSSNSは「有能さの欲求充足」「自律性欲求の充足」「利用
者との関係性欲求の充足」「担当者との関係性欲求の充足」
「生理的欲求の充足」の5因子で構成される。各項目との関
連性についてSpearmanの相関分析を行なった。有意水準
は1%未満とし、解析はHAD�ver17.0を用いて実施した。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院の倫理委員会の承
認（承認番号2021-5）を得た後、対象者には書面にて同意を
得て実施した。

【結果】 本研究の結果から、SERVPERFのサービス品質の
「保証性」と強い相関を認めたのはCSSNSの「担当者との
関係性欲求の充足（r=0.74）」中等度の相関を認めたのは
「利用者との関係性欲求の充足（r=0.42）」「生理的欲求の充
足（r=0.69）」であり、弱い相関を認めたのは「自立欲求の
充足（r=0.34）」であった。

【考察】 SERVPERFの「保証性」はCSSNSの「担当者と
の関係性欲求の充足」と強い相関を認めたことから、十分
な知識を持ち、患者が安心して接することができる理学療法
士とのリハビリは、リハビリの満足度が⾼くなると考えられ
る。本研究の限界として、対象が少なく、認知症機能低下を
有するものを除外したことから一般化するには注意が必要で
ある。
　今後は、介護度や疾患に関わらず多くの対象で評価するこ
とで、よりサービス品質と利用者満足度の関連が明確になる
と考える。

【理学療法学研究としての意義】 通所リハにおいても、利用
者との良好な信頼関係の構築を中心としたサービス品質の向
上に取り組むことで、患者満足度が⾼く、より質の⾼いリハ
ビリテーションの提供につながる可能性が示唆される。

O-49 通所リハビリテーションにおける 
サービス品質と利用者満足度の関連性

キーワード：通所リハビリテーション、サービス品質、利用者満足度

口述発表16　［ 地域② ］ 10月30日（日）　第1会場
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○竹下 由美子、鵜飼 宏和
株式会社ジェネラス 生活介護ことあ

【目的】 生活介護事業所は食事、入浴、排泄等の日常生活上
の支援や身体機能又は生活能⼒の向上の為に必要な支援等を
行う場所である。利用者は成人期の障がい者であり、加齢に
よる退行性変化や二次障害の進行等の問題に直面している。
健康の維持や介護負担軽減の観点から身体機能の維持が重要
であり、リハビリテーション（以下、リハ）は支援の役割の
一端を担うと考えられる。しかし学校を卒業した後は、リハ
の機会が十分であるとは言えないのが現状である。
　当事業所でも、学校卒業後にリハの機会が減った利用者が
多く、リハの機会を求めて通所している利用者が多い。しか
し厚労省の調査と同様に、リハ専門職が生活支援業務にも従
事し、リハを提供できる時間が限られている。その為、限ら
れた時間の中で効果的かつご家族のニーズに沿ったリハを提
供する必要があると考えられた。
　そこで今回、利用者家族に、リハの実施状況や現在の不安
や困り事、生活介護事業所に求めるもの等について調査した。
得られた結果をもとに、利用者ごとの課題を設定し、リハ計
画を作成、実施した。一連の取り組みについて、報告する。

【方法】 当事業所の利用者33名（本人又はご家族）に対し紙
面でのアンケートを実施し、回答を集計した。得られた結果
から、利用者ごとの課題を設定しリハプログラムを作成、実
施した。

【結果】 アンケート結果からは、90%以上の利用者が、当事
業所に通うメリットしてリハを受けられることと回答してい
た。リハの機会が減って困っている事の質問結果とPTによ
る機能評価を元に、個別にリハプログラムを作成し実施した
結果、移乗が行いやすくなり、外出時の車椅子座位が安定す
るようになった利用者も見られた。また、生活支援員とも協
⼒して介助方法を見直すことで、利用者の能⼒を最大限に発
揮できる機会を得ることができた。一方、困り事に対して、
事業所でのリハの時間が十分に確保できず、対応しきれてい
ない実態があることも改めて分かった。

【考察】 今回のアンケートの結果より、成人期を迎えた障が
い者のリハの機会が本人、ご家族のニーズに対し不足してお
り、不安や困り感を持っていることが改めて分かった。日常
生活を過ごす場である生活介護事業所においてリハを提供す
ることが、機能低下の予防に役立てることも経験でき、生活
支援員等の多職種との連携の重要性も示された。生活支援業
務にも従事しながらの限られた時間でニーズに応えるために
は、正確なニーズの把握と、リハ専門職による評価をもとに
個別に課題を明らかにし、焦点を絞ったリハ介入が必要であ
ると考えられた。

【理学療法研究としての意義】 成人期を迎えた障がい者に対
する継続したリハの必要性と、生活介護事業所におけるリハ
の意義が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 アンケート実施時、利用者本人
又はご家族に対し、結果を研究へ利用することを紙面にて説
明・同意を頂いた。

O-50 当生活介護事業所利用者の 
リハビリテーションの現状と 
生活介護事業所におけるリハビリテー
ションの今後の課題について

キーワード：生活介護事業所、成人期の障がい者のリハビリテーション、
多職種との協働

口述発表16　［ 地域② ］ 10月30日（日）　第1会場



10月30日（日）

第 2会場
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○坂下 竜之助1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、�
中嶋 俊太朗1）、小畑 比呂1）、有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、
2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

【はじめに】 母指手根中手（以下：母指CM）関節症は中年女
性の10%が罹患し、⾼齢者では生活レベルを障害する要因
の一つとされる。母指CM関節障害の中でも、母指と小指
の指腹を合わせる対立動作（以下：母指小指対立動作）時に
母指CM関節掌側部痛を訴える患者を多く経験する。母指
CM関節掌側部には、母指小指対立動作に関与する母指対立
筋（以下：OP）、短母指外転筋（以下：APB）や母指CM関
節掌側の関節枝がある。これらは、正中神経に支配されてお
り、正中神経に対する評価・治療は重要であると考えている。
母指中手骨背側偏位のある変形性母指CM関節症や正中神
経絞扼障害である手根管症候群があり、疼痛原因の鑑別は重
要である。今回は、右母指小指対立動作時の母指CM関節
掌側部痛に対して正中神経掌枝の母指球筋枝の評価・治療を
行った症例を経験し、母指CM関節掌側部痛の鑑別につい
て考えていきたい。

【症例紹介】 本症例は80歳代、女性。来院日をX日とし
X-10日から右母指CM関節掌側部周囲に疼痛が出現するよ
うになった。原因は不明であり、日常生活において箸を持つ
等の把持動作、母指に⼒を入れる動作が困難となった。
　理学療法評価より、右母指小指対立動作の可動域制限と動
作時痛がみられた。OPとAPBの徒手筋⼒検査を行い、両
方に収縮時痛と筋⼒低下がみられた。正中神経障害の評価と
して、ファーレンテストと逆ファーレンテストの陽性、正中
神経テンションテストの陽性がみられた。感覚検査では、母
指、示指、中指掌側部の感覚鈍麻はみられなかった。運動器
超音波検査装置（以下：エコー）より、手根管部での正中神
経掌枝が屈筋支帯に背側方向へ圧迫されている様子とTinel�
signがみられ、母指球筋枝の圧痛がみられた。

【経過・結果】 医師との協議より、手根管部の正中神経掌枝
に対して生理食塩水を用いたエコーガイド下注射を行うこと
となった。注射後、右母指小指対立動作の可動域向上と疼痛
軽減がみられた。上記の結果から手根管部の正中神経掌枝と
母指球筋枝の滑走改善を目的とした運動療法と治療効果維持
を目的にテーピング、日常生活指導を行った。経過として、
右母指CM関節掌側部の疼痛減少と箸を持つ等の把持動作
が可能となった。

【考察】 本症例は、右母指小指対立動作時に母指CM関節掌
側部痛が出現し、OPとAPBの筋⼒低下がみられた。OP
とAPBは、正中神経掌枝が屈筋支帯の下を通り、手根管を
越えた手掌部で分岐する母指球筋枝に支配されている。エ
コーより、正中神経掌枝が屈筋支帯に背側へ圧迫されている
様子とTinel�sing があり、母指球筋枝に圧痛がみられた。
正中神経が伸張される背屈動作のあるファーレンテストとテ
ンションテストが陽性であった。手根管部の正中神経掌枝か
ら手掌部で分岐する母指球筋枝に圧迫と伸張ストレスが加わ
り疼痛が生じた。

【倫理的配慮、説明と同意】 今回の報告において本症例に対
し十分に説明をし、同意を得た。

O-51 右母指小指対立動作時の右母指CM関節
掌側部痛に対して正中神経掌枝の 
母指球筋枝にエコーガイド下注射と 
理学療法を行った一症例

キーワード：母指小指対立動作、正中神経掌枝の母指球筋枝、 
運動器超音波検査装置

口述発表11　［ 運動器④ ］ 10月30日（日）　第2会場

○藤間 尚人1）、桑野 優子1）、瀧下 勇人1）、本多 祐介1）、
山内 健輔2）

1）山内整形外科 リハビリテーション部、2）山内整形外科 整形外科

【はじめに】 本症例は、右側の術前膝関節可動域（以下、
ROM）が不良であった為、人工膝関節全置換術（以下、
TKA）後に持続大腿神経ブロックをし、理学療法を行った。
また、術後35日目に、左側もTKAを施行した。その際、
術前膝ROMが右側と比べ、良好であった為、担当医と相談
し、当院の通常のクリニカルパスに沿って理学療法を行った。
今回、TKA後に持続大腿神経ブロックを行った症例に対す
る理学療法の経験を、反対側との比較を含め、報告する。

【症例紹介】 60代女性で、診断名は両変形性膝関節症であっ
た。クリーニング店で働いており、仕事復帰を強く望んでいた。
術前評価は、荷重時と歩行時に右膝関節内側にNumerical�
Rating�Scale（以下、NRS）5の疼痛を訴えていた。膝ROM
検査（右/左）は他動屈曲90°/105°で、他動伸展-40°/-25°
であった。筋⼒（右/左）は、徒手筋⼒検査（以下、MMT）に
てROM内で大腿四頭筋（以下、Quad）5/5、ハムストリング
ス（以下、Ham）5/5であった。日本整形外科学会膝関節疾患
治療成績判定基準（以下、膝関節 JOAスコア）は右側60点、
左側70点であった。歩行は、両側共に、立脚中期の膝関節伸
展が不十分であり、遊脚期の膝関節屈曲が減少していた。

【倫理的配慮、説明と同意】 発表に際して、症例に対し十分
に説明を行い、書面にて同意を得た。

【経過・結果】 右側（ブロック側）はX日にTKAを施行した。
X+1日より術後理学療法を開始し、術後評価は、疼痛は
NRS0で、術側膝ROM検査は自動屈曲30°、他動屈曲60°、
自動伸展-15°、他動伸展0で extension�lagが -15°みられた。
筋⼒はMMTにて自動ROM内でQuad5,�Ham5であった。
X+2日より持続大腿神経ブロックを開始した。また、ROM
改善の為に、理学療法時間外の自主トレーニングを指導した。
X+5日に他動膝ROMが十分に獲得出来た為、持続大腿神経
ブロックを終了した。X+18日に退院となった。左側（非ブ
ロック側）はY日（X+35日）にTKAを施行した。Y+1日に
術後理学療法を開始し、術後評価は、術側膝関節にNRS4の
疼痛があり、膝ROM検査は自動屈曲50°、他動屈曲50°、
自動伸展-15°、他動伸展0で、extension�lagが -15°みられ
た。筋⼒はMMTにて自動ROM内でQuad5,�Ham5であっ
た。Y+16日に退院となった。退院時評価は、疼痛は両膝関
節共にNRS0、膝ROM検査（右/左）は自動屈曲115°/120°、
他動屈曲120°/120°、伸展は自動他動共に0°/0°、筋⼒（右/
左）はMMTにて Quad5/5,�Ham5/5であった。膝関節
JOAスコアは右側90点、左側90点であった。歩行は、両側
共に、立脚中期で膝関節が完全伸展し、遊脚期では、術前と
比較し、膝関節屈曲が拡大していた。

【考察】 術前膝ROMが不良であると、術後膝ROMも不良
になるとされている。本症例は、術前膝ROMが不良であっ
た為、持続大腿神経ブロックによる術後疼痛管理と、膝
ROMの獲得及び歩容に対しての理学療法の工夫により、最
終的に反対側と同等の膝関節屈曲角度の獲得、歩容の改善を
認め、早期退院、良好な仕事復帰に繋がったのではないかと
考える。

O-52 人工膝関節全置換術後に 
持続大腿神経ブロックを行った 
症例に対する理学療法の経験

キーワード：人工膝関節全置換術、関節可動域、 
持続大腿神経ブロック
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○谷敷 正樹1）、中村 秀恒1）、高橋 寛1）、沢崎 亨1）、�
赤江 要1）、奥野 清孝1）、金粕 浩一2）

1）高岡整志会病院 リハビリテーション科、
2）高岡整志会病院 整形外科

【目的】 人工膝関節全置換術（以下：TKA）施行患者では、生
活において階段昇降や坂道歩行等の動作を行う場合がある。
しかし、その際の動作時痛に関連する要因については明らか
にされていない。本研究の目的はTKA術後3か月の階段昇降
時痛または坂道歩行時痛に関わる要因を検討することである。

【方法】 対象は当院にて2020年1月～2021年4月までに片
側TKAを施行した患者45例（男性9例、女性36例、平均
年齢73.3±7.7）である。評価項目は基本属性（性別、年齢、
BMI）に加え、術前・術後3か月における術側膝関節可動域
（伸展、屈曲）、Timed�Up＆ Go�Test、2ステップテスト、
立ち上がりテスト、疼痛評価を行った。疼痛評価はKnee�
Society�Scoreの疼痛評価項目を用い「平地歩行時の疼痛（以
下：歩行時痛）」、「階段昇降時または坂道歩行時の疼痛（以
下：階段坂道時痛）」をそれぞれ「痛みなし」～「非常に痛
い」を0～10で評価した。統計解析は術後3か月の階段坂
道時痛と各評価項目の正規性を確認し、Spearmanの順位相
関係数を用いて検討した。そして術後3か月の階段坂道時痛
を従属変数、有意な相関関係を示した項目を独立変数とした
ステップワイズ法による重回帰分析を適用した。統計解析は
Rコマンダー4.1.2を使用し、有意水準は5%とした。

【結果】 術後3か月の階段坂道時痛との相関を示したのは、年
齢（ρ=-0.39,�p<0.01）、術後3か月の屈曲可動域（ρ=-0.33,�
p<0.05）、術前立ち上がりテスト（ρ=0.32,�p<0.05）、術後3
か月の歩行時痛（ρ=0.60,�p<0.01）であった。重回帰分析の
結果、年齢（p=0.002）、術前立ち上がりテスト（p=0.006）
および術後3か月の歩行時痛（p=0.000）の3項目が抽出さ
れた（R2= 0.51）。

【考察】 変形性膝関節症において身体活動量と年齢、運動機
能には有意な相関関係があると報告されている。今回の結果
から、年齢と術前の立ち上がりテストが抽出されており、術
前の身体活動量が術後3か月の階段坂道時痛に影響を与えて
いると考えられた。術後の身体活動量においても術前の活動
や生活方法に影響を受けるため、術前に身体活動量が増加し
ている例では術後も身体活動量が増加しているのではないか
と推測する。また術後3か月の歩行時痛も抽出されており、
低負荷の活動における疼痛との関連性が示された。以上のこ
とから、身体機能改善が十分に得られていない時期に身体活
動量が増加すると術側膝関節の使用頻度が⾼くなり、侵害受
容器が活性化されることで疼痛が増強するのではないかと推
測する。今後は身体活動量や活動内容などの把握を行い疼痛
との関連性を検討する必要がある。

【理学療法学研究としての意義】 TKA術後3か月の階段坂
道時痛に関与する因子を明らかにすることで、疼痛軽減に寄
与できる理学療法学研究として意義があるものと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は対象者に対し説明と同
意を得た上で、ヘルシンキ宣言を遵守し実施した。

O-53 人工膝関節全置換術後3か月における 
階段昇降時痛または坂道歩行時痛に 
関わる要因の検討
～パイロットスタディ～

キーワード：人工膝関節全置換術後、階段昇降時痛、坂道歩⾏時痛

口述発表11　［ 運動器④ ］ 10月30日（日）　第2会場

○河邊 裕也、影山 聖治、加藤 真樹、池村 進吾、�
保﨑 実桜、宮野 奏
浜松赤十字病院

【目的】 近年術後早期にリハビリテーションを開始する事は
推奨されているが、術後早期の自主訓練指導に関する報告は
少ない。今回、UKA施行後の患者において、早期から自主
訓練の指導を実施することで、どの程度術後の機能回復に寄
与するか検討した。

【方法】 対象は、2021年1月から2022年3月に当院で片脚
UKAもしくは、両脚UKAを施行した患者から、術前
HDS-Rが20点以下の方を除いた78名とした。対象を自主
訓練指導と記録用紙の配布を行った実施群27名33膝（男女
比11：16、平均年齢73.2±7.9歳）と、非実施群51名62膝
（男女比19：32、平均年齢76.2±7.3歳）に振り分けた。実
施群は、術後2日目～7日目は、膝屈伸の運動、パテラセッ
ティング、膝の振り子運動を、術後8日目～14日目は、
SLR、タオルはさみ運動、ヒップリフトを追加し、午前、午
後に各20回実施するよう指導した。
　測定項目は、膝屈伸の自動ROM、他動ROM、体重支持
指数（以下WBI）、膝屈曲時、歩行開始時のVAS、TUGと
し、術前、術後1週、2週に測定した値を評価値とした。
WBI算出における膝伸展筋⼒はHHD（酒井医療社製）を使
用した。TUGは術前と術後2週のみ測定した。
　実施群、非実施群の2群間比較を行った。VASに関しては、
各群の術後1週から2週の値の推移も検討した。統計学的解
析は、2群間比較には、対応のない t検定、Mann-Whitney
の U検定を、VASの数値の推移には、Wilcoxon の符号順
位和検定を行った。優位水準は5%未満とした。

【結果】 各評価値の2群間比較において、術前と術後2週で
は、いずれも有意差は認めなかった。術後1週では、膝屈曲
自動 ROMで実施群105.15±13.13、非実施群110.80±
12.75（p= 0.044）で有意差を認めた。
　VASの数値の推移において、膝屈曲時のVASは、実施
群術後1週46.00±22.71、術後2週38.94±18.25（p= 0.043）
で有意に改善を認めたが、非実施群は、有意差を認めなかっ
た（p=0.343）。歩行開始時の VAS は、術後1週30.24±
20.01、術後2週21.52±19.15（p= 0.006）と有意に改善を認
めたが、非実施群では有意差を認めなかった（p=0.584）。

【考察】 術後1週の膝自動屈曲ROMに関して、福島らは、
TKA術後2日目からのROM訓練開始で良い結果が得られ
ることを報告している一方で、井野らは、TKA術後1週ま
では、理学療法士による徒手でのROM訓練を推奨している。
術後早期の自主訓練での膝屈伸運動は、膝屈曲自動ROM改
善に寄与しない可能性がある。
　VASに関して沖田らは、組織損傷の成熟期のリハビリ
テーションは、運動療法などによって痛みの悪循環を断ち切
る治療戦略が必要だと述べている。今回自主訓練指導を行い、
病棟での活動性を⾼めたことが疼痛改善に有益に働いたと考
えられる。

【理学療法学研究としての意義】 UKA患者に術後早期から
の自主訓練指導は、術後の疼痛改善に有益であることを示唆
した。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき実施さ
れ、対象者には説明し、同意を得た。

O-54 人工膝関節単顆置換術（以下UKA）施行
患者において術後自主訓練指導が 
術後の機能回復に及ぼす影響について

キーワード：UKA、自主訓練、変形性膝関節症
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○小川 結衣1）、平田 光太郎1）、小出 紘靖1）、吉田 瑠璃2）、
宗宮 一貴3）、大西 量一郎3）

1）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 理学療法部門、
2）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 作業療法士部門、
3）大垣徳洲会病院 整形外科

【はじめに、目的】 膝蓋骨骨折は術後30日時点での膝関節可
動域（膝ROM）が屈曲100°以上獲得されていると予後良好
とされる。今回、機能制限及び身体イメージの改善により
ROMが拡大した膝蓋骨骨折術後の症例を経験したため報告
する。

【症例紹介】 対象は70歳代男性、X-3日に転倒し左膝蓋骨骨
折と診断された。X日に tension�band�wiring法を施行した。
術後翌日より理学療法を開始した。

【経過・結果】 主治医安静度指示は、術後翌日よりハイブリッ
トシーネを装着し膝関節伸展位で全荷重及びROM0-45°ま
で許可、Quadriceps�setting（QS）許可、下肢伸展挙上（SLR）
禁止であった。X+1日の膝ROMは屈曲30°、伸展 -20°で
あり、他動におけるROM訓練と前腕支持型歩行器から歩行
訓練を実施した。X+6日で骨折部の離開がありQS、SLR
ともに禁止、膝ROMは0-30°までとなり、X+34日までに
屈曲120°の獲得目標となった。X+24日での膝ROMは屈
曲45°、伸展0°、歩行は片松葉杖自立となり、X+22日目で
QS、SLRを開始し、ハイブリットシーネは歩行時以外除去、
X+25日で完全に除去となった。X+24日での主訴は屈曲動
作での膝関節周囲や腸脛靭帯（ITT）遠位での伸張感であり、
触診にて膝蓋骨下方への可動性の低下、大腿直筋（RF）と外
側広筋（VL）の筋緊張の亢進を認めた。これらより超音波エ
コーを用いて膝関節周囲の動態を確認したところ、膝関節周
囲の脂肪体（FP）や ITTと皮膚間の滑走性の低下を認めた。
また、膝関節屈曲での運動到達点の不一致、SLRで患肢の
重量感を認めたため、関節位置覚評価を行い股関節、膝関節
で鈍麻を認めた。X+25日よりROM訓練に加え超音波療法
を強度3MHz、時間10分、有効照射率20%として実施し、
身体イメージ改善のため運動学習による関節位置覚の修正を
実施した。X+55日では独歩自立となり膝ROM屈曲120°
まで拡大し、関節位置覚は改善を認め、X+56日に自宅退院
となった。

【考察】 本症例は膝関節屈曲動作における膝蓋骨周囲と ITT
遠位での伸張痛を認めた。今回骨折部の離開が生じROM訓
練や筋収縮における膝関節周囲組織の滑走性維持が困難で
あったことにより、FPの滑走性の低下が膝屈曲ROM低下
の一要因と考察した。QSや SLRなどの筋収縮訓練許可後、
FPに対しROM訓練、筋収縮訓練の他、超音波療法を実施
したことによりFPの滑走性が改善し膝屈曲ROMの拡大が
生じたと考えた。また、FPの滑走性低下の他、身体イメー
ジの低下により RF、VLの筋緊張が亢進したことも膝
ROM低下の一要因と考察した。これに対しては股関節、膝
関節における関節位置覚の修正を行い、膝関節屈曲イメージ
の想起能⼒が向上した結果、RF、VLの筋緊張緩和が生じ、
膝ROMの拡大に繋がったと考えた。膝ROM拡大において
機能的アプローチのみならず身体イメージへのアプローチも
重要であると考えられた。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に則り患者に説
明を行い、同意を得た。

O-55 機能制限及び身体イメージの改善により
ROMが拡大した膝蓋骨骨折術後の 
一症例

キーワード：膝蓋骨骨折、膝関節周囲脂肪体、身体イメージ
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○松儀 怜、塚本 和也、水切 孝嘉
博俊会 春江病院リハビリテーション課

【目的】 近年のHTOに対する報告では、年齢が術後成績に及
ぼす影響は研究により異なり、統一した見解には至っていな
い。また、これらの研究はopen�wedge�HTO（OWHTO）を
対象に、術後中・長期の臨床スコアやアライメントをアウトカ
ムとしたものが多く、hybrid�closed�wedge�HTO（CWHTO）
を含めたHTO患者の術後早期の歩行獲得や臨床スコアをア
ウトカムにした報告は少ない。本研究の目的は、当院
OWHTOおよび hybrid�CWHTO患者それぞれの術後成績
を70歳未満と70歳以上で比較し、年齢の影響とHTO手術
の⾼齢者への適応を検証することである。

【方法】 本研究は前向きコホート研究である。対象は2018年
9月～2021年5月に当院にて一側下肢のHTOを施行した170
名、170肢とし、OWHTO群を70歳未満46名（60.1±8.1歳）
と70歳以上43名（74.3±3.4歳）、Hybrid�CWHTO群を70
歳未満50名（59.8±6.7歳）と70歳以上31名（74.8±3.5歳）
に分類した。除外基準は関節鏡視下半月板縫合術の同時施行
例、脳卒中後遺症を有する患者など、術後リハビリプログラ
ムに変更をきたす症例とした。メインアウトカムは術前と比
較した術後12ヶ月時のKOOSサブスコア（症状、疼痛、日常
生活、スポーツ・レクレーション、膝関連QOL）のMinimal�
Clinically�Important�Difference（Christophe,�2020）以上の
改善の有無、サブアウトカムは当院における術後リハビリの
目安である、杖歩行自立（21日以内）、退院（35日以内）達成
の有無とした。統計解析はまず年齢（二値にカテゴリ化）を従
属変数、独立変数を性別、矯正角度、術前の10m最大歩行
時間・mMPTA・%MA・BMI・KOOS合計点としたロジス
ティック回帰分析にて傾向スコアを算出し、次にメイン・サ
ブアウトカムを従属変数、独立変数を年齢、共変量を傾向ス
コアとしたロジスティック回帰分析にて術式別に年齢の影響
を検証した。統計解析はEZR（Ver1.55）を使用し、すべての
有意水準は5%未満とした。

【結果】 傾向スコアのC統計量は0.72（95%CI�0.62-0.83）お
よび0.84（95%CI�0.76-0.93）であり、モデル適合度は概ね
良好であった。ロジスティック回帰分析の結果、全てのアウ
トカムにおいて有意差を認めなかった。

【考察】 今回は術後1年間の短期的調査ではあるが、本研究
のアウトカムに対し年齢は有意な変数ではなく、⾼齢者にも
OWHTOおよび hybrid�CWHTOは適応できる可能性が示
唆された。HTOは術後生活において物理的負荷の制限を受
けにくいため、特に近年増加している余暇や仕事などで⾼い
活動レベルを期待する⾼齢者に対して有効な手術方法の一つ
であると考える。

【理学療法研究としての意義】 本研究により⾼齢HTO患者
においても、非⾼齢者と同程度の杖歩行自立や在院日数、
KOOS改善率を期待できることが明らかになった。これは
術後理学療法プログラムの立案および予後予測に対し有用な
情報であり、臨床的意義は深いと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、ヘルシンキ宣言に基
づき、対象者における個人情報の保護など十分に留意し、匿
名化した上で実施した。

O-56 年齢が high tibial osteotomy（HTO）の
術後短期成績に及ぼす影響
～ 傾向スコアを用いたロジスティック回帰分
析による高齢者への適応についての検討～

キーワード：high tibial osteotomy、高齢者、術後成績

口述発表14　［ 運動器⑤ ］ 10月30日（日）　第2会場

○石黒 翔太郎1）、大寺 大輔1）、横田 治2）

1）よこた整形外科 リハビリテーション科、2）よこた整形外科

【はじめに】 今回、腓腹筋損傷後に歩行時の下腿後面部痛が
残存した症例を経験した。超音波診断装置（以下、エコー）に
て腓腹神経（以下、SN）の動態に着目して運動療法を実施し
た結果、症状の改善を得たので若干の考察を踏まえ報告する。

【症例紹介】 症例は50歳代の女性である。某日、仕事中に
30�㎝程の段差から後方に踏み外し、左脚で着地した際に受
傷した。他院にて左腓腹筋損傷と診断され、サポーター固定
による保存療法が施行された。しかし、受傷から半年以上経
過したにも関わらず、歩行時の下腿後面部痛が残存していた
ため当院を受診して運動療法を開始した。なお、症例には本
発表の目的を十分に説明して同意を得た。

【理学所見】 疼痛は立脚後期に認めた。圧痛を腓腹筋のアキ
レス腱（以下、AT）移行部付近に認めた。足関節背屈可動
域（膝関節伸展位）は左右共に20°であったが、患側では下
腿後面部に疼痛が出現した。さらに、その肢位から股関節屈
曲と距骨下関節回外を加えると疼痛が増悪し、距骨下関節を
回内位にすると疼痛が軽減した。感覚検査では、SN領域に
健側と比較して7/10と感覚鈍麻を認めた。徒手筋⼒検査に
おいて足関節底屈筋⼒は、左右共に5レベルであった。エ
コーにより疼痛部位を短軸像にて観察すると、SN周囲に⾼
エコー像を認め、同部への押圧によりSN領域に放散痛が出
現した。さらに同部でSNの長軸像を描出し、他動での距骨
下関節回内外時の動態を観察すると、患側では健側と比較し
てSNとATとの間での滑走不良を認めた。

【運動療法と経過】 SNとATとの間での滑走性改善を目的
に、エコーガイド下にて同部位のモビライゼーションとSN
の滑走訓練を週1回1単位の頻度で実施した。治療開始2か
月後には、足関節背屈時の下腿後面部痛が消失し、SN領域
の感覚鈍麻も改善した。エコーでは、距骨下関節回内外に伴
うSNとATとの間の滑走性の改善を認め、歩行時痛は消失
した。

【考察】 SNは、脛骨神経から分岐した内側腓腹神経と総腓
骨神経交通枝とで構成され、腓腹筋内側頭と外側頭の間を抜
けてATの表層を下降し、外果後方より足背外側縁へと至
る感覚神経である。また、今西らは神経周囲には筋の収縮に
伴う摩擦を減じるために潤滑性脂肪筋膜組織が存在すると報
告している。本症例は腓腹筋損傷により、二次的な SNと
ATとの間での拘縮が生じたことで同組織間での剪断ストレ
スが増大し、疼痛が出現したと推察した。腓腹筋損傷後の理
学療法では、筋修復の促進を目的とした運動療法に加えて、
SN周囲組織の拘縮も考慮する必要があると考える。

O-57 腓腹筋損傷後に歩行時の下腿後面部痛が
残存した一症例
―  超音波診断装置による腓腹神経周辺部の
観察に着目して―

キーワード：腓腹筋損傷、腓腹神経、超音波診断装置
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○関 真一朗、辻村 尚紀
西坂整形外科

【はじめに】 脛骨⾼原骨折は外⼒の作用方向によっては内側
側副靭帯の損傷が起こるとされ、膝関節内側組織の損傷を考
える必要がある。今回膝関節屈曲時に伴う膝関節内側部痛に
対して超音波画像診断装置（以下、エコー）で評価し、内側
膝蓋支帯の滑走不全がみられた症例に理学療法を実施して良
好な成績が得られたため報告する。

【症例紹介】 症例は50歳台男性。本症例はスキー中に左膝関
節外反強制肢位にて転倒し左脛骨⾼原骨折（Schatzker 分類
Ⅱ型）を受傷し、前外側アプローチにてプレート固定術を施
行された。術翌日よりギプス固定下にて理学療法を開始した。

【経過・結果】 術後翌日からの理学療法は大腿四頭筋のセッ
ティングや自動での下肢挙上運動、股関節・足関節自動運動
を中心に実施した。術後4週にギプスカットを行い、膝関節
可動域訓練、膝蓋骨モビライゼーション、膝蓋上嚢の徒手誘
導と大腿骨前脂肪体の持ち上げ操作を開始した。術後4週評
価時の左膝関節可動域は屈曲70°、伸展 -25°であった。術
後5週で膝関節屈曲における膝関節内側部の痛みが強く
NRSは8であった。この時の膝関節可動域は屈曲95°で膝関
節内側部に痛みがあり、伸展 -20°であった。荷重は着地程
度の荷重を許可され荷重時痛の訴えはなかった。圧痛は内側
膝蓋支帯、縫工筋、鵞足部、膝蓋下脂肪体に認め、膝蓋骨の
位置は右側と比較して低位・外方偏移していた。内側膝蓋支
帯の評価としては膝関節自動伸展運動に伴う膝蓋骨両側の浮
き上がり現象の欠如がみられ、内側膝蓋大腿靭帯の伸張も低
下していた。エコーを用いて内側膝蓋支帯を抽出すると、長
軸像では内側膝蓋支帯と大腿骨内側顆の間に重積像と滑走不
全を認めた。内側側副靭帯の長軸像では靭帯部の肥厚とドッ
プラー反応の増強が認められた。このため広筋群のストレッ
チと等尺性収縮訓練、膝関節屈曲に伴う内側膝蓋支帯を長軸
方向に徒手誘導操作、縫工筋リラクゼーションを追加して実
施した。これらのアプローチにより疼痛が減少して術後6週
で屈曲120°、伸展 -5°となり、エコー上でも内側膝蓋支帯
の滑走性の向上もみられるようになった。術後8週で屈曲
140°、伸展0°、術後13週で屈曲160°になり正座可能となり
屈曲時の疼痛も消失した。また膝蓋骨の位置異常も左右差な
しとなった。

【考察】 脛骨⾼原骨折の疼痛は内側支持機構や膝窩部痛が比
較的⾼率でみられるとされる報告がある。内側側副靭帯は層
構造で鵞足、関節包、内側膝蓋支帯と連結している。本症例
においても膝関節屈曲時痛は内側顆と内側膝蓋支帯の滑走性
不良が原因と考えエコーを用いて滑走性の改善を確認しなが
ら理学療法を実施したことで、疼痛の減少と膝関節屈曲可動
域の向上につながったと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 発表に基づき、対象者には十分
に説明を行い発表に対する同意を得た。

O-58 脛骨高原骨折に膝関節屈曲可動域制限を
生じ、膝関節内側組織の滑走不全が 
関与した症例の治療

キーワード：脛骨高原骨折、内側膝蓋支帯、超音波画像診断装置

○清水 耀平
特定医療法人なるみ会 第一なるみ病院

【はじめに】 今回右足関節三果骨折を受傷された症例を経験
した。エコーによる動態観察にて、受傷時には前方関節包の
部分断裂が、ope 後には長母指伸筋腱と後果固定のスク
リューが干渉している所見が得られた。そこで組織の修復過
程と疼痛を考慮し、底屈可動域訓練を慎重にすすめたところ
歩行までスムーズに改善が見られたため若干の考察を踏まえ
報告する。

【症例紹介】 80代男性で、駐車場で歩行中に転倒し受傷した。
当院にて右足関節三果骨折（Lauge-Hansen分類PAⅢ型に
加え後果骨折あり）と診断され手術適応にて入院となった。
バイアスピリンを休薬し、術前リハビリを受傷後2日後に開
始した。受傷8日後に手術（外果ロッキングプレート固定、
内果 tension�band�wiring、後果スクリュー固定）を施行し
術後2日で理学療法を再開した。その後、術後4週で
1/2PWB、6週でFWBとなった。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表はヘルシンキ宣言に則っ
ており、本症例には発表の目的と意義について説明し、書面
にて同意を得た。

【経過および結果】 術前評価では健側の下肢筋⼒はMMT4
～5で著明な可動域制限はなかった。エコーを用いて距腿関
節を長軸走査にて動態観察すると、長母指伸筋腱のたわみと
前方関節包の部分断裂所見を認めた。術前は免荷であるため
健側下肢筋⼒維持のため起立訓練を実施し、患側の膝や足趾
の可動域・筋⼒維持のため可動域訓練・自動運動を疼痛のな
い範囲で行った。
　術後評価では足関節底背屈の可動域制限（0°）、母趾の伸
展筋⼒低下（MMT2）を認めた。そこで、エコー所見から後
果を固定しているスクリューと長母指伸筋腱との干渉が観察
された。治療としては足関節の背屈の可動域訓練を優先し、
底屈に関しては前方関節包の部分断裂や長母指伸筋腱への干
渉ストレスがあるため、Drと協議し修復過程を考慮して受
傷後4週から疼痛を指標にして慎重に進めた。
　結果、術後6週でのFWB開始時には杖歩行可能となり足
関節の不安定性は認められなかった。母趾背屈筋⼒の低下は
MMT2と残存したが、歩行には影響なく病前ADLを獲得
出来たため術後7週で早期に退院された。

【考察】 治療のポイントとして、エコー所見から長母指伸筋
腱とスクリューの干渉・前方関節包の部分断裂が認められ、
伸張を予防するため背屈可動域訓練を中心に実施した。底屈
可動域訓練の開始時期は、前方関節包の修復を考慮し4週を
目安に瘢痕組織による修復が進んでいると考え実施した。し
かし、後果を固定しているスクリューと長母指伸筋との干渉
はあるため積極的に行わず疼痛を指標に愛護的に進める必要
があると考えた。以上から、修復過程やスクリューの干渉を
考慮して理学療法を進めたことにより、疼痛や不安定性なく
病前ADLを獲得できたと考える。

O-59 エコーによる足関節前方組織の 
動態観察が有用であった 
足関節三果骨折の症例

キーワード：足関節果部骨折、超音波画像診断装置、関節可動域訓練

口述発表14　［ 運動器⑤ ］ 10月30日（日）　第2会場
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○敷妙 純平1）、藤尾 隆司1）、佐伯 亮子1）、宇野 幸一1）、
木村 優作1）、久保田 桃香1）、柳田 明伸2）、西嶋 力3）

1）柳田整形外科 リハビリテーション科、2）柳田整形外科、 
3）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科

【はじめに】 浅腓骨神経（SPN）は、長短腓骨筋を支配したの
ち、下腿の1/3近辺で内側足背皮神経（MDCN）と中間足背
皮神経（IDCN）に分岐し、下腿外側部と足部や足趾の背側の
皮膚に分布する。SPNの分岐部位は、筋膜を貫通して皮神経
が分岐するタイプ82.7%が最も多い。Davidらは、足関節骨
折後のSPN損傷の発生率を15%と報告している。足関節可
動域制限と共に底屈運動時に足背部痛を訴え、MDCN領域
の感覚障害を伴った症例を経験したので報告する。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例には発表の目的と意義につ
いて十分に説明し同意を得た。

【症例紹介】 基本属性は40歳代、女性、現病歴は3年前に内
反捻挫による右前距腓靭帯損傷として接骨院に通院していた。
当院受診時には足背部痛が完治しておらず、診断名は右足関
節捻挫として理学療法（PT）を開始した。職業は保育士、主
訴は正座時の足背部痛であった。

【経過・結果】 初診時の足関節可動域（右 /左、単位：°）は、
背屈が膝伸展位5/5、膝屈曲位15/15、底屈55/65と10°制
限を認めた。最大底屈時に外がえし位で母趾を屈曲すると伸
長痛を訴え、前脛骨筋、長母趾伸筋のタイトネスと考察し、
他動的なストレッチを実施した。PT終了時には底屈可動域
は65°、健側と同程度に改善したが、足背部痛は残存した。
再診時に、底屈可動域65/65であったが、同様の足背部伸長
痛が残存していた。足関節底屈位にて第1～5趾まで順に屈
曲し、伸長時痛を確認すると、第2～4趾屈曲時に足背部痛
を訴えたが、足関節背屈位で消失した。また、脱脂綿による
感覚検査の結果は（患側 /健側10）、足背外側10/10、中間
9/10、内側5/10、母趾と第2趾の間10/10であった。浅腓
骨神経の神経伸張テストでは伸長時痛を認めた。超音波画像
診断装置（エコー）を使用した圧痛検査は、浅腓骨神経を短
軸走査により描出し遠位へ観察すると分岐後のMDCNに圧
痛と tinel 徴候を認めた。筋⼒は長腓骨筋、短腓骨筋、前脛
骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋の左右差はなかった。この結果
からMDCNの絞扼障害と判定し、PT介入し、再診時から
6か月で正座時痛は消失し、正座が可能となった。

【考察】 症例は足関節底屈時の足背部痛を呈し、前脛骨筋と
長母趾伸筋の柔軟性改善を目的としてストレッチを実施した。
足関節の柔軟性は改善したが足背部痛のみが残存したケース
である。各趾の神経伸張テストと足背部感覚低下から浅腓骨
神経由来の疼痛と原因を考察し、更にエコーを用いた神経描
出による tinel 徴候結果を統合してMDCNの絞扼障害と解
釈し治療計画した。PTはMDCN周囲のモビライゼーショ
ンと神経スライダーにより介入、治療後には正座時痛が消失
し終了した。可動域は改善したが、感覚障害が残存したケー
スである。エコーを用いた tinel 徴候検査が神経絞扼障害の
判定に役立ったと考えるが、有用性については症例数を増や
して検討したいと考えている。

O-60 内側足背皮神経の絞扼により 
正座時足背部痛が生じた一症例

キーワード：足関節捻挫、足関節底屈、内側足背皮神経

口述発表14　［ 運動器⑤ ］ 10月30日（日）　第2会場
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○秋田 大輔
豊正会社団 大垣中央病院

【はじめに】 今回Osgood-Schlatter-disease（以下：OSD）
の治療に対し、膝関節周囲に加え、股・足関節の機能に着目
した。

【症例紹介】 14歳男性。以前より左OSD罹患していたが疼
痛は自制内であった。X-2週、授業のハードル走から徐々に
疼痛が増強したため、X日当院受診し左OSDと診断。オス
グッドバンドが処方されリハビリ開始となり、週1回の頻度
で来院した。野球クラブで週2回キャッチャーとして活動を
していたが疼痛のため自己休止。直近1年間で約10�㎝身長
が増加しPeak-Height-AgeでEpiphyseal-stageである。X
時の主訴は、膝屈伸時の疼痛（NRS9/10）と階段昇降時の疼
痛（NRS9/10）で、可動域（右 /左）（°）は、SLR60/50、膝
屈曲（以下：KF）145/115、伸展（以下：KE）0/-5、股関節
伸展10/5、外旋45/45、内旋35/40、股関節中間位の外旋
（以下：NER）50/35、内旋（以下：NIR）35/45で、下腿前
傾角度30/25であった。触診では内側広筋の萎縮や、大腿直
筋（以下：RF）、下腿三頭筋、ハムストリングス、大腿筋膜
張筋（以下：TFL）、大殿筋、膝蓋下脂肪体に硬さがあり、
static-alignmentでは膝蓋骨が上方に偏位していた。初回は
ハムストリングスのストレッチ、patella-setting、下腿三頭
筋のストレッチを実施し、自宅トレーニングとして指導した。

【経過・結果】 トレーニングを実施しADLでの疼痛は徐々
に減少した。X+5週のCybex で角速度60deg/sec は、KE
健患比51%、KF健患比95%であったが、X+22週のCybex
は角速度60deg/sec でKE健患比93%、KF健患比102%と
改善した。キャッチャーの構えは、後方重心で左下腿外旋、
足部外転を呈しており、投球動作ではFoot-Plant 時に股関
節内旋がみられた。ADLでの疼痛減少に伴い、OKCでの股
関節回旋運動に加えてレッグプレスや前方重心を促すCKC
トレーニングを追加した。野球再開時にキャッチャーの構え
で、NRS6/10の疼痛が出現したが、ストレッチやOKC,�
CKCトレーニングを継続していくことで、疼痛はNRS3/10
と減少し、キャッチャーの姿勢保持時間も延長した。

【考察】 キャッチャーの構えは後方重心で下腿外旋や足部外
転を呈しているが、広瀬は、足部外転に伴い膝の外反が生じ
ると報告しており、上行性運動連鎖により股関節内旋位とな
る。また鈴木らは、後方重心が大腿四頭筋の遠心性収縮を誘
発し、牽引ストレスの要因になると報告している。足関節背
屈制限により下腿前傾角度が減少することで後方重心となり、
膝関節のmalalignment が生じ脛骨粗面に負担をかけると考
えられる。投球動作では股関節内旋位のFoot-Plant を反復
することで、股関節NER制限や伸展制限となり、RFなど
の股関節前面の軟部組織に硬さが出現したと推察した。上行
性及び下行性運動連鎖により、相乗的に膝関節への負担をか
けるため、股 -足関節双方へのアプローチは膝関節の治療
に必要だと再認識した。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例報告において、ヘルシン
キ宣言に基づき、本人・保護者に口頭にて説明し同意を得た。

O-61 Osgood-Schlatter diseaseの 
股・足関節機能に着目して

キーワード：オスグッドシュラッター病、股関節外旋制限、 
足関節背屈制限

口述発表17　［ 運動器⑥ ］ 10月30日（日）　第2会場

○飯田 真央、小笠原 慎
市立御前崎総合病院

【はじめに】 円板状半月板は、先天的に半月板が円板状の構
造を呈しており、罹患頻度は0.4%～16.6%と臨床現場にお
いてまれにみられる整形疾患である。円板状半月板は、形態
学的特徴により、⼒学的強度が弱く不安定性が大きいことか
ら損傷を受けやすいとされている。円板状半月板を損傷する
と運動時痛や水腫、可動域制限（伸展制限）、スナッピング
（弾発現象）、ロッキングなどの症状が出現すると言われて
おり、これらの症状を有する場合に手術適応となる。文献上
の円板状半月板損傷術後のプロトコルは、「術後1日目～関
節可動域訓練・荷重歩行開始、術後2か月以降～ジョギング
開始、術後3か月以降～運動制限解除」となっている。今回、
円板状半月板損傷術後患者のHOPEとプロトコルに差異を
有し、プロトコルよりも早い段階でのスポーツ復帰が必要と
なったことから、プロトコルとは異なる治療計画にてリハビ
リ介入を実施したためその結果を報告する。

【症例紹介】 小学校⾼学年の女児。走行中に左膝関節の痛み
を自覚。MRIにて円板状半月板損傷の診断を受け、関節鏡
下半月板切除術を施行。性格は明るく活動的。運動が好きで
あり、カヌー・柔道・陸上のクラブチームに通っている。ま
たカヌーは特に⼒をいれている。本症例のHOPEは、カ
ヌー記録会に出場することであった。

【経過・結果】 本症例のHOPEはカヌー記録会に出場する
ことであるが、その記録会は手術から約1か月半後に開催予
定であったため、円板状半月板損傷術後のプロトコルに従っ
たリハビリ介入では出場困難な状況であった。文献上、カ
ヌーは下半身をボート内で固定しており、主には骨盤を含め
た体幹の回旋運動が重要とされている。そこで、医師と相談
したうえで、早期カヌー復帰のための治療計画を立案した。
実際の介入内容は、術後1日目～関節可動域訓練・荷重歩行、
術後6日目～エルゴメーターを開始し、術後21日目に医師
よりカヌー開始の許可を得たため、カヌーの練習を再開した。
プロトコルとは異なる治療計画でのリハビリ介入を行ない、
結果的に全体的にプロトコルよりも前倒しとなったが、炎症
の悪化や疼痛の増強などはみられず、本症例のHOPEであ
るカヌー記録会に出場することができた。

【考察】 膝関節のストレスが少ないカヌーであれば、医師の
指示のもと炎症所見や合併症の管理を徹底しリハビリ介入を
行なうことで、プロトコルよりも早期に復帰が可能となるこ
とが考えられる。また、自宅で継続してトレーニングを実施
していただくための工夫が必要である。今回の場合、症例が
小学生であることから簡単でわかりやすい運動指導方法の検
討や、ご家族を巻き込んだリハビリ介入を行なうなど、年齢
を考慮した介入が必要と考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表にあたり対象者にはヘル
シンキ宣言に基づき、発表の主旨と倫理的配慮について十分
に説明し同意を得た。

O-62 円板状半月板損傷術後の 
カヌー復帰までのリハビリ介入

キーワード：円板状半月板、カヌー、術後リハビリ
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○臼井 友乃
医療法人豊正会 大垣中央病院

【目的】 下肢の疲労骨折の中でも、立方骨疲労骨折の発生頻
度は低いとされる。今回、扁平足を呈する⾼校サッカー選手
の立方骨疲労骨折の1例を経験したため、競技に復帰するま
での経過と発生機序について考察を加え報告する。

【症例紹介】 15歳男子⾼校生。サッカー試合で走っている最
中に右足に痛みを感じた。次第に痛み増強したため、プレイ
を中断した。他院にて異常なしと診断され、2週間様子みる
が痛み改善せず、当院受診。MRIにて「右立方骨疲労骨折」
と診断されリハビリ開始した。足捻挫の既往あり。リハビリ
初期評価では、マルアライメントとして、扁平足（Navicular�
index�6.8）、踵骨回内を認めた。痛みはNRS�9であり、足部
外側に圧痛、荷重痛、踵上げ時等動作時痛があった。
Squatting�test では、toe� inに最も強い痛みを訴え、次いで
neutral、toe�outであった。足関節可動域は、底屈／背屈 右�
45/10°左50/10°であった。

【経過・結果】 歩行時の痛みは足底板を挿入し緩和させた。
受傷後4週経過し、痛みはNRS�6であり、小趾対立筋や長
腓骨筋の収縮痛を認めた。受傷後7週、ADL上の痛みは消
失したが、患肢片脚踵上げ運動で痛み有り。受傷後9週で、
片脚踵上げ可能になり、ツィスティングなどのステップ動作
練習を開始した。受傷後11週には、違和感が残存していた
ため、立方骨サポート足底板であるBMZを挿入し、ジョギ
ングを開始した。受傷後12週、MRIにて骨癒合が確認され、
ダッシュ、ストップ、カッティング動作等の確認を行い、課
題をチームトレーナーに引き継ぎし、受傷後13週で競技に
完全復帰した。

【考察】 立方骨は、外側縦アーチを構成する重要な骨である
だけでなく、内側縦アーチにも影響を及ぼし、中足関節を安
定化するくさびの役割が諸家により報告されている。症例は、
歩行やランニングの take�offのような踵上げ時に痛みが増強
した。Suckel らは、踵立方関節内⼒が take�off 時に最大で
あったことを報告している。またPerry らは、効果的な推
進⼒発揮には、ショパール関節の可動性を抑制し中足部の剛
性を⾼める必要性を報告している。症例は扁平足を呈してお
り、mid�stance 時踵骨の過回内や立方骨の回内・下制によ
るショパール関節でのロックが解除されている状態から急速
な take�offによる踵骨の回外、前足部の内反、中足骨の回内
が起き、踵立方関節のストレスが増大したことが推察された。
症例の理学療法については、踵骨の回内外の運動を極⼒抑制
するよう足関節・足部の機能向上のためのトレーニングとス
トレッチを実施した。また足内反捻挫の既往もあるため、踵
立方関節や足根中足関節の安定性を意識し、足底板の挿入や
テーピングを施行した。立方骨へのストレス発生機序を考察
し、ストレスを回避しながら骨癒合を待ち、競技復帰できた
と考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に則り、個人情報
の保護についてなど十分な説明を行い、文書にて同意を得た。

O-63 扁平足を呈する高校サッカー選手に 
生じた立方骨疲労骨折の1症例

キーワード：立方骨疲労骨折、サッカー、扁平足
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○武内 亮介、多田 悟、榛地 佑介、阪 勇斗、�
安井 淳一郎
医療法人桂名会 重工記念病院

【目的】 膝前十字靭帯損傷（以下、ACL損傷）はバスケット
ボールでの受傷頻度が⾼率である。カッティングはバスケッ
トボール競技中に方向転換動作として頻繁に行われるが、
カッティング中に見られる急激な減速および方向の変換に
よって、膝関節で生じる⼒学的ストレスからACL損傷のリ
スクは⾼まるとされている。特にディフェンスはオフェンス
選手やボールといった自分以外の対象の移動方向に、敏速か
つ適切な運動が求められるプレーであり、⾼度な切り返し能
⼒が求められる。そのためディフェンス中のカッティング動
作は適切なアライメントを生成することが困難であり、膝関
節への⼒学的ストレスが増長されることが予想される。
　また、身体能⼒の発育において、スプリント能⼒や筋⼒は
加齢とともに向上するのに対し、方向転換走能⼒の発達は
13-14歳ごろが最大であるとされていることから、方向転換
能⼒発達の前後で方向転換能⼒がより重要であるディフェン
ス時の運動特性が変容する可能性がある。
　そこで本研究では女子バスケットボール選手を対象に受傷
時の年齢と受傷機転との関係性を明かすことを目的とした。

【方法】 対象者は当院で2014年7月から2019年12月にACL
損傷と診断された全例（1,185例）のうちバスケットボール中
に受傷した受傷機転が明らかである女子選手130例とした
（年齢：17.7±6.9［歳］、身長：160.9±5.5［㎝］、体重：
56.0±7.1［㎏］）。問診により受傷機転を聴取し、ディフェ
ンスでの受傷とその他のプレーでの受傷に分類した。対象者
を15歳未満で受傷した群と15歳以上で受傷した群に分類し
受傷機転（ディフェンス、ディフェンス以外）を比較した。
受傷年齢と受傷機転の関係を見るために期待値5未満の区分
が20%未満の場合は独立性のカイ二乗検定、期待値5未満
の区分が20%以上存在する場合はフィッシャーの正確確立
検定を用いることとした。有意水準は5%未満とした。

【結果】 すべての区分で期待値が5以上であったため、独立
性のカイ二乗検定を採用した。15歳未満で受傷した群は44
人（33.9%）、その内ディフェンスでの受傷は4人（3.1%）で
あった。15歳以上で受傷した群は86人（66.2%）、その内
ディフェンスでの受傷は20人（15.4%）であった。カイ二乗
独立性の検定の結果、受傷年齢と受傷機転の関係は有意で
あった（p=0.049）。

【考察】 15歳以降では筋⼒やスプリント能⼒の発達スピード
に方向転換能⼒の発達スピードが伴わないため、⾼いスピー
ドを急激に方向転換する能⼒が低い可能性がある。そのため
より⾼度な方向転換能⼒が必要であるディフェンス時の受傷
が増加したと考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 ACL損傷の受傷を予防す
るために、身体成熟に合わせた機能改善や予防プログラムを
提案する必要があることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 当院倫理委員会の承認を得た後、
本研究を開始した。対象には事前に研究内容の説明をし、同
意を得た。

O-64 バスケットボール選手の前十字靭帯損傷
受傷機転と受傷時年齢の関係

キーワード：膝前十字靭帯損傷、受傷機転、バスケットボール
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○石川 康伸1）、中村 隆志1）、森 未有希1）、外山 拓弥1）、
小田 禄平2）

1）医療法人田中会 西尾病院 リハビリテーション室、
2）医療法人田中会 西尾病院 神経内科

【はじめに】 脳卒中後の歩行パターンのうち麻痺側立脚期に
おける膝関節の過伸展は、膝の痛みや反張膝変形を引き起こ
す危険性が指摘されている（Loudon�1998,�Appasamy�2015）。
膝関節の過伸展に対して、Proprioceptive�Approachesは最
も有効な介入であると報告されており、特に、膝関節屈曲位
を維持する歩行パターンの “Prowling” が着目されている
（Dalal�2018,�Geerars2022）。“Prowling” による歩行パター
ンは膝関節の過伸展を回避する方略であるが、歩行速度など
歩行能⼒への貢献の是非に関して統一した見解はなく、臨床
での症例の蓄積は今後の理学療法介入の判断材料の一助とな
り得る。そこで、本症例報告の目的は “Prowling” の獲得に
より膝関節の過伸展の歩行パターンが改善した脳梗塞症例の
臨床経過から “Prowling” が歩行能⼒に及ぼす影響を検討す
ることである。

【症例紹介】 症例は70歳代男性、右多発性脳梗塞の診断にて
前院へ入院した。発症後8日に内径ステント術が施行され、
発症後28日に当院へ転院した。理学療法の目標は自宅復帰
へ向けて杖歩行の自立に設定した。

【経過・結果】 初期評価はSIAS下肢運動機能（4-4-4）、下
肢感覚（2-2）、下肢筋緊張は軽度亢進、T字杖歩行は監視レ
ベルであり麻痺側立脚期に膝関節の過伸展が認められた。歩
行能⼒の低下および麻痺側膝関節の過伸展の問題点に対して、
Proprioceptive�Approachesによる“Prowling”の歩行パター
ンの獲得を目指した。問題点の効果判定は歩行速度と麻痺側
膝関節の過伸展の出現率とした。
　膝関節の過伸展の出現率は、介入開始3日間で75-100%、
10日後22%に減少し、17日後に0%となり、以降は最終ま
で0-10%で推移した。歩行速度は、介入開始3日間で0.19-
0.24�m/sec、10日・17日後は0.17・0.26�m/secと著変なく、
42日以降に0.30-0.44�m/sec と増加に転じた。発症後79日
後にT字杖を自立して自宅に退院となった。

【考察】 歩行時の膝関節の過伸展の出現率が介入前期より減
少し、最終は10%以下になったことより、“Prowling” の歩
行パターンを獲得することができたと考える。歩行速度は介
入前期の変化はなかったが、介入後期に脳卒中後の歩行速度
のMinimal�Clinically�Important�Differenceの0.13-0.16�m/
sec（Tilson2010�Bohannon2013）を上回る0.24�m/sec の増
加が認められた。“Prowling” の歩行パターンは、膝関節の
過伸展の歩行パターンと比較して生体⼒学的に正常に近い関
節モーメントを有していることが示されており（Noyes�
1996）、効率的な歩行パターンの獲得により歩行能⼒の改善
に寄与したと考える。本症例報告の結論は、“Prowling” の
歩行パターンは膝関節の過伸展の回避のみでなく、歩行能⼒
の改善にも影響を及ぼす可能性を示唆する。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例および家族に対しては、
症例報告について、書面にて説明し、署名にて同意を得た。

O-65 “Prowling” の獲得により膝関節の 
過伸展の歩行パターンと歩行能力が 
改善した脳梗塞の一症例

キーワード：歩⾏、膝関節の過伸展、Prowling
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○角 友華、伊藤 寛之、清水 隆司、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

【はじめに】 脳卒中患者は長期臥床安静や身体活動量の低下
によりActivities�of�Daily�Living（以下ADL）能⼒の低下が
起こりうると報告されている。また、脳卒中患者のADL自
立度は、退院先を規定する中心的因子であると報告されてい
る。これらのことから、脳卒中後、自宅退院やADL向上に
あたって離床時間の拡大が重要であると考える。今回、脳梗
塞発症後、抑うつや腰部痛、右上四分盲、複視により離床時
間の拡大に難渋した症例を経験したので報告する。

【症例紹介】 症例は80代女性でX日に心原性脳塞栓症を発
症し、X+11日夕食時、誤嚥により一時心肺停止状態となっ
た。X+16日より端座位訓練を再開し、X+51日に当院転院
となった。初期評価（X+100～103日）時の運動麻痺は両下
肢ともにBrunnstrom�Recovery�StageⅥであった。視覚に
ついては右上四分盲や複視により、焦点を合わせにくいとの
訴えを認めた。基本動作は見守りにて可能であったが、起居
動作時に腰部痛の訴えを認めた。また、病棟生活や理学療法
の際に悲観的な発言が多く、一日の殆どを臥床して過ごして
いた。歩行ではふらつきを認め、病棟内はフリーハンドにて
腋窩介助が必要であった。

【経過・結果】 今回、うつ状態や離床意欲低下の主な要因が
腰部痛にあると考えて24日間の介入を行い、介入前後で徒
手筋⼒検査（Manual�Muscle�Testing：以下MMT）、疼痛
検査（Numerical�Rating�Scale：以下 NRS）、抑うつ検査
（Geriatric�Depression�Scale15：以下 GDS15）、病棟での
離床時間の聞き取りを実施した。介入期間では、疼痛が誘発
されない範囲で下肢・体幹伸展筋⼒増強訓練を実施した。最
終評価（X+129～130日）では、股関節伸展筋⼒は左右とも
にMMT3→4に改善した。疼痛は、腰部痛の訴えが座位姿
勢・起居・起立動作にてNRS5→0、立位姿勢にて10→5と
改善を認めた。しかし、起居動作では動作方法が定着せず、
日によって痛みを伴う場合もあった。歩行時痛の訴えは
NRS10と介入前後で変化を認めなかった。GDS15は
12→4/15点とうつ状態が改善し、理学療法に対して前向き
な発言も認められた。視覚については、焦点の合わせにくさ
が残存しており、離床時間についても、介入前後で変化を認
めなかった。その後X+170日に施設入所となった。

【考察】 腰部痛の訴えが軽減し、抑うつが改善したにも関わ
らず、離床につながらなかった要因として、右上四分盲と複
視による影響を考えた。発症前は無理なく取り組めていたこ
とが、見えにくさから思うようにできず、離床したいという
気持ちになれなかった可能性がある。また起居動作の手順が
確立せず、時折腰部痛の訴えを認めたことも要因の一つと考
えられる。
　家族から本人の趣味などを聴取して取り入れることで、本
人が能動的に離床できるよう環境設定をする必要があった。

【倫理的配慮・説明と同意】 本症例はヘルシンキ宣言に沿っ
て、症例のプライバシーに配慮し、口頭にて説明と同意を得
て行った。

O-66 脳梗塞発症後、離床時間の拡大に 
難渋した症例
～腰部痛に着目して～

キーワード：脳卒中後うつ、離床、腰部痛
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○椙村 双葉1）、岩佐 厚志1）、川村 康博2）、水野 秀紀3）

1）社会医療法人大真会 大隈病院 リハビリテーション科、
2）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経外科、
3）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経内科

【はじめに】 脳幹梗塞では、様々な眼球運動障害を認めるこ
とがある。外眼筋麻痺は患者に大きな負担や不快感を与える
ため、理学療法を行う上で治療内容や量に制約を与える。脳
卒中治療ガイドライン2021では早期離床が推奨されている
が、今回、気分不快により早期離床の妨げとなった。先行研
究では、回復期に迷路性眼球反射を用いた迷路性眼球反射促
通法の効果を報告しており、回復に数週間かかるとされてい
る（2011川平）。
　今回、外眼筋麻痺に対して早期からアプローチし短期間で
変化がみられ、早期積極的離床につながった症例を報告する。

【症例紹介】 症例は60歳代後半の男性。X年Y月に発症し
当院に救急搬送。脳幹梗塞と診断され入院となった。眼球運
動障害は、正面視時に右眼の内転方向偏位、右への側方注視
時に右眼の外転運動障害を認めた。既往に黄斑変性症による
視⼒低下があり、病前より右眼を頼りに生活していた。神経
学的所見は左下肢 Brunnstrom�Stage Ⅱ、Fugl-Meyer�
assessment 感覚14点、左上下肢に異常感覚（痺れ）を認め、
Functional�Ambulation�Categories1レベル。神経心理学的
所見はMini-Mental�State�Examination�29点であった。
Functional� Independence�Measure は26点と日常生活動作
全般に介助を要した。

【経過・結果】 発症1日目より理学療法開始。片麻痺に対す
る治療を行った。また、早期離床も試みたが気分不快出現の
ため困難であった。発症9日目より右眼の外転制限に対して、
川平が提唱する迷路性眼球反射促通法を右眼外転方向へ各
100回 /日、6日 /週行った。開始3日目より右眼外転方向
への眼球運動が出現し即時的な効果を認めた。正面視時に右
眼の正中位への改善、眩暈や吐気症状はほぼ認めなくなり、
生活場面でも「入院当初より右眼が動かしやすくなった」
「気分不快が軽減した」といった発言が聞かれた。本症例は
発症29日目にリハビリテーション目的に転院となった。

【考察】 今回、急性期脳幹梗塞後の眼球運動障害に対して発
症9日目から迷路性眼球反射促通法を実施し即時的な効果を
認めた。促通反復療法は、患者の意図する運動に関与する神
経路の興奮水準を運動開始直前に治療者が新たな促通手技に
よって⾼め、その運動の実現と反復を可能にし、errorless�
learningによる神経路の再建/強化を行うことである（2010
川平）。脳梗塞発症初期2～3週以内は組織的な修復が生じ
ており、この動的再構築の時期には、治療的介入に鋭敏に反
応するとされている（2012原）。本症例も、これらの要因が
影響したと考えた。また、急性期においては浮腫による周辺
組織の機能低下を引き起こすことがある。浮腫の改善期間は
数週間から2か月とされているため、浮腫改善による自然回
復も少なからず眼球運動障害の改善に影響した可能性も否定
できないと考えた。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づ
き、対象者に研究内容の説明と書面による同意を得た。

O-67 急性期脳幹梗塞による 
眼球運動障害に対する短期間の迷路性 
眼球反射促通法にて変化を認めた1例

キーワード：脳幹梗塞、眼球運動障害、迷路性眼球反射
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○鈴木 章紘、山下 徹、松本 武士
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院

【はじめに】 当院では聖隷福祉事業団保健事業部と連携し、
メディカルフィットネス（以下、MF）という事業を2021年
から展開している。MFは保険外リハビリテーション（以下、
リハビリ）という特徴を有し、リハビリ環境の課題解決、リ
ハビリを必要とする人々に十分な質と量のリハビリを提供し、
生活の質の向上を図っている。今回、MF利用者のADL動
作の変化を後方視的に調査した。今回の報告は、MFを通し
た成果報告であり、症例報告を通して、生活期症例への介入
の考察と、MFの有効性について検討する。

【症例紹介】 症例は50代女性、左橋出血、右片麻痺と四肢・
体幹の失調症状を呈し、発症から2年半経過。要介護5で訪
問看護と通所リハビリを利用している。MFの利用目的はト
イレ動作の介助量軽減であった。

【経過・結果】 介入当初、BRS（Rt）：Ⅱ-Ⅱ-Ⅲ、感覚（Rt）：
表在、深部ともに脱失～重度鈍麻、FMA下肢（Rt）：12/34、
TIS：4/23、SARA（Lt）：31であった。ADLは FIM-M：
30/91、トイレと車椅子の移乗は2点、トイレ動作は1点で
あった。BIは10点であった。移乗動作では、開始時に手す
りへのリーチで左上肢、体幹は失調症状が顕著であった。起
立、立位場面では手すりを過度に引きつける姿勢となり、方
向転換、トイレ動作は全介助となっていた。問題点は次の2
つを主軸として考えた。1）座位でのリーチの重心移動にお
ける姿勢定位の問題、特に股関節と腰椎周囲の不安定性が足
部への重心移動を困難にしている、2）立位において右下肢
の筋出⼒の弱化を左体幹の側屈で代償している。結果、左上
肢の失調と引き込み動作を引き起こしていると仮説を立てた。
介入期間は6ヶ月、頻度は約1回 /週（計23時間）であった。
介入は臥位から立位までの姿勢変換の動作練習と各肢位での
左股関節と体幹の運動を実施した。加えて、左側重心での肩
甲帯の運動の追加と書字練習を自主練習した。結果は、
FMA 下 肢（Rt）：14/34、TIS：7/23、SARA（Lt）：28と
なった。ADLは FIM：46/91、トイレと車椅子の移乗は5
点、トイレ動作は3点、BIは45点となった。

【考察】 本症例は、MFで機能訓練と家族指導を並行し、活
動参加の向上を支援したことで、ADL能⼒が向上した。医
療保険のリハビリは期間制限が設けられ、介護保険のリハビ
リでは、受け皿の不足、個別介入の時間制限がある。本症例
では介護保険を持っていても医療保険と同等の個別介入時間
を提供でき、量を補完できた。また、慢性期脳卒中患者にお
けるバランスの改善には2-61時間必要と報告があるが、本
症例は比較的早期にFIMの得点が向上したため、質も補完
できたと考える。以上から、本事業のMFではリハビリの
量と質を補完し、リハビリ難民の受け皿としての有効性があ
る可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 当院倫理委員会の了承を得て、
書面にて説明し同意を得た。

O-68 メディカルフィットネスにおける 
慢性期脳卒中患者の介入と今後の展望

キーワード：慢性期脳卒中、メディカルフィットネス、 
保険外リハビリテーション
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○三田 琢磨1）、石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、
2）星城大学大学院 健康支援学研究科、
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

【目的】 脳卒中患者に対する歩容の分析手法は、視診や
Wisconsin�Gait�Scale（WGS） や Gait�Assessment�and�
Intervention�Tool（G.A.I.T.）等の観察的歩行評価表を使用
する定性的歩行分析と三次元動作解析装置等の機器を用いた
定量的歩行分析に分類される。本邦における臨床現場では定
性的歩行分析が用いられることが多く、観察的歩行評価表に
おける信頼性は良好と報告されている。しかし、対象者の重
症度を加味した検討には至っていない。そこで本研究の目的
は、脳卒中患者の歩行重症度別における定性的歩行分析手法
の信頼性の検討を行うと共に、若年理学療法士と熟練理学療
法士の定性的歩行分析における一致率を検証することとした。

【方法】 検査者は当院の回復期病棟に従事している経験年数1
～3年の若年理学療法士10名、経験年数10年以上の熟練理
学療法士5名の計15名とした。観察対象者は当院の回復期病
棟に入棟する脳卒中患者で、自⼒で歩行が可能な3例とした。
更に対象者の歩行速度に基づき、⾼速度例、中速度例、低速
度例に分類した。検査者は対象者の矢状面、前額面方向から
の快適歩行速度下での歩行動画を用いて、WGS,�G.A.I.T. の
採点を行った。観察的歩行評価表の各項目における若年理学
療法士の検者間信頼性をKendall の一致係数を算出し、検
討した。更に各対象者において、熟練理学療法士5名の
WGS,�G.A.I.T. 各項目の最頻値を算出し、次に各若年理学療
法士が一つの項目で最頻値を選択した場合を1回として、各
観察的歩行評価表で最頻値を選択した合計回数を求めた。求
めた合計回数を各観察的歩行評価表の項目数で除し、最頻値
との一致率を算出した。

【結果】 Kendall の一致係数はWGSでは⾼速度例0.31、中
速度例0.49、低速度例0.64であり、G.A.I.T. では⾼速度例
0.29、中速度例0.57、低速度例0.52であり、歩行速度が速い
対象者程、検者間信頼性は低い値を示した。熟練理学療法士
の観察的歩行評価表における最頻値に対する若年理学療法士
の一致率の平均値は、WGS では66.9%、G.A.I.T. では
65.2%であり、共に一致率は低い結果であった。

【考察】 脳卒中患者に対する歩行速度別での若年理学療法士
の観察的歩行評価表を用いた定性的歩行分析は、対象者の歩
行速度が速い程、検者間信頼性は低い値を示した。以上より、
若年理学療法士が歩容を評価する際には、対象者の歩行速度
が速い程、定量的な歩行分析と整合性を図ることが望ましい
可能性が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 脳卒中患者に対する歩行速
度別での若年理学療法士の観察的歩行評価表を用いた定性的
歩行分析手法の検者間信頼性が明らかとなり、観察的歩行評
価表の有用性に対する知見となり得た。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づき、
当院倫理審査委員会の承認を得て実施した。研究対象者に対
し、書面を用いて十分な説明を行い、同意を得て実施した。

O-69 脳卒中患者に対する歩行速度別による 
定性的歩行分析における信頼性の検討

キーワード：脳卒中、定性的歩⾏分析、信頼性

口述発表12　［ 脳血管③ ］ 10月30日（日）　第3会場
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口述発表15　［ 脳血管④ ］ 10月30日（日）　第3会場

○岡元 信弥、伊藤 寛之、生田 旭洋、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

【はじめに】 脳卒中治療ガイドライン2021において、歩行機
能を改善させるために機能的電気刺激（以下、FES）を行う
ことは妥当であるとされている。しかし、多チャンネル
FESにおいて下肢の運動機能改善が報告されているが、治
療の有効性の一般化は刺激タイプのバリエーションがあるた
め難しいとする報告もあり、その効果の見解は一致していな
い。今回、脳卒中片麻痺患者の歩容に着目して2チャンネル
のFESを行い、下肢機能や歩行能⼒・歩容の改善が認めら
れた症例を経験したため報告する。

【症例紹介】 70歳代男性。X日、左アテローム性脳梗塞を発
症。X+16日、リハビリ目的に当院へ転院。翌日より理学療
法開始となる。病前は頸椎症の既往歴有り、屋外歩行自立、
要支援2、当院通所リハ利用中であった。

【経過・結果】 入院時は、平行棒内歩行中等度介助で10m
程度の耐久性であった。+36日より、四点杖歩行が最小介助
～監視レベルにて可能になったため、立位・歩行練習時に電
気刺激装置DRIVE（DENKEN）を用いてFESを開始した。
内反尖足により麻痺側下肢のトゥクリアランスが不十分であ
り、立脚期においては骨盤が麻痺側に変位するトレンデレン
ブルグ様の歩容を呈した。そのため、電極は麻痺側下肢の前
脛骨筋と中殿筋に貼付し、ハンドスイッチを用いて、遊脚期
に前脛骨筋、立脚期に中殿筋を刺激した。刺激条件は、パル
ス幅100�µsec、周波数30Hz、痛みのない範囲で最大収縮を
得られる強度とした。入院中に40分間の理学療法を毎日行
い、立位・歩行練習（20～30m程度×2～3セット）におい
てFESを行った。また、備品の短下肢装具を試行するもご
本人より使用拒否があり、導入は困難であった。
　退院時（X+61日）において、FES開始時（X+36日）と比
べて、右下肢Brunnstrom�Recovery�Stage Ⅳ→Ⅴ、下肢
Fugl�Meyer�Assessment�28→30点、10m 努 ⼒ 歩 行
25.6sec/29歩 →22.2sec/24歩、6分 間 連 続 歩 行 距 離
82→97mと下肢機能や歩行能⼒の改善を認めた。また、
トゥクリアランスの不十分さやトレンデレンブルグ様の歩容
が改善し、gait�assessment�and�intervention�tool において、
34→29点と改善を認めた。

【考察】 本症例は、前脛骨筋および中殿筋の2チャンネルの
FESを行ったことにより、刺激した筋の出⼒が向上し、歩
行動作の再学習が得られたことで下肢機能や歩行能⼒・歩容
の改善を認めた事が考えられた。また、装具の使用が困難な
場合であっても、2チャンネルのFESは有効な一手段とな
りうることが考えられた。
　今後、症例数を増やし、単チャンネルFESや刺激部位の
違いなどによる比較試験を行うことにより、多チャンネル
FESの効果検証を行っていくことが必要であると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に沿っ
て、症例のプライバシーに配慮し、口頭にて説明と同意を得
て行った。

O-70 脳卒中片麻痺患者の歩容に着目して 
2チャンネルの機能的電気刺激を行った 
1症例

キーワード：機能的電気刺激、脳卒中片麻痺、歩⾏

○川口 大輔1）、伊藤 忠1）、山本 佳司1）、冨田 秀仁1）2）、
深谷 佳希3）、青木 ゆみ1）、水澤 順1）、越知 信彦1）、
杉浦 英志4）、則竹 耕治1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、
2）豊橋創造大学大学院 健康科学研究科、
3）医療法人社団 明照会 あそびと発達リハビリクリニック、
4）名古屋大学医学部 保健学科 理学療法学専攻

【目的】 下肢の関節可動域（ROM）は小児期の筋骨格系の障
害や神経系疾患に対する治療方針を検討する上で重要なデー
タの一つである。しかしながら、その基準値については見解
が一致していない。特に、体格の変化が大きい学齢期に下肢
のROMがどのように変化するのかについては不明確である。
学齢期の下肢のROMの変化が明らかになれば、年代に見
合った基準値を用いて小児期の児童の治療を検討することが
できる。そこで本研究では学齢期の下肢のROMの基準値を
算出し、年齢との関係性を検証することを目的とした。

【方法】 対象者は近隣の小学校と中学校から募集した6歳か
ら15歳の定型発達児（n=572）である。対象者の下肢の他動
的ROM（股関節屈曲、股関節伸展［トーマステスト］、膝
関節屈曲、膝関節伸展、膝窩角、膝屈曲位での足関節背屈、
膝伸展位での足関節背屈、足関節底屈）を、ゴニオメーター
を用いて評価した。対象者を年齢に応じて4つの群（グルー
プA：6-7歳［n=189］、グループ B：8-9歳［n=147］、
グループ C：10-11歳［n=124］、グループ D：12-15歳
［n=112］）に振り分け、各群のROMの平均値と中央値を
算出した。また、ROMと年齢の相関関係をSpearmanの順
位相関分析を用いて検証した。

【結果】 各群の下肢のROMの平均値をグループA、グルー
プB、グループC、グループDの順で示すと、股関節節屈
曲は137.6°、137.2°、136.0°、132.9°、股関節伸展［トーマ
ステスト］は0.2°、0.2°、0.3°、0.5°、膝関節屈曲は154.1°、
153.9°、152.2°、151.9°、膝関節伸展は1.9°、1.5°、0.6°、
0.9°、膝窩角は34.0°、36.1°、36.6°、40.9°、膝屈曲位での
足関節背屈は27.6°、24.8°、24.8°、23.7°、膝伸展位での足
関節背屈は16.6°、13.9°、13.0°、10.8°、足関節底屈は54.7°、
54.3°、51.8°、52.7°であった。
　下肢のROMの中で年齢との相関関係が認められたのは股
関節屈曲（p<0.0001,�rs=-0.20）と、膝関節屈曲（p=0.0002,�
rs=-0.16）、膝関節伸展（p<0.0001,�rs=-0.17）、膝窩角
（p<0.0001,�rs= 0.22）、膝屈曲位での足関節背屈（p<0.0001,�
rs=-0.23）、膝伸展位での足関節背屈（p<0.0001,�rs=-
0.31）、足関節底屈（p<0.0001,�rs=-0.19）であった。

【考察】 本研究結果から学齢期における矢状面の下肢の
ROMは全体的に年齢が⾼くなるほど減少する傾向にあるこ
とが明らかとなった。体格の変化が著しい学齢期の児童の治
療方針を検討する際には年代に合わせたROMの基準値を使
用することが重要と考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 本研究のデータは学齢期の定
型発達児における下肢のROMの基準値として小児期の筋骨
格系障害や神経系疾患に対する理学療法学研究の一助となる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は所属施設の倫理委員会
に承認を受け、全ての対象者とその保護者からインフォーム
ドアセントとインフォームドコンセントを得た上で実施された。

O-71 6歳から15歳の定型発達児における 
下肢の関節可動域

キーワード：学齢期、下肢の関節可動域、年齢との関係性
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○伊藤 忠1）2）、杉浦 英志2）、伊藤 祐史1）3）、冨田 秀仁1）4）、
水澤 順1）、髙橋 大樹2）、夏目 健太郎2）、山本 佳司1）、
越知 信彦1）、則竹 耕治1）

1）愛知県三河青い鳥医療療育センター、
2）名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻、
3）名古屋大学医学部附属病院 小児科、
4）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科

【目的】 小児期の歩行に関して、歩行の変動性は年齢が⾼く
なるにつれて徐々に減少するといわれており、歩行速度の変
動性は15歳まで漸減すると報告されている。これまで、歩
行変動性がバランス機能と関連することが小児疾患を対象に
した研究で報告されてきた。したがって、小児期の歩行の発
達を評価には、歩行変動性とバランス機能の評価が重要であ
る。しかし、定型発達児の歩行変動性において、どの指標の
変動係数がバランス機能と関連しているのかについては未だ
十分な知見が得られていない。そこで、本研究は、歩行変動
係数を用いて歩行変動性を評価し、各指標とバランス機能と
の関連を明らかにすることを目的とした。

【方法】 2018年1月から2021年12月にかけて、運動器健診
に参加した、整形外科疾患・神経筋疾患のない6～15歳の定
型発達児510名（平均年齢9.2±2.2歳：男子252名、女子
258名）を対象とした。三次元動作解析装置VICON�NEXUS
（VICON社）を用いて、歩行速度、歩幅、ステップ時間を計
測し、3施行の平均値から歩行変動係数を算出した。バラン
ス機能は片脚立位時間で評価し、左右の平均値を用いた。6
～7歳 群（161名）、8～9歳 群（131名）、10～11歳 群（110
名）、12～15歳群（108名）の4つの群に分類し、一元配置分
散分析を用いて群間比較を行い、多重比較にはBonferroni
法を用いた。片脚立位時間を独立変数とし、各指標の歩行変
動係数を従属変数、年齢と性別で調整をした重回帰分析を行
い、歩行変動性とバランス機能との関連を検討した。有意水
準は5%未満とした。

【結果】 歩行速度、歩幅、ステップ時間の変動係数と片脚立
位時間は、6～7歳群と他の3つの年齢群との間に有意差が
認められた（p<0.01）。歩幅とステップ時間は、8～9歳群か
ら、歩行速度は10～11歳群から有意差が認められなかった。
回帰係数は、歩幅の変動係数（β=-0.1：95%信頼区間 -2.8
－-0.2、p= 0.025）で有意だった。歩行速度とステップ時間
の変動係数は、片脚立位時間と有意な関連が認められなかっ
た。

【考察】 歩行速度は10歳以降、歩幅とステップ時間は8歳以
降で変動係数が小さくなることが示された。また、歩行変動
係数の中でも、歩幅が片脚立位時間に対して有意な関連性を
有していた。したがって、バランス機能が十分に発達するこ
とで、歩幅のばらつきも小さくなり、歩行が安定すると考え
られる。これらのことから、歩幅の変動係数と片脚立位時間
は、定型発達児の歩行の発達過程を分析する上で重要な指標
であると考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 理学療法士が、定型発達児
の歩行変動性とバランス機能との関連性に着目することは、
歩行障害が認められる障がい児の歩行の発達の理解に必要な
資料として寄与できる。

【倫理的配慮、説明と同意】 所属施設の倫理委員会の承認を
得た上で実施した（承認番号29002）。保護者と対象者には、
インフォームド・コンセントとアセントを得た。

O-72 6～15歳の定型発達児における 
歩行変動性とバランス機能との関連

キーワード：歩⾏変動性、バランス機能、小児

○土屋 葵、真田 将太、馬渡 敬介、神谷 昌孝
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

【はじめに】 COVID-19感染後に腰神経叢障害、critical�illness�
neuropathyを発症した症例に対する理学療法を経験したため
報告する。

【症例紹介】 40歳代女性、身長157�㎝、体重48.3�㎏、BMI�
19.6�㎏/m2であり、ADLは自立、併存症に糖尿病があった。

【経過】 COVID-19感染判明後自宅療養していたが、第5病
日に呼吸苦増悪で当院へ救急搬送され、同日中に呼吸状態が
悪化し ICU入室、挿管人工呼吸器管理となった。意識障害
が遷延したが、第15病日より徐々に改善し、第17病日に抜
管、理学療法開始となった。初回評価時の意識レベルは JCS
Ⅰ-3で簡単な従命動作が行えた。Medical�Research�Council
（MRC）score は18点で、MMTは肩関節・下肢が0-1、肘
関節・手関節は2-4であった。また、起き上がり、端座位保
持は全介助であり、Barthel� Index（BI）は0点であった。同
日で酸素療法は終了となり、ICU入室中は端座位練習を中
心に介入した。第30病日に隔離解除となり一般床へ転床、
翌日より全介助で車椅子乗車を開始した。第30病日時点の
MRC�score は28点で、MMTは上肢で3、下肢は2まで改
善していたが、左足関節底背屈は0で変化はみられなかった。
筋⼒低下は精査にて、腰神経叢障害による左下肢運動障害、
critical� illness�neuropathy（CIN）合併と考えられた。下肢
支持性向上のため、第34病日より電気刺激を併用し tilt�
table での立位練習を導入し、並行して運動量増加のため上
肢ergometer を開始した。立位時の介助量が軽減したため、
第46病日より平行棒内歩行練習を開始し、下肢 ergometer
へと移行した。初回は右プラスチック短下肢装具と膝関節ア
シスト付きサポーター、左長下肢装具を使用し、平行棒内歩
行は片道×2回に中等度介助を要した。労作時頻脈に配慮し
ながら運動量を増やし、第59病日には左のみ金属支柱付き
短下肢装具と膝関節アシスト付きサポーターへと変更し、1
往復×4回が近位監視で可能となった。転院時BIは70点、
MRC�score は42点で、MMTは上肢で4-5、下肢は3-4に
改善したが、左足関節底背屈は0のままであった。第60病
日に回復期病院へ転院となった。

【考察】 本症例はCOVID-19感染後に腰神経叢障害、critical�
illness�neuropathyを発症した。今回、理学療法開始までに
ICU入室より12日が経過しており、また ICUでは感染対策
や介助量の問題で、端座位や四肢筋⼒トレーニングの実施に
留まった。COVID-19によりICU入室や挿管管理が必要とな
る場合でも、早期介入や介入方法について検討が必要と思わ
れる。隔離解除後は物理療法、装具療法を使用した動作練習
と合わせ、ergometerを併用し運動量を増やした結果、ADL
改善、歩行能⼒向上に繋がったと考えられる。COVID-19患
者の79%でCINや clinical� illness�myopathyを認めると報
告されており、経過や有効な介入についての情報蓄積が必要
と思われる。

【倫理的配慮、説明と同意】 対象者にはヘルシンキ宣言に基づ
き発表の主旨と倫理的配慮について十分に説明し同意を得た。

O-73 重症COVID-19感染後に腰神経叢障害、
critical illness neuropathyによる 
左下肢優位の四肢筋力低下を認めた 
症例に対する理学療法の経験

キーワード：COVID-19、筋力低下、ニューロパチー
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○阿部 圭佑、清水 隆司、伊藤 寛之、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

【はじめに】 近年、パーキンソン病におけるすくみ足の原因
として、下肢の協調運動障害が考えられている。協調運動は
身体各部位が相互に調整を保ったままでの運動とされ、その
要素には筋出⼒のタイミングである時間配列と強度配列があ
る（2018年、森岡）。今回、筋出⼒の強度配列に着目して介
入し、すくみ足改善に至った一例を経験したため報告する。

【症例紹介】 70歳代男性でパーキンソン病発症後9年経過し、
服薬自己中断による症状増悪のため当院入院となる。介入時
のHoehn-Yahr Ⅲ度であった。評価項目はT字杖を使用し
た10m努⼒歩行テスト（以下、10mwt）や努⼒Timed�Up
＆ Go�Test（以下、TUG）、すくみ足は Freezing�Of�Gait�
Questionnaire（以下、FOGQ）、脚伸展筋⼒のピークトルク、
下肢協調性とした。脚伸展筋⼒と下肢協調性の評価には
StrengthErgo240（三菱電機社製、以下、SE）を用いた。下
肢協調性はアイソキネティックモードで40回転 /分、計3
分間駆動したときの下肢トルク値を回転毎に記録し、左下肢
トルク値から右下肢トルク値を引いた相対値（以下、左右差）
の平均値と分散値を用いて評価した。

【経過・結果】 40分 /日の理学療法介入の中にSEを用いた
下肢協調性訓練を3分間実施した。方法は負荷をアイソキネ
ティックモード35回転 /分に設定し、液晶モニターに表示さ
れる下肢トルク値の結果を視覚的にフィードバックしながら
病状非優位側（左下肢）が病状優位側（右下肢）と同程度の⼒
で駆動されるよう実施した。2週間の介入後、歩行能⼒は
10mwtにて10.9秒 /21歩→�7.1秒 /17歩、TUGにて13.5秒
→�9.5秒へ改善を認め、歩き出しや着座前の方向転換が円滑
に行えるようになった。FOGQは15/30点→�13/30点とすく
み足の改善を認めた。脚伸展筋⼒は左0.67Nm/㎏→�0.98Nm/
㎏、右0.53Nm/㎏→�0.86Nm/㎏と向上を認めた。下肢協調
性は左右差の平均値0.14Nm/㎏→0.05Nm/㎏、分散値
3.9→3.5と筋出⼒の左右差にばらつきが少なくなった。

【考察】 本症例はSEにおいて筋出⼒の左右差にばらつきを
認めており、強度配列において下肢協調運動障害が生じてい
ると考えた。パーキンソン病患者の運動療法では、視覚刺激
を用いて上位中枢からの出⼒を変化させることで最終的な効
果器である筋の神経活動を是正できると報告されている。本
症例は病状非優位側である左下肢に対して視覚的フィード
バックを用いて病状非優位側が病状優位側と同程度の筋出⼒
となるようSEを駆動した。その結果、上位中枢からの出⼒
が変化してSE駆動時の筋出⼒の強度配列が調整され、下肢
協調性が改善したと考える。下肢協調運動障害はすくみ足に
影響を与えると報告されていることから、本症例ではSE上
で下肢協調性が改善したことで歩行時のすくみ足改善に至っ
たのではないかと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表はヘルシンキ宣言に基づ
き、患者へ十分な説明を行い、同意を得た。

O-74 パーキンソン病患者のすくみ足に 
改善を認めた一症例
―下肢協調運動障害に着目して―

キーワード：パーキンソン病、協調運動障害、すくみ足
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○山元 紳太郎1）、内藤 善規1）、沢入 豊和1）、上村 晃寛1）、
神谷 猛1）、深谷 昌秀2）、斗野 敦士3）

1）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、
2）豊橋市民病院 一般外科、3）豊橋市民病院 救急科

【はじめに】 人工呼吸器患者を対象に早期離床が行われ、海
外においてはその安全性や有効性を示したRCTが数多く報
告されている。一方で非病態学的因子のマンパワーの問題で
離床が遅延する症例も数多くいるのが現状である。今回、離
床が難渋することが予想された食道癌術後の人工呼吸器管理
中に背面開放座位装置を用いて多職種と連携し、安全かつ効
率的な離床が図れた症例を経験したため、経過について考察
を交え報告する。

【症例紹介】 頚部食道癌に対して胸腔鏡下食道亜全摘3領域
リンパ節郭清術が施行された50歳代男性である。術翌日に
抜管されるも両側反回神経麻痺を合併し狭窄音が強くなった
ため再挿管が必要となった。初回理学療法時の ICDSCは0
点、MRCscoreは48点、FSS-ICUは15点だった。

【経過】 術翌日に再挿管管理となったが、離床訓練は継続し
て行い術後1日目は立位まで進行した。せん妄はなく座位姿
勢も安定していたためPARAMOUNT�BED社製の背面開放
座位装置「sittanⓇ」を用いて理学療法以外の時間も端座位
で過ごせるように集中治療医、看護師と連携を図り、ICU入
室中は平均して2-3時間 /日程度、実施中の有害事象を認め
ることなく座位時間を延長することが出来た。術後4日目に
歩行器歩行を開始し、術後6日目に気管切開術を施行、術後
7日目に人工呼吸器から離脱し術後8日目に一般床へ転床、術
後14日目に人工鼻へ変更され棟内歩行自立レベルに至った。

【考察】 ICUでの離床方法について、従来の方法は理学療法
の時間のみ離床訓練を行う、又は安定している症例であれば
車椅子へ乗車するなどが一般的である。本症例は人工呼吸器
管理中であったこと、食道癌術後でドレーンや点滴など多数
のルート管理が必要だったこともあり車椅子乗車を進めるに
は時間とマンパワーが必要だった。背面開放座位装置はベッ
ドサイドで端坐位を保持することが出来るため、人工呼吸器
やドレーンの移動が必要ないこと、有害事象が発生した際に
可及的速やかに臥位へ戻れること、車椅子より症例に合った
サイズに調整が可能なことがあり多職種の受け入れも良好
だった。ICUの配置基準である2対1看護であれば、看護師
監視下であっても安全かつ効率的に離床を促すことができ、
理学療法以外の時間で離床時間を延長することが出来たと考
えられる。渡辺らはせん妄がなく基本動作能⼒や筋⼒がある
程度保たれている患者に対しては、訓練時間を増加すること
で離床までの日数が短縮できると報告している。本症例につ
いても、人工呼吸器管理中の離床時間を伸ばせたことで、新
たな合併症の出現なく人工呼吸器から離脱し、一般床転床後
のADL拡大に繋げることが出来たと考えられる。

O-75 食道癌術後の人工呼吸器管理中に 
背面開放座位装置を用いて安全かつ 
効率的に離床時間が延長できた一症例

キーワード：離床、マンパワー、多職種連携
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○佐々木 紅実1）、髙栁 勇太1）、永房 鉄之2）、山内 克哉2）

1）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部、
2）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科

【はじめに】 脳腫瘍患者の運動機能障害は生存率やQOLの
低下に影響を及ぼす。本症例は運動失調に加え、脱抑制と注
意障害のため訓練内容の指示理解が出来ず、一般的な運動療
法の実施が困難であった。そのため、訓練内容を簡易的な動
作の反復に変更したところ運動失調が改善し、独歩可能と
なった。その結果と推移について報告する。

【症例紹介】 症例は70歳代女性、X-4日に当院に入院、X
日よりPT介入開始し、X+1日に腫瘍塞栓術、X+18日に開
頭腫瘍摘出術を施行された。初回PT介入時はRomberg試
験陰性、踵膝試験や叩打試験では両下肢に運動分解と測定異
常を認めた。片脚立位やタンデム立位は困難であり、Berg�
Balance�Scale（以下BBS）は25/56点とバランス障害を認め
た。また、Scale� for�the�assessment�and�rating�of�ataxia
（以下SARA）12.5/40点、重症度分類はStageⅣであり体幹、
下肢の運動失調を認めた。独歩は困難であり、Functional�
independence�Measure（以下FIM）は76/126点であった。
また、⾼次脳機能評価ではMini�Mental�State�Examination
（以下MMSE）18/30点、frontal�assessment�battery（以下
FAB）10/18点と低値を示した。

【経過・結果】 運動療法は歩行動作の反復とADL訓練を実
施し、口頭指示や鏡を用いてフィードバックをおこなった。
また、頻回に評価を実施することで運動機能の改善を患者と
共有した。
　X+55日には両下肢の運動分解や測定異常の改善を認めた。
片脚立位やタンデム立位は困難であったが、BBSは34/56
点に改善した。SARAは5/40点、重症度分類はStageⅢで
あり体幹、下肢の運動失調の改善を認めた。また、FIMは
102/126点となった。独歩は見守りで可能となり、10m歩
行試験は11.08秒、TUGは12.8秒であった。⾼次脳機能評
価でもMMSE�26/30点、FAB�15/18点と改善を認めた。
転院後、回復期病院で約1か月間のリハビリを実施し自宅退
院となった。

【考察】 本症例は運動失調を呈し、歩行能⼒の低下を示した。
外科的治療は脳実質の圧迫軽減により運動機能を改善するこ
とが考えられる。また、脳腫瘍患者に対するリハビリは、脳
卒中患者と同様の機能向上が得られる。一方で、小脳障害に
おいても⾼次脳機能障害を呈することが報告されており、本
症例においても脱抑制と注意障害を認め、一般的な運動失調
に対する運動療法の実施が困難であった。そのため、本症例
では介入を理解しやすい内容に変更した。また、口頭指示や
鏡を用いたフィードバックは患者自身が障害を認識すること
に繋がり、運動学習を促進したと考えられる。本症例のよう
に、訓練内容の指示理解に難渋する患者は多い。そのような
症例に対する簡易的動作の反復は、歩行能⼒の改善とADL
の改善が期待できると考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、書面
を用いて説明し同意を得た。

O-76 高次脳機能障害を呈した小脳腫瘍患者の
一例

キーワード：小脳腫瘍、高次脳機能障害、運動失調
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○尾崎 友香、村上 忠洋
社会医療法人 宏潤会 大同病院

【はじめに】 がん患者はがんそのものによる身体への影響に
加えて、治療の過程で生じる身体への影響によっても体⼒の
低下が起こる。そこへ合併する疾患が加われば、その影響は
さらに大きくなる。もともと体⼒の低下している患者が、入
院による活動性低下により介助が必要になる場合もあるため、
入院中にはできる限り廃用症候群を防ぐ事が重要となる。本
症例は肺がんと診断されており、閉塞性肺炎を主な要因とし
て入院した。疼痛や呼吸苦によって積極的な介入が難かった
本症例には、動作環境の調整や能⼒低下に介入を行うことで
自宅退院の準備を行うことができた。

【症例紹介】 81歳男性で6年前に慢性閉塞性肺疾患に罹患し、
1年前に左上葉肺腺がんと診断された。入院前から酸素療法
を行っており安静時から2Lの酸素を吸入していた。症例は
閉塞性肺炎による膿胸と両側腸腰筋膿瘍（以下、膿瘍）、化
膿性椎体炎のために入院した。入院時の基本動作は重度介助
から全介助であり、Barthel�Index（以下、BI）は食事のみの
加点で5点であった。

【経過】 化膿性椎体炎などによる腰背部の疼痛や膿胸などに
よる呼吸苦の症状緩和と自宅退院に向けた基本動作の再獲得
を目的に、入院翌日から理学療法が処方された。介入当初の
疼痛は寝返りやヘッドアップでも強く、呼吸苦はわずかな体
動でも出現した。膿瘍の増悪によってベッド上での介入が中
心であり、立位・歩行練習は第29病日から開始した。しか
し胸水や肺水腫などにより疼痛や呼吸苦の症状が悪化し、改
善するまではベッド上での介入が再び続いた。第38病日に
歩行練習を再開したが、症状の継続により積極的に介入でき
ない状態が多かった。そこでドレナージ用カテーテルが2本
留置されている状態であったが疼痛の緩和を図るため、カ
テーテル挿入部を除圧してダーメンコルセットを装着させて
動作へ介入をした。これにより疼痛が軽減し端座位や補助具
を使用した歩行が徐々に可能となり、基本動作が軽介助から
監視で行えるまでに改善した。第68病日に自宅退院を目指
して老人保健施設のショートステイへ入所し、その約2ヶ月
後に自宅へ退院した。

【考察】 膿胸や膿瘍による炎症のコントロールが成されれば疼
痛や呼吸苦は改善が期待できると考え、理学療法の対象を肺
がんなどによる慢性的な体⼒消耗状態に伴う廃用症候群の予
防と自宅退院後に必要となる歩行などの移動動作とした。入
院時と退院時で身体機能に大きな変化はなかったが、積極的
に活動できない間に生じる廃用症候群に対して介入を続けた
こと、コルセットや補助具を使用した歩行など動作環境へ介
入したことなど、状態に合わせて負荷量や環境を調整した理
学療法を行うことで最終的に自宅退院につながったと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき患者の
個人情報に配慮した。またインフォームドコンセントを行い、
自由意志に基づき同意を得た。

O-77 閉塞性肺炎による膿胸と両側腸腰筋膿瘍
を併発した肺がん患者に対する理学療法
～ 活動性低下に着目し自宅退院へむけた 
取り組み～

キーワード：肺がん、閉塞性肺炎、活動性低下
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○裁 裕貴、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、�
山田 容規、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院

【目的】 当院では⾼齢者の誤嚥性肺炎による入院が多い。肺
炎の繰り返しによりADLや全身状態の悪化、嚥下機能の低
下をきたし悪循環に陥りやすい。このようなケースを防ぐに
は、理学療法士（以下PT）の誤嚥性肺炎に対する予防意識、
連携意識が重要である。そこで、本研究では当院職員の誤嚥
性肺炎に対する現状を把握し、職種間の意識の違いを明らか
にし、その後の予防活動に活かすためにアンケートを実施す
ることとした。

【方法】 対象は、本研究に同意が得られた当院看護師（以下
Ns）、介護士、PT、作業療法士（以下OT）、言語聴覚士（以
下ST）の119名であった。アンケートは誤嚥性肺炎に関連
した知識、意識の程度を問う15問を4件法にて作成し、実
施した。自身が誤嚥の予防・対処で行うこと、患者の食事や
ベッド上の姿勢で意識することを問う3問を複数選択形式で
実施した。設問毎に集計し、職種間の比較を行った。統計解
析はEZRを用い4件法の設問をKruskal-Wallis 検定、複数
選択形式の設問をχ2乗検定にて行った。有意差を認めた場
合、Bonferroni 補正のMan-WhitneyU検定で多重比較を
行った。有意水準は5%未満とした。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、当院の倫理審査委員
会の承認を得た。対象者には事前に研究の要旨を書面にて説
明し、同意を得た。

【結果】 全体の割合では退院後の伝達を問う設問にて当ては
まらない群の割合が5割以上であった。PTは食事姿勢の把
握、多職協働、誤嚥予防意識を問う設問にてNs、STと比
較して有意に低い結果となった。自身が行う誤嚥予防・対処
を選択する設問では、口腔ケア・喀痰吸引を選択するNs、
STの割合が他職と比較して多く有意差が見られた。呼吸練
習に関しては選択しているPTの割合は多く、Ns、介護士、
STと比較して有意差が見られた。自身が食事姿勢で意識す
る事を選択する設問では、誤嚥の予防を選択したNsは PT
と比較して有意に多かった。自身がポジショニングで意識す
る事を選択する設問では、誤嚥の予防はPTがNs、STと
比較して有意に低かった。筋緊張の緩和はPTとOTがNs、
介護士と比較して有意に⾼かった。

【考察】 全体の傾向として退院後の伝達に関りが少ない職員
が多いことが示唆された。他職と比較して自分は食事やベッ
ド上の姿勢の多職種共有が十分に行えず、担当の食事姿勢に
関しては把握が不十分であると考えるPTが多い。また、
PTは患者の食事やベッド上の姿勢を考慮する点として誤嚥
予防を選択した割合は少なく、呼吸練習以外の誤嚥予防アプ
ローチを行う割合も少ないことが明らかになった。上記の理
由から誤嚥予防において専門性を生かしきれていないと考え
るPTが多くなったと考える。

【理学療法学研究としての意義】 院全体として、退院後の誤
嚥予防支援の強化が必要である。PTは、上記に加え協働意
識を持つ必要がある。また、専門性を生かし誤嚥予防を呼吸
リハとして積極的に取り入れていく事で、多角的アプローチ
に繋がる。

O-78 当院における誤嚥性肺炎に対する 
意識調査
―理学療法士と他職の比較―

キーワード：誤嚥性肺炎、多職種連携、アンケート調査
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○熊谷 綾華、平野 明日香
藤田医科大学病院

【目的】 当院の回復期リハビリテーション病棟では退院支援
の一環として家屋評価と家屋訪問を実施し、その内容は記録
しており、他患者の参考にできないか模索してきた。現状は
感染対策の強化から、家屋訪問を控えることが増えている。
そこで今回、当院における過去の家屋評価の実態を調査した
ので報告する。

【対象と方法】 �2018年1月1日から2022年3月31日に当院
回復期リハビリテーション病棟に入棟した患者の中で、家屋
訪問を実施した106名を対象とした。対象の疾患は、脳血管
疾患72名、脊髄疾患19名、骨折11名、その他4名であった。
そのうち今回は、その他を除いた102名（男性54名、女性
48名、平均年齢69.5±16.9歳）で調査を実施した。
　方法は、当院リハビリテーション部患者データベースより、
家屋評価に関する項目を後方視的に調査した。家屋評価は住
宅改修工事を伴う住宅改修、住宅改修工事を伴わない環境整
備に分類し、実施した割合を抽出した。また疾患毎に最も多
い場所と、その場所で最も多い内容を調査した。調査場所は、
食堂、階段、脱衣所・洗面所、玄関、浴室、廊下、居間、寝
室、門から玄関、車庫から玄関、台所、トイレ、その他入り
口の13ヶ所とした。

【結果】 住宅改修は68名（66.7%）、環境調整は98名（96.1%）
と環境調整の割合が多かった。
　住宅改修で最も多い場所・内容は、脳血管疾患はトイレ
（41.7%）・手すりの設置（90.0%）、脊髄疾患は浴室（47.4%）・
手すりの設置（55.6%）、骨折は門から玄関（36.4%）・段差
に手すりの設置（50.0%）と、トイレ（36.4%）・手すりの設
置（75.0%）であった。
　環境整備で最も多い場所・内容は、脳血管疾患は寝室
（80.6%）・ベッドの購入とレンタル（46.6%）、脊髄疾患は浴
室（84.2%）・シャワーチェアの購入（25.0%）、骨折は玄関
（72.7%）・靴着脱用の椅子の設置（50.0%）であった。
　全体における改修内容は13ヶ所中、9ヶ所で手すりの設置
が最も多かった。各場所における手すりの設置割合は、トイ
レ（43.1%）、浴室（34.3%）、脱衣所・洗面所（20.6%）、門
から玄関（18.6%）、玄関（14.7%）、車庫から玄関（13.7%）、
階段・廊下・その他入り口（8.8%）、居間・寝室・台所
（1.0%）、食堂（0%）であった。
【考察】 環境調整が多いのは、工事不要で導入や変更が容易
であるためと考えられた。住宅改修、環境整備の場所で最も
多い場所・内容は異なっており、疾患毎に特性があると考え
られた。手すりの設置割合は多いが場所毎で異なっており、
検討した上での設置が必要と考えられた。以上より、患者の
特性や場所に合わせた住宅改修と環境調整が必要であること
が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 住宅改修や環境整備が必要
な場所・内容の傾向を知り、疾患毎など患者に合わせた家屋
評価の実施に役立てられる可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当大学研究倫理審査委
員会の承認を得て実施した。

O-79 回復期リハビリテーション病棟における
家屋評価の実態調査
―住宅改修と環境整備に着目して―

キーワード：住宅改修、環境整備、回復期リハビリテーション

口述発表18　［ その他 ］ 10月30日（日）　第3会場
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○久保 慶昌
JA静岡厚生連 遠州病院

【はじめに】 �社会人基礎⼒は2006年に経済産業省が提唱し
た概念であり、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をして
いくために必要な⼒」と定義され、3つの能⼒（「前に踏み出
す⼒（アクション）」、「考え抜く⼒（シンキング）」、「チーム
で働く⼒（チームワーク）」）とそれぞれを構成する12の能⼒
要素から成る。
　以前より当院の新人理学療法士（以下、新人）に対する教
育内容が、臨床的な内容に偏っていたことや、新人と教育支
援者（以下、メンター）との間のコミュニケーションに改善
の余地があると認識していたことから、今回、新人教育とし
て社会人基礎⼒育成のためのグループワーク（以下、研修）
を導入した。2年間の研修を通して得られた新人の傾向や、
研修の課題に関して報告する。

【方法】 対象は、初年度は入職1、2年目、次年度は入職1年
目の新人計5名（23.4±0.5歳）、メンター5名（32±4.9歳）、
主任3名（33.8±5.4歳）とした。
　研修導入に際し、先行文献を参考に12の能⼒要素に関す
る行動指標36項目を3段階で点数化する独自の社会人基礎
⼒評価表（以下、評価表）を作成した。評価表を用いて行う
自己評価・他者評価は、各能⼒要素を採点し、また能⼒を発
揮出来た例や出来なかった例も具体的に記載した。
　研修は新人1名、メンター1名、主任1名の計3名で行い、
2～3ヵ月毎に年間計4回開催した。各回の研修は、事前に
評価表を用いて新人は自己評価、メンターと主任は他者評価
として新人の評価を実施したうえで、①自己評価と他者評
価の比較、②前回立案した行動目標の振り返り（第2回目以
降）、③能⼒を発揮出来た例、出来なかった例の振り返り、
④改善が必要と考えられる能⼒要素を選定し、次回までの
行動目標を立案、とした。
　新人毎に、各回で3つの能⼒毎の自己評価と他者評価の平
均点を算出し、単純比較した。

【結果】 新人毎による初回と4回目の平均点の比較では、他
者評価では新人全員が3つの能⼒とも上昇したが、自己評価
ではアクション：3名、シンキング：2名、チームワーク：4
名が初回と比べ4回目で低下した。また、自己評価と他者評
価の比較では、初回は3つの能⼒とも3名が他者評価よりも
自己評価の方が⾼得点であったが、4回目では新人全員が自
己評価より他者評価の方が⾼得点であった。

【考察】 他者評価の結果から新人の社会人基礎⼒は向上した
と考えられた。しかし自己評価は上昇傾向になく、新人自身
の評価基準の未熟さや、能⼒を発揮出来なかった例に注目し
がちであることが原因と推察された。新人へ他者評価の結果
や、成功例のフィードバック方法に課題があると考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 基礎学⼒・専門知識を活か
す⼒とされる社会人基礎⼒の育成に意図的に取り組むことは
自律した理学療法士の育成を促進するものと考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき対象者
から同意を得たうえで、個人情報に配慮して検討を行った。

P-02 新人理学療法士の 
社会人基礎力育成のための取り組み
～2年間の活動の報告とその課題～

キーワード：社会人基礎力、新人教育、自己評価

○大古 拓史1）、梅本 安則2）、櫻井 雄太3）、安岡 良訓4）、
吉岡 和泉3）、田島 文博4）

1）星城大学 リハビリテーション学部、
2）和歌山県立医科大学みらい医療推進センター、
3）那智勝浦町立温泉病院、
4）和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座

【目的】 本研究の目的は、頚下浸水温浴と自転車エルゴメー
ター運動を併用することにより、これまでに報告されている
単体刺激（温熱：42℃20分間・運動：60%Vo2�max、30分
以上）よりも低い負荷量・短い時間で血清BDNFが増加す
るという仮説を立て検証した。

【方法】 10名の健常男性（年齢23.7±0.8歳）を対象とした。
実験群は、40℃の頚下浸水（head-out�water� immersion：
HOI）と自転車エルゴメーター運動を組み合わせた群とし
（HOI-ex）、比較対照群は、40℃のHOIのみとした。実験
は、クロスオーバーデザインで実施した。30分間の安静後、
HOI-exまたはHOIを15分間実施し、30分間の回復を実施
した。深部温度、心拍数は、連続的に測定した。採血は安静
後、実施直後、回復15分後、30分後で実施し、血清BDNF、
P-セレクチン、血小板数を測定した。

【結果】 血清BDNFは、HOI-exにおいて安静時と比較し、
実施直後、回復15分後に有意な増加が観察され、群間差も
みられた。HOIでは、血清BDNFの変化は観察されなかっ
た。深部温度は、HOI-ex,�HOI において安静時と比較し、
実施直後、回復15分後、回復30分後に有意に上昇した。
HOI-ex の実施直後、回復15分後は、HOIよりも有意に上
昇し、群間差がみられた。血小板数は、HOI-ex,�HOI 共に
変化はなかった。HOI-exの P-セレクチンは、安静時と比
較し、実施直後、回復15分後に有意な増加が観察され、群
間差もみられた。HOIでは、P-セレクチンの変化は観察さ
れなかった。

【考察】 温熱と運動を併用したHOI-exは、温熱のみのHOI
よりも深部温度が上昇した。深部温度の上昇は、血清
BDNFを増加させる因子であることから、本研究における
血清BDNFの増加に寄与したと考えらえる。また、深部温
度の急激な上昇がなくとも、運動を実施することで血清
BDNFが増加することが報告されている。本研究において
も、HOIでは、血清BDNFが増加しなかったが、60%VO2�
maxの自転車エルゴメーター運動を付加することで、運動
の効果によって血清BDNFが増加した可能性が考えられる。
本研究では、運動と温熱の2つの独立したBDNF産生経路
が働き、相加作用によって血清BDNFが増加したと考えら
れる。

【理学療法学研究としての意義】 血清BDNFを増加させる
手段として、運動もしくは温熱刺激のどちらかのみでは、実
施時間や負荷量が⾼いため、臨床応用の障壁となっている。
本研究の結果は、臨床応用に向けた基礎データとなる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言を遵守
し、和歌山県立医科大学倫理委員会の承認を得て実施した。
研究対象者に対し、書面を用いて十分な説明を行い、同意を
得て実施した。

P-01 若年健常者における温浴を併用した 
自転車エルゴメーター運動時の 
血清 BDNF変化

キーワード：BDNF、頚下浸水温浴、持久力運動

ポスター1　［ 基礎・教育 ］



第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン　123

○栗田 和典1）2）、横川 正美3）、間所 祥子3）、田中 正二3）、
久保田 雅史3）、三秋 泰一3）、山崎 俊明3）

1）医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 リハビリテーションセンター、
2）金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻、
3）金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

【目的】 側腹筋（腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋）は脊柱安定
化に関与する。股関節内転運動（以下、内転運動）は側腹筋
の筋活動増加と関連する、また腹横筋の筋厚は内転運動強度
の増加に伴い有意に増大するという報告から、内転運動が側
腹筋の収縮を促す運動になり得るのではないかと考えた。股
関節屈曲角度によって股関節内転筋の活動は変化するとされ、
側腹筋の活動にも影響する可能性がある。そこで、本研究で
は内転運動時の股関節屈曲角度と運動強度が側腹筋に与える
影響を検討した。

【方法】 若年健常男性20名を対象とした。運動強度設定のた
め、徒手筋⼒計を用い、背臥位、股関節45度屈曲位で最大
両股関節内転筋⼒を測定した。Tooheyらの変換式より筋⼒
値（㎏）を血圧計の値（㎜Hg）に変換し、その20%値を低強
度、40%値を中等度とした。内転運動は背臥位で行い、強
度ごとに設定した圧で血圧計のカフを膝ではさむように押す
課題とした。股関節屈曲角度は0度、45度、90度に設定した。
超音波診断装置を用い、側腹筋の筋厚を測定した。各筋の筋
厚に対し、股関節屈曲角度（0度、45度、90度）と運動強度
（安静、低強度、中等度）を要因とした二元配置分散分析を
行った。有意な主効果または交互作用を認めた場合、条件間
を一元配置分散分析およびBonferroni 法にて比較した。有
意水準は5%とした。

【結果】 腹横筋は股関節屈曲角度と運動強度の主効果と交互
作用を認めた。45度の安静時（2.2±0.7�㎜）よりも中等度
（2.4±0.7�㎜）が、90度の安静時（2.4±0.8�㎜）よりも低強
度（2.7±0.9�㎜）と中等度（2.8±1.0�㎜）が、それぞれ有意
な筋厚増大を認めた。0度、45度、90度のいずれも低強度
と中等度との間に腹横筋の有意な筋厚変化を認めなかった。
内腹斜筋は運動強度に主効果を認め、90度の中等度（10.3±
2.2�㎜）が安静（9.8±2.1�㎜）および低強度（10.0±2.3�㎜）よ
りも有意に⾼値を示した。外腹斜筋は主効果および交互作用
を認めなかった。

【考察】 股関節屈曲45度の中等度、股関節屈曲90度の低強
度および中等度の内転運動は腹横筋の収縮を促すと考えられ
た。腹横筋の低強度と中等度との間に有意な筋厚変化が生じ
なかった理由の一つに、中等度が低強度から有意な筋厚変化
を生じるために必要となる運動強度を下回っていたことが考
えられる。

【理学療法学研究としての意義】 動きを視認できる運動で、
腹横筋の活動にも効果を得られる方法があれば、⾼齢者の運
動指導に利用できる可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 所属する施設の医学倫理審査委
員会の承認を得た。すべての対象者に研究の趣旨と内容を説
明し、同意を得た。

P-03 股関節内転運動が側腹筋の筋厚に与える
影響

キーワード：側腹筋、股関節内転運動、股関節屈曲角度

ポスター1　［ 基礎・教育 ］

○菅沼 惇一1）2）、千鳥 司浩1）、池田 由美2）

1）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科、
2）東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 理学療法科学域

【目的】 足部や足底の体性感覚機能の低下は立位バランスに
影響し、退行性変化の中で転倒の一因となり得る。しかしな
がら、足部や足底の体性感覚機能を向上させる介入は極めて
少なく、不明な点が多く存在する。本研究の目的は、継続的
な足部感覚トレーニングを実施した際の立位バランス機能お
よび足部の体性感覚機能に与える経時的な影響を明らかにす
ることである。

【方法】 対象は若年健常者1名（男性）とした。課題は、第1
課題から第3課題まで設定し、難易度は第1課題から第3課
題に移行するにつれて上昇した。被験者は閉眼座位（裸足）
で多軸不安定板に利き足（右）の足部を置き、ランダムに4ヶ
所のうち1ヶ所に置かれた重錘により傾く不安定板の情報を
足部の体性感覚機能を用いて、どこに重錘があるか回答を要
求された。第1課題として、100gの錘を用い10試行連続で
正答した後に、第2課題である75gの課題へと移行した。第
2課題も同様に10試行連続で正答した場合に、第3課題であ
る50gへと移行し10試行連続で正答した場合に課題終了と
した。課題中のフィードバックの方法は、正答した場合は正
答したことを口頭で伝え課題を続行し、誤答した場合は課題
を中断し、開眼させ重錘の正しい位置を視覚で確認させ結果
の知識をフィードバックとして与えた。課題の介入期間は1
週間の内5日間実施した。立位バランスは、重心動揺計
（ANIMA社製）上で3条件（静止立位、ラバーマット上、片
脚立位）×2条件（開閉眼）の30秒間の測定を2回ずつ行い、
空間パラメーターである実効値面積、時間的パラメーターで
ある動揺速度の平均値およびロンベルグ率を算出した。体性
感覚機能の評価として、足底（母趾、小趾球、踵中央部）の
触圧覚（20種類のSemmes�Weinstein�Monofilaments）およ
び二点識別覚（Disk-Criminator）、足部の運動覚（デジタル
角度計）を計測し各日の介入前後で比較した。

【結果】 立位バランス機能は、介入5日目に各条件で実効値
面積および動揺速度の平均値およびロンベルグ率が減少した。
また、二点識別覚、足部の運動覚は足部感覚トレーニングの
直後に即時的に改善を示し、継続して介入を実施することで、
さらにその効果は改善する結果となった。

【考察】 本研究の結果より、継続した足部感覚トレーニング
を実施することで即時的な効果が得られるだけでなく、その
効果は介入日数に応じて改善することが示された。このこと
から立位バランスの向上においては、運動機能のみに焦点を
当てた介入だけでなく、体性感覚機能にも着目した継続的な
介入の重要性が示唆された。今後は、この効果の持ち越し効
果に関して検証していく必要がある。

【理学療法学研究としての意義】 立位バランスの改善を目的
とした介入を実施していく上での基礎データとして意義深い
ものであると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は中部学院大学研究倫理
審査委員会の承認を受け実施した（D18-0011）。

P-04 継続的な足部感覚トレーニングが 
若年健常者の立位バランスへ与える影響
～一例の経時的変化～

キーワード：足部感覚トレーニング、立位バランス、継続的介入
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○井田 匡彦1）、髙橋 大生2）

1）医療法人社団一穂会 西山病院 通所リハビリテーション課、
2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

【目的】 捨て寸とは靴を履いた時のつま先と靴の空間のこと
であり、理想とされている捨て寸は0.5�㎝～1.5�㎝と幅が広
く、明確な基準値が設定されていない。また、自覚している
靴サイズは実際の足長からみた適正サイズよりも大きいサイ
ズを履いていることが多いと報告されている。適正サイズよ
りも大きいサイズの靴を着用すると、歩幅や歩行速度が低下
すると報告されている。本研究では、転倒リスクの観点から、
捨て寸の長さの違いが歩行機能に及ぼす影響を明らかにする。

【方法】 対象は足長26.0�㎝の健常成人男性13名とした。捨
て寸が0.5�㎝、1.0�㎝、1.5�㎝の3条件となるように靴を統一
し、各対象者が3条件の靴を着用の下、6分間歩行試験と
10m障害物歩行試験を実施した。試験の順番および3条件
の靴の着用の順番はランダムとした。また、測定環境や靴下
の統一も行った。なお、各試験のインターバルは疲労の影響
を考慮し、安静時心拍数がベースラインと同値に戻り、かつ
被験者が疲労を感じなくなるまでとした。6分間歩行試験、
10m障害物歩行試験における捨て寸の違いの比較には、対
応のない t検定（Bonferroni 法）を行った。いずれも危険率
5%未満を有意とした。

【結果】 6分間歩行距離は0.5�㎝（720.0±61.6m）と1.5�㎝
（688.8±63.5m）間に有意差を認めた（p=0.00）。6分間歩
行試験前後における自覚的運動強度は、いずれの条件下にお
いても有意差を認めなかった。10m障害物歩行試験では
0.5�㎝（5.4±0.5秒）と1.0�㎝（5.6±0.5秒）、0.5�㎝と1.5�㎝
（6.04±0.7秒）間に有意差を認めた（p≦0.02）。
【考察】 捨て寸が大きくなるに従って歩行距離が低下した要
因に、歩行時の蹴りだしの際に靴内で前足部が移動すること
によって、蹴りだす際の床反⼒ピーク値が小さくなることが
影響したと考える。また、足長が適合サイズよりも1�㎝以上
大きくなると腓腹筋などの筋活動が増すと報告されており、
本研究においても捨て寸の増大が過剰な筋活動を生じさせ、
歩行距離や歩行時間に影響を及ぼしたものと考える。さらに、
6分間歩行試験および10m障害物歩行試験は転倒との関連
性も明らかにされており、捨て寸が大きいことは転倒にも関
連する可能性がある。本研究結果より、健常成人男性におけ
る最適な捨て寸は0.5�㎝である可能性が示唆された。

【理学療法学研究としての意義】 本研究の最終的な目的は、
地域在住⾼齢者を対象に靴の捨て寸と転倒との関連を検討す
ることで、転倒が生じにくい捨て寸を明らかにし、特に屋外
環境での転倒リスク低減に寄与することである。本研究は健
常成人を対象としたことで、身体機能低下等の要因を極⼒排
除した上で、捨て寸の違いのみの影響を明らかにした基盤的
位置づけの研究である。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に則り本研究の
参加者に、研究目的、方法、参加は自由意思であり拒否によ
る不利益はない事、及び個人情報の保護について説明を行い、
書面にて同意を得た。

P-05 異なる靴の捨て寸が歩行機能に及ぼす 
影響
―健常成人での検討―

キーワード：捨て寸、歩⾏、転倒リスク

ポスター1　［ 基礎・教育 ］

○鈴木 祥平1）、今村 祐介2）、畑 康夫1）、平尾 重樹1）

1）JA愛知厚生連 豊田厚生病院、2）JA愛知厚生連 安城更生病院

【はじめに】 脳卒中発症後、48時間以内に座位や立位を開始
した者は、歩行獲得までの日数が短く、退院時のBarthel�
Indexが⾼く有用であると言われている。また、脳卒中片麻
痺患者において長下肢装具を用いた練習は、歩行自立度を⾼
めるために有用である。当院では、長下肢装具を所有してい
ないため、今回knee�braceとオルトップAFO（以下、オル
トップ）を併用し立位訓練、歩行訓練を行い、転院時にオル
トップと歩行器でトイレ歩行自立となった症例について報告
する。

【症例紹介】 本症例は、70歳代男性。併存症は、⾼血圧、糖
尿病、慢性腎臓病、慢性心不全。入院前の認知機能は問題な
く、日常生活動作（以下、ADL）、独歩は自立。X日に左橋
下縁梗塞を発症、X+1日よりリハビリ開始。X+2日に初期評
価を施行し、Brunnstrom�Recovery�Stage（以下、BRS）下
肢Ⅳ、Stroke�Impairment�Assessment�Set（以下、SIAS）
にて運動機能は、下肢4、3、2、体幹機能は垂直性1、感覚
は下肢位置覚2であった。ADL、基本動作は、起居動作、
端坐位保持が軽介助、起立、車椅子移乗にて膝折れを認め中
等度介助。歩行は装具使用せず平行棒にて、二動作揃え型で
右下肢立脚期にて膝折れを認めたため中等度介助。右遊脚期
でのトゥクリアランス低下、右下肢分回し動作を認めた。

【経過・結果】 X+2日より、端坐位、起立、歩行訓練開始。
立位訓練は、裸足で鏡を使用しながら実施。knee�brace と
オルトップを併用した歩行訓練では、股関節伸展や左右対称
の歩幅になるよう意識し、股関節外旋や、分回し動作が出現
しないよう後方より介助を行った。右立脚期の膝折れが改善
したため、X+14日に knee�braceオフし、歩行器とオルトッ
プで歩行訓練を開始。右遊脚期の足部の随意性が低く、転倒
リスクが⾼いためオルトップの継続が必要であった。X+20
日でトイレ歩行自立。X+21日に最終評価でBRS下肢Ⅴ、
SIAS下肢4,4,3。体幹機能は垂直性3。ADL、基本動作自立、
歩行時の膝折れや分回し動作の改善がみられ、オルトップと
歩行器にて歩行可能となり、X+22日に回復期病院へ転院と
なった。

【考察】 中屋らは、脳血管障害患者に長下肢装具の使用は脊
柱起立筋や大腿直筋、下腿三頭筋の筋活動が促すことができ
ると報告している。また、石神らは、長下肢装具を使用する
ことが、股関節周囲筋の筋⼒強化につながると報告している。
本症例でも、knee�brace とオルトップを併用した抗重⼒位
での立位、歩行訓練により、体幹筋や股関節筋出⼒が向上し、
立位姿勢や分回し動作が改善したと考える。さらに、膝関節
伸展筋筋⼒も向上した事により、右立脚期の膝折れが改善し、
トイレ歩行自立に至ったと考える。また、当院のように長下
肢装具がなくとも、knee�brace とオルトップで疑似的な長
下肢装具の代用も可能であることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 発表に際し倫理審査委員会の承
認を得て、症例に対し説明し同意を得た。

P-06 急性期脳卒中患者に knee braceと 
オルトップ AFOを併用した訓練により
歩行獲得した症例

キーワード：脳卒中、knee brace、オルトップ AFO

ポスター2　［ 脳血管 ］
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○松下 学
御前崎市家庭医療センター しろわクリニック

【はじめに】 今回、慢性期脳損傷患者で重度反張膝を呈した
症例のリハビリテーション及び装具処方に関わった。本症例
は臨床では比較的稀な重度反張膝で、介入にも難渋したため
治療経験共有の目的でここに報告する。

【症例紹介】 60代前半の男性、身長162.4�㎝、体重78.1�㎏、
BMI�29.6�㎏/m2。40年程前に交通事故により頭部外傷を受
傷し左片麻痺、⾼次脳機能障害を後遺した。現在は独歩自立、
ADL自立し両親が営む自営業の手伝いをしている。以前に
装具を作製したが痛みにより使用中止したことやアキレス腱
延長術を行った経緯がある。今回、左膝の痛みや転倒が増え
たことを主訴に当院受診しリハ依頼となった。

【経過・結果】 介入開始時、BRS左上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅲ、
ROM-t左足関節背屈7°、左膝関節伸展+35°で重度な反張
膝変形を呈していた。歩行は装具なしで独歩自立しているが
下垂足と claw�toe、重度反張膝を呈しており、これにより
左膝関節痛が生じていた。10m歩行は13.24秒20歩であっ
た。PTでは膝関節痛の軽減と転倒防止のために下垂足と反
張膝の矯正を進めることとした。訓練内容としてはROM訓
練、tilt� table での持続伸張、膝屈曲位での荷重訓練、訓練
用装具での歩行評価を計画した。荷重訓練では平行棒内なら
ば意識的にmid�stance で膝屈曲位を維持できるが独歩では
再び反張膝になってしまい、数回にわたり実施したが矯正困
難であったため装具による矯正が必要と考えた。訓練用装具
での歩行評価は shoehorn�brace では下垂足は矯正できたが
反張膝は押さえられず膝関節痛も軽減しなかった。金属支柱
付きAFOでは膝痛消失し背屈5°で反張膝も矯正すること
ができた。このためリハ医と相談し金属支柱付きAFOを作
製することとなったが、完成し在宅で使用を開始すると徐々
に反張膝に戻ってしまい66日後にシャンクの変形・亀裂を
起こした。装具は修理を行い、加えて反張膝用膝装具である
CB-BaCknee をレンタルし評価行うも矯正しきれず、修理
後は破損を防ぐため底屈制限7°に設定した。その後も1～2
年の間隔で3度の破損を繰り返している。現在も反張膝の矯
正には至っていないものの膝関節痛の軽減と toe�clearance
改善を目的として装具使用を継続している。

【考察】 今回の症例において装具処方により下垂足、膝関節
痛の改善はえられたものの反張膝の矯正には至らなかった。
原因として長年の反張膝歩行の学習と注意障害・記憶障害、
肥満や反張膝の重度さが考えられる。本症例のような変形や
歩容を来さないよう下肢装具が必要なレベルの脳損傷患者に
対してはリハ医や理学療法士による継続したフォローが必要
だと感じた。今後は外科的治療も視野に入れ医師と連携して
いく予定である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本学会の報告にあたりヘルシン
キ宣言に基づき倫理的配慮を行い対象者には報告の主旨につ
いて書面にて説明し同意を得た。

P-07 装具による矯正が困難であった 
重度反張膝患者の経験

キーワード：反張膝、下肢装具、慢性期脳損傷

ポスター2　［ 脳血管 ］

○高橋 良太1）、岡本 まなみ1）、宮川 真理子1）、�
梅原 健人1）、佐々木 信幸2）

1）富士市立中央病院 リハビリテーション科、 
2）聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション医学講座

【はじめに】 近年、脳卒中リハビリテーションにおいて脳画
像を用いた予後予測の重要性は増している。今回、臨床症状
と脳画像からプログラムを立案、実施したことで、ADL改
善が得られた症例を経験した為報告する。

【症例紹介】 20代女性。意識朦朧としているところを発見さ
れ、当院へ救急搬送。もやもや病、脳室穿破を伴った左頭頂
葉皮質下出血と診断。同日、穿頭脳室ドレナージ術施行し、
ICU入室。病前ADLは自立。CTでは、左中心後回、左上
下頭頂小葉の血腫に加え、脳浮腫による左中心前回への圧迫、
ミッドラインシフトを認めた。上記から、一時的運動麻痺に
加え、感覚障害、身体失認、失行、ゲルストマン症候群を呈
すると推察した。

【経過・結果】 2病日、リハビリテーション開始。GCS�
E3V5M6。BRS�Ⅱ-Ⅲ-Ⅲ。FIM26点。7病日、脳室ドレーン
抜去、一般病床に転棟し、離床開始。SIAS34点。基本動作
中等度介助。CTでは、ミッドラインシフト軽減も、脳浮腫
は残存。10病日、歩行器歩行中等度介助。BRS�Ⅲ-Ⅳ-Ⅲ。物
品使用や左右、書字、計算の間違いが散見され、失行、ゲル
ストマン症候群が疑われた。上記から、歩行、基本動作練習
を実施。18病日、歩行監視。BRS�VI-VI-VI。感覚は中等度
鈍麻。物品使用困難。造影CTでは、左中心後回、左上下頭
頂小葉に加え、両側の全体的な脳血流低下を認めた。上記か
ら、ADL動作の課題指向型練習に加え、Borg�scale13、20
分程度の有酸素運動を実施。30病日、歩行自立。物品使用、
左右や書字の間違いは軽減。10m歩行8.4秒。TUG10.8秒。
MMSE20点。FAB12点。TMT-A125秒、TMT-B229秒。
感覚は軽度鈍麻。37病日、病棟内ADL自立。MMSE30点。
FAB16点。TMT-A80秒、TMT-B99秒。48病 日、
FIM126点。SIAS73点。ゲルストマン症候群はADLに支
障をきたさない程度まで改善。復職に向けてリハビリテー
ション病院に転院。CTでは、脳浮腫改善。左中心後回、左
上下頭頂小葉に低吸収域を認めた。89病日、もやもや病に
対するバイパス術を目的に再入院。FAB18点。TMT-A36
秒、TMT-B38秒。感覚鈍麻はなし。MRIでは、左中心後
回、左上頭頂小葉に低吸収域を認めた。造影CTでは、両側
の脳血流量低下は軽減。103病日、自宅退院。

【考察】 本症例の運動麻痺は脳浮腫による左中心前回への圧
迫に伴う一時的症状であった可能性が⾼く、早期より歩行、
基本動作練習にて麻痺側の積極的な使用を促したことが円滑
な改善に寄与したと考える。運動麻痺改善後もADL動作困
難を認めたのは、左上下頭頂小葉の血腫に加え、両側の全体
的な脳血流低下により失行やゲルストマン症候群が助長され
ていた可能性が示唆される。有酸素運動は脳血流を促進する
という報告がある。脳血流を促進した上で、課題指向型練習
にてADL動作を反復したことで失行、ゲルストマン症候群
軽減、ADL動作改善に至ったと考える。臨床症状と脳画像
からプログラムを立案することで、症例に適した効果的な急
性期リハビリテーションの実施に繋がると考える。

【倫理的配慮・説明と同意】 本発表はヘルシンキ宣言に基づ
き、十分説明した上で書面にて同意を得た。

P-08 臨床症状と脳画像からプログラムを立案し、
ADL自立まで改善した若年脳出血患者の
急性期リハビリテーションの一例

キーワード：脳画像、急性期リハビリテーション、若年脳出血
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○大石 恵理子
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

【はじめに】 リハビリテーション治療によって歩行能⼒を改
善させるためには、適切な下肢装具の選定が必要である。そ
こで、脳卒中片麻痺患者における短下肢装具の効果を三次元
動作分析装置を用いて定量的指標に基づき比較し、装具検討
を行った。

【症例紹介】 50歳代女性。右視床・被殻出血による左片麻痺。
下肢Brunnstrom�Stage Ⅲ、深部表在感覚重度鈍麻。裸足
歩行は麻痺側荷重応答期～立脚中期で反張膝を呈していた。
　三次元動作分析装置（アニマ社製）を用いて、4点杖を使
用し裸足、オルトップ、ジレット、後方平板支柱型短下肢装
具（足関節背屈5～10°制限、アルミ支柱、以下RAPS）に
て歩行計測を行った。反張膝は、荷重応答期～立脚後期に膝
関節が急激に伸展するものと定義されている。矢状面上の膝
関節マーカ移動速度は健常例では前方向の正の値を示し、反
張膝例では負の値を示すため、膝関節マーカ移動速度を反張
膝の有無の指標とした。

【結果】 荷重応答期～立脚後期の膝関節マーカ移動速度は裸
足、オルトップ、ジレットで負の値、RAPSでは正の値と
なった。RAPSの支柱をアルミ（以下A）からカーボン製の
リジッド（以下R）やフレキシブル（以下F）に変更すると、
膝関節マーカ移動速度は負の値となった。非麻痺側歩幅の増
大を狙うために、Aで足関節設定を5～15°に拡大したとこ
ろ、麻痺側立脚期における下腿傾斜角度は21.1°から25.5°
と増大したが、膝関節マーカ移動速度は負の値となった。

【考察】 今回、観察による歩行分析だけでなく、三次元動作
分析装置で定量的な指標を用い装具選定を行なった結果、適
切な装具選定ができたと考える。
　反張膝はRAPSでは制御できたが、ジレット、オルトッ
プでは制御困難であった。オルトップでは足関節運動が制限
され、前方への推進作用を阻害し膝関節が過度に屈曲し、伸
展方向への運動が増大したと考えられる。ジレットは下腿傾
斜が増大する一方で、拮抗する大腿四頭筋の遠心性収縮が不
十分であったと考えられる。
　RAPSのAでは反張膝が改善された。装具の撓みの違い
で足関節部の筋出⼒、膝関節の安定性、下腿三頭筋の痙性の
程度は変わり、カーボン支柱は底背屈への制動と補助の機能
に影響する。本症例ではRやFでは底屈制動⼒が不十分で
あったが、Aは底屈制動が強固で膝関節安定性が向上した
と考えられる。しかし、背屈遊動が大きいと足関節底屈モー
メントが作用し、膝関節過伸展をもたらしたと考えられる。
　反張膝による長年の歩行継続は重症化、歩行困難へ陥るこ
とがあり、早期からの短下肢装具使用で、疼痛や変形を予防
できる可能性があるとされている。本症例は背屈5～10°設
定、アルミ支柱のRAPSで麻痺側立脚期に膝関節屈曲位を
保った歩行が可能と推察できた。三次元動作分析装置による
定量的指標を用いた装具選定は、治療の方向性を説明する際
に患者や多職種の理解が得られやすく、有用であると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 対象となる本人へ計測の趣旨と
内容について説明し、同意を得て行った。

P-09 三次元動作分析装置を用いて 
短下肢装具の検討を行った 
脳卒中後片麻痺を呈した一症例

キーワード：片麻痺、短下肢装具、三次元動作分析

ポスター2　［ 脳血管 ］

○柳原 一也、小崎 琢也
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

【はじめに】 ボツリヌス毒素A型を用いた治療（以下、ボツ
リヌス治療）は、ターゲットとなる筋に直接注射することに
よって、前シナプス神経終末でのアセチルコリン放出をブ
ロックする。その結果、筋の収縮を抑制し痙性軽減と巧緻運
動の改善が見られ、生活の質（quality�of� life；QOL）の向上
が期待できる。今回、継続的なボツリヌス治療によりQOL
が向上し、サービスを活用しながら一人暮らしをする脳性麻
痺症例を経験したため報告する。

【症例紹介】 症例はアテトーゼ型脳性麻痺を持つ20歳代、男
性。在胎期間28週、出生時体重1,052g、保育器を約3ヵ月
使用した。出生時から現在に至るまで寝返りや座位、つかま
り立ちは困難であった。本症例は当院にて約3年間ボツリヌ
ス治療を継続している。
　改良されたリクライニング車椅子で日中を過ごし、日常生
活は全介助であり、常に介助者を必要とする。現在は障害者
年金と両親の協⼒を得て、重度訪問介護サービスを利用しな
がら一人で生活している。
　主な連絡手段として机上に設置した携帯電話によるLINE
を使用しており、文字の打ちにくさの訴えがあった。
Modified�Ashworth�Scale（以下、MAS）は右上腕2、前腕3、
可動域制限として左肘関節伸展 -20度、手関節背屈 -90度
であった。

【経過・結果】 ボツリヌス治療は初回のX年Y月Z日に右
の上腕二頭筋・円回内筋・橈側手根屈筋・尺側手根屈筋に各
25単位、左半膜様筋・半腱様筋に各25単位、左薄筋に50単
位分注からX+3年Y月Z日までの関節可動域、筋緊張を評
価した。約3ヵ月後には施注している。X+1年Y月 Z日か
らは左長内転筋・大内転筋の施注も追加している。理学療法
では施注筋に対するストレッチング・自動介助運動・リーチ
動作訓練を行った。約3年間の継続にて右上腕二頭筋の筋緊
張はMAS1へ改善した。可動域では、右肘関節伸展20度、
右手関節背屈20度、左股関節外転5度改善した。動作とし
て携帯電話による文字が打ちやすくなったことやボトックス
治療における入院時にナースコールボタンの工夫が必要で
あったが、机上に設置したナースコールを押せるといった向
上がみられた。

【考察】 ボツリヌス治療の結果、特に上肢機能に改善が認め
られた。症例は車椅子中心の生活ということもあり、LINE
での連絡やパソコンで好きな音楽を聴くといった上肢の使用
頻度が多い。ボツリヌス治療効果に加え、日常生活での施注
筋の使用によって、より筋緊張の軽減や可動域改善に効果が
あり、結果、電子機器の操作性向上に繋がったと推測される。
　このようなQOLの維持・向上のためボトックス治療を継
続し、部分的ではあるが筋緊張や可動域の改善が認められる
とともに、本人が実感できる実質的なQOLの改善を得るも
のでなければならないと考えた。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例報告の上で、本人と両親
にその趣旨を十分に説明し同意を得た。

P-10 継続的なボツリヌス治療の経過と 
サービスを活用しながら 
一人暮らしをする脳性麻痺症例

キーワード：ボツリヌス毒素 A 型、脳性麻痺、QOL
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○田中 靖人
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

【はじめに・目的】 近年、脳卒中片麻痺患者に対する歩行練
習にリハビリテーション支援ロボットの使用が注目されてお
り、その1つとしてウェルウォークWW-1000（以下WW）
がある。WWは長下肢装具と短下肢装具の利点を組み合わ
せており、またアシスト機能により正常歩行に近い歩容で歩
行練習が可能になる。WW介入の効果として、立脚期の歩
容において支持性向上や骨盤帯の動揺が軽減することが報告
されている。今回Stiff�Knee�Pattern（以下 SKP）を呈して
いた回復期脳卒中片麻痺患者に対して、荷重応答期（以下
LR）から立脚後期（以下TSt）にかけてWWの伸展アシス
ト機能を使用した歩行練習を反復し、麻痺側立脚中期（以下
MSt）において正常歩行に近い膝関節軽度屈曲位で支持でき
るようになったため報告する。

【症例紹介・方法】 症例は橋梗塞により左片麻痺を呈した80
代男性。X日に自覚症状を訴え急性期病院に入院され、
X+29日目に当院へ転院された。初期評価時、FIM-mは
53/91点、下肢 SIAS-Mは4-3-3、BRSはⅤ -Ⅴ -Ⅴ、軽
度感覚鈍麻を認めた。FBS38/56点、歩行は杖歩行、独歩と
もにLR以降に膝の不安定性がみられ軽介助だった。入院翌
日より理学療法介入を開始し、X+43日目よりWWによる
介入を並行して行った。WWの介入期間は2週間（5回 /週、
2単位 /日）とし、介入前後で3次元動作解析装置（アニマ株
式会社：ローカス3D�MA-3000）による歩行分析を行った。

【結果】 WW介入後、T字杖と短下肢装具を使用して監視歩
行が可能になり、下肢SIAS-Mは5-4-4、FBSは49/56点
と改善した。3次元動作解析による歩行分析では、歩行速度
やストライド長の項目で改善を認めた。また麻痺側立脚相に
おいて足関節底屈モーメントが増大した。さらにMStから
TStにかけてWW介入前は膝関節伸展モーメントが働いて
いたが、介入後は膝関節屈曲モーメントが働くようになった。

【考察】 本症例の歩容は麻痺側立脚期における体幹・骨盤帯・
股・膝・足関節の荷重連鎖障害がみられ、体幹部の支持性低
下や下腿前傾を制御できなかったことによりSKPとして異
常歩行がみられたと考えられる。LRからWWの伸展アシ
ストによって正常歩行に近い歩容を学習したことにより、立
脚期における足関節の筋出⼒パターンや荷重感覚が促通され
膝の不安定性が改善し、MSt以降に膝関節が過伸展しない
ように膝関節屈曲モーメントが働くようになったと考えられ
る。そして麻痺側TStで支持性が改善し足関節底屈モーメ
ントが増大したことで非麻痺側のストライド長が増大し、歩
行の安定性や機能性が向上したと考えられる。本症例の結果
からSKPの症例へのWW介入は歩容改善につながること
が示唆された。しかし今回は回復期の1症例のみを対象とし
ており、自然回復の可能性も否定できないため、症例数を増
やし研究デザインを検討していく必要がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表はヘルシンキ宣言に則り、
患者本人に口頭にて十分に説明し同意を得た。

P-11 麻痺側荷重応答期より膝関節の不安定性
を呈していた回復期脳卒中片麻痺患者に
対してウェルウォーク介入を行い、 
麻痺側立脚中期の歩容が改善した一症例

キーワード：ウェルウォーク、Stiff Knee Pattern、3 次元動作解析

ポスター2　［ 脳血管 ］

○若林 翼1）、石黒 博也2）、四谷 昌嗣1）

1）公立丹南病院 リハビリテーション室、
2）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科

【はじめに】 複合的局所疼痛症候群（以下：CRPS）は痛みを
伴う四肢の外傷や不動によって強い痛みや異痛症（以下：ア
ロディニア）、痛覚過敏が遷延する症候群である。治療とし
て、運動療法、物理療法などの理学療法が施行されているも、
アロディニアは確立された治療法が少ない難治性疼痛とされ
ている。CRPSモデルの動物実験では、健側肢に対しての経
皮的電気刺激治療（以下：TENS）が報告されており、⾼周
波TENSを実施すると触覚アロディニアが軽減したと報告
されているが、ヒトでのCRPS症例に対する健側TENSを
実施している報告は我々が調査したところ見当たらなかった。
そこで本報告は、左脛骨近位端骨折後に触覚アロディニアの
症状が出現した症例に対し、健側肢の⾼周波TENSを用い
た理学療法を経験したので報告する。

【症例紹介】 50歳代の女性、バイクでの転倒により左脛骨近
位端骨折、左肩甲骨骨折、左尺骨骨折、右橈骨遠位端骨折を
受傷し、左脛骨近位端骨折、左尺骨骨折、右橈骨遠位端骨折
に対して骨接合術を施行された症例であり、30病日目に当
院へ転院された。初回介入時より左下腿L3-L5領域に「風
が吹くだけで痛い、少し触れるとヒリヒリ痛む」など触覚
アロディニアの症状が出現しており、関節可動域訓練や筋⼒
訓練の際に疼痛が強く、運動療法の阻害因子であった。pain�
DETECT日本語版（以下：PDQ）21点、神経障害性スク
リーニングテスト12点の結果より、疼痛は神経障害性疼痛
と考えられた。その他、NRS8点、左足関節背屈ROM-15°、
左膝伸展筋⼒（HHD）3.6�㎏hと疼痛に加え関節可動域制限、
筋⼒低下も認めた。

【経過・結果】 33病日目より健側肢へのTENSを実施した。
TENSには電気治療器（ES-530、伊藤超短波社製）及び自着
性電極（PALS、Axelgaard 社製、5�㎝×9�㎝）を4枚用いた。
パラメーターは周波数200Hz、パルス幅100µs、刺激強度は
不快感のない最大耐性強度とした。電極貼付位置は下腿内側
部の疼痛部位にあたる対側下肢L3-L5領域に貼付した。1
回の刺激時間は約40分、1か月間毎日実施し、TENS後に
通常の運動療法を実施した。60病日目にはPDQ5点、神経
障害性スクリーニングテスト7点であり、NRSは3点と疼痛
の改善が見られた。左足関節背屈ROM0°、左膝伸展筋⼒
（HHD）12.9�㎏hと関節可動域と筋⼒ともに改善が見られた。
【考察】 本症例は触覚アロディニアに対して健側肢への⾼周
波TENSが疼痛軽減の一助となった可能性が考えられた。
TENSのゲートコントロール理論による効果を反映させる
ため、疼痛部位と同一の健側肢デルマトームにTENSを実
施したことが疼痛の軽減に繋がったと考えられる。また、
TENSは周波数に依存して内因性オピオイドが放出される
ため、⾼周波によって放出されるダイノルフィンやセロトニ
ン、ノルアドレナリンなどが鎮痛に関与した可能性が考えら
れた。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例には紙面及び口頭にて治
療の目的・趣旨を説明し署名にて同意を得た。

P-12 下腿の触覚アロディニアに対し 
健側肢への経皮的電気刺激（TENS）と 
運動療法の併用が効果的であった 
脛骨近位端骨折の一症例

キーワード：TENS、疼痛、触覚アロディニア

ポスター3　［ 運動器 ］
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○池田 実咲
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

【はじめに】 運動学習には内在的フィードバック（以下FB）
と外在的FBが使用される。内在的FBの視覚的FBは臨床
でもしばしば利用され、その運動学習効果の文献も数多く存
在する。今回、左人工膝関節置換術（以下TKA）を施行後、
跛行が残存した症例に対し、視覚的FBに着目して歩容指導
を行ったため報告する。

【症例紹介】 60歳代男性。併存症は関節リウマチ。ADLは
独歩で自立。無職。認知機能は良好。

【経過と結果】 X-1月より歩行時の左膝関節痛を自覚し、当
院整形外科を受診。X月Y日TKA施行。術前評価では左
膝関節屈曲115°伸展 -20°。徒手筋⼒検査（以下MMT）で
は左大腿四頭筋4。10m歩行は独歩にて8.56秒。立位姿勢
は左膝軽度屈曲位、右重心。歩行時のNRSは左膝関節外側
に7/10。左立脚中期に lateral� thrust・体幹左傾斜を認めた。
HOPEは痛みなくきれいに歩きたいであった。Y+1日より
理学療法開始、Y+2日より可動域訓練と歩行器歩行練習開
始。Y+4日では歩行器にて20m歩行可能となり、NRSは
4/10へ軽減したが術前の跛行が残存した。跛行に対し口頭
でのFBを行っていたが正しい歩容をイメージできていな
かったため、言語的FBだけなく視覚的FBも取り入れ、情
報量を増やすこと必要があると考えた。原山らは鏡や体重計
を使用した視覚的FBは姿勢改善に効果があると報告してお
り、視覚的FBは歩容改善に有効でないかと仮定した。今回、
体重計・鏡を用いた訓練を行い、立位姿勢から歩容改善の順
に介入した。まずアナログ式体重計2台に片足ずつ乗せ、数
値を見ずに左右均等になるように立位姿勢をとり、次に数値
を確認し不足分の荷重を増やし、鏡を使用し右重心とならな
いように意識させた。立位姿勢改善後、鏡を見ながら歩容を
確認、指示、修正を繰り返し行った。その後Y+10日独歩開
始、Y+15日で自宅退院、Y+44日まで週2回外来通院し介
入方法を継続したところ、左立脚中期の lateral� thrust・体
幹左傾斜が消失した。歩行時のNRSは1/10へ減少。ROM
は左膝関節屈曲115°伸展 -10°、左大腿四頭筋MMT5へ改
善。10m歩行は6.57秒となった。自主訓練も鏡を使用し姿
勢を確認しながらスクワット、カーフレイズを行うよう指導
した。結果HOPEも達成し、家族との散歩も楽しめるよう
になった。

【考察】 今回、術後も術前と同様の跛行が残存した症例に対
し、視覚的FBを取り入れた訓練を行った。アナログ式体重
計は針の動きで荷重量を瞬時に認識でき、2台同時に使用す
ることで左右差の確認もできた。鏡の使用は身体全体を確認
できるため歩容の修正に効果があった。外在的FBと内在的
FBを併用することで客観的評価が可能となり歩容の改善に
至った。

【論理的配慮・説明と同意】 演題発表に関連し、開示すべき
COI関係にある企業はありません。

P-13 人工膝関節置換術後の歩容改善に視覚的
フィードバックが有効であった一症例

キーワード：人工膝関節置換術後、視覚的フィードバック、歩容

ポスター3　［ 運動器 ］

○西田 大祐、鈴木 敏彦、竹村 和也、大井 望、�
大高 早苗、中野 裕恭、坪井 石松
鈴木整形外科スポーツクリニック

【目的】 当院での投球障害に対する理学療法は学童期から社
会人の野球愛好家まで幅広い年齢層、競技レベルで実施され
ている。良好な経過を辿り競技復帰する選手が多いが、症状
の改善が乏しく治療終了となる選手も存在し、このような成
績不良症例の特徴を把握しておくことは理学療法を進める上
での有用な情報になると考える。本研究の目的は当院におけ
る投球障害理学療法の成績を把握すること、また治療成績に
関連する要因を調査することである。

【方法】 2018年8月から2021年10月まで当院で投球障害肩、
肘に対し理学療法を実施した103名を対象とした。平均年齢
は17.0歳、小学生29例、中学生33例、⾼校生20例、大学
生3名、社会人17例であった。投球制限中に来院を自己判
断で終了した19例を除く85例を投球時痛なく競技復帰でき
た群（良好群）と疼痛が残存した群（不良群）の2群に分けた。
2群間の比較は年齢、罹患部、ポジション、画像所見の有無、
初診時の上肢機能障害、体幹・下肢機能障害、理学療法実施
回数の7項目で実施した。機能障害は当院で独自に使用して
いる上肢9項目（肩甲骨、胸椎、肩、肘可動域、肩・手指筋
⼒）、体幹・下肢12項目（体幹・下肢可動域、筋⼒、バラン
ス機能等）の評価を1項目1点でスコア化し比較した。統計
処理は年齢、機能障害、理学療法実施回数については対応の
ない t検定、罹患部、ポジション、画像所見の有無について
はχ二乗検定を用い、危険率5%未満を有意差有りとした。

【結果】 治療成績は良好群58例、不良群27例であった。年
齢は良好群14.6歳 /不良群24.3歳、初診時の上肢機能障害
スコアは良好群5.1点、不良群3.67点でともに有意差を認め
た。その他項目に有意差はみられなかった。

【考察】 今回の検討では⾼年齢、初診時の上肢機能障害が強
い事が成績不良要因として挙げられた。年齢について社会人
はレクリエーションレベルが多く治療に対する意欲が低い事、
また機能障害に加え構造的な問題が増える事等が症状の改善
に抵抗する要因と考えられる。初診時の上肢機能障害につい
ては、外来診療で限られた時間、期間の中で上肢機能障害を
優先的に対応していく項目であることが示唆された。また上
肢機能障害の強い症例に対しては通常の理学療法に加え、よ
り複合的な治療も考慮する必要がある。今回の検討は初診時
の機能障害評価のみであり、機能改善が成績に直接関連する
ことは言及できないため、今後は治療成績と機能改善の関連
も調査し理学療法の効果を明らかにしたい。

【理学療法学研究としての意義】 本研究にて外来整形外科に
おける投球障害治療の予後に年齢、初診時の上肢機能障害が
関連することが確認され、理学療法内容の選択や患者指導を
する上での一助になることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づ
いて行われ、個人情報の流出に配慮して行われた。

P-14 当院における投球障害理学療法の 
成績不良要因の検討

キーワード：投球障害、治療成績、上肢機能障害
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○有川　康二郎、越田　由香、本谷　真未、入道　孝志、 
竹島　英祐
白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

【はじめに】 頚椎症は、頚椎のアライメントのみならず脊柱
全体のアライメントとの関連性が報告されている。そのため、
頚椎症に対して胸郭や肩複合体などを含めた体幹部への運動
療法が効果的であるとの報告が散見される。今回、頚椎症に
よる上肢の疼痛・痺れに対して頚部に加え、胸郭・骨盤帯へ
介入することで症状が改善した症例を経験したので報告する。

【症例紹介】 40代、女性、看護師。診断名は頚椎症性神経根
症、頚椎椎間板ヘルニア（直線型、MRI 上 C4-5椎間板膨隆、
C5-6椎間板ヘルニア）。X-1日、誘因なく右上肢の疼痛・
痺れが出現し、X 日に当院整形外科にて上記診断あり。ネッ
クカラー、鎮痛剤、物理療法（牽引・低周波）を処方された
が、十分な効果が得られず X+47日より理学療法が追加され
た（週1回、40分）。初期評価において、疼痛は両前腕外側
部（右＞左、安静時～活動時）にあり、右母指は常時痺れて
いた。圧痛は右斜角筋群、右小胸筋、右鎖骨下筋、両第6～
8肋間筋にあった。整形外科テストでは Spurling test、
Jackson test、Morley test で陽性を示した。関節可動域は
頚部全方向ならびに胸郭についても制限がみられた。筋力は
右上腕二頭筋、前鋸筋で低下していた。胸郭は Rib flare、
頭部は前方変位し、立位姿勢は Swayback を呈した。

【経過・結果】 圧痛筋（短縮筋）に対する選択的ストレッチ
ング、胸郭の可動域運動を実施し、椎前筋、腹筋群、ハムス
トリングス、股関節内転筋の促通による不良姿勢の改善を
図った。選択的ストレッチングによる症状改善の即時効果は
認められる一方で、効果の持続は乏しく日常生活にて寛解と
増悪を繰り返していた。頚部・胸郭の可動域は改善傾向にあ
り、脊柱の分節運動は臥位・座位レベルでは可能となってき
たが、立位レベルでは困難な状況が続き、不良姿勢は継続し
ていた。そこで、立位での脊柱の分節運動を追加したところ
不良姿勢の改善がみられるようになり、それに伴って治療効
果が持続するようになった。また、整形外科テストは全て陰
性化し、筋力は正常となった。前腕部の疼痛は消失し、母指
の痺れはまれにみられる程度まで改善したため X+159日に
理学療法は終了となった。

【考察】 頭部前方変位は頚椎への関節モーメントの増加をも
たらし、神経根症を悪化させると共に、斜角筋群の短縮によ
る胸郭出口症候群の合併をもたらしていたと考えられる。ま
た、胸郭の可動域制限も頚椎への代償的なストレスをもたら
し神経根症悪化の一因となっていたと推察される。本症例に
おいての頚部前方変位は Swayback に由来しており、症状
改善のためには頚部周囲の局所的な介入では不十分であり、
胸郭・骨盤帯を含めた全身的な介入が必要であった。

【倫理的配慮、説明と同意】 患者には発表に関して書面にて
説明し、同意を得ている。また、当院倫理委員会の承認を得
ている。

P-15 姿勢アライメント及び胸郭可動域への 
介入が有効であった頚椎症の一症例

キーワード：頚椎症、姿勢アライメント、胸郭出口症候群

ポスター3　［ 運動器 ］

○渋谷　侑子 1）3）、舟坂　浩史 2）

1）前 富山西総合病院 リハビリテーション科、
2）富山西総合病院 リハビリテーション科、
3）リハビリ・デイサービスとなみ

【目的】 当院では尿道カテーテル（以下カテ）抜去後の排尿
自立に向け、排尿ケアチームを立ち上げ理学療法士もその一
員として取り組んでいる。その中で大腿骨近位部骨折（以下
HF）術後に尿排出障害をきたす患者を多く経験した。HF 術
後の排出障害は、適切な排尿姿勢が妨げられ排尿を阻害され
ることで起こるのではないかと考え、今回 HF 術後の排尿機
能に影響を与える因子を検討することとした。

【方法】 対象は2020年4月～2021年3月の間に当院で HF
にて手術が施行された患者のうち、合併症等で他科転科した
患者を除く36例（年齢86.6±8.2歳、骨接合術28例 / 人工
骨頭置換術後外側アプローチ8例、男性9名 / 女性27名）。
術後のカテ抜去後、残尿を認めた状態を「排出障害あり」
と判断し、経過を診療録から調査した。排出障害あり群（20
例、うち19例はカテ抜去後2～22日で自排尿可能となった
が1例は尿閉をきたした）、排出障害なし群（16例）の2群に
分け、年齢、性別、BMI、カテ挿入日数、術式、初回理学
療法介入時・カテ抜去時の患側股関節屈曲可動域（以下屈曲
可動域）を比較した。また、排出障害あり群が自排尿可能と
なった時点の屈曲可動域を調査した。統計学的有意水準は
5% 未満とした。

【結果】 排出障害の有無によって年齢、性別、BMI、カテ挿
入日数、術式で差を認めなかった。屈曲可動域については、
初回理学療法介入時（排出障害あり群66.8±20.0°/ 排出障
害なし群66.3±22.2°）、カテ抜去時（排出障害あり群71.8
±20.7°/ 排出障害なし群77.8±21.1°）で差を認めなかった
が、カテ抜去時に排出障害なし群が大きい傾向にあった。排
出障害あり群が自排尿可能となった時点の屈曲可動域は90
±8.5°で、初回理学療法介入時やカテ抜去時より有意に拡
大していた。

【考察】 年齢、性別、BMI、カテ挿入日数、術式で排出障害
の有無により差は認められなかったことより、これらの因子
とは関係なく HF 受傷や手術侵襲が排尿を阻害する可能性が
考えられる。カテ抜去時に排出障害なし群の屈曲可動域が大
きい傾向にあったことや、排出障害あり群の屈曲可動域がカ
テ抜去時よりも自排尿可能となった時点で有意に拡大してい
たことより、屈曲可動域が排尿機能に影響を及ぼすことが示
唆される。また、排出障害を認めたとしても屈曲90°を獲得
すれば排尿機能が改善される可能性があると考えられる。屈
曲可動域拡大は股関節深層外旋筋の機能改善を示し、それと
連結する骨盤底筋に影響を与えることで排尿機能の改善につ
ながったものと推測される。屈曲可動域拡大は排尿姿勢や排
尿筋機能に影響することが考えられ、今後は筋機能について
も調査をしていきたい。

【理学療法学研究としての意義】 HF 術後の関節可動域運動
など理学療法介入が排尿機能回復の一助になり得ることが考
えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき行われ、
個人を識別、特定できないよう個人情報の保護に配慮して
行った。

P-16 大腿骨近位部骨折術後の 
尿排出障害について

キーワード：尿排出障害、大腿骨近位部骨折、股関節屈曲可動域
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○山口 直也
豊川市民病院

【目的】 松葉杖での片側下肢完全免荷移動（以下、松葉杖免
荷）は、指導の有無に拘わらず自立可能な例がある一方、反
復指導後も自立困難な例もある。西山らは、自立可否と運動
機能は関連し、40�㎝台からの片脚下肢起立が可能かつ握⼒
体重比が37.6%以上であれば自立可能としているが、この
結果に該当しない例を経験する。今回は自立可否を⾼次脳機
能と運動機能で解析し、自立困難例に対する介入方法を検討
する。

【方法】 対象は、主治医より松葉杖免荷練習の指示があった
当院入院患者のうち研究協⼒が得られ松葉杖の使用経験がな
く特筆すべき既往のない成人16名（男性11名、女性5名）と
した。松葉杖免荷が入院中に病棟内で自立した12例（43.0
±15.1歳）を自立群、松葉杖指導を複数回実施するも自立困
難であった4例（64.0±5.0歳）を非自立群とした。検討項目
は、⾼次脳機能検査にFAB・BADS・コース立方体組み合
わせテスト・TMT・SPTAを用いた。また運動機能検査は、
40�㎝台からの片脚下肢起立と握⼒体重比を用いた。さらに
対象の属性項目は、年齢・性別・体重・身長を用いた。統計
解析は、各群で対応のない t検定・Wilcoxonの順位和検定・
カイ2乗独立性の検定の何れかで比較した。全ての検定の有
意水準はp=0.05とした。

【結果】 FABでは運動系列項目で自立群（中央値3）と非自
立群（中央値2）の間で、合計得点で自立群（中央値17）と非
自立群（中央値15.5）の間で有意な差を認めた（p<0.05）。
BADSでは計画項目で自立群（中央値4）と非自立群（中央値
1）の間で、6要素項目で自立群（中央値4）と非自立群（中央
値3）の間で有意な差を認めた（p<0.05）。さらにコース立方
体組み合わせテストで自立群（中央値123.1）と非自立群（中
央値87.1）の間で有意な差を認めた（p<0.05）。その他の⾼
次脳機能検査と運動機能検査および属性項目では各群の間に
有意な差は認めなかった。

【考察】 松葉杖免荷の自立可否には、遂行機能の影響が示唆さ
れた。原は、遂行機能障害は定型化した行動の選択に失敗し
た時に発現するとしており、定型化した行動を習得し確立する
ことが治療理論であるとしている。その方法として von�
Cramonらの問題解決訓練があり、そのプロセスには、問題
の分析・自己言語化・フィードバックがある。松葉杖免荷にお
いては言語表現だけではなく動画を導入することで自己教示
をしやすいと考える。自己と自立例を客観的視点で比較して反
復して分析できるため行動の定型化が図りやすい。また、介
入時間以外でも視聴可能であり自主訓練に導入できるため松
葉杖免荷の習得において動画の導入は有効であると思われる。

【理学療法学研究としての意義】 松葉杖免荷移動の自立可否
には遂行機能が影響し、習得においては分析と自己教示が重
要であり、その方法の一つとして動画の導入が有効であると
思われる。

【倫理的配慮、説明と同意】 発表にあたり患者の個人情報と
プライバシーの保護に配慮し、研究目的、方法、参加に際し
不利益がないことを文書と口頭にて説明し同意を得た。

P-17 松葉杖免荷移動の自立困難例に対する 
介入方法の検討

キーワード：松葉杖、高次脳機能、遂⾏機能

ポスター3　［ 運動器 ］

○中嶋 俊太朗1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、�
坂下 竜之介1）、小畑  比呂1）、尾山 歩1）、有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、 
2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

【はじめに】 股関節屈曲動作にて下前腸骨棘周囲の疼痛を訴え
る症例を多く経験する。下前腸骨棘周囲の疼痛に関して、関
節唇損傷や股関節炎、大腿直筋腱炎といった報告は散見され
るが、大腿直筋下脂肪体（以下：RFP）に関する報告は少ない。
　当院ではRFPにハイドロリリースを行うと疼痛が軽減す
る症例が多く存在する。この経験から下前腸骨棘周囲部痛の
一要因として関与していると考えられる。
　今回、股関節屈曲時にRFP周囲の疼痛に加え膝関節伸展
筋⼒検査時に同部位での再現時痛と筋⼒低下が生じていた症
例に対し、RFPの動態を超音波画像診断装置（以下：エコー）
を用いて評価・治療をした結果、良好な成績を得られたため、
考察を踏まえて報告する。

【症例紹介】 症例は50代女性。診断名は右変形性股関節症で
ある。約5年前より階段昇段時やしゃがみ込む際に股関節前
面部痛が出現したため当院を受診した。理学療法所見では、
右股関節屈曲約90°にて股関節前面と膝関節前面の疼痛を訴
えた。また、大腿神経支配である右股関節屈曲筋⼒、右膝関
節伸展筋⼒ではどちらも健側と比較すると低下していた。エ
コーガイド下にて股関節前面部の圧痛所見を確認すると、
FPに著明な圧痛を認めた。
　また、RFPの柔軟性評価としてRFPに対し指腹を侵入さ
せた際の圧迫動態を確認した。健側では指腹の圧に対し柔軟
に形態変化する動態に対し、患側ではRFPが形態変化せず
柔軟性低下が示唆された。

【経過・結果】 理学療法として、RFPの柔軟性向上を期待し
た徒手操作やRFP周囲に存在する大腿直筋や小殿筋に対す
る収縮運動を行った。また、大腿神経筋枝に対し長軸・短軸
の滑走を目的とした徒手操作を行なった。
　理学療法開始4週目にて階段昇段時やしゃがみ込む際の疼
痛は消失した。また、RFPの圧痛も消失し、エコー動態に
ついては理学療法開始時に比べ指腹の圧に対し柔軟に変形し
ていた。

【考察】 股関節屈曲運動では組織間の滑走性が要求される。
RFPは、大腿直筋腱下に加え小殿筋・腸腰筋などの間を埋
める疎性結合組織であり、股関節屈曲運動では、機能的な変
形が要求される。また、大腿直筋腱下には大腿四頭筋筋枝も
通過しておりRFPとの関連性は非常に⾼いと考えられる。
　本症例では、エコーガイド下評価よりRFPの柔軟性低下
が示唆された。
　このことから、RFPによる組織間の滑走不全が生じ疼痛
が引き起こされていたと考えられる。また、股関節屈曲運動
にてRFPを介し大腿四頭筋枝を圧迫していたことから膝関
節伸展筋⼒低下も生じていたと考えられる。今後は股関節屈
曲動作におけるRFPの動態観察もエコーを用い検討してい
きたい。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例には本発表の目的と意義に
ついて十分に説明し、同意を得た。

P-18 階段昇段時やしゃがみ込む際に 
股関節前面部痛が生じる変形性股関節症
患者に対して超音波画像診断装置を用い
評価した結果大腿直筋下・周囲脂肪組織
が一病態であった症例

キーワード：大腿直筋下脂肪体、大腿神経、超音波画像診断装置
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○中山 泰博、豊田 泰美
日本赤十字社 福井赤十字病院

【目的】 尿路感染症や尿閉は大腿骨近位部骨折（以下、近位
部骨折）術後の主要な合併症に含まれ、これらの処置や予防
として残尿を認める患者には間欠的導尿（以下、導尿）を施
行する。しかし、近位部骨折術後患者において、これらの排
尿障害に関連する因子についての報告は散見される程度であ
り、特に術後早期の離床状況との関連についての報告は少な
い。そこで、本研究は近位部骨折術後の早期離床状況が導尿
を必要とする排尿障害の発症に及ぼす影響について検討する
ことを目的とした。

【方法】 対象は、当院で2021年1月からの1年間で、近位部
骨折の手術を施行した65歳以上の患者121名のうち、受傷前
より自尿の無い者、術後に膀胱留置カテーテルの抜去を行な
わなかった者を除外した109名110肢（男性19名、女性90名）
とした。患者特性として、年齢、性別、身長、体重、受傷前
屋内自立歩行の可否、受傷前の障害⾼齢者の日常生活自立度、
改訂長谷川式簡易知能評価スケール（以下、HDS-R）、神経
因性膀胱と前立腺肥大の既往歴、骨折部位を調査した。手術
関連情報として、手術待機日数と術式を調査した。術後経過
に関する情報として、術後3日間のCumulated�Ambulation�
Score 合計点（以下、3-day�CAS）を調査した。排尿関連情
報として、膀胱留置カテーテル留置期間、導尿の有無を調査
した。
　統計解析は、導尿有無の2群間の各調査項目の比較を単変
量解析にて行った。次に、導尿有無を従属変数、単変量解析
にて有意差を認めた変数を独立変数として、多重ロジス
ティック回帰分析を行った。抽出された連続変数の独立変数
は Receiver�Operating�Characteristic�Curve（以下、ROC
曲線）分析を行いカットオフ値を算出した。

【結果】 対象の110例のうち、術後に導尿を施行した患者は
27例（24.5%）であった。単変量解析による導尿有無の2群
間の比較では、性別、身長、受傷前屋内自立歩行の可否、
HDS-R、3-day�CASに有意差を認めた。多重ロジスティッ
ク回帰分析では、HDS-R（オッズ比0.918,�95% 信頼区間
0.849-0.984）、3-day�CAS（オッズ比0.695,�95%信頼区間
0.509-0.904）の2変数が選択された。ROC曲線より算出さ
れた各カットオフ値は、HDS-R は14.9点（AUC：0.662、
感度：66.7%,�特異度：62.7%）、3-day�CASは4.5点（AUC：
0.658、感度：77.8%,�特異度：44.6%）であった。

【考察】 術後早期の離床状況は導尿を必要とする排尿障害を
発症する因子である可能性が示唆された。術後に座位保持が
困難となり排尿に十分な腹圧を維持できず残尿が生じるとの
報告もある。本研究での3-day�CASのカットオフ値は4.5
点であるが、これは術後3日間に少なくとも1度は起立や歩
行が介助で可能であることを示しており、椅子座位ではある
が比較的安定した座位姿勢を獲得していたものと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は、福井赤十字病院倫理
委員会の承認（承認番号：R4-06-16）を得て実施した。

P-19 大腿骨近位部骨折術後早期の離床状況が
間欠的導尿を必要とする排尿障害の 
発症に及ぼす影響

キーワード：大腿骨近位部骨折、間欠的導尿、早期離床

ポスター3　［ 運動器 ］

○柳田 頼英1）、川越 厚良2）、稲垣 武3）、守川 恵助4）、
白石 匡5）、杉谷 竜司5）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、
2）市立秋田総合病院 リハビリテーション科、
3）千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部、
4）松阪市民病院 リハビリテーション室、
5）近畿大学病院 リハビリテーション部

【はじめに】 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が、
2019年12月に初めて報告されて2年余りが経過した。その
間、感染拡大防止の観点から対面で行われていたほぼすべて
の学会や研修会が中止を余儀なくされた。しかしオンライン
会議システムの急速な普及により、学会や研究会がオンライ
ンで開催され、一般に受け入れられるようになっている。今
回、我々は、参加者が異なる場所にいながら同じ発表を聞き、
討論することができるというオンライン会議システムの特性
を最大限に活かして、全国規模での呼吸器系症例検討会を開
始した。2021年11月に開始後、半年余りが経過し、本症例
検討会を運営することを通じて得られたメリット・デメリッ
トなどの知見について報告する。

【症例検討会紹介】 名称をUnder�40全国呼吸器系症例検討
会（以下、U40症例検討会）とした。2022年5月末日現在9
施設27名で開催している。頻度は毎月1回、時間は60分間。
毎回、各施設が持ち回りで1症例を提示している。検討会は
オンライン会議システム zoomを用いて行い、終了後に
Google�Formを用いたWEBアンケートにて発表者への
フィードバックを行っている。

【方法】 本検討会におけるメリット・デメリットを明らかに
することを目的にWEBアンケートを行った。対象は世話人
を除いた参加者、回答期間は2022年5月18日～20日。メー
ルにてアンケートフォームを送付し、20名の回答を得た。

【結果】 年齢は20歳台7名（35%）、30歳代12名（60%）、40
歳代1名（5%）で、臨床経験は4-5年目4名（20%）、6-10年
目9名（45%）、11-15年目4名（20%）、16年目以上3名（15%）
だった。メリットとして「地域をまたいで病期の異なる多
施設で症例検討ができること、施設間交流と自施設では経験
できない症例の臨床経験の共有ができること、交通費や移動
時間の負担がないことや自己負担の少なさから後輩に勧めや
すいこと、多人数で討論できること、明瞭な画像を共有でき
ること、チャットやアンケートなどの機能を使用できるこ
と」等が挙げられた。一方でデメリットとして「発表者が
参加者の反応を確認しながら発表できないこと、実技等対面
でなければ伝えられない内容があること、同時に発言ができ
ないためにディスカッションが容易ではないこと、通信環境
を考慮する必要があること、雑談や世間話などのコミュニ
ケーションが生まれないこと」等が挙げられた。満足度は
大変満足と満足合わせて93.3%を占めた。

【考察】 U40症例検討会を通して、顔を合わせた関係性づく
りができないという最大のデメリットはあるが、それを超え
る多くのメリットがあり、⾼い満足度が得られていることが
分かった。

【倫理的配慮、説明と同意】 アンケート対象者には調査の目
的、内容等を口頭と文書にて説明し、アンケートの回答を
もって同意を得た。ヘルシンキ宣言を遵守し、個人が特定さ
れる情報収集や個人情報の開示は行わず、取り扱いに十分留
意した。

P-20 オンラインを通じた 
全国呼吸器系症例検討会の取り組み

キーワード：オンライン、症例検討会、COVID-19

ポスター4　［ 内部障害 ］
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○金光 優真、井田 智彬、鈴木 寛之、大石 美香、�
鈴木 和代、青木 秀憲、伊藤 吏沙、平松 稜悟、�
中村 和美
聖隷三方原病院

【はじめに】 Thrombocytopenia,�Anasarca,�Fever,�Reticulin�
fibrosis,�and�Organomegaly（以下：TAFRO）症候群とは
2010年に⾼井らによって報告され始めた、血小板減少、全身
性浮腫、胸水、発熱、骨髄細網繊維化、臓器腫大を呈する全
身性炎症疾患であり本邦における有病者数は200人程度と推
計されている。全身状態が急速に悪化するため適切な診断と
迅速な治療が必要とされるが治療法は確立されていない。非
常に稀な症例のため報告数は少なく、リハビリテーション介
入やActivities�of�Daily�Living（以下：ADL）の報告も少な
い。今回TAFRO症候群と診断された症例へのリハビリテー
ションを経験したため本症例の経過、介入内容を報告する。

【倫理的配慮・説明と同意】 発表に際しご本人に説明し同意
頂いた。

【症例紹介】 60歳代女性、罹患前はADL自立しフルタイム
で調理の仕事に従事していた。入院2ヶ月前から浮腫を自覚
し始め近医を受診したが原因不明であり当院へ紹介入院と
なった。

【経過・結果】 罹患前の体重は52�㎏であったが入院時は
63�㎏と体重増加し多量の胸腹水と全身の浮腫、炎症を認め
た。各種検査と頸部のリンパ節生検により確定診断に至った。
　疾患分類でGrade Ⅳ（重症）であり、病状の進行を認め3
病日に呼吸状態の悪化からネーザルハイフローでの管理と
なった。ステロイドパルス療法の後、胸水の減少がみられ6
病日にネーザルハイフローから離脱し7病日からリハビリ
テーション開始となった。介入初日の血液検査では血小板6
万 /µL、クレアチニン0.8�㎎/㎗、CRP2.0�㎎/㎗であった。
Barthel� Index（以下BI）50点、握⼒16�㎏、Short�Physical�
Performance�Battery（以下：SPPB）5点とADL及び身体
機能の低下を認めていた。
　胸水・腹水の減少に伴い呼吸苦や腹部の圧迫感が軽減し
ADLは改善が見られ14病日には室内ADL自立となった。
血小板数は2.0～3.0万 /µLと低値で推移し、20病日から
Torinizumabの投与が開始された。28病日から血小板の改
善が見られ始め42病日に血小板17.9万 /µLと基準値まで改
善した。
　リハビリテーション介入は血小板値が低値なことや頸部の
生検部位から微量出血が持続し運動療法の負荷量設定に難渋
した。7病日から14病日は症状の改善に合わせ離床支援を進
行し、その後は主治医と相談の上Borg�Scale13を基準に運
動療法を実施する方針となり⾼負荷な運動を避けた全身運動
を中心に実施した。新規出血を認めずにリハビリテーション
介入を行う事ができ、最終的に体重50�㎏、BI100点、握⼒
21�㎏、SPPB10点、日常生活には支障のないADLに改善し
たが仕事復帰は難しい状態で56病日に自宅退院となった。

【考察】 本症例は体液貯留の改善に伴いADLの改善が見ら
れたが、血小板減少が遷延した症例であった。今回はBorg�
Scale13を指標として運動療法を行い介入し自宅退院に至っ
たが、血小板値の改善が遅延する場合負荷のかかる運動が行
い難くADL低下のリスクとなる可能性が考えられた。

P-21 TAFRO症候群の理学療法経験

キーワード：TAFRO 症候群、血小板減少、リハビリテーション

ポスター4　［ 内部障害 ］

○石黒 博也1）、鈴木 淳也1）、菅 祐紀1）、柴田 純志1）、
福田 結実1）、若林 翼2）、神野 泰3）

1）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科、
2）公立丹南病院 リハビリテーション室、
3）半田市立半田病院 循環器内科

【目的】 心疾患患者のQuality�of�life（QOL）の向上には、身
体的側面だけでなく、精神・心理面に対する介入も重要と考
えられている。抑うつ・不安症状に関しては、開心術後、心
筋梗塞後、心不全患者において心疾患発症の危険因子とされ
ており、二次予防を目的とした外来心臓リハビリテーション
（以下：外来心リハ）の介入が勧められている。外来心リハ
において心理的評価としてHospital�Anxiety�and�Depres-
sion�Scale（以下：HADS）は使用されているが、HADSと
疾患分類における検討の報告は少ない。そこで、本研究の目
的は外来心リハ患者おいてHADSと疾患分類における検討
をすることとした。

【方法】 2021年6月に当院の外来心リハに通院していた患者
68名（男性43名、女性25名、平均年齢72.9±8.9歳）を対
象とした。対象を開心術後群、心筋梗塞群、心不全群の3群
に分け、心理的評価のHADS、年齢、性別、身長、体重、
EF、BNP、握⼒、下肢筋⼒、Short�Physical�Performance�
Battery（SPPB）、復職の有無について後方視的に調査をし
た。なお、HADSの不安・抑うつの項目は、一つ以上が8
点をこえた場合を陽性と判断した。

【結果】 開心術後群においてはHADS陽性者の割合が52%、
心筋梗塞群は42%、心不全群は37%であった。HADSの項
目別においては不安項目において、開心術後群は33%、開
心術後は29%、心不全群は26%であった。抑うつの項目に
おいて開心術後群は52%、心筋梗塞群は35%、心不全群は
31%であった。

【考察】 開心術後群において抑うつ項目が⾼い傾向にあった。
先行研究では退院時の抑うつ症状は約23%であり、先行研
究より⾼い傾向となった。周術期には疼痛や自律神経機能の
変化により抑うつ症状になりやすく、手術後には抑うつ症状
を起こすリスクが⾼いことが考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 開心術後群において抑うつ
傾向が生じている可能性が示唆されたため、早期からの心理
面評価に加え、心理的介入が重要である。

【倫理的配慮、説明と同意】 倫理的配慮についてはヘルシン
キ宣言に従い、対象者に説明と同意を得たうえで実施した。

P-22 外来心臓リハビリテーション患者に 
おいてHADSと疾患分類における検討

キーワード：心臓リハビリテーション、HADS、抑うつ症状
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○加藤 絵梨香、野田 阿由美
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

【はじめに】 慢性閉塞性肺疾患（以下；COPD）は、身体を動
かしたときに息切れを感じる労作時呼吸困難が特徴的な症状
である。また、呼吸困難は日常生活動作を制限する主要な症
状であると報告されている。
　今回、排便後に呼吸困難が生じ、その後の動作の介助量が
増加したCOPD患者を経験した。排便後の呼吸困難に対し
て排便時の姿勢と呼吸方法の指導を行うことで、呼吸困難が
軽減し、トイレ動作が自立に至ったため報告する。

【症例紹介】 症例は80代の男性。COPDの急性増悪で入院加
療中、第1腰椎椎体骨折を受傷した。筋⼒はManual�Muscle�
test で2～3。疼痛は腰部にNumerical�Rating�Scale で2の
動作時痛を認めた。終日酸素0.5l/min を流入していた。起
立・移乗は手すりを使用し見守りで可能。移動は車椅子で全
介助。歩行はリハビリテーションの際に、歩行車を使用して
連続で15m程度可能であった。排尿は尿器を使用して自立。
排便はポータブルトイレ（以下；PWC）を使用していた。排
便前と比較して、排便後は呼吸困難により、起立・清拭・着
衣の介助量が増加していた。

【経過・結果】 本症例の排便時の姿勢は、頸部屈曲、体幹前
屈、骨盤後傾、前腕は大腿に乗せていた。また、排便時は努
責していた。排便後は呼吸困難が生じ、起立は引き上げ介助
を要し、清拭・着衣は全介助と介助量の増加を認めた。また、
全ての動作を連続で行っていた。酸素飽和度（以下；SpO2）
は安静座位93%、排便直後86%。修正borgスケールは安静
座位1、排便直後6であった。
　動作観察と評価より、排便時の姿勢、呼吸方法が排便後の
呼吸困難を引き起こしている一要因と考え、姿勢指導と呼吸
指導を行った。姿勢指導では、PWCのアームレストに肘を
置き、体幹を正中位に保持するように指導した。呼吸に関し
ては、口すぼめ呼吸を指導した。また、呼吸に合わせて動作
を行い、各動作で呼吸を整えるよう指導した。
　姿勢、呼吸指導後は、排便後の呼吸困難感が軽減し、トイ
レ動作が自立した。なお、排便後の SpO2は88%。修正
borgスケールは2～4であった。

【考察】 座位における体幹前屈は、正常の端座位と比較して
呼吸機能が低下することが報告されている。また、排便に伴
う努責は心臓への負荷を増大させることが報告されている。
本症例においても、排便時の体幹前屈と努責が、排便後の呼
吸困難を助長させていた可能性があると考えられる。また、
口すぼめ呼吸や動作に合わせた呼吸方法を用いたことで、換
気量が改善し呼吸困難軽減に繋がった可能性があると考える。
これらのことから、排便時の姿勢と呼吸方法を指導したこと
で、呼吸困難感が軽減し、トイレ動作が自立に至ったと考え
られる。

【倫理的配慮、説明と同意】 症例に対して、本報告の目的と
意義を十分に説明し同意を得た。

P-23 慢性閉塞性肺疾患患者に対して 
生活指導を行うことでトイレ動作の 
介助量が軽減した一症例

キーワード：COPD、トイレ動作、生活指導

ポスター4　［ 内部障害 ］

○内藤 善規1）、山元 紳太郎1）、阿形 優1）、大森 裕介1）、
上村 晃寛1）、森嶋 直人1）、斗野 敦士2）

1）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、 
2）豊橋市民病院 救急科

【目的】 ICU入室中の重症患者に対する早期リハビリテー
ション（早期リハ）により、身体機能の改善、ICUや在院日
数の短縮化、長期的な生命予後の改善が得られると報告され
ている。当院では2019年5月より早期離床・リハビリテー
ション加算を取得開始し、ICU多職種ケースカンファレン
ス（c.c）が毎朝開催されている。c.c では主科の治療や離床
の方針が決定され、医師や看護師と協働し早期リハを実施し
ている。c.c 実施前後の早期離床状況や転帰を調査し、その
効果を検証することとした。

【方法】 ICUに入室され48時間以上人工呼吸器管理を要した
患者の対象特性、入院日数、ICU在室日数、重症度分類、人
工呼吸器装着日数、気管切開の有無、Intensive�Care�Unit�
Mobility�Scale（IMS）：3以上、退院時Barthel�Index（BI）・
退院時Functional�Ambulation�Category（FAC）・自宅退
院率を後方視的に調査し、比較・検討した。c.c 実施前は
2017年7月～2018年6月、c.c 実施後は2020年4月～2021
年3月のそれぞれ1年間とした。比較・検討は小児・死亡除
外での比較と小児・死亡例に加えて離床阻害の要因（中枢神
経疾患・外傷・入院前自⼒歩行困難・ターミナルケア）除外
での比較をそれぞれ実施した。統計学的解析は、Mann-
Whitney の U検定、カイ2乗検定、Fisher 正確確率検定を
SPSS�ver.26を用いて実施した。

【結果】 小児・死亡除外では、ICU入室中の IMS：3以上で
統計学的有意差がみられた。小児・死亡・離床阻害要因除外
では IMS：3以上で統計学的有意差がみられ、c.c 後には全
例が IMS：3以上であった。いずれの比較においても退院時
BIや退院時FACなど、ADLや歩行能⼒などの機能予後に
おいて統計学的有意差はみられなかった。

【考察】 c.c 実施後に主科の治療方針を確認し、離床の目標
を共有できたことで、医師や看護師と協働し早期離床を推進
できたと考えられた。一方で、早期離床の推進による機能予
後の有意な改善は得られなかった。リハビリテーションの実
施内容や提供時間が充実するとADL自立度が有意に改善す
るとの報告があるため、今後は実施内容や提供時間を踏まえ
て検討することが必要と考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 c.c で治療方針や離床の目
標を多職種で共有し、協同して離床することで、早期離床を
推進できることが明らかとなった。ICU入室中の早期離床
により在院日数の短縮化、廃用予防、Post�Intensive�Care�
Syndrome（PICS）予防に繋がると報告されており、今後も
早期離床を推進していく意義が考えられた。

【倫理的配慮、説明と同意】 後方視的観察研究であり、個人
情報が特定できないよう配慮した。

P-24 ICU多職種ケースカンファレンス開催に
より早期離床は推進される

キーワード：ICU、早期離床、IMS
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○西林 公子1）2）、米澤 久幸3）、矢澤 浩成3）、�
田中 宏太佳4）

1）労働者健康安全機構 中部労災病院 中央リハビリテーション部、
2）中部大学大学院 生命健康科学研究科 リハビリテーション学専攻、
3）中部大学 生命健康科学研究科、
4）労働者健康安全機構 中部労災病院 リハビリテーション科

【目的】 心不全患者において、運動機能や酸素化能、予後の予
測のため骨格筋機能を評価することは有用である。超音波画
像のエコー強度を数値化した筋輝度を用いて心疾患患者の骨
格筋評価を実施した研究が近年散見されるようになってきた。
　心不全増悪入院患者では、炎症の病態が一時的に悪化し、
また体液管理による四肢の浮腫の変化が大きく表れる。炎症
病態や浮腫の変化が筋輝度にどの程度影響するのかを把握し、
筋輝度の信頼できる値を測定できれば、心不全患者の骨格筋
機能を適切に評価することにつながる。
　本研究では、心不全増悪患者の入院期間中の大腿直筋の筋
輝度、炎症病態や浮腫の変化を調査し、どの程度関連するの
か確認することを目的とした。

【方法】 対象は、心不全増悪にて入院された患者20名（男性
16名、女性4名、年齢79.6±9.5歳、入院期間18.8±9.7日）、
下肢の運動障害を生じる運動器疾患、神経系疾患の既往のあ
るものは除外した。
　入院直後、退院直前に右大腿直筋の筋輝度を測定した。炎
症病態の指標として血漿中のC反応性タンパク（C-reactive�
protein；以下、CRP）、浮腫の指標として体重および大腿周
径を採用した。
　入院時と退院時の比較のため筋輝度、体重では対応のある
t検定、CRPではWilcoxon符号付順位和検定を行った。ま
た、入院時と退院時の差を変化量とし、観察項目の変化量の
関連を確認した。筋輝度と体重の関連はPeasonの積率相関
係数、筋輝度とCRPの関連はSpearmanの順位相関係数を
用いた。有意水準を5%とした。

【結果】 入院時と退院時の比較では、体重およびCRPは退
院時で有意に減少し（P<0.05）、筋輝度は有意な変化はみら
れなかった（P=0.39）。筋輝度の変化量と体重の変化量の間、
および筋輝度の変化量とCRPの変化量の間に相関は認めな
かった。

【考察】 入院時と退院時の比較においてCRP、体重の比較で
は有意差があったが、筋輝度では有意差がない結果となった。
筋輝度の変化量は6.86±4.56a.u. で、これは筆者が事前調査
にて算出した大腿直筋の筋輝度の最小可検変化量15.03a.u. よ
り小さく、この結果とも矛盾しない。これは、心不全増悪時
のCRP上昇期間は短期間であり、消耗性筋萎縮に至らなかっ
たことが考えられる。また、右心不全による組織間液の貯留
は下腿で多くみられ、大腿周径変化量は0.98±0.98�㎝である
ことから、今回の観察部位である大腿直筋には影響しなかっ
たと考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 心不全増悪患者では、入院
加療中の炎症病態や浮腫の影響を受けず、大腿直筋を用いた
骨格筋の機能評価を実施できることを示唆し、今後の心不全
患者の骨格筋評価の一助となりうる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は中部労災病院倫理審査
委員会の承認（承認番号202012-01）、中部大学倫理審査委
員会の承認（承認番号20210022）を得て実施した。対象者に
は事前に研究の趣旨と手順を口頭および文書を用いて十分に
説明し、同意を得た。

P-25 心不全増悪入院患者の大腿直筋の 
筋輝度は、炎症病態や浮腫の影響を 
受けるのか

キーワード：心不全増悪、筋輝度、大腿直筋

ポスター4　［ 内部障害 ］

○土井 ななみ、山下 浩史、黒飛 陽平、山下 裕太郎
JA静岡厚生連 遠州病院

【はじめに】 回復期リハビリテーション病棟（回復期リハ病
棟）では、心大血管リハの算定が可能となり、包括的心リハ
の視点を持った介入が求められている。今回、認知症を有す
る心疾患患者に対し、多職種協働により在宅復帰が可能と
なった一例について報告する。

【症例紹介】 70歳代男性。既往に脳梗塞、認知症がみられた
がADLは自立していた。今回、狭心症と診断され心臓外科
手術施行後、心不全を発症し、十分な運動療法が実施できず
廃用に至った。家屋環境は、妻と2階建ての賃貸に居住して
おり、トイレは1階であった。在宅復帰目的に37病日に当院
回復期リハ病棟に転院、PT開始となった。初回評価時、呼
吸困難や疲労の訴えが聞かれるが本症例は病態に対する理解
がない状態であった。EF：41%、NTproBNP：1,451pg/㎖、
NYHA：Ⅲ度、運動耐容能低下によりCPXは実施できず、
6分間歩行は210m であった。膝伸展筋⼒（右 / 左）：
0.32/0.43（㎏f/㎏）、BBS：42点、HDS-R：9点、FIM：59
点、病棟内生活は車椅子を利用し、全般的に介助を要した。

【経過・結果】 介入当初は低負荷（mBS：1～3）での有酸素
運動から開始、ADL改善を目的に介入した。車椅子介助か
ら歩行器歩行監視まで病棟内ADLは向上し、活動量も漸増
した。81病日には連続したペダリング運動が可能となり医
師の指導の下CPX施行、Peak�V（dot）O2/w：11.5�㎖/㎏/
min、AT�V（dot）O2/w：8.9� ㎖/㎏/min（2.55METs）で
あった。CPX施行後はATを基に有酸素運動とレジスタン
ス運動を行い、階段昇降が監視にて可能となった。OTでは
運動耐容能改善に伴いADL指導を実施、Nsは全身状態の
管理に加え、OT指導の下ADLを支援した。109病日の
CPX で は、Peak�V（dot）O2/w：13.1� ㎖/㎏/min、AT�V
（dot）O2/w：11.1�㎖/㎏/min（3.18METs）と運動耐容能改
善が見られた。退院支援では、本症例は認知症により病態へ
の理解が得られないため、家族に対して適切な運動負荷、注
意が必要な症状など疾病管理について指導した。環境調整と
して、1階へ移動する頻度を減らすため、OTと共にポータ
ブルトイレの使用を推奨し、Nsから使用方法について情報
提供を行った。また、CMと連携し妻の介護負担軽減のため
訪問看護と、症例の身体機能維持のためデイケア利用を勧め、
121病日目に自宅退院となった。最終評価ではNTproBNP：
987pg/㎖、NYHA：Ⅱ度、膝伸展筋⼒：0.39/0.57（㎏f/㎏）、
BBS：46点、FIM：89点であった。

【考察】 今回、認知症を有する心疾患患者に対して多職種が
専門性を活かし、ADL向上だけでなく、環境因子にも目を
向け疾病管理への介入を行ったことで在宅復帰が可能となっ
た。本症例を通し、心疾患患者への介入には多職種協働によ
る関わりが重要であり、患者に関わるすべての職種が包括的
心リハの視点を持つことが必要であると認識した。

【倫理的配慮、説明と同意】 本報告にあたり、症例および家
族に対して書面にて説明し同意を得た。

P-26 包括的心臓リハビリテーションの 
重要性を再認識した一症例
～ 認知症を有する心疾患患者に対し 
多職種協働での介入を経験して～

キーワード：認知症、包括的心臓リハビリテーション、退院支援
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○大野 裕也、倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院

【はじめに】 Thrombocytopenia�anasarca�fever�reticulin�fi-
brosis�and�organomegaly（以下TAFRO症候群）とは、血
小板（以下PLT）減少、全身性浮腫、胸水、発熱、骨髄細網
繊維化、臓器腫大を呈する全身炎症性疾患である。原因は不
明であり治療も確立されておらず、リハビリテーション分野
での報告は散見する程度である。今回、本疾患の特徴を考慮
し理学療法を実施した症例を経験したため報告する。

【症例紹介】 70代男性、入院前は施設入所中であり、活動範
囲は屋内レベル、歩行補助具を利用して歩行されていた。
X-4年程前から発熱、浮腫、肝脾腫を認め、TAFRO症候
群と診断された。X-1年に浮腫が再燃し、他院で投薬によ
る症状コントロールをされていたが、誤嚥性肺炎、圧迫骨折
を併発し、継続加療が必要であったためX年Y月Z日に当
院に転院された。

【経過・結果】 Z+2日より理学療法開始となった。Z+5日で
の初期評価は、Timed�up�and�go�test（以下TUG）は36.2秒、
快適10m歩行時間は20.37秒であった。歩行補助具はサーク
ル型歩行器を使用した。等尺性膝伸展筋⼒体重比（Rt/Lt：
㎏f/㎏）は0.10/0.09、下腿周計（Rt/Lt：㎝）は最大22/22、
最小17.5/17であった。下腿浮腫は認めなかった。基本動作
は全て全介助を要した。リスク管理として先行研究を参考に
全身性浮腫に対して体重と下腿周計、胸水貯留に伴う呼吸困
難に対してはBorg�Scaleを指標とした。血液検査ではPLT、
CRP（以下C反応性蛋白）を確認した。理学療法プログラム
は自転車エルゴメーター、歩行練習などの全身運動を中心に
低負荷のものとした。Z+27日に PLTが4.7万 /µℓから2.2
万 /µℓへ低下したため、歩行練習を中止した。主治医に確認
の上、ベッド上エルゴメーターを使用した。運動負荷に伴い
心拍数が増加したためカルボーネン法を用いて負荷量を調整
した。Z+43日に最終評価を実施し、TUGは43.8秒、快適
10m歩行時間は19.88秒であった。歩行補助具は前腕支持型
シルバーカーを使用した。等尺性膝伸展筋⼒体重比（Rt/Lt：
㎏f/㎏）は0.13/0.11、下腿周計は著変なく、介入期間におけ
る浮腫は認めなかった。退院時のPLTは2.7万 /µℓであった
が、ベッド周囲動作は監視、前腕支持型シルバーカーで歩行
可能となり、Z+44日に元の施設へと退院された。

【考察】 身体機能の著明な改善は認めなかったが、PLTが低
下した際でも方法を工夫することで、PLTの低下による出
血や安静臥床による廃用症候群などの二次性の障害が予防可
能であった。本患者では浮腫やCRPは著明な変化を示さな
かったが、PLTに関しては一時低下を認めた。先行研究で
はPLTの低下と共に浮腫が出現する症例も存在しており、
個々の臨床症状が異なるため、疾患の特徴を踏まえて多角的
に評価し、疾患に合わせた運動療法の展開が必要である。

【倫理的配慮、同意と説明】 本発表に関してヘルシンキ宣言
に則り個人情報保護に配慮した。対象者に説明を行い、口頭
および書面で同意を得た。

P-27 疾患の特徴に考慮して介入した 
TAFRO症候群患者の一症例

キーワード：TAFRO 症候群、血小板減少、浮腫

ポスター4　［ 内部障害 ］

○倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院

【目的】 消化器腫瘍領域におけるリハビリーション（以下リ
ハ）は、術後合併症の予防や身体機能の維持を目的に術前か
ら開始され、その有効性はガイドラインでも推奨されている。
しかし、消化器腫瘍手術の対象者は、術前の身体機能や
ADLが自立しているものが多く、早期退院となる場合が多
い。そのため、当院ではマンパワーの問題から、主治医より
リハ依頼があった場合のみリハ介入を行っている。一方、入
院によりADLが低下することが報告されており、入院関連
能⼒低下（以下HAD）と呼ばれる。HADは、システマ
ティックレビューにおいて30-60%の割合で生じていること
が報告されている。そこで、本研究の目的は当院の周術期消
化器腫瘍患者におけるHADの発生率とその関連要因を検討
することとした。

【方法】 本研究は後方視的観察研究であり、2020年4月～
2022年3月の期間に当院外科病棟に入院し、手術治療を行っ
た消化器腫瘍患者541例を対象とした。取り込み基準は、
ICD-10を用いて、「新生物」と診断されたもののうち消化器
に属するもの、自宅入院、自宅退院したものとした。評価項
目は、年齢、性別、BMI、在院日数、手術部位（上部消化管・
下部消化管）、術式（開腹・腹腔鏡）、看護必要度B項目（総
得点および下位項目）、リハの有無とした。HADの定義は、
看護必要度B項目を用いて退院時総得点が入院時総得点より
⾼いものとし、HAD群と非HAD群の2群に分けて各項目に
ついて群間比較を行った。また、HADの有無を従属変数、
年齢、性別、BMI、手術部位および術式を説明変数として強
制投入した多重ロジスティック回帰分析を行い、HADの発
生に関連する因子分析を行った。なお有意水準は5%とした。

【結果】 解析対象は194名（平均年齢70.1±13.0歳、男性
114例）であった。そのうちHADは47名（32%）であった。
HAD群と非HAD群の群間比較では、年齢（HAD：68.64
歳±12.32,�非 HAD：74.87歳±14.03,�p<0.01）のみ有意差
を認めた。ロジスティック回帰分析の結果、HADには、⾼
齢（OR：1.06,�95%CI：1.02-1.10,�p<0.001）、 女 性（OR：
0.38,�95%CI：0.17-0.80,�p<0.05）、上部消化管手術（OR：
2.48,�95%CI：1.15-5.53,�p<0.05）が独立した因子として抽
出された。

【考察】 本研究の結果、リハの有無に関わらず消化器腫瘍手
術患者の約30%にHADを認めた。また、HADには年齢、
女性、上部消化管であることが関連要因であることが明らか
となった。一方で、がん患者における身体機能の変化を調査
した先行研究で報告されているBMIや術式は選択されな
かった。

【理学療法研究としての意義】 本研究は周術期消化器腫瘍患
者に対するHADの術前因子を検討したものであり、HAD
リスクのある患者を効率的に抽出でき、早期からリハを行う
ことでHADを予防できる可能性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言を遵守
し、対象者には研究の趣旨の説明を行い、同意を得た上で実
施した。

P-28 周術期消化器腫瘍患者における 
入院関連能力低下（HAD）の発生と 
関連要因の検討

キーワード：周術期、消化器腫瘍、入院関連能力低下
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○西村 卓朗1）、宮地 諒2）、田中 正康3）、鵜野 賀津子3）、
吉澤 環4）

1）南砺市民病院 診療技術部 地域リハビリテーション科、
2）北陸大学 医療保健学部 医療技術学科、
3）南砺市訪問看護ステーション、4）南砺市民病院 看護部

【目的】 ⾼齢者は加齢に伴う下肢筋⼒低下によって歩行速度
や立位バランス能⼒、下肢筋⼒といった下肢運動機能が低下
するといわれている。しかしながら、動きの土台となる腰部
の安定性低下と下肢運動機能との関連性については明らかと
なっていない。そこで、本研究の目的は、地域在住⾼齢者に
おいて腰部の安定性と下肢運動機能との関係を明らかにする
ことである。

【方法】 地域在住⾼齢者10名（男性1名、女性9名、年齢：
79.3±7.0歳）を対象とした。腰部の安定性の指標として腹
臥位股関節伸展運動時の腰部伸展角度を、下肢運動機能の指
標として通常歩行速度、タンデム肢位、椅子からの5回立ち
座り動作時間の3つの項目を用いて下肢運動機能を包括的に
評価する Short�Physical�Performance�Battery（SPPB）を
計測した。腰部伸展角度の計測では、右大腿部、腰仙椎移行
部、胸腰椎移行部の3か所に慣性センサ（TSND151、株式
会社ATR-Promotions）を設置し、股関節伸展運動時の腰
仙椎移行部と胸腰椎移行部の慣性センサの傾斜角度差を腰部
伸展角度とした。右大腿部の慣性センサの傾斜が10°および
最大傾斜時の腰部伸展角度を抽出した。慣性センサの傾斜が
10°および最大傾斜時の腰部伸展角度とSPPBの得点との関
連性の検証にはSpearmanの順位相関係数を用いた。有意
水準は5%とした。

【結果】 10度傾斜の腰部伸展角度とSPPB合計点との間には
有意な負の相関（rs=-0.77、p= 0.01）を認めた。最大傾斜
時の腰部伸展角度とSPPB合計点との間には有意な相関を
認めなかった。

【考察】 ⾼齢者は加齢により腰部筋群の筋⼒低下や動作開始
時における腰部筋群の筋活動遅延が生じると報告されている。
したがって、⾼齢者では下肢運動途中の腰部の動きである腰
部のneutral�zoneの能動的制御が不十分となり、その結果、
慣性センサ10°傾斜時の腰部伸展角度とSPPBの合計得点と
の間には負の相関関係を認めたと考える。

【理学療法学研究としての意義】 本研究の結果から、⾼齢者
における下肢運動機能の低下に対して、下肢筋⼒に加え腰部
の安定性にも着目して評価および治療を行う必要があること
が示唆される。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究に関して対象者に充分な
説明を行い、書面にて対象者から同意を得て行った。また、
本研究は南砺市訪問看護ステーションの倫理委員会の承認を
得て行った。

P-29 地域在住高齢者における腰部の 
安定性と下肢運動機能との関連性

キーワード：地域在住高齢者、腰部安定性、下肢運動機能

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○青山 満喜1）2）

1）常葉大学 保健医療学部 理学療法学科、 
2）名古屋大学大学院 地域在宅医療学・老年科学

【目的】 団塊の世代が後期⾼齢者となる2025年を目途に、地
域包括ケアシステムの構築が推進されている。地域包括ケア
システムは、保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支
援することを目的とし、多職種が連携し、住まい・医療・介
護・予防・生活支援に関する事を一体的、包括的かつ継続的
に、在宅医療や在宅介護として提供する必要がある。その中
で介護支援専門員は、介護保険制度の要を担う職種であるが、
全国的にみて介護支援専門員の70%以上は基礎資格が福祉
職であるといわれている。今回、愛知ケアマネ研究会に参加
した介護支援専門員の参加コースによる違いを検討すること
を目的とした。

【方法】 愛知ケアマネ研究会の「入門コース」参加者234名
と「中級コース」参加者95名にアンケート調査を行い、回
答が得られた329名の結果を解析した。アンケートの主な項
目は、経験年数、基礎資格、業務内容にかかわる項目等、今
後学びたい事、であった。

【結果】 「入門コース」と「中級コース」参加者の回答を比
較検討した結果、年齢と介護支援専門員の経験年数に有意差
（p<0.05,�p<0.01）を認めたが、性別と基礎資格には有意差
を認めなかった。単変量解析の結果、「今後学びたい事」に
リハビリテーションが挙がった（オッズ比：3.26,�95%信頼
区間：1.63-6.54,�p<0.01）。年齢、性別、経験年数、基礎資
格で調整した多変量解析の結果でも、「今後学びたい事」に
リハビリテーションが挙がった（オッズ比：3.47,�95%信頼
区間：1.59-7.57,�p<0.01）。

【考察】 住み慣れた地域で、必要な医療・介護サービス等を
受けることができる地域包括システムを構築するためには、
医療と介護の連携が必要不可欠である。⾼齢社会が更に進展
することを考慮した場合、医療の必要度が⾼い在宅⾼齢者が
増加することは容易に推察されるが、在宅療養生活を支援す
るには、医療と介護の役割分担と連携の強化が今まで以上に
重要となる。
　医療と介護の連携を図るには共通言語を使用し、互いの立
場の相互理解、専門職としての情報の共有、各々の役割の理
解、チームケアの実行、連携のための教育が必要であり、こ
こにリハビリテーション専門職である理学療法士の活躍の場
が期待できる。

【理学療法学研究としての意義】 地域包括ケアシステムを円
滑に進めるには、理学療法士の活躍が必要不可欠である。

【倫理的配慮、説明と同意】 本調査は倫理委員会承認後に実
施した。対象者には調査の主旨および目的ならびに個人が特
定されない形で発表することがあり得る事も説明し、参加へ
の同意を書面で得た後に実施した。

P-30 地域包括ケアシステムにおける 
多職種連携に向けて
―  介護支援専門員への 
アンケート調査結果を基に―

キーワード：地域包括ケアシステム、多職種連携、介護支援専門員
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○金田 賢太1）、松尾 卓昌2）、大草 陽亮1）、森島 優3）

1）医療法人明徳会 十全オアシスクリニック、
2）医療法人明徳会 十全記念病院、3）静岡医療科学専門大学校

【目的】 機能的移動能⼒を評価する指標として、Timed�Up
＆ Go�test（以下TUG）がある。TUGは信頼性・妥当性が
検証されており、訪問・通所リハビリテーションの現場でも
広く使用されている。一方、測定にあたり、複数回測定し平
均値を求める場合や、最速値を採用する場合、さらに1回の
測定に限られる場面も想定される。しかし、どの測定値が最
も信頼性が⾼いのか、また測定値の変化をどう臨床判断する
のかについては明らかではない。本研究は、要介護者に対し
て3回のTUGを測定し、平均値および最速値、1回測定値
（3回測定の1回目）で信頼性を比較し、臨床的判断をどうす
れば良いのか明らかにすることである。

【方法】 対象は自立歩行可能な要介護者24名（年齢74.5±6.4
歳、男性12名、女性12名）とした。検者は理学療法士1名と
し、TUGは至適速度とし、椅子座位から起立し、3mを往復
歩行した後に元の椅子に着座するまでの所要時間をストップ
ウォッチにて計測した。測定間で充分な休息を挟み、合計3
回実施した（第1セッション）。その後、7日以内に同様の測
定を実施した（第2セッション）。統計解析は、得られたデー
タを1回測定値、3回測定の平均値、3回測定の最速値に分け、
各値について級内相関係数（Intraclass�correlation�coeffi-
cients：以下 ICC）、ICC（1,�1）および ICC（1,�3）を算出した。
次に、Bland-Altman分析にて系統誤差の有無を検証した後
に、最小可検変化量の95%信頼区間（以下MDC95）を求めた。

【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、本研
究計画について静岡医療科学専門大学校倫理委員会にて審査
承認後、対象者に説明し書面にて同意を得た後に測定を実施
した。

【結果】 最速値および1回目の測定値の ICC（1,�1）はそれぞ
れ0.975,�0.971だった。平均値の ICC（1,�3）は0.990だった。
Bland-Altman分析を実施した結果、平均値・最速値・1回
測定値のいずれの値にも系統誤差を認めなかった。MDC95
は平均値1.80秒、最速値1.93秒、各1回目の測定値2.23秒
だった。

【考察】 平均値・最速値・1回測定値の ICCは、いずれも非
常に良好であった。従って、TUGはいずれの代表値を採用
した場合でも、検者内信頼性は⾼いと考えられる。その中で、
平均値の ICC（1,�3）は最も⾼かったため、TUGは3回測定
し平均値を使用することが推奨される。その際、1.80秒以上
を真の変化と判断できると考えられる。一方で、時間の制約
等で1回の測定しか実施できない場面も想定される。その際
には、2.23秒以上を真の変化として判断することで使用が推
奨される。

【理学療法研究としての意義】 TUGにおける、信頼性の⾼
い測定方法や真の変化量が明らかになることで、結果に対す
る被験者へのフィードバックや根拠に基づいた効果判定への
一助になると思われる。

P-31 要介護者に対する Timed Up&Go testの
測定回数と臨床判断の検討

キーワード：要介護者、Timed Up ＆ Go test、最小可検変化量

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○梅村 美月、岩瀨 拓、川村 皓生、伊藤 直樹、�
尾﨑 健一、加賀谷 斉
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

【はじめに】 ⾼齢者における要支援・要介護の要因の上位に
「⾼齢による衰弱」や「転倒・骨折」などのフレイルに関す
る要因が挙げられている。フレイル予防のためには在宅や地
域などで運動を習慣化することが重要である。先行研究では
運動時間と身体機能変化との関連についての報告は多いが、
運動内容と身体機能変化との関連についての報告は少ない。
今回は運動が習慣化している在宅⾼齢者に対し、運動内容の
見直しを行った結果、身体機能に改善がみられた症例を報告
する。

【症例紹介】 6年前に第1腰椎圧迫骨折を受傷した男性（74
歳、BMI26.7）で、下肢の筋⼒低下や歩行時の躓きの自覚症
状があり当センターを受診、在宅運動を習慣化する目的で週
1回の運動指導、3か月に1回の栄養指導を開始した。受診
時点では、週6日トレーニングジム（以下、ジム）に通い、
エルゴメーター（40W,�45min）やトレッドミル（4.0�㎞/h,�
45min）を用いた有酸素運動のみを行っているため行動変容
ステージは5であった。運動指導開始時の評価結果は、歩行
速度が1.06m/s,�Time�Up�and�Go�test（以下、TUG）が7.7
秒、膝伸展筋⼒が右42.3�㎏f,�左36.9�㎏f、片脚立位時間は右
28.8秒、左8.7秒であった。

【経過・結果】 コロナ禍において在宅⾼齢者が自宅で運動や
活動を継続できるよう支援するために当センターで作成した
在宅活動ガイドを用いた片脚立位保持などの静的立位バラン
ス練習やスクワットや股関節外転運動などの立位での筋⼒増
強運動の指導を中心に、毎日の運動頻度を記載してもらい運
動習慣の確認を行った。ジムでは有酸素運動だけでなく、マ
シントレーニングを行うように指導し、約3か月間後には有
酸素運動に加え、週2日ほどレッグエクステンション22.5�㎏
を計30回を行うことが可能となった。またジムでの運動に
加えて在宅で毎日在宅活動ガイドの運動を行うことが習慣化
した。結果、歩行速度の向上（1.1→1.3m/s）、TUG（7.7→�
6.2秒）や片脚立位時間（左：8.7→17.1秒）などバランス能
⼒の改善、膝伸展筋⼒の左右差減少（右42.3�㎏f,�左36.9�㎏
f→右43.3�㎏f,�左40.8�㎏f）の変化がみられた。また歩行時の
躓きの訴えも消失した。

【考察】 本症例は運動指導でバランス能⼒の改善や下肢筋⼒
の増強など身体機能に改善がみられた。理由として、評価結
果から選択したバランス練習を反復することによりバランス
能⼒の改善に繋がったと考えた。さらに筋⼒増強を目的とし
た在宅活動ガイドの運動及びマシントレーニングを指導し習
慣化できたことで、膝伸展筋⼒の向上につながったと考えた。
これらより元々運動習慣や運動意欲があり身体機能も維持さ
れている症例であっても、理学療法による専門的評価と指導
を行うことで運動内容の是正とさらなる機能向上が図れる可
能性があることが示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 今回の発表については、症例本
人に同意を得た。

P-32 運動の特異性に着目した在宅運動の 
指導にて身体機能が向上した1症例

キーワード：運動指導、運動の特異性、在宅高齢者
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○高木 大輔1）、影山 昌利2）3）

1）常葉大学 健康科学部 静岡理学療法学科、 
2）介護老人保健施設 サンライズ大浜、 
3）浜松医科大学大学院 医学系研究科 光医工学共同専攻

【目的】 サルコぺニア肥満は、ADL動作に支障をきたすリ
スクが⾼い。要支援・要介護⾼齢者がサルコペニア肥満を合
併した場合、ADL能⼒の低下を助長することが予測される。
サルコペニア肥満を合併する⾼齢者でレジスタンストレーニ
ングや有酸素運動がADL能⼒と関連がある骨格筋量、筋⼒、
身体機能などに効果的に作用する。一方で、要支援・要介護
⾼齢者は形式的、また長時間の継続した運動を実施できない
ことも多い。身体活動量（歩いたり立ったりなど）は筋量、
バランス能⼒、身体機能などに関与し、また地域在住⾼齢者
の不活動（≦1.5�METs）・低強度（1.6～2.9�METs）と中 -
⾼強度身体活動量（3.0�METs 以上）の時間（日、平均）は、
780分と40分弱程度である。しかし要支援・要介護⾼齢者、
特にサルコペニア肥満を合併した者の身体活動量は依然不明
な点が多い。そこで本研究ではサルコペニア肥満を合併した
要介護⾼齢者の身体活動量の特徴を把握する予備的研究を実
施した。

【方法】 対象は要介護⾼齢者7名とした（入所施設者、男性/
女性：5/2名、78.1±2.8歳）。Asian�Working�Group� for�
Sarcopenia�2019の基準をもとに、低骨格筋量+低筋⼒また
は低骨格筋量+低身体機能をサルコペニア、低骨格筋量+
低筋⼒+低身体機能を重度サルコペニアとして判断した。骨
格筋量・筋⼒は、生体インピーダンス法と握⼒、また身体機
能は歩行速度、5回椅子立ち上がりテスト、Short�Physical�
Performance�Batteryで測定した。サルコペニア肥満の有無
は、サルコペニアを合併し、かつ体脂肪率が男性26.9%、女
性32.0%を超えた場合に有とした。身体活動量は、Active�
style�Pro�HJA-350IT（オムロンヘルスケア）を用いて、低
（1.0～2.9�METs）・中（3.0～5.9�METs）・⾼（6.0�METs以
上）強度身体活動量（3日間、平均）を測定した。

【結果】 7名中2名が重度サルコペニア、2名がサルコペニア
肥満（重度サルコペニア+肥満）であった。低・中強度身体
活動量は、非合併群が566.3分と1.6分、重度サルコペニア
群が566.7分と3.0分、サルコペニア肥満群が572.5分と2.3
分であり、各群で大きな差は認めなかった。また⾼強度身体
活動量は全群で見られなかった。

【考察】 非合併群、重度サルコペニア群、サルコペニア肥満
群ともに1日の大半を低強度身体活動量が占める傾向がみら
れた。一方で各群において低・中強度身体活動量に大きな差
は認めなかった。今回は対象者数が少なく、また入所者に限
定しているため、今後は対象者数を増やし、さらに通所施設
などでも身体活動量を測定していきたい。

【理学療法学研究としての意義】 入所施設を利用するサルコ
ペニアやサルコペニア肥満を合併した要介護⾼齢者の身体活
動量を把握することで、ADL能⼒の低下の予防の一助にな
ると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には口頭及び紙面にて研
究の主旨を説明し同意を得た。また本研究は健康科学大学の
倫理委員会の承認を得て実施した。

P-33 サルコペニア肥満を合併した 
要介護高齢者の身体活動量の特徴

キーワード：サルコペニア肥満、身体活動量、要介護高齢者

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○水谷 真理子、岩島 隆
岐阜保健大学短期大学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

【目的】 近年、子どもたちを取り巻く社会環境の変化により、
使い過ぎによるスポーツ傷害だけではなく、遊び場の減少や
スマホ・ゲーム依存等を背景にした運動不足や姿勢不良によ
る運動機能低下が問題となっている。子どもの運動機能低下
が問題になる中、子どもの運動パフォーマンスの低下におい
て、下肢機能のうち足把持⼒とスポーツテストとの間に有意
な相関がみられるとの報告が複数みられる。本研究では、当
スポーツクラブに入会している未就学児（5～6歳児）から小
学6年生までの足把持⼒と50m走の関係性を調査した。

【方法】 本研究は竹井機器社製の足趾筋⼒測定器Ⅱを用い、
足把持⼒を計測した。50m走はストップウォッチを用い、
速⼒を計測した。
　対象者は未就学児（5～6歳児）及び小学校に通う小学生
（1年生～6年生）で当スポーツクラブに通う者で、年2回の
記録会で継続して記録を取ることが出来た29名である。
　昨年6月と12月の記録会での足把持⼒と50m走の記録の
関係性を比較し、Spearmanの順位相関係数で求めた。6月
と12月の足把持⼒と50mの記録比較するためWilcoxonの
符号付順位和検定で求めた。

【結果】 6月に計測した右足把持⼒と50m走では -0.612と
中等度の負の相関がみられた（p<0.01）。また、左足把持⼒
と50m 走でも -0.669と中等度の負の相関がみられた
（p<0.01）。12月に測定した右足把持⼒と50m 走では
-0.756と強い相関がみられた（p<0.01）。また、左足把持⼒
と50m走でも -0.745と強い相関がみられた（p<0.01）。6月
の50m走の記録は平均11.1秒であり、12月の50m走の平
均は10.5秒であった。6月と12月の記録を比較すると有意
な差がみられた（p<0.01）。6月と12月の足把持⼒を比較し
た結果、有意な差はみられなかった。

【考察】 鹿内らは、小学生⾼学年の運動機能として50m走
とアーチ⾼率、足趾把持⼒の関係性を評価し、50m走が速
いほど足趾把持⼒が強いと述べている。本研究においても未
就学児から小学生⾼学年全体であるが、50m走が速いほど
足把持⼒が強いことが証明された。
　また、週1回で実施しているスポーツクラブでの運動を継
続することによって、脚⼒や走⼒に向上がみられた。これは、
当スポーツクラブの全身的な運動機能の向上を目的とした運
動を実施することで得られた結果だと考えられる。

【理学療法学研究としての意義】 最近の子供たちの運動不足
による運動機能低下に対する対策として、スポーツクラブに
よる全身運動が運動機能向上につながっている。

【倫理的配慮、説明と同意】 当スポーツクラブに通う未就学
児と小学生の保護者には、研究の目的・方法を説明し、十分
に理解した上で同意を得た者を対象とした。また、研究への
不参加より不利益を生じないことを伝達した。

P-34 大垣市内のスポーツクラブに通う 
未就学児と小学生の足把持力と 
50m走の関係

キーワード：子ども、足把持力、50m 走
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○伊井 公一1）、鈴木 一弘1）、神野 佑輔1）、山田 和政2）

1）医療法人光生会 赤岩病院 リハビリテーション部、
2）星城大学 リハビリテーション学部

【目的】 転倒恐怖心は地域在住⾼齢者の43%が有し、転倒や
身体運動機能の低下と関連があり、日常生活に影響を及ぼす
重要な要素である。先に我々は、転倒低リスク⾼齢者を対象
に日常生活で頻繁に行われている「椅子から立ち上がり歩
行する」一連の動作に着目し、その1歩目から4歩目までの
ステップ時間の変動係数（以下STWCV値）と転倒に関連が
あることを報告した。転倒恐怖心は転倒経験により増加する
が、STWCV値との関連性については明らかではない。そ
こで、転倒恐怖心が転倒低リスク⾼齢者のSTWCV値に影
響を及ぼすかを検討した。

【方法】 対象は、Times�Up�and�Go�test（以下TUGテスト）
10秒以内の転倒リスクが低いと判断された65歳以上の地域
在住女性124名とした。転倒恐怖心をModified�Falls�
Efficacy�Scale（以下MFES）にてアンケート調査し、139点
以下を恐怖心あり群26名（平均年齢79±5.0歳）、140点を
恐怖心なし群98名（平均年齢80±5.2歳）に分類した。
STWCV値は、対象者の第3腰椎に加速度計を装着し、背も
たれのない椅子より合図とともに立ち上がり、10m先まで
最速歩行させた際の1～4歩目までの踵接地時間を測定し、
変動係数（以下CV値）を算出した。分析方法は、STWCV
値の2群間比較には対応のない t検定を用いた。有意水準は
5%未満とした。また、MFESと STWCV値の散布図を作
成して関連性を確認した。

【結果】 STWCV値は、恐怖心なし群で9.1±4.5%、恐怖心
あり群で11.2±4.8%（P<0.04）で有意差を認めた。MFES
が⾼得点ほどSTWCV値が小さい傾向がみられた。

【考察】 Hausdorff らは、歩行時のCV値が転倒の有無によ
り差がみられるものの、身体機能評価では差がないことから
⾼齢者の転倒予測評価として有用としている。我々の先の研
究においても同様に転倒と身体機能評価には関連はないが、
STWCV値とは関連があると報告した。転倒は転倒恐怖心
を増加させる要因であることから転倒恐怖心あり群で
STWCV値が大きかったと考える。そのため、MFESが低
得点である転倒恐怖心の強い⾼齢者ほどSTWCV値が大き
い傾向がみられたものと考える。一方、本研究は、転倒低リ
スク⾼齢者を対象としているためMFESが⾼く、転倒恐怖
心のある対象者が26名と少ないことから詳細な相関関係に
ついては今後対象者を増やし検討する必要がある。

【理学療法学研究としての意義】 転倒恐怖心のある⾼齢者は
STWCV値が⾼くなることが示唆された。STWCV値や転
倒低リスク⾼齢者に着目した研究は少なく、今後の⾼齢者の
転倒予防策や介入を講じる一助になると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は星城大学研究倫理委員
会の承認（2017C007）を受け、対象者に対して口頭及び文書
で十分に説明し、書面による同意を得て実施した。

P-35 転倒恐怖心が転倒低リスク高齢者の 
起立－歩行課題に与える影響について

キーワード：転倒恐怖心、起立－歩⾏課題、転倒低リスク高齢者

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○石川 尚一
医療法人社団紫苑会 富士いきいき病院

【はじめに】 牧迫は医療における予防理学療法について「理
学療法としての主たる対象となる心身機能の回復や日常生活
活動能⼒の改善を図り、自宅復帰や社会復帰をめざすと同時
に、退院後の生活において悪化予防や再発予防のため自主的
なトレーニングや生活指導も重要な役割となる」と述べて
いる。今回、当院回復期病棟に入院し、身体機能および動作
能⼒が回復し日常生活活動（以下ADL）は自立したものの、
転倒及び骨折の再発、認知機能の低下の危険性が⾼く、予防
理学療法のアプローチの必要性が⾼い症例を経験したので、
ここに報告する。

【症例紹介】 80歳代女性。誘因なき第1腰椎圧迫骨折で近隣
の急性期病院に入院し、体幹硬性コルセットを処方され保存
療法を施行される。一人暮らしでADLの自立が必須であっ
たため、更なるリハビリ目的にて当院回復期病棟に入院。介
護保険にてヘルパーを利用していたがご自身が、必要が無い
と意思表示し、短期間で利用を終了し、介護保険は失効して
いる状態であった。

【経過・結果】 医師の指示により入院当初より終日、体幹硬
性装具着用であった。身体機能は両側の上下肢については動
作能⼒低下に影響を及ぼす関節可動域制限、筋⼒低下は認め
られなかった。10m歩行は6.7秒、Time�Up�And�Go�Test
（以下TUG）は12.4秒で、病棟ADLは独歩で自立していた
が、両側、特に右側に外反母趾があり片脚立位は右下肢2.8
秒、左下肢7.9秒であり、転倒リスクが⾼いことが想定され
た。長谷川式認知症スケール（以下HDS-R）は20点で特に
短期記憶に低下が認められた。両側足趾の関節可動域訓練、
両下肢の筋⼒強化訓練、立位バランス訓練を自主的に実施で
きるよう指導しつつ実施した。入院30日目に体幹硬性装具
が外れたが直後より軟部組織性の腰部痛が認められ、主治医
と協議し体幹ベルトを処方し、腰背部痛の軽減が認められ、
退院後もADLで装着するよう指導した。この時点で片脚立
位は右15.0秒、左10.0秒、HDS-Rは25点と改善は認めら
れるも、医師、看護師、作業療法士、相談員と協議し骨折の
再発予防、転倒予防、認知症の進行の予防の対策が必要であ
ると判断し、介護保険を申請し、運動習慣の指導と社会的交
流の機会を得ることを目的として訪問リハビリおよびデイ
サービスの利用を本症例に提案。サービス利用が決定し、担
当ケアマネージャーに情報伝達を行い、入院70日後に自宅
退院となった。

【考察】 退院後の骨折の再発、転倒、認知症の進行を予防す
るために、入院時の理学療法で身体機能および動作能⼒の改
善と共に、退院後の生活を支援する体制を整えることが重要
となる症例であった。入院中の理学療法と共に多職種との情
報共有および連携と、地域サービスへの情報伝達および連携
が予防理学療法においては重要となることが示唆されたもの
と考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本症例および親族に書面・口頭
にて説明し同意を得た。

P-36 回復期病棟における予防理学療法を 
念頭に置いた退院支援・調整について

キーワード：予防理学療法、退院支援・調整、多職種連携
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○都志 翔太
KKR北陸訪問看護ステーション

【はじめに】 早期サポート退院は急性期の脳卒中入院患者用
のプログラムであり、早期の自宅退院を促進するために地域
でのリハビリテーション（以下、リハ）を含むサポートを提
供する退院のことであるが、国内での取り組みは少ない。今
回、本来回復期病棟での療養が必要なケースにおいて、自宅
での訪問リハによる前庭リハによりADLの拡大が図れた症
例を担当したので報告する。

【症例紹介】 70歳代男性。X日回転性のめまいを自覚し嘔吐
と右上肢のしびれがありA病院に救急搬送となる。頭部MRI
で右小脳半球、小脳虫部に脳梗塞を認め入院となる。急性期
治療中リハは開始されず、めまい・嘔吐が持続し、食思不振
から体重が10�㎏減少した。入院から48日後に眩暈症状を残
した状態で自宅退院となり、週2回の訪問リハが開始となる。
訪問開始時、麻痺、失調症状などはみられず、右手に軽度の
しびれと眩暈が認められた。Dizziness�Handicap�Inventory
日本語版は80/100点（physical：26点、emotional：22点、
functional：32点）で眩暈による日常生活への影響が認めら
れた。歩行は4点杖使用し可能であるが、眩暈のためトイレ
以外はベッド上で過ごしていた。会話は可能だが、頭部・眼
球を動かさずに話していた。眩暈症状の改善から生活範囲の
拡大を目的にアプローチを開始した。

【結果・経過】 眩暈に関してはgaze�stability�exercises を中
心に介入を開始した。介入1週間は臥床状態が持続していた
ため廃用症候群の影響と離床の必要性を説明した。介入2週
間目より眩暈症状が徐々に軽減し離床時間の拡大が図れてき
た。介入4週目には問いかけに対して頭部・眼球運動での反
応が得られるようになり自宅内生活は問題なく可能となった。
しかし、片脚立位は左右3秒程度でバランス機能低下が認め
られた。介入8～9週目には屋外歩行も可能となり片脚立位
も左右10秒以上と改善した。発症から150日、介入から約3
か月でFunctional�Balance�Scale54/56点、Dizziness�Hand-
icap�Inventory日本語版は10/100点（physical：2点、emo-
tional：2点、functional：6点）と眩暈症状の改善があり、外
出なども可能となった。

【考察】 ⾼齢者在宅医療・介護サービス2019において、脳卒
中患者の十分なサポート体制がある在宅サービスの導入は入
院期間の短縮やADLの改善効果があり、強く推奨している。
本症例は、急性期症状が残存した状態での自宅退院となり、
訪問リハの介入により生活範囲の拡大を得ることが出来た。
今回訪問リハの介入がない状態では眩暈症状の持続から廃用
症候群が進行する可能性があった。本症例のように急性期症
状が残存した状態でも、回復期病棟を経由せず在宅サービス
によりADLの拡大が図れる可能性が示唆された。

【倫理的配慮、説明と同意】 本学術大会の発表に関して、本
人および家族に個人情報保護のための手立て、協⼒の任意性
と同意撤回の事由について口頭にて説明を行った後、書面に
て同意を得た。

P-37 小脳梗塞を発症し眩暈症状が残存した 
状態で自宅退院となり、訪問リハビリ
テーションによる前庭リハビリテーショ
ンにより身体機能の向上が図れた1症例

キーワード：早期自宅退院、前庭リハビリテーション、眩暈

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○田中 正康1）、丹羽 佐央理1）、堀尾 欣三1）、鷲尾 智子1）、
石崎 麻貴1）、齋藤 愛佳1）、西村 卓朗2）、宮地 諒3）

1）南砺市訪問看護ステーション、2）南砺市民病院、 
3）北陸大学 医療保健学部 医療技術学科

【はじめに】 近年、介護予防の方策として⾼齢者の主体的な
活動を促すことを目的とした、訪問型短期集中サービスが導
入され注目されている。しかしながら、その介入効果、また
その後の効果の継続について明確なものはない。そこで本研
究の目的は、退院後の日常生活に不安のある虚弱⾼齢者にお
いて、訪問型サービスC（以下、訪問C）による運動習慣の
形成が身体機能の改善に有効か検証することである。

【症例紹介】 症例は、73歳女性。交通外傷で背中、腰の痛み、
臀部から右下肢にかけての痺れを主訴としていた。初回に生
活行為の目標設定を行い「痛みが軽減し庭掃除、家事が楽
にできる」とした。介入方法として、疼痛軽減を目的とし
た自主運動指導を行い、日々の実施状況をカレンダーに記録
させた。介入頻度は週1回の訪問を12週間行い、訪問時に
症例の運動実施状況の把握と運動方法の確認・修正を行った。
評価項目は、身体機能の評価としてShort�Physical�Perfor-
mance�Battery（以下、SPPB）、ADL評価としてFunctional�
Independence�Measure（以下、FIM）、IADL 評価として
Frenchay�Activities�Index（以下、FAI）、心理面の評価と
してFall�Efficary�Scale（以下、FES）、そして、生活空間の
評価としてLife�Space�Assessment（以下、LSA）とした。
また、カレンダーを用いて1週間毎に運動実施日数と運動時
間を聴取した。これらの評価を初回訪問、最終訪問、終了3
ケ月後に計測した。

【経過・結果】 初回→最終→終了3カ月後と表記する。SPPB
の合計点では9→11→11点、FIMでは123→124→126点、
FAI では27→29→36点、FES では27→29→39点、LSA
では41→54→80点と改善を認めた。1週間毎の運動実施日
数および運動時間では、介入前は自主運動の実施はなく、介
入期間中1日平均45分間（15分間の運動を1セットとし3
セット）の運動を週7日実施し、介入後3ヵ月も同様であった。

【考察】 本症例において訪問Cの介入による運動習慣の形成
は、介入期間中の身体機能改善に加え、介入終了後の運動習
慣の維持および身体機能の改善にもに有効であると考える。
短期集中の介護予防事業として、訪問Cは地域の通いの場
に繋がるサービスとして有効である。適切な評価と、継続を
目的とした運動指導は、医療、保健、福祉の社会負担を軽減
し、健康寿命増進の一助になると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 発表に際し、南砺市訪問看護ス
テーションの倫理委員会にて承認を得た（承認番号：
2022NHS03）。

P-38 運動習慣の形成を目的とした 
訪問型サービスCによって身体機能の 
改善を認めた症例

キーワード：訪問型サービス C、介護予防事業、運動習慣の継続
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○米田 嗣音1）、奥田 壮平1）、鈴 尚樹1）、山原 和子2）、
木下 裕美3）、小森 康子1）、渕﨑 宇一郎1）

1）公立河北中央病院 リハビリテーション科、
2）公立河北中央病院 栄養部、3）公立河北中央病院 看護部

【目的】 2014年度診療報酬改定で重点課題とされた「医療機
関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等」の対応の
ひとつとして地域包括ケア病床が新設された。地域包括ケア
病床は2020年度の報告にて5年間で届出病床数が3.7倍とな
り、地域に必要とされる病床であることが示唆される。一方
で、運営に関する問題点として自院の転床先として使用でき
るポストアキュート（以下、PA）に頼りすぎている点が挙げ
られており、緊急時の受入れ機能であるサブアキュート（以
下、SA）の機能が重点化される改正が2020年度に行われた。
SA機能の特徴を考慮すると入床時の初期評価で退床先を予
測できると在宅復帰率の向上に寄与できると考えた。退床時
の評価にて在宅復帰の検討は多数行われているが、SAの初
期評価に着目した研究はない。そのため、本研究の目的は
SAとPAの入床時評価の特徴の把握と退床先の転帰に与え
る影響を検討することとした。

【方法】 対象は2018年4月1日から2020年3月31日までに、
当院の地域包括ケア病床に入床し、主科が内科であり、リハ
ビリテーションが指示され、死亡退床とレスパイト退床を除
いた485名とした。そのうち、SA群の75名を抽出し地域包
括ケア病床の在宅復帰に換算される在宅・施設等へ退床した
群とそれ以外の群に分類した。評価項目は年齢、入床時
Barthel� Index（以下、BI）、リハビリテーションの実施日数
（以下、リハ実施日数）、リハビリテーション平均実施単位数、
入床時栄養評価、入床時Body�Mass�Index（以下、BMI）、
入床時認知症症状とした。統計解析としては、SA群とPA
群の比較のために、Mann-WhitneyのU検定とカイ二乗検
定を行った。また、退床先に影響を与える因子を検討するた
めに二項ロジステック回帰分析を実施した。

【結果】 SA群と PA群の比較結果では、SA群が入床時の
BIが⾼く、リハ実施日数が長期間になった。二項ロジステッ
ク回帰分析の結果からは入床時栄養評価と入床時BMIが抽
出された。

【考察】 SA群とPA群の比較の結果よりSA群の入床時BI
が⾼く、在宅復帰率のためにADL能⼒の⾼い患者がSAと
して入床する傾向を示したと考える。SA群のリハ実施日数
が長い傾向にあったのは、PA群が入床する際には退床先の
目途が概ね決まっていたためと考える。退床先に与える因子
として入床時栄養評価とBMI が抽出された。これらは
ADL能⼒や歩行能⼒と関連する先行研究があり、本研究も
それを支持する結果が得られたと考える。

【理学療法研究としての意義】 我々はSA機能で受入れた患
者も可能な限り元の居住地へ返すことが責務である。そのた
めには、患者背景を十分に考慮し、栄養評価とBMIを予後
予測の一助として理学療法を行う必要性があると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院の倫理審査委員会
の承認を得て実施した（承認番号：No50）。対象患者には研
究の主旨を説明し、書面にて同意を得た。

P-39 当院地域包括ケア病床のサブアキュート
患者の退床先の要因の検討

キーワード：地域包括ケア病床、サブアキュート、栄養評価

ポスター5　［ 地域・予防 ］

○大喜多 伸哉1）、柴田 純1）、中川 有紀2）、川上 莉奈2）、
今西 久美絵2）、宇野 研一郎3）

1） 医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう  
リハビリテーション部、

2）医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう 看護部、
3）医療法人胃医巴会 宇野胃腸内科・脳神経内科

【はじめに】 在宅領域においてリハビリ職が、終末期に直面
する事は少なくない。終末期ではリハビリの役割は少なく、
場合によってはフェードアウトして行く事も多い。今回、一
症例への関わりを通じて、終末期におけるリハビリ職の関わ
りの重要性を再認識する機会を得た為、報告する。

【症例紹介】 X年に封入体筋炎と診断された70歳代男性。杖
歩行自立していたが、低所からの起立動作はほぼ全介助の状
態であった。加えてCOPDによる体動時の重度息切れ・呼
吸苦、嚥下機能の著明な低下を認めた。

【経過・結果】 診断から1年が経過、訪問看護で約3ヶ月介
入した。呼吸ケア中心の介入を行ないつつ、通院およびデイ
ケアを利用し在宅療養をされていたが、細菌性肺炎による入
院を機にADLおよび全身状態の悪化を認めた。それを機に、
安楽に過ごせるよう、環境調整および家族へのサポートが中
心のケアに移行していった。医療機関退院から約20日後、
ご自宅にてお看取りとなった。

【考察】 終末期におけるリハビリの役割はコメディカルに比
べると少ないと考えられる事が多い。しかし、医学的介入に
加え、精神心理的サポートが、利用者および家族の支えとな
る、という事が今回の関わりを通じて大いに実感できた。迫
り来る最期の時にこそ、フェードアウトしていくのではなく、
早期から良好な信頼関係を構築し、イニシアチブを取り、家
族・利用者にしっかりと寄り添っていく事がリハビリとして
の終末期ケアであると考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 訪問看護ステーション利用契約
時に、ケア内容や介入方法について匿名化した状態で学会報
告を行う旨を書面にて説明し、包括的同意を得た。

P-40 在宅領域における終末期リハの役割

キーワード：訪問看護、終末期、難病
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○向嶋 啓介
福井赤十字病院

【目的】 在院日数の長期化は⾼齢者の身体機能、日常生活動
作能⼒低下を来すことが報告されており、また医療費⾼騰の
一因ともなり深刻な社会問題の一つである。整形疾患や脳血
管疾患等に比べ、消化器内科疾患を対象とした在院日数に関
する報告は少ない。本研究の目的は当院における消化器内科
疾患患者の在院日数が長期化する因子を明らかにすることで
ある。

【方法】 対象は2020年11月から2021年12月の期間で当院
消化器内科病棟よりリハビリ依頼があった消化器疾患患者
127名とした。除外基準は死亡退院、データ欠損、他診療科、
消化器疾患以外の患者とした。研究デザインは症例対象研究
とした。調査項目は年齢、性別、BMI、在院日数、リハ開
始までの日数、診断名（胃、肝、食道、膵、胆、腸疾患に分
類）、入院時CRP・Alb・TP、GNRI、初回FIM、入院前の
食事変化量・歩行状態、投薬状況、転倒歴、認知症有無、家
族背景（同居家族、主介護者の有無・介護可能時間・健康状
態）、社会的背景（介護度、生活保護）、1年以内の入退院歴
とした。従属変数は在院日数を中央値で2群に分け、短期入
院群（17日以下）、長期入院群（18日以上）とした。群間比
較は2標本 t検定、Mann-Whitneyの検定、x2検定を用いた。
次に有意差を認めた項目を独立変数とした多重ロジスティッ
ク回帰分析を行った。抽出された項目に関して、ROC曲線
を用い在院日数が長期化する因子を判別するカットオフ値を
算出した。統計解析はR4.3.1を使用、有意水準は5%とした。

【結果】 年齢は中央値84歳（76-88）、短期入院群65例、長
期入院群62例であった。単変量解析にて有意差を認めた項
目はリハ開始までの日数、診断名（胃・肝・膵）、低アルブ
ミン血症、FIM歩行、抗がん剤使用、1年以内の入退院で
あった。（P<0.05）多重ロジスティック回帰分析の結果、リ
ハ開始までの日数、低アルブミン血症、FIM歩行、抗がん
剤使用が抽出された。（モデルX2検定：P<0.05、オッズ比：
1.208、2.034、0.706、7.082）。リハ介入時点で在院日数長
期化を予測するカットオフ値は、リハ開始までの日数が5日
（感度56%、特異度72%、AUC�0.64）、FIM歩行が3点（感
度71%、特異度51%、AUC�0.60）であった。

【考察】 当院消化器内科疾患患者における在院日数が長期化
する因子は、リハ開始までの日数が5日より長い、低アルブ
ミン血症、介入時のFIM歩行が3点以下、抗がん剤の使用
であった。消化器内科疾患患者は治療開始から絶食や安静臥
床状態となることが多い。低栄養、安静期間が長い、初回歩
行が中等度介助以上、抗がん剤使用は在院日数が長期化する
因子と考える。

【理学療法学研究としての意義】 本結果よりリハ開始早期よ
り在院日数の長期化を予測できる可能性がある。また早期よ
り多職種に情報提供し退院調整を進めることで在院日数が短
縮する可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院倫理審査委員会の
承認を得て実施した。

P-41 当院における消化器内科疾患患者の 
在院日数が長期化する因子

キーワード：消化器内科疾患、在院日数、予後予測

ポスター6　［ その他 ］

○浜谷 樹1）、沼田 秀人2）、渡邊 雅行3）、志村 政明2）、
石田 克也4）、渡邊 逸平5）

1）富山県リハビリテーション病院・こども支援センター、
2）厚生連高岡病院、3）医療法人社団重仁 佐々木病院、
4）市立砺波総合病院、5）富山県立中央病院

【目的】 富山県理学療法士会（以下当士会）の災害支援対策
委員会の活動内容の一つとして、①災害発生時に当士会員
の安否確認が行えること、②各地区の施設の被害状況を確
認出来ること、③被害状況等を迅速に協会へ報告出来るこ
とを目的とし、年一回災害時情報収集訓練（以下災害訓練）
を実施している。今回この訓練の有用性を調査した。

【方法】 Google フォームで質問項目、災害訓練に対してのア
ンケートを作成し、当士会メーリングリストへ案内メールを
送り、各施設の理学療法士責任者、又は代理人が案内メール
内のURLへアクセスし、所属施設情報の登録、質問項目の
回答を行う形とした。
　質問は施設スタッフの人数やどの地区の施設か、災害訓練
の有用性について等の項目とした。回答期間は一週間とし、
その後回答を集計し、回答率やアンケート内容を調査した。
また、案内メールの送信から回答されるまでの期間も併せて
調査した。

【結果】 回答結果について、2020年度では当士会が把握して
いる192施設（全施設）に対し、108施設の回答（回答率：
56%）、2021年度では195施設に対し、110施設の回答（回答
率：56%）があった。地区別では50～60%の回答率であっ
た。回答期間については案内メール送信日が一番多く、翌日
以降回答が減少していく傾向であった。
　アンケート結果では災害を常日頃から意識出来ると言った
意見がある反面、発災時にライフラインが遮断された場合や
施設毎で対応に追われている場合には返信が難しいと言った
意見もあった。訓練意義については多くの施設から有用と
あった。

【考察】 災害訓練に関して、2020年度、2021年度で比較す
るも回答率が伸びない結果であった。要因として、メーリン
グリストが未登録の士会員がいること、案内メールを見てい
ない、又は回答をし忘れている、訓練の意図が伝わりにくい、
災害に対する意識に個人差があること等が考えられた。
　今後の課題として、災害に関する研修会等を開催し、士会
員の災害認知を⾼められるよう啓発活動を行うことやメーリ
ングリストの登録を呼び掛けること等を挙げ、委員会メン
バー内で協議し、今年度の活動目標の一つとして取り組む形
とした。またアンケート結果を基に質問内容の見直しや発災
時にどの段階で案内メールを送るかも今後の検討課題である。
　今後は災害時に士会員も共有できるようなマニュアルの作
成、災害訓練で得られた情報を富山 JRATやリハ協議会な
どの他団体とも共有でき、連携が取れる幅広い活動へと繋げ
ていく。

【理学療法学研究としての意義】 当士会の災害支援対策委員
会の活動で得られた情報、内容を他団体、他県へも発信し、
共有していくことを理想としている。

【倫理的配慮、説明と同意】 本発表はヘルシンキ宣言に基づ
き、対象者の保護には十分留意した。

P-42 災害時を想定した情報収集訓練の 
有用性調査
～ 士会員に対する情報収集方法の現状と 
今後の課題について～

キーワード：災害訓練、情報収集、アンケート調査
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○渡邊 潤子1）2）、秋山 吉孝3）、青木 浩美3）、櫻木 聡3）、
渡辺 伸一1）4）、林 孝子5）、加藤 彩5）

1）国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター、
2）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科、
3）国立病院機構名古屋医療センター リハビリテーション科、
4）岐阜保健大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、
5）国立病院機構名古屋医療センター 乳腺外科

【目的】 当院では2018年8月から乳がん術後患者の理学療法
を開始している。2018年度には片側手術患者（以下片側群）
のみであったが、2019年には両側同時手術患者（以下両側
群）の理学療法を実施した。両側群は片側群に比べて術後経
過や精神的側面も含めたQOL、運動機能に相違があるかど
うかを確認し、配慮すべき点があるかどうかを検討するため
調査を行った。

【方法】 2019年度に当院でSBドレーンを挿入する乳がん手
術前に理学療法依頼のあった症例を後ろ向きに解析した。評
価項目は心身相関に着目してQOLとしてFACT-B、運動
機能として術側肩関節屈曲角度、握⼒とし、評価用紙や診療
録から後方視的に調査を行い、片側群、両側群の2群間で比
較した。統計解析については両群の比較はマンホイットニー
U検定を用い統計ソフト（SPSS�for�windows�ver.28）を使
用して解析し、有意水準は5%とした。

【結果】 研究期間中、113例が取り込まれ、全員女性で、両側
群6例、片側群107例が解析された。両側群は左右とも全摘
出術5名、左全摘出術+右部分切除術1名、SBドレーン抜去
まで術後4.6±0.8日、最終評価日まで術後5.3±1.0日、退院
まで術後6.6±0.5日であった。片側群は全摘出術92名、部分
摘出術14名、リンパ郭清術1名、左63名、右44名、SBド
レーン抜去まで術後4.0±1.2日、最終評価日まで術後5.7±
1.2日、退院まで術後6.9±1.1日であった。退院時術側肩関節
屈曲角度は両側群122.9±22.2度、片側群112.3±22.4度、
退院時術側平均握⼒は両側群23.6±7.1�㎏、片側群20.3±
5.5�㎏であった。術後FACT-Bの術後総点数は両側群66.3
±16.9点、片側群66.6±13.6点、FACT-Bの術後身体機能
は両側群6.8±3.9点、片側群7.0±4.2点、術後精神機能は両
側群6.0±1.6点、片側群8.1±3.8点、術後その他心配な点は
両側群12.1±2.7点、片側群10.3±4.3点であった。今回の評
価結果から2群間で有意な差のみられる項目はなかった。

【考察】 両側乳がん術後患者は術後経過、QOL、運動機能に
おいて片側乳がん手術患者と比べて有意な差は認められな
かった。両側乳がん手術では片側手術に比べ侵襲も大きく、
心理的不安などが大きいのではないかと予想したが、両群で
差がなかったことより、術後は片側乳がん患者と同様の精神
的身体的な対応でよいのではないかと考えた。

【理学療法学研究としての意義】 乳がんは女性の罹患率が最
も多いがんである。今回検討した両側同時手術症例数は決し
て多くはないが、片側術後患者と比べてSBドレーン抜去ま
での日数、退院までの日数や退院時肩関節屈曲角度、握⼒、
FACT-Bの項目において差がみられず、片側乳がん術後患
者と同様の対応でよいと考えられる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に則り、
オプトアウトにて患者への説明と同意を得て行った。なお、
本研究は国立病院機構名古屋医療センターの倫理委員会の承
認を得て実施した（No.2021-066）。

P-43 両側乳がん手術患者の術後理学療法 
おける片側手術患者との比較
―心身相関に着目して

キーワード：両側乳がん、心身相関、FACT-B

ポスター6　［ その他 ］

○平野 明日香
藤田医科大学病院

【目的】 ⾼齢者の増加で急性期一般病棟ではADLが低下し、
社会復帰困難となる患者が増えている。急性期において
ADL維持向上のためにリハビリテーションの実施は重要であ
るが、マンパワー不足などから十分に提供されていない場合
がある。急性期における適切なリハビリテーション提供のた
め、リハビリテーション実施に影響を与える因子を検討した。

【方法】 対象は2018年10月13日から2020年12月31日に当
院呼吸器内科病棟へ入棟し、除外基準に該当した者を除いた
1,392例とした。対象をリハビリテーション実施した実施群
と、実施しなかった非実施群に分け、リハビリテーションに
影響を与える因子を当院患者データベースより後方視的に検
討した。因子のうち基本情報として年齢、疾患名、入院歴、
安静度、介護保険有無を抽出し、理学療法評価として
Barthel� Index、GCS、SIDE、握⼒、起居動作能⼒、起立着
座動作能⼒、移動手段、認知症リスク有無、OHスケール、
MSW介入の必要性有無とし、各項目において当該病棟に入
棟時の状態を評価した。2群間でMann-Whitney の U検定、
カイ二乗検定を用いて比較し、有意差のあった項目に対して
ロジスティック回帰分析を用いて検討した。

【結果】 実施群は609例（43.8%）、非実施群は783例（56.3%）
であった。2群間で有意差のあった項目は、年齢、疾患名、
介護保険有無、Barthel�Index、SIDE、握⼒、移動手段、起
立着座動作能⼒、認知症リスク有無、OHスケール、MSW
介入の必要性有無であった。ロジスティック回帰分析の結果
から実施群では年齢は⾼く（オッズ比：0.96,�95%信頼区間
0.95-0.98,�p<0.001）、Barthel�Indexは低く（オッズ比：1.02,�
95%信頼区間1.01-1.04,�p= 0.008）、MSW介入の必要性は
あり（オッズ比：2.4,�95%信頼区間1.47-3.90,�p<0.001）で
あった。

【考察】 リハビリテーション実施に影響を与える因子として、
⾼齢、ADLの低下、バランス能⼒の低下、退院調整の必要
性であることが示唆された。特に退院調整の必要性がある場
合には強い関連がみられた。以上より、リハビリテーション
実施の因子が明確になることで早期から適切なリハビリテー
ション介入ができ、ADLの維持向上、社会復帰につながる
可能性が考えられた。

【理学療法学研究としての意義】 早期から適切なリハビリ
テーション介入ができることで、急性期におけるADL低下、
社会復帰困難を防止でき、社会保障費の抑制にもつながる可
能性が考えられる。また、ADL低下を防止することで医師
や看護師の業務担軽減にもつながり、多職種連携による効率
的な医療の展開など多くの効果が期待できる。

【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当大学研究倫理審査委
員会の承認を得て実施した。

P-44 急性期一般病棟におけるリハビリテー
ション実施に影響を与える因子
―療法士の専従配置病棟における検討―

キーワード：ADL 維持向上等体制加算、疾患別リハビリテーション、
急性期
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賛助・協賛御芳名
（敬称略・順不同） 2022年10月12日現在

【後　援】 

愛知県

豊橋市

公益社団法人愛知県医師会

公益社団法人愛知県看護協会

一般社団法人愛知県作業療法士会

一般社団法人愛知県言語聴覚士会

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

一般社団法人愛知県病院協会

一般社団法人愛知県医療法人協会

中日新聞社

東愛知新聞社

東海日日新聞社

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社エフエム豊橋

【協　賛】

金城大学

豊橋創造大学

専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

【共催セミナー】

CYBERDYNE 株式会社

株式会社gene

はしたにクリニック

株式会社ジェネラス

【幕間広告】

CYBERDYNE 株式会社

【プログラム集広告】

オージー技研株式会社

専門学校星城大学リハビリテーション学院

アニマ株式会社

CYBERDYNE 株式会社

金城大学

株式会社八神製作所

株式会社松本義肢製作所

フクダライフテック横浜株式会社

専門学校中央医療健康大学校

【大会ホームページバナー広告】

タック株式会社

東名ブレース株式会社

医療法人社団�アールアンドオー

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

【企業展示】

タック株式会社

インターリハ株式会社

日本シグマックス株式会社



第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン　145

第38回東海北陸理学療法学術大会組織図

大 会 長 事務局長 事務局員

大野 善隆

準備委員長

石田 和人
名古屋女子大学 星城大学

冨田 秀仁
豊橋創造大学

運営局長

長谷川 隆史
名古屋大学

学術局長 学術局員

松尾 真吾
日本福祉大学

相 談 役

青木 一治
名古屋学院大学

相 談 役

金井 章
豊橋創造大学

横山 真吾
豊橋創造大学

大橋 和也
豊橋創造大学

嶋 尚哉
豊川市民病院

運営局員

井上 貴行
名古屋大学医学部附属病院

加古 誠人
トヨタ記念病院

谷本 正智
国立長寿医療研究センター

川瀬 修平
総合上飯田第一病院 

竹中 裕人
医療法人三仁会あさひ病院

岡元 信弥
名古屋市総合リハビリテーションセンター

西出 圭吾
株式会社 Dream Ambassador
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河野 裕治 藤田医科大学病院

柴田 賢一 名古屋ハートセンター

橋本 千里 藤田医科大学病院

栢本 あずさ 名古屋大学医学部附属病院

野村 悠乃 国立長寿医療研究センター

石川 実樹 国立長寿医療研究センター

新屋 沙季 上飯田リハビリテーション病院

運営委員一覧
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