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                                   令和 2年 12月 24日 

                         

                  

第 23回 大分県理学療法士学会  

学会長  武田 知樹 

    

                    

第 23回 大分県理学療法士学会 

出張について（お願い） 
 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素より大分県理学療法士協会並び

にその活動に対して、ひとかたならぬご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、この度当協会では理学療法士の学術的向上と情報交換を目的として大分県理学療法士学

会を下記のごとく開催する運びとなりました。 

つきましては、貴施設所属          氏の学会参加に際し格別のご配慮を賜ります

よう、謹んでお願い申し上げます。 

 

記 

 

テ ー マ    未来を支える理学療法 

 

会  期    令和 3年 1月 24日（日曜日） 9：50～16：25 

 

会  場    ハイブリット形式（会場参加もしくは WEB参加） 

国際コンベンションセンター 別府ビーコンプラザ 

〒874—0828 大分県別府市山の手町 12番 1号 TEL：0977—26—7111 
  

 

 

    内  容    特別講演、研究推進セミナー、教育講演、ランチョンセミナー、 

            口述・ポスター発表、フレッシュマンセッション 
 

  問い合わせ先    大分リハビリテーション専門学校 

学術大会課長  大野 智之 

                E-mail   opta.confer@gmail.com 

 

病院長・施設長 殿 



2 

 

健康確認票 

 

本日の研修参加にあたり、新型コロナウイルスの感染拡大予防として、会場参加者に下記の健

康確認を行っています。ご協力、ご理解の程よろしくお願いします。 

 

① 会場参加時の注意点 

研修会を受講するにあたり、下記の健康確認票をお読みいただき、該当するものに〇を付けて

ください。健康確認票を作成した後は、受付にご提出ください。 

また、感染が発生した場合の参加者へ確実な連絡と行政機関による調査の協力をお願いするこ

とがあります。予めご了承ください。 

 

② 確認内容 

氏名            年齢     歳    当日朝の検温     度 

（自宅で測定） 

住所       県       市 

連絡先（携帯可）               

 

【主観的症状】 

 ●風邪症状      なし  あり  （ 咳  痰  咽頭痛  鼻汁  頭痛 ） 

 ●呼吸困難感     なし  あり  （ いつから：    頃から） 

 ●強い倦怠感     なし  あり  （ いつから：    頃から） 

 ●呼吸器症状     なし  あり  （ 喘鳴  胸部痛  安静時の息上がり ） 

 ●味覚や嗅覚の異常  なし  あり 

 

（エピソード）：学会参加前 1 週間から当日朝までのエピソードを記載ください。 

●同居者に感染者がいるもしくは自身が濃厚接触者と言われている   はい ・ いいえ 

●新型コロナウイルス感染症の患者のリハを実施した         はい ・ いいえ 

 

主観的症状およびエピソードにチェックがついた人は、会場での学会参加はできません。 

オンラインでの参加をお願いします。 

上記の確認内容の記載に相違はございません 

施設名                

氏名                 

 

大分県理学療法士協会 
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会長挨拶                            

                                               

学会長  

学校法人平松学園 大分リハビリテーション専門学校  

理学療法士科 学科長 

武田知樹 
 

第 23回 大分県理学療法士学会を、令和 3年 1月 24日（日曜日）別府国際コンベンションセ

ンター ビーコンプラザ にて開催いたします。 

本学会では学会テーマである「未来を支える理学療法」をもとに、特別講演、教育講演、ラン

チョンセミナー、各専門領域別セミナーなど、若手会員からベテランまで幅広い方々を対象とし

た多彩な企画を準備しております。 

現在、理学療法士を取り巻く臨床、教育、研究、地域、産業など様々な領域でパラダイムシフ

トが起きています。 

臨床の領域では、今まで治療が困難であった疾患に対する新規治療法として幹細胞を用いた再

生医療や、ロボットや機能的電気刺激（FES）を用いたリハビリに対して運動量増加機器加算が

令和 2年診療報酬改定で新設されるなど、新しい治療法の確立が図られています。 

また、教育の領域では、指定規則改正に伴う理学療法士養成校の教育カリキュラム改正や臨床

実習指導者講習会の開催、また、卒後教育として 2022年からの新・生涯学習システム導入な

ど、学校教育、臨床教育ともに大きな変革の時がきています。 

さらには、地域社会で生活する高齢者における「サクセスフル・エイジング（幸福な老い）」

や、様々な産業領域で働く人々の健康を守るための就労環境の是正などに対して、理学療法士が

その専門性を活かして、地域づくりをも視野に入れた積極的なかかわりが求められています。 

昨今のコロナ禍の中で、全国的に理学療法に関連する学会や研修会の中止が相つぎ、著しく学

習機会の減少が生じております。本学会ではそのような状況を鑑み、当士会の感染対策ガイドラ

インに従い、十分な感染対策を実施したうえで例年通りの学会場における対面形式に加え，より

多くの方々が参加できるようインターネット（WEB形式）での同時配信を行うこととしました。 

いわゆるハイブリッド形式（対面＋WEB視聴）での開催ですので、より多くの方々に参加しや

すい形式になっております。学会当日は多くの方にご参集いただき、理学療法士の将来像を深く

議論していただく有意義な機会になればと願っています。 

多くの皆様方のご参加・ご発表を心よりお待ち申し上げます。 
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会場へのアクセス 

別府国際コンベンションセンター ビーコンプラザ 

         〒874-0828 大分県別府市山の手町 12番 1号  ＴＥＬ ：0977-26-7111 

【徒   歩】 ＪＲ別府駅から西へ，上り坂道 1.3km（徒歩 15分～20分） 

【路線バス】 乗り場： 別府駅西口 3番のりば (西口を出て左側） 

亀の井バス ③番バス（扇山団地行き）へ乗車後， 

 「ニューライフプラザ・ビーコンプラザ前」バス停で下車。 

        （料金： 大人片道 170円 / 時間： 約 5分） 

 

■会場周辺案内図 
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■会場周辺の駐車場案内 

 

   

 

     

※B・Eの駐車場でスタッフが誘導のため、待機しています。 

２時間：100円 

5時間：420円 

8時間：730円 
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■会場案内図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述演題受付 

 第４会場 
（小会議室33） 

第３会場 
（小会議場室32） 

第２会場 
(小会議室31） 

第１会場 

(国際会議室) 
大会受付（座長受付・発表者受付・登録受付） 

１Fフロア

図 

3Fフロア

図 

エレベーター 

 で3Fへ 
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学会参加者の皆様へ 

   参加費 ※現地参加・WEB参加とも同様 

※日本理学療法士協会マイページより事前申し込みが必要です。 

会 員：1,500円       

他県士会 会員：1,500円 

大分地域リハビリテーション研究会所属団体会員：2,000円 

非会員（理学療法士免許を有する方）：4,000円 

学 生：500円          

一 般：2,000円 

参加受付 

午前 9：20より受付を開始させていただきます。会員証をお持ちください。 

 留意事項 

【携帯電話の使用】 

携帯電話は、会場内では必ず電源を切るかマナーモードに設定して下さい。なお、会場で

のお呼び出しは原則としていたしませんのでご了承ください。 

【撮影および録音】 

著作権保護・プライバシー保護などのため,許可なく会場内で録音または写真・ビデオ等

を撮影することは禁止いたします。 

     喫煙について 

  喫煙マナーを守り、喫煙場所でお願いいたします。 

    駐車場について 

① 会場内および周辺の駐車場には限りはありますが、なるべく自家用車での来場をお願い

します。 

② 駐車場での事故・事件について本学会では責任を一切負いません。 

 

    昼食について 

① 感染予防の観点より昼食はご準備致しません。各自、ご準備をお願いします。 

② ランチョンセミナーを実施している国際会議場、小会議場 31での食事は可能です。 

③ 食事中の会話は控えるようにお願いします。 

 

 

 

 

 



6 

 

    感染症対策について（会場参加者の方へ） 

【学会前の準備について】 

・参加に当たり、職場の許可を得てください。 

・開催日から１週間前の検温結果を記録しておいてください。 

・開催日１週間前から当日までに体調不良（発熱、咳、倦怠感など）を認めた場合は、参加

を控えてください。 

・厚生労働省の接触感染アプリをインストールし使用しておくことを御奨めします。 

 

【学会当日について】 

・主観的症状およびエピソードにチェックがついた人は、会場での学会参加はできません。

オンラインでの参加をお願いします。 

・公共交通機関のご利用は控え、なるべく自家用車での来場をお願いします。 

・参加時はマスクを着用してください（会場では準備はしておりません）。 

・受付前にてアルコール手指消毒を行ってください。 

・事前に添付の健康確認票をご記入の上、受付時にご提出ください。 

・受付時は、1列に整列し、前後 1ｍの間隔を空けるようにご協力お願いします。 

・入退室の際は、アルコール手指消毒のご協力をお願いします。 

・体調不良（発熱、咳、倦怠感など）を認めた場合は、総合受付まで申し出てください。 

 状況に応じては、帰宅をお願いすることもございますのでご了承ください。 

・聴講中は、他の参加者とは 1ｍの間隔を空け、会場整理にご協力お願いします。 

・1～2時間おきに 5～10分程度会場内の換気を行いますので、防寒対策のご準備をお願いし

ます。 

 

【その他】 

・ご不明な点がございましたら、公益社団法人大分県理学療法士協会ホームページに掲載さ

れております、「感染対策ガイド第２版」をご確認ください。 

 

URL https://opta.or.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=75/r_id=1065#block75-1065 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「感染対策ガイド第 2版 QRコード」 
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     WEB参加の皆様へ 

【学会前の準備について】 

１．学会参加希望者は必ず事前申し込みをしてください。 

２．学会前日までに視聴する媒体へ Zoomのアプリ・ソフトをダウンロードしてください。 

３．詳細は「一般参加者向け 大会用 Zoom使用マニュアル」を必ずご参照ください。 

４．参加申し込み及び参加費の入金後、申し込み時にご登録いただいたメールアドレスに WEB

視聴用 PDFを送付いたします。以下の手順に従い、視聴ページへ進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学会当日について】 

１．Zoomへの入室開始時間は当日の 9時 20分からとなります。 

☆大会入室用のパスワードを紛失した場合、または Zoomに入室後の不具合(音が聞こえな

い)など、大会中の事務局への問い合わせは、ホームページの「問い合わせ」もしくは

「opta.confer@gmail.com」へお願いします。電話での問い合わせは対応できかねます。 

２．会場変更の方法 

●ウェビナーから退出すると、WEB用の会場入り口ページに出ます。そこから再度、別会場

を選択して参加してください。 

●Zoomからサインアウトしてしまった場合は、最初に入室する時と同様の操作を行ってくだ  

さい。参加申し込み後に送られてきたメールに記載されているパスワードをクリックする

と、WEB用の会場入り口ページに入室できます。そこから再度、会場を選択してご参加く

ださい。 

３．聴講時の質疑応答の仕方 

●質疑応答で質問がある方は「Q＆A」機能を使って下さい。 

●質問内容を Q＆Aの画面に書き込んでください。座長がその中のいくつかを選び、質 

問いたします。 

４．受信映像・資料の取り扱い 

●本学会は、個人情報・著作権の保護を目的に資料の配布は行いません。 

●学会中のスクリーンショット・プリントスクリーン、動画撮影の全てを禁止しています。 

mailto:opta.confer@gmail.com
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座長・演者の皆様へ 

口述発表の座長へのお願い 

１． 担当セッション開始時刻 30分前までに 3Fの「座長受付」にて座長登録を済ませ、開始

時刻 10分前までに「次座長席」にご着席ください。 

２． 担当セッションの進行については、すべて座長に一任します。必ず予定時間内に終了さ

せてください。発表は 7分、質疑応答は 3分です。 

３． 発表内容が学会誌の抄録内容と大幅に異なる場合は、注意してください。 

４． 不測の事態で座長の職務遂行が不可能な場合は、速やかに「大会受付」までご連絡くだ

さい。 
 

口述発表の演者へのお願い 

１． 当日、受付近くに演題登録受付用のブースを設置しております。9：15～9：45の間に

試写確認をお願い致します。 

２． データファイル作成上の注意点 

●発表は PCプレゼンテーション（OS：MS Windows、ソフトウェア：MS PowerPoint2003～ 

2016）のみとします。 

●PowerPoint2003～2016でデータを作成してください。 

※データファイルには「演題番号－氏名」というファイル名を付けてください。 

●動画は使用できません。 

●必ず事前にご自身でウィルスチェックを行ってください。（感染しているとファイルを

開くことができません）    

●PowerPoint2003で作成されたデータは、稀に文字の大きさが変わり文章が改行される

ことがあります。（受付での修正はできません。） 

●データファイル作成時のフォントは MS Pゴシック、MSゴシック、MS P明朝または MS 

明朝等の標準フォントを使用して下さい。特殊なフォントは使用できません。 

●データファイル作成にあたっては、プライバシーに十分配慮し、個人情報に注意してく

ださい。 

●発表データは必ず作成した PC以外で画像などを確認してからご持参ください。 

●発表用データは、会場内のパソコンに一旦コピーさせていただきますが、学会終了後に

責任を持って消去いたします。 

３．受付終了後、セッション開始時刻 10分前までに各会場の「次演者席」にご着席くださ

い。不測の事態で発表時間に間に合わない場合は、すみやかに「大会受付」までご連絡

ください。万一、連絡がないまま発表時間までに来られない場合は、発表を放棄したも

のと判断いたします。 

４．演者や所属に変更がある場合は、必ず「大会受付」にお知らせください。 

５．発表は 1演題につき 7分、質疑応答は 3分で行います。発表終了 1分前と終了を合図で

お知らせいたします。 

６．発表の際の画面の切り替えは原則として演者が行ってください。 
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 ポスター発表の座長へのお願い 

１． 座長は担当セッション開始時刻 30分前までに 3F「座長受付」にて座長登録を済ませ、

開始時刻 10分前までに会場で待機してください。 

２． 担当セッションの進行については、すべて座長に一任します。必ず予定時間内に終了さ

せてください。発表は 7分、質疑応答は 3分です。 

３． 発表内容が学会誌の抄録内容と大幅に異なる場合は、注意してください。 

４． 不測の事態で座長の職務遂行が不可能な場合は、速やかに「大会受付」までご連絡くだ

さい。 
 

  ポスター発表（一般・フレッシュマンセッション）の演者へのお願い 

１． ポスター発表の受付は 3F「発表者受付」にて行います。 

受付時間を厳守してください。 

２． 貼付けは 9：20～9：50までに済ませてください。 

ポスターは所定の場所に画鋲（学会側で準備）を用いて貼り

付けてください。 

３． 演者はセッションの開始時刻 10分前までに、各自のポスタ

ー前で待機してください。 

４． 不測の事態で発表時間に間に合わない場合は、速やかに 

「大会受付」までご連絡ください。 

５． 発表は 1演題につき 7分、質疑応答は 3分です。 

６． ポスターは 15：45〜15：55の間に撤去してください。 

なお、撤去されていないポスターは学会側で処分しますので

予めご了承ください。 

７． 演者や所属に変更等がある場合は、必ず「大会受付」にお知らせください。 

８． ポスターの示説スペースは縦 150cm，横 90cmです。文字サイズ・フォントの種類・図

表・写真の枚数は特に定めませんが、必ず指定のサイズに収めてください。また、パネ

ルに直接書き込まないでください。 

９． ポスター作成にあたっては、プライバシーに十分配慮し、個人情報の管理に注意してく 

ださい。 

 

 演題発表に関して 

１． 筆頭演者が発表できない場合は、必ず共同演者が発表を行ってください。 

２． 当日の発表ができない場合は、共同演者も含めて次年度の学会での演題登録が許可され

ませんのでご注意ください。 

３． 筆頭演者の変更は認めません。共同演者による代理発表として取り扱います。 

４． 日本理学療法士協会会員において、代理発表者には「代理発表証明書」を発行します。 

 

 

 

掲示スペース 

（各自でご用意ください） 

演題名・所属・氏名 

20cm 

20cm 

170cm 

90cm 

150cm 

70cm 

演題
番号 
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協会会員へのお知らせ 

  日本理学療法士協会会員へのお知らせ 

本学会は日本理学療法士協会生涯学習システムの単位認定学会です。 

協会会員の方は以下の履修単位およびポイントに該当します。 

【現地参加の方】 

協会会員証（緑色）による会員証明・参加受付・ポイント管理を行いますので、当日は

忘れずにご持参ください。 

 【WEB参加の方】 

１．学会参加による生涯学習ポイント付与に関して 

●学会への参加の申し込みを行い、自分の端末で視聴した者に学会「参加」と認め、ポイ

ントを付与します。 

２．新人教育プログラムの単位取得に関して 

●特別講演およびセミナー開始時間から終了時間まで入室していた者に対して単位の取得 

を認めます。 

 ☆新人教育プログラムの単位取得を希望される方は、入退室時間を厳守してください。ア

プリのダウンロード作業や仕事の都合などいかなる理由においても、単位付与に該当す

る講演・セミナーの開始時刻に遅刻・早退した場合は、単位を認められません。(システ

ム上確認可能) 

 

＊新人教育プログラム単位 

 発表者：「C-6 症例発表」を取得できます。 

 特別講演：「C-2 運動器疾患の理学療法」を取得できます 

 ランチョンセミナー参加者：「C-7 士会活動・社会貢献」を取得できます。 

 専門領域セミナー１：「C-3 内部障害の理学療法」を取得できます。 

 専門領域セミナー２：「C-5 地域リハビリテーション」を取得できます。 

教育講演：「C-4 高齢者の理学療法」を取得できます。 

研究推進セミナー：「C-1 神経系疾患の理学療法」を取得できます。 

＊生涯学習ポイント 

 参加者：10ポイントを取得できます。 

発表者：参加者ポイント（10ポイント）に加えて 5ポイントを取得できます。 

座 長：参加者ポイント（10ポイント）に加えて 5ポイントを取得できます。 

詳細は、日本理学療法士協会へお問い合わせください。 
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開会式 
 

令和 3年 1月 24日 9：50〜10：00 
 

会場：国際会議室 
 

1．開会宣言 大分県理学療法士協会学術担当理事  藤原 愛作 
 

2．挨 拶   学 会 長                  武田 知樹 

 

閉会式 
 

令和 3年 1月 24日 15：55〜16：25 
 

会場：国際会議室 

 

1．表 彰 式 
 
2．閉会の辞  大分県理学療法士協会会長     市川 泰朗 
 
3．閉会宣言  大分県理学療法士協会学術部部長    梅田 義之 
 

 

    式 次 第 
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学会日程表 ※全てのセッションがオンライン配信されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ポスターの貼付は 9：20～9：50まで、撤去は 15：45〜15：55の間

にお願いします。 

※コロナ感染症拡大の状況を踏まえて、会場参加は中止して WEB配信 

のみとなる場合がありますこと、あらかじめご了承ください。 

 

9:50～10:00

12:00～12:15

13:15～13:30

14:30～14:45

15:45～15:55 休憩

15:55～16:25 閉会式

休憩

14:45～15:45

教育講演
「理学療法士として地域づくりへの

かかわり方」

竹 村　仁　氏
（臼杵市医師会立コスモス病院 事務長）

専門領域セミナー②
「産業理学療法の現状と将来展望」

久原　聡志　先生
 （産業医科大学　リハビリテーション部）

口述発表
セッション③

演題　11～14

フレッシュマンポスター発表
セッション⑥

演題　23～28

休憩

13:30～14:30

専門領域セミナー①
「呼吸理学療法のトピックス」

朝井　政治　氏
（大分大学　福祉健康科学部　教授）

研究推進セミナー
「使う、そして伝える

～理学療法ガイドライン～」

梅木　駿太　氏
（大分岡病院　創薬センター）

口述発表
セッション②

演題　05～10

フレッシュマンポスター発表
セッション⑤

演題　19～22

休憩

12:15～13:15

ランチョンセミナー

「新・生涯学習制度について」

分藤　英樹　氏
（大分県理学療法士協会　教育部 部長）

ランチョンセミナー
（サテライト配信）

「新・生涯学習制度について」

分藤　英樹　氏
（大分県理学療法士協会　教育部 部長）

口述発表
セッション①

演題　01～04

一般ポスター発表
セッション④

演題　15～18

9:20～9:50 受付

開会式

10:00～12:00

特別講演
　

「100年ライフに寄与する理学療法士を
目指して」

牧迫　飛雄馬　先生
（鹿児島大学医学部保健学科　教授）

特別講演
（サテライト配信）

「100年ライフに寄与する理学療法士を目指して」

牧迫　飛雄馬　先生
（鹿児島大学医学部保健学科　教授）

時間

会　場

第１会場
（国際会議場）

第２会場
（小会議室31）

第３会場
（小会議室32）

第４会場
（小会議室33）
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 講 師 

鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授 

国立長寿医療研究センター予防老年学研究部 客員研究員 

早稲田大学エルダリーヘルス研究所 招聘研究員 

 
牧迫 飛雄馬先生 

 

100年ライフに寄与する理学療法士を目指して 

国際会議室 10：00 - 12：00 

司 会 

大分リハビリテーション専門学校 

武田 知樹氏 
 

特 別 講 演 
 



14 

 

￥

￥￥略 歴略 歴 

 

プロフィール 
   

 

 

  

 

 

 

 

     略歴 

2009年   早稲田大学大学院博士後期課程修了（博士（スポーツ科学）） 

2010年   国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 

   自立支援開発研究部 自立支援システム開発室 流動研究員 

2011年   日本学術振興会特別研究員 PD 

2013年  Postdoctoral Research Fellow, Aging, Mobility, and Cognitive 

NeuroscienceLaboratory, University of British Columbia 

2014年   国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 予防老年学研究部  

      健康増進研究室 室長 

2017年   現職 

 社会的活動 

【所属学会・委員等】 

日本地域理学療法学会運営幹事、日本予防理学療法学会運営幹事、日本サルコペニア・フレイル

学会理事、理学療法学編集委員 他 

【専門領域】 

健康・スポーツ科学、介護予防、地域リハビリテーション、老年学 

専門理学療法士（生活環境支援理学療法・基礎理学療法）、認定理学療法士（介護予防） 

 研究業績 

1．Makizako H, Nakai Y, Tomioka K, et al. Effects of a multicomponent exercise program in 
physical function and muscle mass in sarcopenic/pre-sarcopenic adults. J Clin Med,8;9(5). pii: 
E1386, 2020. 

2．Makizako H, Nakai Y, Tomioka K, et al. Prevalence of sarcopenia defined using the Asia 
Working Group for Sarcopenia criteria in Japanese community-dwelling older adults: A 
systematic review and meta-analysis. Physical Therapy Research, 22(2):53-57, 2019. 

3．Makizako H, Tsutsumimoto K, Doi T, et al. Exercise and Horticultural Programs for Older 
Adults with Depressive Symptoms and Memory Problems. A Randomized Controlled Trial. J 
Clin Med, 9(1). pii: E99. 2019. 

4．Makizako H, Kubozono T, Kiyama R, et al. Associations of social frailty with loss of muscle 
mass and muscle weakness among community-dwelling older adults. Geriatr Gerontol Int, 
19(1): 76-80, 2019.  

他、多数 
 
【主な著書】 
・樋口由美（編），浅田史成（編），牧迫飛雄馬（編）．予防と産業の理学療法．南江堂，2020 
・牧迫飛雄馬（著）．老年健康科学―運動促進・知的活動・社会参加のススメ―．ヒューマンプ
レス，2019 

・牧迫飛雄馬（編）．どう向き合う！？高齢者の認知機能 セラピストのための基本的な考えと臨
床応用．文光堂，2019. 

・島田裕之（監），牧迫飛雄馬（編）．理学療法士のための知っておきたい！認知症知識 Q＆A．
医歯薬出版，2018 

・島田裕之（総編），牧迫飛雄馬（編），山田実（編）．高齢者理学療法学．医歯薬出版，2017 
その他, 多数 

鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授 

国立長寿医療研究センター予防老年学研究部 客員研究員 

早稲田大学エルダリーヘルス研究所 招聘研究員 

牧迫 飛雄馬先生 
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講演趣旨  

 

  

 

 

100 年ライフに寄与する理学療法士を目指して 

 
 

 

わが国における 2020 年での高齢化率（全人口に占める 65 歳以上の割

合）は 28.7%（総務省）であり、過去最高の更新が続いている。さら

に、100 歳以上の人口は初めて 8 万人を超え、50 年連続で 100 歳以上の

人口が増加している。一方で、依然として平均寿命と健康寿命の間には

9 年～12 年程度の差異があり、この差を縮小させることが社会的な課題

のひとつとされている。 

 現在、要支援・要介護となった原因の第 1 位は認知症（18.7%）で

あり、第 2 位が脳血管疾患（15.1%）、第 3 位が高齢による衰弱

（13.8%）となっている（2019 年）。また、転倒・骨折も 12.5%（第 4

位）と上位を占めている。高齢期における衰弱は、「フレイル

（Frailty）」という表現が用いられ、フレイルは転倒による骨折や将来

の生活機能障害の発生を招く恐れがあり、フレイルリスクの早期の把

握・対応が望まれる。 

そのため、健康寿命の延伸を図るうえでは、認知症の予防に加えて、

フレイルの予防や対策も重要であり、理学療法士として寄与できる役割

も大きいと考える。本講演で、より健康な 100 年ライフの達成に向け

て、理学療法士が個人および社会に貢献できる活動に結びつくヒントが

含まれていれば幸いである。 
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新生涯学習制度について 
国際会議室 12：15 - 13：15 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2022年 4月から新生涯学習制度（以下、新制度）へ移行することとなりました。 

【新制度の概要】 

・卒後 2年間の前期研修、その後 3年間の後期研修修了にて、「登録理学療法士」として認証

します。 

・全会員が登録理学療法士を取得し、5年ごとにジェネラリストとしての幅広く総合的な研修

受講により、自己研鑽を継続することで、日本理学療法士協会が社会に対して理学療法士の

質を保証することを目指します。 

・登録理学療法士を基盤とし、より高い専門性を兼ね備える「認定理学療法士」、「専門理学

療法士」制度を構築しています。 

・「認定理学療法士」は臨床実践分野において秀でた理学療法士を、また「専門理学療法士」

は学問的指向性の高い理学療法士を目指す、希少価値のある認定資格として位置づけていま

す。 

・様々な領域に従事する会員が持続可能な生涯学習制度とし、働き方に応じた多様性と深化

の動機付けとなるキャリア開発プログラムを目指します。 

【新制度の主な変更点および各会員が確認しておくべき点】 

①「前期研修」、「後期研修」、「登録理学療法士」という新しい名称の追加、②学習時間を基

準とした点数制度への変更、③前期・後期研修修了および認定・専門資格取得までのカリキ

ュラム数、実施時間の増大、④実地研修の必須化があげられます。実施研修については基本

的に各所属施設の「登録理学療法士」が対応する必要があり、職場内教育の一環として活用

することが想定されます。 

また、特に新制度開始までに確認しておくべき点として、登録理学療法士取得までの履修要

件が入会年度に応じて異なることがあげられます。そこで、本ランチョンセミナーでは新制

度への移行に際して、各会員の位置付けについても確認し、新制度開始までの行動指針を提

示します。 

以上の内容を中心に、新制度の概要、点数取得方法、現行制度から新制度への移行に伴う留

意点等について確定している内容を説明します。留意点等について確定している内容を説明

します。 

大分県立病院   分藤 英樹氏 講 師 

司 会 杵築市立山香病院 中野 将行氏 

ランチョンセミナー 

講 演 趣 旨 
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呼吸療法学のトピックス 

 

 

講 師 

国際会議室 13：30 - 14：30 

大分大学 福祉健康科学部 教授 

 

 
朝井 政治氏 

 

司 会 

大分リハビリテーション専門学校 

 

 
大嶋 祟氏 

 

専門領域セミナー１ 
 



18 

 

￥

￥￥略 歴略 歴 

 

プロフィール 

講演趣旨 

  

 

 

 

 

 

 

      略歴 
 

1993年 3月  長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科 卒業 

1993年  田上病院理学療法科  

1996年 聖隷三方原病院リハビリテーション部  

2008年 田上病院リハビリテーション科  

2015年 3月 長崎大学医歯薬学総合研究科 卒業、医学博士取得 

2015年 大分大学   

  

 
 

  

 

呼吸理学療法のトピックス 

大分大学福祉健康科学部 朝井政治、田中健一朗  

大分リハビリテーション専門学校 大嶋崇  

大分大学医学部附属病院 兒玉吏弘  

大分中村病院 中川慎也 

 

呼吸器系に障害を有する症例への理学療法は、急性期、回復期、訪問分野などで幅広

く実施されている。その目的は、身体機能向上、日常生活活動（ADL）・生活の質（QOL）

の向上、呼吸器合併症予防など、様々である。  

 今回の講義では、慢性閉塞性肺疾患（COPD）のリハビリテーションについて、2012

年に発刊された「呼吸リハビリテーションマニュアル –運動療法- 第 2 版」、2018 年度

に発刊された「COPD 診断と治療のためのガイドライン（第 5 版）」、2019 年、2020 年に

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease（GOLD）から発刊された

「Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease」ガイドラインを用いて、呼吸リハビリテーションの流

れや注意点を「安定期」、「急性増悪期」、「緩和期」に分けて解説する。 

 

 

大分大学福祉健康科学部 教授 

朝井 政治氏 
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理学療法士として地域づくりへのかかわり方 

 
 

講 師 

国際会議室 14：45 - 15：45 

臼杵医師会立コスモス病院 事務長 

竹村 仁氏 
 

司 会 

教 育 講 演 
 

藤華医療技術専門学校 

市川 泰朗氏 
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￥

￥￥略 歴略 歴 

 

プロフィール 
   

 

 

  

 

 

 

 

     略歴 
 

1994年  九州リハビリテーション大学校卒業後,門司労災病院に勤務  

2001年  臼杵市医師会立コスモス病院 入職  

2004年  佛教大学社会学部社会福祉学科 卒業 社会学学士  

2017年  臼杵市医師会立コスモス病院 事務長（現職）  

 

 社会的活動 

【所属学会・委員等】 

日本理学療法士協会, 日本心臓リハビリテーション学会,等  

日本心臓リハビリテーション学会評議員,（公社）日本理学療法士協会代議員,   

（公社）大分県理学療法士協会地域包括ケア推進委員会委員長,等   

【資格】 

内部障害専門理学療法士,上級心臓リハビリテーション指導士,呼吸療法認定士,等 

 

 研究業績 

竹村仁，真田康孝 他：生活期における心臓リハビリテーションの取り組み．MB Med Reha231:66-71，
2019  

竹村仁，安藤真次 他：歩行の安全にかかわる地域支援．PT ジャーナル 51:427-431，2017  
竹村仁：「自立支援」をめざす地域ケア会議 リハビリテーション専門職の参加がケアプランを変える．週刊医

学界新聞 3193:3，2016  
竹村仁：地域ケア会議は地域の規範的統合を醸成し，理学療法士の進化を促す．理学療法学 第 43 回 

Suppl．No3 92-93．2016  
   
<著書（共著含む）>  
• 心疾患をかかえる在宅理学療法の症例．PDCA 理論で学ぶ内部障害理学療法-心血管疾患・内分泌代謝疾

患・腎疾患編- 111-120，2019 ヒューマンプレス  
• 心不全(在宅)．クリニカルリーズニングで内部障害の理学療法に強くなる！200-215，2017 羊土社  
• 理学療法士の立場から 回復期．実践！こうすればできる心臓リハビリテーション．96-99，2015 メディカ

ルレビュー社  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

臼杵市医師会立コスモス病院 事務長  

竹村 仁氏 
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講演趣旨  
 

  

 

「理学療法士として地域づくりへのかかわり方」 

 

 

本邦は世界で類を見ない速度で高齢化が進行し、超高齢社会を迎え、誰もが

老いて虚弱な期間を迎えることが普通となった。私たち理学療法士の持つ技術

は、人生 100 年時代の到来に備える新たな健康感へのパラダイムシフトの中で

明確に進化している。「Re-habilis」は「再び−できる」であるが、われわれ理

学療法士の技術の提供先は本来の「全人間的復権」を超え、介護予防や二次

（再発）予防、労災予防（産業理学療法）に代表される「予防」の領域にも利

用される時代になった。  

当院は、2003 年より地域リハビリテーション広域支援センターに指定さ

れ、地域のリハビリテーション知識や技術のボトムアップや啓発を医師会立病

院という立場を活かしさまざまなカタチで行ってきた。2012 年にはプロジェ

クト Z の名の下、在宅医療連携を進めていった。その課程の中で、臼杵市役所

高齢者支援課、保健健康課や中部保健所との協働は必須の課題であり、率直で

具体的な意見交換をしながら現在の濃密な関係を築くことができた。  

そうした努力と連携の結果、急性期病院であるにも関わらず 2012 年開始の

地域ケア会議を軸とする地域包括ケアシステム構築への積極的介入だけでな

く、2016 年からは一般企業への健康経営への介入を実践するに至った。本講

では当院の取り組みを振り返りながら、人と地域の未来を支える理学療法の実

践について述べてみたい。 
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使う、そして伝える 

～理学療法ガイドライン～ 

 
 

講 師 

小会議室 31 13:30 - 14:30  

社会医療法人敬和会 大分岡病院 創薬センター  

梅木 駿太氏 
 

司 会 

研究推進セミナー 
 

佐藤第一病院 

藤原 愛作氏 
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￥

￥￥略 歴略 歴 

 

プロフィール 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     略歴 
 

2006年 3月   大分リハビリテーション専門学校 理学療法士科 卒業  

2006年 4月    医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 入職  

2011年 4月    大分大学大学院医学系研究科 医科学専攻（修士課程）入学  

2012年 3月   医療法人久真会 河野脳神経外科病院 入職  

2012年 3月     大分大学大学院医学系研究科 医科学専攻（修士課程）自主退学  

2018年 4月    九州大学大学院医学系学府 医療経営・管理学（修士課程）入学  

2019年 2月    社会医療法人敬和会 大分岡病院 創薬センター 入職（現職）  

 

 社会的活動 

【所属協会・学会・委員等】  

日本理学療法士協会, 日本臨床薬理学会, 日本医療・病院管理学会, 等  

第 55回日本理学療法学術研修大会企画局長, 日本理学療法士協会代議員,   

日本理学療法士協会登録理学療法士制度委員会委員, 等   

 

 研究業績 

梅木駿太，馬場園明：急性期病院における非薬物的せん妄予防に関する試み－心血管術後患者を対象とした横
断研究－．医療経営福祉マーケティング研究会誌（in press）  

梅木駿太，西田昂平 他：急性期脳梗塞と脳出血における Functional Independent Measure の変化の比較–
傾向スコアを用いたマッチング–. 脳卒中(40) 350-356,2018．  

梅木駿太，西田昂平 他：由布市地域高齢者における介護予防事業の効果測定システムの構築．大分県理学療
法学（10），1-5，2017.  

梅木駿太，西田昂平 他：由布市地域高齢者における介護予防事業の効果測定に向けた予備的検討．大分県理
学療法学（9），10-15，2016.  

  
<著書（共著含む）>  
•梅木駿太：急性期における脳卒中理学療法．極める脳卒中理学療法，斉藤秀之，加藤浩（編），pp61-80，文

光堂，東京，2018  
•梅木駿太，幸和貴（他）：脳血管疾患へのアプローチ．医療・介護者向けリハビリテーションマニュアル，

大分県理学療法士協会・大分県作業療法協会・大分県言語聴覚士協会（編），
pp18-36，大分，2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

社会医療法人敬和会 大分岡病院 創薬センター  

 

梅木 駿太氏 
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講演趣旨  
 

  

 

使う、そして伝える～理学療法ガイドライン～ 

 

 

「私が受けた治療は、最善だったのでしょうか？スタッフの方々は優しかっ

たので、満足はしていますが…」と聞かれた場合、私たちはどのように答えれ

ば良いのだろうか。  

臨床現場に携わる方々は、忙しい業務の中においても、日々更新される医学

情報を収集することが求められる。しかし、世界最大の文献データベースであ

る MEDLINE には、2,400 万件を越える論文が収載されており（MEDLINE Fact 

Sheet 2017）、忙しい業務の合間を縫ってこれらの情報を統合することは甚だ

困難である。この問題に直面し、解決に向けて尽力した先人は、臨床医学に関

する論文を統合するシステマティックレビューという手法を開発した。そして

それがさらに発展し、診療ガイドラインという文書にて私たちの目の前に現れ

ている。  

診療ガイドラインとは、「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデ

ンスのシステマティックレビューとその総体評価、益と害のバランスなどを考

量し、最善の患者アウトカムを目指した推奨を提示することで、患者と医療者

の意思決定を支援する文書」と定義されている（Minds 2014）。キーワード

は、“診療上重要度の高い医療行為に関する質の高い情報（スタンダード）”

と、“患者と医療者との間における意思決定の支援”である。  

最適な患者ケアは、根拠に基づく医療（Evidence based medicine）と、患

者中心のコミュニケーション技法から生まれる。この一連の流れは Shared 

decision making と呼ばれる。診療ガイドラインを使ったコミュニケーション

は最適な患者ケアに直結するため、診療ガイドラインを使わない手はない。  

本セミナーでは、理学療法領域における診療ガイドライン（理学療法ガイド

ライン）の意義と読み解くためのポイントを解説し、臨床現場における活用方

法、さらには研究活動への応用方法についても解説する。  
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産業保健分野での理学療法（産業理学療法）

の現状と将来展望 

 
 

講 師 

小会議室 31 14：45 - 15：45 

産業医科大学病院 リハビリテーション部  

久原 聡志先生 
 

司 会 

専門領域セミナー２ 
 

大分中村病院 

梅野 裕昭氏 
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￥

￥￥略 歴略 歴 

 

プロフィール 
   

 

 

  

 

 

 

     略歴 

2003年 3月 平松学園 大分リハビリテーション専門学校 卒業  

2003年 4月 臼杵市医師会立コスモス病院 入職  

2009年 3月 産業医科大学病院 リハビリテーション部 入職  

2014年 4月 産業医科大学大学院 産業衛生学専攻 入学  

2016年 4月 同上 修士課程修了  

2017年 4月 産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 理学療法士主任  

2019年 4月 産業医科大学病院 リハビリテーション部 心臓リハビリテーション室主任（現職） 

 

 社会的活動 

【資格】  

内部障害専門理学療法士,健康増進 参加認定理学療法士,心臓リハビリテーション指導士,日本糖尿病療養指導

士,両立支援コーディネーター応用研修終了,等  

【所属協会・学会・委員等】  

日本理学療法士協会 産業理学療法部門 部員,福岡県理学療法士会 職能部理事 等   

 

 研究業績 

久原聡志，大和浩 他：就労心疾患患者の復職・失職と復職者の運動療法継続状況．心臓リハビリテーション；25(1), 
120-125, 2019  

久原聡志、松垣竜太郎 他：中高年労働者の体力増進のための予防的リハビリテーションの産業保健への応用．日本職
業・災害医学会会誌；66(5), 346-352, 2018  

久原聡志、石倉龍太 他：リハビリテーション専門職の産業医学領域での活動状況．総合リハビリテーション；45(9), 
947-950, 2017  

   
<著書（共著含む）>  
• 心義肢装具学、医学書院、2018  
• 高齢者理学療法学テキスト、南江堂、2017  
• 脳卒中患者に対する課題指向型トレーニング、文光堂、2015  
• コメディカルのための論文が読めるようになる統計学教本－応用編－、BookWay 書店、2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業医科大学病院 リハビリテーション部 

 

久原 聡志先生 
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講演趣旨  

 

  

 

産業保健分野での理学療法（産業理学療法）の 

現状と将来展望 

 

産業保健分野での理学療法は産業理学療法と呼ばれており、労働者の職業に関連

する健康増進や労働災害、職業病などの予防を主目的とする領域である。具体的に

は、労働者の運動器疼痛予防、生活習慣病予防、メンタルヘルスケア、両立支援等

に関与する理学療法のことを指す。  

近年、労働人口の高齢化により、特に中高年労働者の就労能力の低下、疾病の多

発、労働災害が増加している。また、疾病を有したまま復職する労働者も増加して

いることから、産業保健の現場では、労働生産性の維持・向上を医学的に支援する

ことへの関心が高まっており、我々理学療法士の介入に対する期待も大きい。アメ

リカ、オーストリアなどの工業先進国では、産業理学療法が確立されており、その

成果も認知されているが、本邦では事業所内での産業医や保健師による介入や食事

指導が行われているものの、理学療法士の関与が少ないのが現状である。我々が事

業所に対して行った調査でも、これまで臨床で培われてきた理学療法士の動作分析

や環境調整などの評価や運動指導の技術が積極的に活用されていないことが明らか

となっている。  

 本講演では、本学のリハビリテーション部で行っている産業理学療法の現状を

整理し、本邦初となる当院の両立支援科や福岡県理学療法士会における産業理学療

法士の育成事業についても紹介し、将来展望についても共有したい。 

 

 

 

 

 



28 

 

 

口述発表 （第 3会場：小会議場 32） 
 
 

 

座長 大分大学福祉健康科学部   菅田 陽怜 
 

ECMOを導入した重症新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 患者に対する感染予防対策と 

リハビリテーションの実践～a case report～ 

大分大学医学部附属病院   髙橋 兼人 
 

橋背側出血により失調症状を呈した症例に対するHybrid Assistive Limb®を用いた理学療法の再考 

～失調症に対するHybrid Assistive Limb®の有効性～ 

大分リハビリテーション病院   衞藤 充晴 
 

促通反復療法と多電極電気刺激療法併用にて歩行可能となった第 9胸髄不全対麻痺の一例 

大久保病院   姫野 雄介 
 

Welwalk WW-1000を使用し、短期間での FIM歩行改善が図れた症例 

黒木記念病院   湊 航平 

 

 

 

 

座長 中村病院   高橋 隆一 
 

有痛性三角骨障害に対するプログラムデザインの一例 

しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック   衛藤 泰志 
 

当院における腰痛対策の取り組み 

大分岡病院   原田 俊吾 
 

投球障害に対する動作評価の構築 

山田整形外科クリニック   山下 雄大 
 

2020大分県高等学校野球大会トレーナーサポート事業～COVID -19対策を含めた新たな対応について～ 

（公社）大分県理学療法士協会 社会局 スポーツ事業部   仲村 祐一 
 

慢性疼痛患者の症状改善に向けた取り組み～TTMに基づいて～ 

しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック   野々下 侑希 
 

当院における鏡視下腱板修復術後の再断裂時期の調査及び再断裂に影響する因子の検討 

川嶌整形外科病院   尾道 健太郎 

 

12:15～12:55     口述発表 セッション１           

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 

13:30～14:30     口述発表 セッション 2           

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10  
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座長 総合ケアセンターくろき   伊藤 大輔 
 

住民主体型の介護予防事業が身体機能に与える長期効果 

大分岡病院   手老 泰介 
 

西部保健所「職場ぐるみの運動スタート・定着推進事業」における当協会の取り組み 

特別養護老人ホーム玖珠園   松尾 理 
 

重度脳卒中訪問リハビリ利用者の「移動」を考える 

臼杵病院   植木 蓮 
 

閉じこもりの生活から、地域活動の再開を達成した症例 

～幼稚園行事に参加できた自信が起こした行動変容～ 

(株)ライフリー デイサービスセンター楽   大重拓也 

 

 

ポスター発表 （第 4会議場：小会議場 33） 

 
 

 

座長 大嶋医院   加藤 正規 
 

セラピストの夜間帯介入により生活リズムを構築し退院後の安定した生活に繋げることが出来た症例 

へつぎ病院   工藤 孝彦 
 

地域ケア会議に参加している理学療法士へのアンケート 

大分県理学療法士協会 渉外部   佐藤 周平 
 

左人工膝関節置換術を施行した症例～左立脚筋の疼痛に着目～ 

黒木記念病院   佐藤 大輔 
 

リハビリテーション会議における理学療法士の発言についてのアンケート 

～発言の質の向上には適切な生活機能評価と活動、社会参加への働きかけが必要～ 

大分県理学療法士協会 職能局渉外部   多田 華奈 

  

14:45～15:25     口述発表 セッション 3           

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 

12:15～12:55     一般ポスター発表 セッション４           

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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座長 大分岡病院   今岡 信介 
 

“橋出血による片麻痺と運動失調を呈した患者に装具療法は有効か？” 

大分リハビリテーション病院   伊藤 美紅 
 

橋梗塞を呈した患者の歩行能力が向上した症例～立脚中期から後期の体幹機能に着目して～ 

黒木記念病院   川口 千緩 
 

馴染みのある指差し呼称を導入したことで移乗動作の自立に至った一症例 

別府リハビリテーションセンター   桝田 大生 
 

Extention thrust patternと Recurvatum knee patternの治療戦略 

大分リハビリテーション病院   有馬 奈穂 

 

 

座長 鶴見病院   隈田 美鶴 
 

脊柱後弯変形における運動療法の結果不変例に対する考察 

山田整形外科クリニック   後藤 早貴 
 

左大腿骨転子部骨折後、寝返り～起き上がり動作の獲得により歩行立脚期の改善がみられた症例 

～歩行左立脚期の左内腹斜筋の筋活動に着目して～ 

黒木記念病院   甲斐 彩奈 
 

外傷後右肩関節拘縮を呈し理学療法に難渋した一症例 

～患者-理学療法士間の良好なパートナーシップの重要性～ 

しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック  小岩 京士郎 
 

小・中学生の投球障害における身体的特徴～肘下がり動作における有痛・無痛群の比較～ 

山田整形外科クリニック   清武 昌也 
 

足関節外果骨折術後患者の治療経験～足関節背屈可動域改善に着目して～ 

川嶌整形外科病院    谷 侑汰 
 

股関節疾患に対して立脚期での腹斜筋の活動に着目した症例 

黒木記念病院   廣石 捺紀 

 

 

 

 

13:30～14:10     フレッシュマンポスター発表 セッション５          

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 

14:45～15:45     フレッシュマンポスター発表 セッション６           

別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し、また次の信号を左折し、道沿いに約 10分。 

 

ご参加の皆様へ 
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抄録 

演題番号 01 

ECMO を導入した重症新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 患者に対する 
感染予防対策とリハビリテーションの実践  

～a case report～ 
 

＊髙橋 兼人 1),2)，井上 仁 1)，兒玉 吏弘 1)，坪内 優太 1)，帆足 友希 1)，池田 真一 1) 

 

1)大分大学医学部附属病院リハビリテーション部 

2)大分大学大学院医学系研究科修士課程医科学専攻 

 
キーワード：COVID-19 感染予防対策 リハビリテーション 

【はじめに】 

世界ではCOVID-19 と呼ばれる新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生しており、日本も例外では
ない。COVID-19 患者の中には、重度の運動機能障害を呈する症例も報告されていることから、理学療法士に
は十分な感染予防対策と適切なリハビリテーションの提供の両立が求められる。 

我々は 2020 年 4 月、COVID-19 患者の受け入れを想定し、事前にリハビリテーション実施基準および介入方
法に関する規定を作成した。その後、当院でExtracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 導入に至った重
症COVID-19 患者を受け入れ、当部にもリハビリテーション実施の依頼があった。今回、多職種・多部門間で
の連携を積極的に取りながら、院内での感染拡大を防ぎつつ、リハビリテーションを実施した経験を報告する。 

【症例提示】 

50 歳代男性。−5 病日に 39℃以上の発熱と咽頭痛を認めたが、インフルエンザ迅速検査は陰性、胸部X 線画
像でも異常を認めなかったため経過観察となった。血液検査では白血球数は正常範囲内であったが、C-reactive 

protein (CRP) は緩徐に上昇し、1 病日に呼吸困難が出現した。胸部X 線画像で両肺浸潤影を認め、COVID-19

感染が疑われPolymerase chain reaction (PCR) 検査を施行された。その後、陽性が確認されたため、精査加
療目的で当院に入院となった。発症前の日常生活動作は自立、既往歴は頸椎後縦靱帯骨化症と高血圧、気管支喘
息、脂質異常症であった。 

入院直後の胸部CT 画像にて、両側肺にびまん性の肺炎像を広範に認めた。2 病日目には気管挿管されて
Intensive care unit (ICU) 管理となり、ECMO が導入された。COVID-19 患者に対するECMO 導入事例は県
内初であった。その後、16 病日にECMO 離脱、17 病日に一般病棟へ転棟、32 病日に 2 度目のPCR 検査陰性
が確認され、40 病日に退院となった。 

【介入方法】 

ICU 管理期よりカンファレンスを通して、多職種・多部門間での連携を積極的に取りながら、医師・看護師
を介して早期から非直接的にリハビリテーションを提供した。腹臥位療法の導入についても検討されたが、CT

画像が両側肺下葉や背側に限局した所見ではなかったことに加え、ECMO 導入後早期に血液ガスの改善を認め
たため、最終的には積極的な体位ドレナージのみ実施するという結論に至った。 PCR 検査の陰性確認後は直接
的介入を開始し、運動療法だけでなく、直接飛沫に十分注意を払いながら呼吸理学療法も実施した。 

【考察】 

多職種が連携することで、院内での感染拡大を防ぎつつ、シームレスなリハビリテーションを提供することが
でき、スムーズに自宅復帰へとつなげることができた。また、COVID-19 重症化リスク因子を有していたもの
の、発症前の活動性が高かったため、ECMO 離脱後の運動機能の改善をスムーズにした可能性もある。この報
告が今後のリハビリテーション実施医療施設におけるCOVID-19 対策の一助になれば幸いである。 

【倫理的配慮】 

本報告はヘルシンキ宣言に基づき、内容・意義を説明し、患者本人より口頭にて同意を得て実施をした。ま

た、患者の個人情報が特定できないように十分に配慮した。 
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演題番号 02 

橋背側出血により失調症状を呈した症例に対する Hybrid Assistive Limb® 
を用いた理学療法の再考 

～失調症に対する Hybrid Assistive Limb®の有効性～ 

 
＊衞藤 充晴 1)，渡邊 亜紀 1)，伊藤 美紅 1) 

 

1)社会医療法人敬和会 大分リハビリテーション病院 

キーワード：Hybrid Assistive Limb 橋背側出血 失調症状 

【はじめに】 

Hybrid Assistive Limb®（以下 HAL）は生体電位信号を検出し、意思に応じて装着者の動作サポートを行う
ロボットスーツである。今回、橋背側出血により軽度～中等度の運動失調を呈している患者に対し HAL を用い
た歩行練習を行った結果、失調症状やFIM-M の改善に至ったが歩容で課題を残す結果となった。今回、その要
因について脳画像所見と症状から考察し、失調症状を呈する患者のHAL 使用方法について再考をする。 

【患者情報】 

対象は 70 代男性、診断名は右橋背側出血（右橋～橋底部傍正中部）、左片麻痺と失調症状があり
Brunnstorom stage（以下、BRS）左上肢Ⅴ、左手指Ⅳ、左下肢Ⅴ。左上下肢表在・深部感覚は中等度鈍麻。
Scale for the Asssessment and Rating of Ataxia（以下、SARA）は 16.５点。歩容は左立脚後期の股関節伸展
は認めず。遊脚期は歩隔が狭小化しており足部の接触を認めた。また左前遊脚期には足尖の躓きがあり歩行器歩
行にて中等度介助であったFunctional Ambulation Categories１（以下、FAC）、FIM‐M は 61 点。 

【方法】 

発症から 64 病日後にHAL を開始。HAL 実施日は 2～３回/週としトレッドミル上にてハーネス装着し立位練
習を 5 分間、歩行練習を 15～20 分間行った。HAL 非実施日は視覚的フィードバックを用いた立位練習や歩行
器での歩行練習と体幹・下肢の筋力増強練習、座位・立位バランス練習を 40～60 分間実施した。 

【結果】 

１か月後、BRS、感覚は変化なし。SARA は 12.5 点、FIM-M は 65 点に改善した。立位姿勢は初期に比べる
と右偏位は改善傾向にあるも両股関節、膝関節は常時屈曲位であった。歩行は左前遊脚期での足尖の躓きは軽減
しており、歩行器歩行にて軽介助（FAC2）となったが、立脚期後期の股関節伸展は依然として認めず、遊脚期
での歩隔は初期と変わらず狭小化していた。 

【結論】 

本症例は脳画像所見より皮質脊髄路、外側脊髄視床路、内側毛帯、網様体の損傷が疑われ、それらに対するア

プローチとして下肢に対する感覚入力、筋紡錘の伸長、股関節を中心とした姿勢制御が挙げられている。今回、

歩容改善に至らなかった要因として HAL 実施日では股関節伸展位となるようなトルク設定、麻痺側への荷重が

不十分であったこと、非実施日では股関節を中心とした姿勢制御の練習が不十分であったことが考えられる。今

後は実施日では麻痺側への荷重と股関節伸展位となる歩行練習を非実施日には股関節を中心とした膝立ち位での

トレーニングが有効と示唆される。【倫理的配慮】説明と同意対象者にには、ヘルシンキ宣言に基づき、あらかじ

め口頭にて本報告の内容、個人情報の保護を十分に説明し、同意を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

演題番号 03 

 促通反復療法と多電極電気刺激療法併用にて歩行可能となった 
第 9 胸髄不全対麻痺の一例 

 
＊姫野 雄介 1)，溝部 龍也 1)，浅尾 恒徳 1)，野田 祥平 1)，細山 嗣晃 1)，川平 和美 2) 

 

1)社会医療法人社団 大久保病院 

2)促通反復療法研究所 

キーワード：促通反復療法 多電極 電気刺激療法 第 9 胸髄 不全対麻痺 

【はじめに】 

 頸胸椎後縦靭帯骨化症を発症後、第 9 胸髄不全対麻痺を生じて歩行不能となった症例に対し手術を施行し
た。術後に促通反復療法と多電極電気刺激療法併用して両リングロック型長下肢装具装着し、両ロフストランド
杖歩行が可能となった症例を経験したため報告する。 

【患者情報】 

 60 歳女性。他院で第 3-7 頸椎椎弓形成術と第 6-9 胸椎後方固定術を施行後も対麻痺が残存し、術後 20 日後に
治療目的で当院に入院となる。 

【初期評価】（術後 3 週） 

 筋力は、徒手筋力検査（以下、MMT）で右足関節背屈、膝関節屈曲、股関節外転、体幹前屈、両体幹回旋
2。両上肢と右股関節屈曲 3。関節可動域(以下、ROM)は、両股関節伸展 0°、屈曲 110°、右股関節外転 35°、左
45°、両股関節内転 5°、膝関節伸展-15°、足関節背屈-10°。American Spinal Injury Association（以下、
ASIA）は運動スコア 66 点/100 点、痛覚・触覚スコア 76 点/112 点。基本動作は起居動作軽介助、座位自立、
移乗動作 2 人介助。起立性低血圧が生じていた。 

【治療内容】 

 基礎療法と応用療法を 80-120 分/日。5 日/週、入院管理下に 53 週間実施した。基礎療法として、股関節内転
筋群の強い痙縮には振動刺激痙縮抑制法や筋膜リリースを行った。起立性低血圧に対しては、下肢筋収縮促進の
促通反復療法とティルトテーブルを使用しての起立練習を行った。応用療法として、対麻痺改善と筋力増強目的
で多電極電気刺激療法(伊藤超短波ESPURGE®、OG 技研 IVES+®)下の促通反復療法と自動及び抵抗運動を実
施した。歩行障害へは、多電極電気刺激を加えての歩行練習を長下肢装具装着下に平行棒から車輪付き固定型歩
行器、両ロフストランド杖へと移行しながら実施した。 

【最終評価】（術後 53 週) 

 筋力は MMT で右足関節背屈、膝関節屈曲、股関節外転、肩関節屈曲、外転、肘関節屈曲、伸展、左股関節
屈曲、肘関節屈曲 4。右股関節屈曲、左肘関節伸展 5 へと向上した。ROM は右股関節外転 40°、左外転 55°、
両股関節内転 10°、膝関節伸展-10°、左足関節背屈 0°と改善した。ASIA は運動スコア 89 点/100 点、触覚スコ
ア 102 点/112 点、痛覚スコア 106 点/112 点となった。基本動作では起居動作と移乗動作で自立し、長下肢装具
装着下に歩行が車輪付き固定型歩行器で 180ｍ、両ロフストランド杖で 20ｍへ回復。2 動作揃え型の歩行を獲
得した。 

【考察】 

 脊髄損傷後の神経学的な予後の改善はおよそ受傷後 3 ヶ月までと言われており、歩行に関しては第 6 胸髄レ
ベルで骨盤帯付き長下肢装具にて大振り歩行が可能とされる。本症例は第 9 胸髄損傷だが、予想される一般的
な予後より大きな機能と歩行能力改善があった。この改善は、多電極刺激療法下に促通反復療法を併用したこと
や、入院リハビリテーションによる集中的治療介入が長期間継続可能であったため、歩行に必要な下肢筋群の筋
力が増強した結果と考えられる。 

 今後、更に効果的な方法を確立していきたい。 

【倫理的配慮】 

 本症例発表は、ヘルシンキ宣言(WMA フォルタレザ総会、2013)、人を対象にする医学系研究に対する倫理指

針(厚生労働省、2017)に則り、対象者に対して十分な配慮及び個人情報保護を遵守し、研究内容の説明や目的を

口頭と文書にて行った。承諾書にサインを頂き、学会発表での情報開示について説明し同意を得た。 
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演題番号 04 

 Welwalk WW-1000 を使用し、短期間での FIM 歩行改善が図れた症例 
 

＊湊 航平 1)，小島 和也 1)，帯刀 雅貴 1)，神田 友一郎 1)，長谷川 裕之 1)，大野 修平 1)，太田 彩 1)， 
廣石 捺紀 1)，大野 浩和 1) 

 

1)黒木記念病院 

キーワード：Welwalk 運動学習 FIM 歩行 

【はじめに、目的】 

脳卒中片麻痺患者の歩行練習について、当院では運動学習理論に基づく支援と臨床現場での使いやすさから
Welwalk WW－1000（以下WW）を 2018 年 9 月より導入している。才藤によるとＷＷを使用した脳卒中片麻
痺患者の歩行練習では歩行形態の再獲得ではなく、麻痺が残存する身体での新しい歩容の獲得を目的としている
と述べている。今回、入棟時よりFIM 歩行改善に難渋していた症例に対して、2 週間のWW の使用により
FIM 歩行の改善が図れた症例を経験したので、ここに報告する。 

【症例紹介】 

右視床出血による左片麻痺を呈した 60 歳代男性。保存療法にて急性期病院入院後、発症 29 病日に当院回復
期リハビリテーション病棟に入棟。既往歴として慢性炎症性脱髄性多発神経炎の診断あり。 

WW 開始時麻痺側下肢機能は、Stroke Impairment Assessment Set Motor(以下SIAS－M）にて 4-3-3。訓
練時はＴ字杖を使用し、側方より右腋窩、左骨盤帯を軽介助を要した。FIM 歩行は 1 点であった。 

【方法】 

発症 82 病日よりWW を開始。使用頻度は週に５回、1 施行を 30～40ｍを 3～4 セット繰り返し、2 週間実
施。 

足元カメラによる歩隔・歩幅へのフィードバック（以下FB）、側方カメラによる左立脚期の姿勢FB、1 セッ
ト実施後に歩行動画を見ながら症例と問題点の共有、口頭での FB を図った。また、WW 実施時には付属の手
すりの過度な握り込みを行わないように注意を図った。 

【経過と結果】 

WW ロボット脚の膝伸展/振り出しアシスト量、平均歩行速度（km/h）、麻痺側荷重量の変化を開始時→２週
後の順で示す。膝伸展/振り出しアシスト 7/3→2/1、平均歩行速度 0.5km/h→0.79km/h、麻痺側全荷重量
69.4%/BW±4.0%→84.9%/BW±3.4%となった。２週間後の SIAS－M にて 4、3、4。歩行はT 字杖歩行見守り
で可能となり、FIM 歩行が 5 点に向上し、WW 中心の歩行訓練から平地歩行中心の訓練へ移行した。 

【考察】 

本症例は、WW 介入後 2 週という短期間でT 字杖歩行見守り歩行が可能となった。これは、WW の特徴でも
ある多彩なフィードバック機能によって問題点の共有、改善に向けた取り組みが行われた結果と考える。今回 2

週間の使用で SIAS－M において大幅な変化が見られなかったが、WW を使用し運動学習が促され動作変容に
繋がったと考える。また、予備的研究で回復期におけるwelwalk 使用例は通常の歩行練習群と比べ歩行FIM 改
善効率が高かったと報告しており、WW を用いる事での早期歩行改善への可能性が示唆されている。そのた
め、当院でも積極的に WW を運用していきたい。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本発表を行うにあたり、ヘルシンキ宣言に基づき対象者に説明を行い同意を得た。 
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演題番号 05 

 有痛性三角骨障害に対するプログラムデザインの一例 
 

＊衛藤 泰志 1) 

 

1)医療法人 彩翔会 しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック 

キーワード：機能評価 臨床推論 プログラムデザイン 

【はじめに】 

   一般的に有痛性三角骨障害などの過剰骨のインピンジメントによる疼痛治療の第一選択肢は保存療法（物理
療法が主）が多く、内容も腱・骨膜炎症コントロール・可動域制限目的のテーピングによるストレス回避などが
一般的である。結果的に症状緩和に至らない場合は、観血的治療による過剰骨除去が適応される。今回、臨床に
おいて有痛性三角骨障害と診断されたアスリートを担当した。多様な視点からプログラムデザインを構成しアプ
ローチを実施した結果について報告する。 

【症例紹介】 

年齢：XX 歳  性別：男性  競技種目＆競技歴：水泳・11 年  競技レベル：国内トップレベル  

現病歴：右足関節有痛性三角骨障害 

【経過】 

  2020 年 1 月頃より、練習中に右足関節に違和感があった。コロナの影響で大学での練習に参加出来ず地元で
練習をしていたが、5 月末頃より水を蹴る動作にて痛みが出現。A クリニックにて保存療法を実施して経過が悪
ければ手術を検討と言われたが、今後の世界大会出場を視野に入れている為、カンドオピニオンとして 6 月 18

日に当院受診。MRI 結果を踏まえ、手術はせずに保存療法選択。当院でのリハビリが 6 月 20 日より開始。 

【機能評価】 

・疼痛所見：VAS 7-8/10 底屈運動（水泳時のみ：練習強度 50％以下にて出現） 

・画像所見：右三角骨近位浮腫＋ 

・WBI 69/93  ％MV 84 （2020 年 6 月 19 日時点） 

・ROM 足関節可動域：背屈 5°/5°（膝関節伸展位） 底屈 55°/55° 立位：体幹回旋 80°/90°→四つ這い：
体幹回旋 25°/35° 股関節：内旋 30°/30° 

・呼吸⇒胸式呼吸優位（パラドックス呼吸＋）  ・安静時筋緊張：上下肢ともに過緊張状態（触診による圧痛） 

・姿勢アライメント：上位胸椎フラット、偏平足 ・圧痛 長母指屈筋腱、第 3～7 胸椎棘突起レベル 

【臨床推論】 

踵骨と脛骨天蓋との三角骨インピンジメントのリスクを軽減させるには？ 

→足部運動軸の前方偏位の改善→長母指屈筋腱・下腿三頭筋筋緊張亢進のコントロール 

→下腿三頭筋過緊張の原因：全身的に過緊張＋・胸式呼吸優位→交感神経系活動優位＋ 

→身体機能＆動作パターン：筋出力低下（WBI 低値）、伸展パターン優位 

→上記を踏まえインピンジメントのリスク軽減目的にプログラムデザイン構成 

【プログラムデザイン】 

①足部後方軟部組織滑走性改善目的の徒手療法 

②筋出力抑制解放→安静時筋緊張亢進の適正化目的の運動療法 

【結果】 

WBI：135/119（6 月 23 日）・疼痛レベル：90％練習強度可能（VAS 3-4/10）・・リハ最終 2020 7 月 10 日 

【まとめ】 

今回、有痛性三角骨障害に対する保存療法において評価結果を基に安静、固定ではなく積極的な身体機能改善
を目的としたプログラムデザインで臨床に挑んだ。結果において決して満足できるレベルではないが、人を診
て、人を治す理学療法の可能性と今後の探求心へのきっかけとなった出会いに心より感謝する。 

【倫理的配慮】 

本人に十分な説明のうえ、発表の同意を文書で得た。 
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演題番号 06 

 当院における腰痛対策の取り組み 
 

＊原田 俊吾 1)，宮川 真二朗 1)，高橋 あゆ 2)，大塚 未来子 1) 

 

1)社会医療法人敬和会 大分岡病院 総合リハビリテーション課 

2)社会医療法人敬和会 大分岡病院 職員保健推進室 

キーワード：労働災害 職業性腰痛 理学療法士 

【はじめに】 

 厚生労働省が定めた職場における腰痛予防対策指針によると腰痛は労働災害の 6 割を占めている。当院では
2018 年より職員保健推進室が設置され、腰痛予防対策に理学療法士が参画している。今回、産業保健師より依
頼あり、個別指導を希望された職員に対して評価、運動指導する機会を得たため報告する。 

【症例報告】 

 症例は 30 歳代女性の看護師。今年 6 月より腰部痛出現し、前屈動作にて左腰部痛増大、左下腿外側に痺れ出
現。仕事に支障をきたす様になったため、今回運動指導開始の流れとなる。介入期間は 2 週間に 1 回程度の計 3

回の介入と最終評価を実施した。開始時の（RDQ）5/24 点。（SLR）右 75°/左 50°にて左下肢放散痛出現。
（sensory）左下腿外側に重度の痺れあり。（FFD）31ｃｍにて疼痛あり。疼痛誘発動作と評価結果から椎間板
性腰痛が原因と考え介入を進めた。指導内容はセルフストレッチ、体幹筋セルフトレーニング、日常生活動作の
アドバイスを行った。終了時の（RDQ）1/24 点。（SLR）左 75°放散痛消失。（sensory）問題なし。（FFD）22

ｃｍ疼痛なし。 

【考察】 

 今回、職業性腰痛がある職員に対して理学療法士が個別に運動指導をすることで腰痛の改善へと繋げることが
できた。当院における全職員 486 人に対しての腰痛調査では現在腰痛が「ある」と答えた職員が 61.3％。腰痛
発生時期は「仕事中」と答えた人が約半数を占めた。今回、腰痛予防対策として個別指導を実施したが、理学療
法士が個人で対応するには多大な時間がかかる。そのため職場の環境設定、腰痛対策に取り組む予防的な活動が
必要と考える。職場での腰痛の主な要因として姿勢・動作の影響がある。特に医療現場では、移乗介助時の腰痛
があげられる。そこで当院リハビリテーション課ではノーリフトチームを立ち上げ、床走行リフト機器の導入を
開始した。この導入を職員に広めることで腰痛発生のリスクを軽減していきたい。また定期的な腰痛アンケート
の実施により腰痛発生リスクの高い職員を早期に拾い上げ、腰痛教室の開催やパンフレットの作成を行い腰痛予
防へと繋げていく必要があると考える。 

【結論】 

 職業性腰痛のある職員に対して、理学療法士が関わることで腰痛の改善へと繋げることができた。今回の結果
をもとに、理学療法士が職業性腰痛の対策に関与していく重要性を感じた。理学療法士は患者にフォーカスを当
てがちであるが、労働者の健康管理を行う役割もある。予防医学ではリハビリテーションは三次予防に位置づけ
られているが、一次予防領域でも専門性を発揮できる理学療法士を目指していきたい。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、対象者の個人情報が特定されないように配慮した。 
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演題番号 07 

 投球障害に対する動作評価の構築 
 

＊山下 雄大 1)，大島 渉 1)，森山 秀一 1)，清武 昌也 1)，後藤 早貴 1)，田中 理穂子 1)，山田 秀大 2) 

 

1)山田整形外科クリニック リハビリテーション科 

2)山田整形外科クリニック 整形外科 

キーワード：投球動作 動作障害 基準値 

【 はじめに 】  

 投球障害の多くは運動連鎖の破綻により起こるとされているが、連鎖に影響を与える機能障害が改善しても投
球動作が改善しない例を経験する。これは改善した機能を動作中に発揮できないことが要因であると考えられ
る。そこで投球動作に類似した動作評価を行い、投球動作改善に必要な動作評価の検討を行った。 

【 対象と方法 】   

対象： R2 年 3 月～R2 年 9 月までに投球障害肩・野球肘により当院を受診した 12 名（13±1.1 歳）とR2 年 9

月にメディカルチェックに参加した野球部員 11 名（13.2±1.0 歳）の計 23 名（男性 22 名、女性 1 名）。
右:投球側、左:非投球側とした。 

方法：対象者全員を各投球動作障害の有無:肘下がり（20 名）・体の開き（19 名）膝割れ（9 名）・肘の突き出し
（15 名）に分類。（スマートフォンにて投球動作撮影） 

投球の各 phase で必要と予測される機能から動作評価を検討し実施した。各動作評価は、 

MTR（Modified trunk rotation test）：座位にて肩関節 90°外転位の体幹回旋角度。 

肩甲骨柔軟性：両親指でPSIS を把持した状態から肘を他動的に寄せた際の肘頭間の距離。 

四股位回旋：投球時の足幅にて手を頭の後ろで組み骨盤前傾を保持した状態での股関節・膝関節 90° 

屈曲位での胸椎回旋可動域。 

上体おこし：両手を床についた状態から体幹伸展させた胸骨剣状突起と床との距離の身長比。 

TRA（Throwing Rotational test）：右投げであれば投球と同等に足を開いた状態で左つま先と平行上に 

体幹を出来るだけ左回旋した際の左手示指の距離。 

①投球障害動作と各動作評価の関係性を検討する為、各投球障害動作と各動作評価で χ 二乗検定を行った。（各
動作評価の数値を平均値以上・以下で 2 群間に分類） 

②動作評価の基準値を検討する為、投球動作障害のなかった全員が各動作評価の平均値以上だった項目を抽出し
た。 

【 結果 】 

①体の開きと上体おこし、四股回旋可動域が体の開きのない者が有意に高値（P<0.05）を示し、肘下がり・膝
割れ・肘の突き出しの項目と動作評価は有意差を認めなかった。 

②肘下がりがない全員が各動作評価で平均値以上であった項目は、肩甲骨柔軟性（18cm）、左MTR（75°）、右
MTR（70°）であった。体の開きに関しては、上体おこし（27.1%）、四股左回旋（60°）、四股右回旋
（65°）、肩甲骨柔軟性（18cm）、左MTR（70°）であり、膝割れ・肘の突き出しのない者はすべての項目で
平均値以下が存在していた。※（）内は最小値 

【 考察 】 

 体の開きに対しては、上体おこし・四股回旋動作評価が有用であることが示唆された。山口らによると投球動
作は、体幹の伸展要素と回旋要素が必要になると報告してあり、同要素を含む動作評価に有意差を認めたと考え
る。肘下がり・膝割れ・肘の突き出しに関しては評価を再考し、症例数を増やし研鑚する必要がある。さらに今
回の結果より、肘下がり・体の開きに対しては最小値を復帰の目安として評価を継続したいと考える。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

研究に先立ち個人情報の取扱いに十分に配慮し、ヘルシンキ宣言を基に研究に同意の得られた者を対象とし

た。 
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演題番号 08 

 2020 大分県高等学校野球大会トレーナーサポート事業 
～COVID -19 対策を含めた新たな対応について～ 

 
＊仲村 祐一 1),2)，中村 妃与子 1)3)，高嶋 一慶 1)4)，宮崎 大地 1)5)，黒田 浩雅 1)3) 

 

1)（公社）大分県理学療法士協会 社会局 スポーツ事業部 

2)医療法人恵愛会 中村病院 

3)医療法人彩翔会 しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック 

4)独立行政法人 地域医療機能推進機構 湯布院病院 

5)医療法人 真成会 釘宮整形外科リハビリクリニック 

キーワード：トレーナーサポート COVID -19 対策 高校野球 

【はじめに】 

（公社）大分県理学療法士協会は大分県高校野球連盟（以下：高野連）の依頼を受け、平成 11 年より全国高校
野球選手権大会大分県大会のトレーナーサポート事業を開始した。以降、毎年の依頼を受け、スポーツ事業部を
中心に県士会員に呼び掛け、トレーナーサポートを実施してきた。今年はCOVID -19 の感染拡大の影響によ
り、甲子園大会は中止となったが、2020 大分県高等学校野球大会として大分県独自の大会が開催され、サポー
ト依頼があった為、スポーツ事業部員で分担して帯同した。その際に去年までとは異なる点も多く、課題も浮き
彫りとなった為、以下に報告する。 

【概要】 

サポート開始２週前に事前打ち合わせ会をオンラインで開催した。内容は熱中症、投球障害、COVID -19 対
策である。またサポート前後２週間の体温測定及びサポート当日は試合開始 1 時間前までに集合、トレーナー
ルームを清掃、更にCOVID -19 対策のために作成した問診票に記載した。その後、救護担当の看護師、高野連
関係者ともサポート開始前にミーティングを行い、各々の役割や救急搬送の経路などの確認を行った。トレーナ
ールームは１時間毎に換気をした。トレーナールームに選手が来室してからの対応としては、入室前の手指衛
生、マスクの着用、体調の問診を行う。入室後、選手の訴えを聴取し機能評価を行った。選手の状態に合わせて
ストレッチ・アイシング・セルフケア指導、必要であればテーピング等を施行し、行った内容をチーム関係者に
文書にて報告した。トレーナールーム内はパーテーションで２カ所に分け、同時に 2 名までの対応を可能とし
た。出入口を分け、選手同士が交わらないように注意した。プレイ中の外傷についてはベンチ裏での救急対応を
行った。今大会においては週間の球数制限が設けられており、1 日 50 球以上投球した投手についてはトレーナ
ールームへの来室が義務付けられた。また、サポート内容については後日サポートスタッフと情報を共有するた
めその日のうちに報告書を作成した。 

【サポート結果】 

今年度の総サポート件数は 34 件であった。サポート内容はコンディショニング 29 件、セルフケア指導 2

件、デッドボールによる救急対応 2 件、テーピング 1 件であった。ポジション別では投手 28 名、捕手 2 名、内
野手 2 名、外野手 2 名であった。その投手の中で 50 球以上の投球をして来室した人は 23 名であった。また、
COVID -19 感染の報告はなかった。 

【今後の展望】 

COVID -19 対策に関しては、感染の報告もなかった為、対応に問題がなかったと捉え、新しい生活様式と同
様で、来年度以降も継続していく事が必要である。個々の選手への対応については、報告書を確認する限り、バ
イアスが少なからず生じているように見える。今後は統一したスクリーニング検査の検討や、スポーツ事業部が
開催しているトレーナー育成カリキュラムの修了者への協力のお願い、事例検討会の実施を行う必要がある 

【倫理的配慮】 

本発表は倫理的配慮に注意し，個人のプライバシーが特定できる内容は記載していない。 
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演題番号 09 

 慢性疼痛患者の症状改善に向けた取り組み 
～TTM に基づいて～ 

 
＊野々下 侑希 1)，板井 友亮 1) 

 

1)しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック 

キーワード：慢性疼痛 WBI TTM 

【はじめに】 

慢性疼痛とは、「長期間（6 ヶ月以上）持続する疼痛であり、通常は長期にわたる（慢性）医学的状態または
身体の損傷に起因する」と定義されている。臨床においてもその対応に苦渋するケースは少なくない。我々は嵩
下らの「慢性疼痛患者と健常人では、筋量における筋出力(以下：WBI)において慢性疼痛患者が優位に低値を示
す」報告を基準にすべての患者様に対し、WBI の測定を行い、その結果を基に理学療法計画を立案し一定の結
果を得ている。しかし、リハビリプランを立案しても自宅等で実施するという行動変化へと中々繋がらず、症状
変化が乏しく慢性化に甘んじているケースも多々経験する。 

そこで今回、Prochaska らが提唱した行動変容に関する多理論統合モデル（The transtheoretical model：以
下TTM）に基づき、身体機能面だけでなく、各ステージ別に介入を実施した結果、若干の知見と新たな気づき
が得られた為ここに報告する。 

【対象】 

対象は当院リハビリ開始日より 6 ヶ月以上期間が経過し、画像所見等において重度の関節変形や可動域制限
が見られない患者様 142 名（平均年齢は 69.2 歳 男性 41 名・女性 101 名） 

【実施内容】 

対象 142 名に対し、1 年間追跡調査を行い疼痛レベル(以下：VAS)・WBI の変化を調査。半年目に各ステー
ジのTTM を参考に当院で作成した問診を実施。結果より５つの行動変容ステージに分類（無関心期 14 名 関
心期 38 名 準備期 82 名 実行期 8 名 維持期 0 名）。その後半年間、TTM に基づいて各ステージへの介入を
実施し、追跡調査開始日と終了日の VAS・WBI の変化量を比較検討。WBI の数値は左右の平均値を使用。統
計処理にはWilcoxon 符号付順位和検定を用い、有意差水準は 5％未満とした。 

【結果】 

追跡調査開始日から終了日までの各ステージにおけるVAS・WBI の比較に関して、準備期のVAS 平均値で
は 5.06 から 3.76 に有意に改善がみられた(P＜0.01)。また、TTM に基づいた介入を実施した結果、行動変容ス
テージにおいても有意に改善がみられ、ステージ移行に繋げられた。 

【まとめ】 

 介入前変化に乏しかったステージ時期においても、TTM に基づいた介入実施後は変化が見られ、行動変容に
繋げる事ができた。また、準備期までステージ移行ができると VAS の改善が期待できる結果となった。行動変
容ステージにおいて改善が見られたことで、準備期までの介入は行動変容を促すような声掛けが必要であり、心
と体を常に充実させて状態で機能改善に繋げることで、慢性疼痛患者の症状改善に期待できると示唆できた。 

【倫理的配慮】 

本発表は倫理的配慮に注意し個人のプライバシーが特定できる内容は記載していない。 
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演題番号 10 

 当院における鏡視下腱板修復術後の再断裂時期の調査及び再断裂に影響する因子
の検討 

 
＊尾道 健太郎 1)，宮本 崇司 1)，屋久 晴香 2)，杉木 知武 1)，佐々木 聡明 3)，川嶌 眞之 3)， 
川嶌 眞人 3) 

 

1)社会医療法人 玄真堂 川嶌整形外科病院 リハビリテーション科 

2)社会医療法人 玄真堂 かわしまクリニック リハビリテーション科 

3)社会医療法人 玄真堂 川嶌整形外科病院 整形外科 

キーワード：鏡視下腱板修復術後 再断裂時期 再断裂に影響する因子 

【はじめに】 

当院において、鏡視下腱板修復術後の治療経過の中で再断裂を生じる症例を時折経験する。術後経過におい
て、再断裂がどの時期に生じたかは定かでない。再断裂時期が明確になれば、再断裂に注意を要する時期におけ
る運動頻度・強度の設定の一助になると考える。本調査の目的は、鏡視下腱板修復術後の再断裂時期を明らかに
すると共に、再断裂に影響を与える因子の検討を行うことである。 

【対象と方法】 

対象は、2014～2019 年に当院で鏡視下腱板修復術を施行した男性 26 名、女性 2 名、計 28 名、平均入院日
数 38±5.9 日、平均年齢 65±8.9 歳。再断裂時期の評価は、菅谷分類を用い、術後 1 ヵ月、3 ヵ月のMRI T2 強
調像にて行った。また、電子カルテより年齢、性別、術式、断裂サイズ、上腕二頭筋長頭腱損傷の有無、自動運
動開始時期を後向きに調査した。 

調査結果より、再断裂率を算出した後、再断裂なしとありの 2 群間に分類した。 

次に、2 群間の各因子における差の検定及び関連性の検定を行った。検定は因子の尺度及び正規性の有無に応
じてT 検定と χ2 検定を行い、危険率は 5%未満とした。 

【結果】 

再断裂率は、21%（28 名中 6 名）、再断裂時期は全例 1～3 ヵ月の間であった。2 群間の比較検討の結果、年
齢において、有意差を認めなかったが(p=0.08)、高齢者ほど再断裂率が高い傾向が見られた。また、関連性の検
定の結果、断裂サイズに有意な関連を認め(p<0.01)、断裂した症例は全例中断裂であった。自動運動開始時期に
おいても有意な関連を認め(p<0.05)、開始時期が遅い症例程、再断裂率が高いという結果であった。性別、術
式、上腕二頭筋長頭腱損傷の有無では有意な関連を認めなかった。 

【考察】 

Miller らは鏡視下腱板修復術後の 41%（22 例中 9 例）が再断裂し、その内 78％（9 例中 7 例）が 3 ヵ月以
内だったと報告している。本調査結果は、再断裂率 21%、断裂時期は全例術後 3 ヵ月以内であり Miller らの報
告と大差はなかった。船越は、腱骨癒合の組織学的治癒に関して、術後 2 ヵ月で腱断端に血流増加が生じる時
期であり、術後 3 ヵ月以内は治癒が不十分であると述べている。以上のことより、術後 3 ヵ月以内は再断裂を
生じやすい時期ではないかと考えられた。 

再断裂時期は術後 1～3 ヵ月に集中した。術後 1 ヵ月以降は、自動運動開始時期であり、退院後、急激な生活
様式の変化によって禁忌動作の意識の欠如や負荷量が増加する時期である。よって、入院中である術後 1 ヵ月
以内よりも、1 ヵ月以降に再断裂が集中したのではないかと考えた。 

高齢、中断裂、自動運動開始時期が遅い等の関連因子を持つ症例では、より再断裂に注意して運動頻度・強度
の設定を行うことと、入念な禁忌動作指導等の生活指導が重要であると考える。 

【倫理的配慮】 

本調査はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に研究の趣旨を説明し、同意を得た。また、個人情報の取り扱いに

は十分な注意を払い行った。 
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演題番号 11 

 住民主体型の介護予防事業が身体機能に与える長期効果 
 

＊手老 泰介 1)，田中 健一朗 2)，河野  礼治 3)，永徳 研二 4)，朝井 政治 1) 

 

1)大分岡病院 

2)大分大学福祉健康科学部 

3)杵築中央病院 

4)杵築市立山香病院 

キーワード：介護予防 身体機能 住民主体 

【はじめに、目的】 

 厚生労働省は健康寿命の延伸を目的に、介護予防活動普及推進事業として住民主体の介護予防事業の構築を平
成 28 年から展開している。これを受けて大分県杵築市では、新たな運動（きつみん体操）を開発し，これを視
覚的に確認しながら運動を行う住民主体型の運動教室を企画した。現在では地域住民に普及しつつあり、R1 年
度大分県 PT 学会にて、新しく開発された運動・運動教室が身体機能に与える短期効果について検証したが、長
期的効果については不明である。本研究の目的は杵築市で新たに開始した運動教室が身体機能に与える長期効果
について検討することである。 

【方法】 

 対象者は杵築市在住の高齢者で、住民主体の運動教室への参加を希望したものである。対象者は事業への初回
参加時に、基本情報として年齢、性別を聴取し、身長、体重の測定からBody mass index を算出した。身体機
能評価として握力、開眼片足立位保持時間、Timed up and go test（以下:TUG）、加えて、身体活動量の指標と
して International Physical Activity Questionnaire（以下:IPAQ）の使用によるアンケート調査を実施した。
その後、対象者は運動教室の場での運動を週に１回の頻度で主体的に 1 年間実施した。評価は初回参加時、3 カ
月後および 1 年後に実施した。本研究では最終評価の不参加者、欠損値のある者を除外し解析を行った。統計
処理はFridman 検定を用いた。IPAQ は低活動群および中高活動群の 2 群に分類し、初回評価と 1 年後の評価
をMcNemar 検定にて解析した。 

【結果】 

 本研究の対象者は 91 名であり解析対象者は 51 名（女性 43 名）、平均年齢は 77.7±7.1 歳であった。Fridman

検定の結果、初期評価、3 カ月後、1 年後の中央値おいて開眼片足立位保持時間 20.9 秒、33.1 秒、23 秒
（p<0.01）、TUG は 7.4 秒、7.0 秒、6.7 秒(p<0.01)と有意な差がみられた。また、握力は変化がなかったが、
身体活動量では低活動群の割合が減少傾向を示した（p=0.06）。 

【考察・結語】 

 開発された運動は、座位もしくは立位でできる簡単な運動から構成されており、さらに、視覚的に運動を確認
しながら実施でき、運動と歌を歌うという二重課題で構成されている。本研究の１年間の経過より、TUG は改
善効果が継続するものの、片足立位バランスでは 3 カ月までの改善を有するがその後、低下することが示され
た。藤本らの研究（平均年齢 71 歳）においても、開始 3 カ月後にバランス能力が改善し、開始から 1 年後に低
下した。バランス能力は個人差が大きく、運動教室における統一された運動様式では改善効果を維持できない可
能性があり、今後、本運動教室におけるバランス運動では運動様式や負荷量を検討していく必要性がある。 

【倫理的配慮】 

本研究は大分大学福祉健康科学部倫理委員会の承認（承認番号:F18011）を得て実施した。個人情報の取り扱

いは、杵築市個人情報保護条例に基づき杵築市職員が行い、解析には匿名化されたデータを用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

演題番号 12 

西部保健所「職場ぐるみの運動スタート・定着推進事業」 
における当協会の取り組み 

 
＊松尾 理 1)，梅野 裕昭１)，渡邊 亜紀１)，安東 由奈１)，市川 泰朗１)，軸丸 三枝子２)，三浦 直美３) 

 

1)大分県理学療法士協会 

2)大分県 西部保健所 所長 

3)大分県 東部保健所 保険師 

キーワード：職場ぐるみ 運動定着 西部保健所 

【目的】 

 当協会は、令和元年 6 月～令和 2 年 3 月の期間、西部保健所の委託事業「職場ぐるみの運動スタート・定着
推進事業」に取り組んだ。本事業の目的は、西部保健所管内の事業所に対し、運動プログラムの提供や専門職に
よる運動の動機づけや実践指導を行い、従業員が事業所や家庭で継続して運動に取り組むことができるように支
援し、職場ぐるみの運動定着を図ることである。今回、当事業の取組紹介および介入効果、課題について整理し
た。 

【対象】 

 職場ぐるみで運動に取り組みたいと考えており、保健所が選定した日田市及び玖珠郡内の 8 事業所。業種は
製造業が 3 事業所、福祉・介護事業が 2 事業所、建設業・林業・小売卸業が各１事業所であった。 

  

【方法】 

協会内で本事業に協力が得られた 18 名のプロジェクトチームを結成し、各事業所に 2～3 名の理学療法士が
事前調査を含めた訪問を 3 回行い事業所が希望する日程で 60 分程度の講話及び運動の実践を行い、職場ぐるみ
で運動に取り組むきっかけづくりと運動定着のための指導を行った。併せて事業の期間中に各事業所が共通して
使用できる作業別の運動動画も作成した。また、今回の事業では参加者の事前と３ヶ月後の健康状態、からだの
不調、運動不足感、運動への意欲、運動習慣（強い負荷・中等度の負荷・ウォーキング）、食習慣を前後比較
し、目標達成度や目標達成できなかった要因についても傾向をみた。 

【結果】 

3 月までに 8 事業所への 2 回の訪問指導は終了、動画についても「ちょこトレ」として完成し DVD の事業所
配布、WEB への掲示に至った。事前・事後アンケートは、回答を得られた 170 名より、健康状態やからだの不
調、運動意欲に改善見られ、運動習慣では中等度の負荷～ウォーキングといった運動の定着率が向上した。食習
慣では食事への配慮や意識の向上が見られた。一方で、目標達成度は達成が４割弱、未達成が６割強であり、そ
の要因は職場や自宅で時間が作れない、意識の問題といった自己要因が約半数を占める傾向にあった。 

【考察とまとめ】 

 今回の結果より、運動定着に向けては一定の効果が見られ、本事業の目的に沿った介入がなされたと判断され
る、一方、個別の自己管理に任せた取組では運動の定着や継続性に課題が残る傾向であった。また、事前調査・
評価は重要だが、各業種や作業の特性理解には時間を要すことから、短期間の介入では適切な動作や作業環境へ
の提言には繋がりづらい状況を実感した。以上のことから、運動定着には企業側の積極的な支援が欠かせず、産
業衛生分野への啓発活動により理解を深めていくことが重要である。また、先にある健康の維持増進、疾病・障
害予防に向けては、自らの知識を高め、中期的な介入による動作や作業環境へのアプローチも肝要と考える。 

【倫理的配慮】 

対象者には、ヘルシンキ宣言に基づき、あらかじめ口頭にて本報告の内容、個人情報の保護を十分に説明し、

同意を得た。 
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演題番号 13 

 重度脳卒中訪問リハビリ利用者の「移動」を考える 
 

＊植木 蓮 1)，薬師寺 彈 1) 

 

1)社会医療法人 帰巖会 臼杵病院 

キーワード：重度脳卒中 移動 訪問リハビリ 

【症例紹介】 

60 歳代男性、2019 年 11 月右視床出血発症後、急性期病院へ入院。全身状態の安定後、ADL 全介助の状態で
12 月に当院へ入院となる。補液等による医学的管理とリハビリを経て、食事摂取は一部介助、車椅子離床時間
が拡大され、施設退院の可能性が見えてきた。その後、2020 年 4 月に市内の有料老人ホームに入居となり、
ADL の介助量軽減を目的に訪問リハビリテーションが開始される。介入当初のDemand は「特に何もないが、
良い方向に向かってほしい」、家人の希望は「穏やかに過ごして欲しい」。キーパーソンは市内在住の兄夫婦。 

【理学療法評価】 

左片麻痺BRS 上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ、右上肢MMT4、下肢 3 と筋力低下あり。体幹の支持性低下、重度感覚
障害、左半側空間無視あり。基本動作は全介助、食事摂取は一部介助で他ADL は全介助。車椅子自走は自分で
行おうとするが、左側へ傾き、臀部が滑り姿勢が崩れるため全く進めない。 

【統合と解釈】 

当初は起居動作や移乗動作の介助量軽減を目的に介入していたが、高次脳機能障害により、動作が定着しづら
くリハビリに難渋していた。そこで本人の「歩きたい」という希望に着目し、リハビリ方針を見直した。移動は
全てにおいて、人の手を借りなければならない状態であり、移動手段の獲得によって活気の向上やストレス軽減
による心身機能の向上、その先の新たな目標など、プラスな要素に繋がると考えた。しかし、現在の身体レベル
では歩行獲得は難しいため、車椅子自走の獲得を現実的と考えた。 

【目標設定】 

長期目標は、実用的な車椅子自走が獲得でき活動範囲が広がる、短期を車椅子直立座位の安定と足漕ぎ動作
（下肢駆動力）の向上とした。 

【問題点】 

座位保持力の低下、下肢駆動力の低下、持久力の低下、車椅子が自走に適していない。 

【理学療法プログラム】 

座位保持練習、足漕ぎ練習、車椅子自走練習を週 2 回 40 分間の訪問リハビリを実施。車椅子は体格に合わせ
た前座髙の低いタイプ、臀部のずり落ちに対し立体型クッションと座面のたわみ防止にシート調整を行った。 

【介入結果】 

座位姿勢は安定するようになり、ゆっくり時間をかけながら約 20m 自走が可能となった。更に起立・移乗動
作においても、立位が一時的に安定するようになり、介助量軽減にも繋がった。 

【考察】 

座位姿勢の安定と足漕ぎの定着、車椅子調整により車椅子自走が可能となった。今後、実用的に車椅子自走が
できるようになった後に、この自信により更なる心身機能の向上が期待される。そのことが、本症例にとっての
その人らしさや生きがいにどう繋がっていくのか、訪問リハビリテーションとして関わっていく。 

【倫理的配慮】 

本発表を行うにあたり、ヘルシンキ宣言に基づき対象者・家族に説明を行い同意を得た。 
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演題番号 14 

生活不活発から、地域活動の再開を達成した症例 
〝できる〟が増えたことで、得ることができた喜び 

 
＊大重拓也 1) 

 

1)(株)ライフリー デイサービスセンター楽 

キーワード：自立支援 アセスメント 地域連携 

【はじめに】 

 今回、腰痛により入退院を繰り返した症例を担当した。退院後、生活不活発により、活動量の低下から下肢筋
力や心肺機能の低下が見られた。特に、活動時の疲労感が強く見られた。担当者会議を通して、疲労や息切れを
感じる動作の評価し、生活課題を明確にした。支援する中で、できないと感じていた散歩や幼稚園行事に参加で
きた事が自信となり、「以前していた小学生の登下校の見守りを再開したい。」と声が聞かれた。そこで、地域活
動の再開に向けてケアマネジャー等と地域連携をとりながら支援する事で目標を達成できたので報告する。 

【症例紹介】 

・80 歳代・男性・要支援 1＜診断名＞脊柱管狭窄症、関節リウマチ＜短期目標＞自宅周囲の散歩＜長期目標＞
地域活動の再開 

【評価】 

＜体力チェック＞立ち上がり 10 回：未実施、5ｍ歩行：9 秒、TUG：17 秒、片脚立位：右 未実施 左 未実
施、握力：右 未実施 左 20 ㎏ 

【経過Ⅰ(再開から 2 ヵ月)】 

 生活する中で、立位・歩行が安定して行える事が必要となる。退院後に体力や下肢筋力の強化を図るため、運
動機器を使用し、中等度負荷にて実施した。運動後に疲労感があり、SPO₂も 93％まで低下。また、ピークフロ
ーによる数値も 150L/Min であった。そのため、腹式呼吸や口すぼめ呼吸、呼吸筋のストレッチ等を含む運動
も並行して行った。屋外では、100ｍ程度歩くと下肢の痺れと疲労感が見られ、SPO₂は 92％。5 分程の休息に
より 96％まで回復した。この期間で、休息を取りながら自宅周囲を歩けるようになった。 

【経過Ⅱ(再開から 4 ヵ月)】 

 機器を使用した運動を高負荷へ上げる事ができた。呼吸の運動や屋外歩行訓練等を継続して実施した効果もあ
り、下肢筋力や心肺機能の向上を図ることができた。運動後の SPO₂は 96％であり、疲労感もなく実施でき
た。ピークフローによる数値も 380L/Min であった。屋外歩行も下肢の痺れや休息なく 400ｍ程度を一本杖で歩
行可能。歩行後の SPO₂は 96％が維持できていた。「生活動作を楽に行える様になった。」と自覚あり。散歩や
幼稚園行事に参加できた事が自信となり、目標である地域活動を再開する事ができた。 

【結果】 

＜体力チェック＞立ち上がり 10 回：17 秒、5ｍ歩行：5 秒、TUG：12 秒、片脚立位：右 3 秒 左 3 秒、握
力：右 14 ㎏ 左 21 ㎏ 

【考察】 

 支援していく中で、下肢筋力と心肺機能の向上が見られた。息切れや疲労感、ピークフロー値等から、診断さ

れてないが、呼吸器の疾患があると予測し、呼吸の運動を意識的に取組んだ。その結果、呼吸筋の柔軟性や腹式

呼吸ができるようになり、SPO₂も 96％を維持し、活動ができる様になった。また、散歩や幼稚園行事参加等の

活動量の増加に繋がった。これが自信となり、社会参加へ繋がったと考える。今後も、利用者との関わりを通し

て、生活でできる事を増やして、1 つでも多くの喜びや楽しさを実感してもらえるように、自立支援に取り組ん

でいきたい。 
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演題番号 15 

 セラピストの夜間帯介入により生活リズムを構築し退院後の安定した生活に 
繋げることが出来た症例 

 
＊工藤 孝彦 1)，阿南 卓 1) 

 

1)社会医療法人財団 天心堂 へつぎ病院 

キーワード：セラピスト夜勤 排泄 ADL 

【はじめに】 

入院において退院時の障壁となる最大のADL は排泄である。夜間の排泄に関しては介助者がいない時間が多
く、自立しているか、していないかで退院先の選定に大きく関わる。当院回復期リハビリ病棟においては、令和
2 年 5 月よりセラピストが夜勤業務を開始した。24 時間を通して患者さんのADL 全般の評価を行っている。本
症例においては、退院後の夜間帯の動きを想定し、夜間であっても出来得る能力で安全に排泄訓練を行った。排
泄パターンを把握することで夜間の睡眠時間を確保し、日中にリハビリテーションを行い機能回復を図り自立し
た生活に繋げることを目標に介入を行ったので報告する。 

【症例紹介】 

疾患名：右大腿骨転子部骨折。年齢：80 歳代。性別：女性。既往歴：X 日、施設内で転倒し受傷。右大腿骨転
子部骨折の診断。X＋5 日に観血的骨整復術施行。X＋16 日リハビリ目的で当院へ転院。入院前ADL：一部介
助、歩行は歩行器や伝い歩きで歩行可能。介護保険：要介護 1。既往歴：パーキンソン病、頚椎症性脊髄症、虫
垂炎。内服：ドパコール、ロキソプロフェン、エチゾラム、ベルソムラ。 

【理学療法評価】 

COM：良好。ROM（R のみ）：股屈曲/90°股外旋/10°股内旋/10°股外転/20°股内転/10°足背屈/10°足底屈/30°。
MMT（R/L）：3/4。起居移乗動作：寝返り時疼痛+、起き上がりに軽介助要し、移乗動作は見守りで可能、端座
位保持自立であるが靴の着脱には介助。歩行：サークル歩行器で連続 20M 歩行可能であるが、術創部～右膝関
節にかけて運動時痛+、右下肢筋発揮乏しく振り出し減少、骨盤動揺+。HDS-R：25 点。 

【考察】 

本症例の退院先はケアマンションであり、自立したADL が求められる。排泄誘導に関しては①時間排尿運動
②パターン誘導③排尿習慣の再学習の 3 つの方法がある。今回は、②パターン排尿運動を取り入れ、夜間 21 時
と 3 時に排泄誘導を行った。排泄誘導時は施設と同環境になるように、歩行器はトイレ外に置き、トイレ内は
伝い歩きでなるべく口頭指示はせず一人で行ってもらった。眠剤の影響でふらつきが生じやすい状況下でも安全
に出来得る最大限の歩行能力で移動、排泄訓練を行うことで失禁もなく夜間良眠することができ、日中のリハビ
リテーションを確実に実施することが出来た。夜間の歩行距離が延長すれば転倒のリスクがある為、施設でのベ
ッド環境をトイレまで近い位置に変更し、トイレ内に手すりを設置した。患者個々の状態を把握し適切な排尿運
動を 24 時間行うことで夜間の睡眠時間を確保し、覚醒レベルの昼夜逆転を防ぎ日中のリハビリテーションを行
うことができると考えた。また、セラピストが病棟夜勤に介入することで日中と夜間での歩行能力の違い、歩容
の変化、トイレ回数の把握、覚醒状態、夜間介助量の変化を把握することができ、退院後のサービス提案や情報
提供がより密に行うことが出来ると考えた。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に沿って行い、得られたデータは匿名化し個人情報が特定できないように配慮を行った。 
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演題番号 16 

 地域ケア会議に参加している理学療法士へのアンケート 
 

＊佐藤 周平 1),2)，吉村 修一 1)2)，久恒 健 1)3)，梅野 裕昭 1)4)，井上 仁 1)5) 

 

1)大分県理学療法士協会 渉外部 

2)JCHO 湯布院病院 リハビリテーション科 

3)大分県済生会日田病院 リハビリテーション部 

4)大分中村病院 経営支援部 

5)大分大学医学部付属病院 リハビリテーション部 

キーワード：地域ケア会議 アンケート 理学療法士 

【はじめに】 

今回、理学療法士（PT）が地域ケア会議において助言に難渋する内容や工夫したことをアンケート調査より
抽出し、課題と解決策について考察を行ったので報告する。 

【対象と方法】 

対象は、2016 から 2019 年度に大分県内の地域ケア会議において助言者として参加したPT99 名とした。ア
ンケートは、日本理学療法士協会が PT の助言者に求める内容と 2017 年に我々が実施した地域ケア会議コーデ
ィネーターへのアンケート結果を元にGoogle フォームを用いて作成し、Web にて回答を依頼した。アンケート
の内容は、助言者の経験年数、助言する際に難しいと感じる疾患と項目（個別課題の分析と抽出、目標や予後予
測、プログラムの提案について）、助言の満足度、工夫している内容とした。また、各項目について自由記載に
て答えてもらい、回答内容をカテゴリー分けした。 

【結果】 

アンケート回収率は 70.7％であった。助言者としての経験年数は平均 4.0 年、助言する上で難しいと感じる
疾患は、精神疾患・認知症・難病が多かった。項目では、地域課題の抽出（74.2％）、社会参加を促す提案
（64.2％）が難しいと感じる割合が高かった。具体的には、事例の情報を引き出すために地域ケア会議の資料か
ら推察することが難しい、個別課題を明らかにするスキルが足りない、家族のデマンドがわからない、ケアマネ
ジャーと家族の目標が一致していない場合に困るなどが挙げられた。助言の満足度は、10 段階評価中 5 点（中
央値）であった。満足と感じた理由について、他者から評価してもらえた、経験値・知識が足りていると感じ
る、自分の役割を理解できていると感じることが挙げられた。逆に不満足と感じた理由について、助言者として
発言した内容に対して後悔・反省・不安がある、能力不足を感じることが挙げられた。助言する際に工夫してい
ることは、他職種に助言が伝わりやすくするために良い雰囲気を作る、ジェスチャーや資料を用いて分かりやす
い表現をする、他職種の目線に立つなどの意見があった。また、地域資源や特性を知るために行政やケアマネジ
ャー、サービス事業者とコミュニケーションを会議の場や普段から取っておくなどの意見もあった。 

【まとめ】 

今回のアンケート結果から地域ケア会議における PT の助言の課題は、１.認知症や精神疾患、難病に関する
知識、2. 事例の個別課題から社会参加レベルの議論や地域の課題の抽出へとつなげる助言、3. 事例についての
情報を整理できることや不足している情報を聴取できるスキル、4.助言した内容に対してフィードバックを受け
る機会がないことが挙げられる。解決策として、これらの課題に対応した助言者個人のスキル向上を図る研修会
を開催、議論した内容が個別事例にどのような影響を与えたかを助言者がフィードバックを受ける機会の設定、
助言者が行なっている様々な工夫を助言者間で共有するなどが有用と考える。 

【倫理的配慮】 

Web にてデータの取り扱いについて説明を行い、同意が得られた者のみ回答を得た。回答データは、個人が

特定できないように処理した。 
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演題番号 17 

 左人工膝関節置換術を施行した症例 
～左立脚筋の疼痛に着目～ 

 
＊佐藤 大輔 1) 

 

1)黒木記念病院 

キーワード：アライメント 筋力低下 左人工膝関節置換術後 

【はじめに】 

 今回両変形性膝関節症を生じ、左膝関節の疼痛増悪に伴い左人工膝関節置換術を施行した症例の評価・治療す
る機会を得た。左踵接地期での左膝関節外側に疼痛を生じた。本症例の左下腿は外旋傾向が強く、歩行時でも下
腿の外旋傾向が見られたため、アライメント不良により膝外側へストレスが集中し疼痛を生じていると考えた。
そのため、アライメントの修正に着目し治療を行った結果疼痛が改善した為、以下に報告する。 

【症例紹介】 

 80 歳代女性、息子と 2 人暮らし。2009 年頃より両膝に疼痛出現するが自制内にてADL、IADL 自立してい
た。2019 年 3 月頃より左膝の疼痛増悪を認め、長距離歩行困難となったため、同年 4 月左膝関節置換術を施
行。術後左下腿に深部静脈血栓症を認めたため、1 か月の安静期間後にリハビリ開始となる。 

【初期評価】 

関節可動域（左のみ）：膝関節屈曲 90°p 膝関節伸展-5° 足関節背屈-5° 

膝伸展筋力体重比：右 23％ 左 11％ 

安静立位、歩行時の左踵接地期において下腿の過度な外旋と足関節内反、左膝外側に疼痛を認めた。 

歩行時の左立脚初期から中期にかけて左膝外側に疼痛を生じていた。 

【臨床推論】 

疼痛が膝の外側に集中していることから下腿の過度な外旋、足関節の内反により、荷重時のストレスが外側に
集中しているために起きていると考えた。下腿の過度な外旋が起きている原因として術後の不動による筋萎縮、
創部や軟部組織の滑走性の低下による筋出力の低下や、大腿筋膜張筋、大腿二頭筋などの外側ラインの筋緊張の
亢進によるものと考えた。 

【結果と考察】 

 治療としては、下腿の外旋に作用する筋のリリース、下腿の内旋に作用する筋の筋力訓練を主に行った。結
果、初期評価時に見られていた疼痛は消失した。初期評価時に比べて膝伸展筋力体重比の上昇と大腿二頭筋、腸
脛靭帯など下腿の外旋に作用する軟部組織の緊張の軽減により左下腿の外旋が減少したことで、外側にかかるス
トレスが減少したためと考える。 

【倫理的配慮】 

今回の研究は、ヘルシンキ宣言に沿って策定された院内の倫理委員会の規定に基づき、対象者に事前にその目

的を説明し同意の上で行った。また、各種研究発表の機会に使用する旨に対して承諾を受けている。 
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演題番号 18 

 リハビリテーション会議における理学療法士の発言についてのアンケート 
～発言の質の向上には適切な生活機能評価と活動、社会参加への働きかけが必要～ 

 
＊多田 華奈 1)，久恒 健 1)，梅野 裕昭 1)，井上 仁 1) 

 

1)大分県理学療法士協会 職能局渉外部 

キーワード：リハビリテーション会議 発言の質  

【はじめに】 

 介護保険下でのリハビリテーションでは、リハビリテーションマネジメント加算を算定するために、定期的な
リハビリテーション会議（以下、リハ会議）の開催が必要とされており、理学療法士（以下、PT）が開催、ま
たは参加している。今回、（公社）大分県理学療法士協会（以下、当会）は、リハ会議の中でのPT の態度及び
発言内容について実態を把握し、その成果と課題点の抽出を行い、今後のPT の対応について考察するため、ア
ンケートを実施した。 

【方法】 

 対象は県内の居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーとし、紙面でアンケートを実施した。居宅介護支
援事業所はランダムに 100 事業所を抽出し、郵送でアンケートを送付、郵送で回答を得た。調査項目は、PT の
発言内容、発言内容の実用性、発言の満足度、その他要望とした。PT の発言内容に関しては、詳細を把握する
ため、接遇・態度、疾患・リスク管理、ICF に基づく利用者の現状の把握状況、生活課題の抽出・目標設定、
課題に対する解決策の提案、リハ内容の説明、家族・他職種との合意形成の小項目を提示し、それぞれ「はい」
「いいえ」の 2 択で回答するものとした。発言内容の実用性、満足度に関しては、5 択で回答するものとした。 

【結果】 

 100 事業所のうち 62 カ所の事業所、延べ 144 名のケアマネジャーより回答を得た。リハ会議の中でのPT の
発言や態度は、問題ないという回答が 99％だった。また、発言内容の実用性に関しては 75％、発言の満足度に
関しては 79％が肯定的意見だった。発言内容の小項目では、ほとんどの項目で否定的意見の割合が 10％前後だ
った。しかし、接遇・態度の項目では「専門用語を多く使っている」との回答が 19％、ICF に基づく利用者の
現状の把握状況を問う「利用者の医学的情報や心身機能、ADL、参加、環境因子、個人因子の現状を把握でき
ていない」という項目では、否定的意見が 17％だった。また、課題に対する解決策の提案の中で「社会参加を
促すための提案をしていない」という項目では否定的意見が 30％だった。 

【まとめ】 

 PT の発言の質に対する満足度は 79％と高く、リハ会議の中で効果的な発言がなされていると考える。一方で
「プレゼンテーション」、「ICF に基づく利用者の現状把握」、「活動、社会参加への働きかけ」など否定的意見
の割合が大きい項目が認められた。リハ会議におけるPT の発言の質を高めるためには、身体機能面のみなら
ず、活動や社会参加も含めた生活機能全体を見据えた評価を行い、解決策の提案を行う必要がある。また、これ
らを適切に利用者、家族へ伝えるプレゼンテーション能力が求められる。PT が今回の課題を共有することで、
リハ会議のみならず多職種協働の会議での行動規範や発言内容を再考する機会になると考える。今後、当会とし
て情報提供や課題解決のための研修会等を通して、発言の質の向上を図りたい。 

【倫理的配慮】 

 対象者には調査の趣旨と内容及び調査結果の取り扱いについて紙面で説明し、同意を得て実施した。なお、本

調査に関してはいかなる利益供与もない。 
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演題番号 19 

 “橋出血による片麻痺と運動失調を呈した患者に装具療法は有効か？” 
 

＊伊藤 美紅 1)，渡邊 亜紀 1) 

 

1)社会医療法人敬和会 大分リハビリテーション病院 

キーワード：装具療法 橋出血 歩行 

【はじめに】 

大江は橋や中脳の障害では “小刻みな振戦”を呈する場合があると述べている。また、酒井らによると装具は
振戦の影響を抑制し運動失調を改善させると述べている。今回、橋出血による運動失調と片麻痺を呈した患者に
対し装具療法を行ったところ介助量の軽減が図れたため装具療法の有効性について考察を加え報告する。 

【患者情報】 

症例は右橋出血による左片麻痺と運動失調を呈した 60 歳代男性。理学療法評価(X 年Y 月Z 日)では測定異
常、反復運動拮抗障害、振戦、座位・立位動作で体幹動揺あり。Scale for theAssessment and Rating of 

Ataxia(SARA)：16.5 点、Stroke Impairment Assessment SetMotor(SIAS-M)左 4-4/4-4-4。左上下肢表在覚中
等度鈍麻、深部覚重度鈍麻、基本動作は起立、立位保持中等度介助、歩行は左立脚初期～中期で膝折れ、立脚後
期の股関節伸展はみられず、左立脚期短縮、左 Ict では接地位置は不規則であった。加えて前後の体幹動揺あり
歩行器を使用し前型でFAC1 であった。 

【方法】 

振戦の影響を抑制する目的で金属支柱付き短下肢装具の足継手ダブルクレンザックの角度を調整しつつ練習を
①～⑤の期間に分け、各期の 1～2 週間とした。1 期は背屈 0 度-底屈 5 度サイドケイン 3 動作揃え型、2 期は 0

度-5 度 4 脚杖 3 動作揃え型、3 期は 0 度-5 度ロフストランド杖 2 動作揃え型、4 期は 0 度-0 度ロフストランド
杖 2 動作前型、5 期は 7 度-0 度ロフストランド杖 2 動作前型とした。練習内容は歩行練習 20 分、起立練習 20

分、立位保持練習 20 分とした。装具療法前後での効果判定は失調症状、SAIAS-M、歩行観察Functional 

Anbulation Categories(以下：FAC)とした。 

【結果】 

最終時、(初期評価＋70 日)では測定異常、反復運動拮抗障害、振戦、座位・立位動作で体幹動揺は軽減し
た。SARA は 4 点まで改善。SIAS-M と感覚障害に変化ないが基本動作では起立、立位保持が自立した。また
歩行は左立脚初期～中期で膝折れは消失、立脚後期の股関節伸展が見られ、左立脚期短縮は改善した。また Ict

では接地位置一定となり歩隔は拳 1 個分に拡大し男性の歩隔平均値レベルまで改善した。前後の体幹動揺も軽
減し、ロフストランド杖を使用して 2 動作前型歩行が平地のみ自立となった（FAC4）。 

【結論】 

今回、右橋出血により左片麻痺と左上下肢の運動失調を認めたが、装具療法によって歩容の改善や歩行自立度
の改善を認めた症例を経験した。先行研究は上肢であったが、下肢においても装具によって振戦を抑制し末梢か
らの体制感覚入力を増やすことができたことが今回の失調症状の軽減と歩行能力の改善につながったと考える。
よって、橋出血による片麻痺と運動失調を呈した患者に装具療法は有効であると示唆される。 

【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、あらかじめ口頭にて本報告の内容、個人情報の保護を十分

に説明し、同意を得た。 
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演題番号 20 

 橋梗塞を呈した患者の歩行能力が向上した症例 
～立脚中期から後期の体幹機能に着目して～ 

 
＊川口 千緩 1) 

 

1)黒木記念病院 

キーワード：体幹機能 歩行 脳卒中 

【はじめに】 

今回、橋梗塞を呈した症例を担当し、初回介入時は車椅子自走自立であった。発症から 31 日目の評価歩行時
は腹部と背部の協調性は低下し上部体幹の抗重力伸展活動の低下、左立脚中期から後期の股関節伸展相の減少を
認めた。まずは 3 週間で病棟内T-cane 自立を目標として介入し、その結果歩行能力が向上し、目標を達成した
ため報告する。 

【症例紹介】 

70 歳代男性、既往歴に脊柱管狭窄症がある。Demand は「何も使わずに姿勢よく歩けるようになりたい」で
ある。入院前は妻と二人暮らし、屋内独歩自立、屋外独歩またはT-cane にて歩行しADL は自立していた。 

【理学療法評価と問題点】 

左Br.S 上肢Ⅳ・手指Ⅳ・下肢Ⅳ、SARA13 点、関節可動域制限は体幹伸展 5°回旋右 20°左 30°、筋力は左僧
帽筋・左菱形筋・背筋群・腹筋群の筋力低下を認めた。FACT10 点、BBS29 点、TIS10 点、10MWT21.46 秒 
29cm、TUG25.41 秒、6MD 下肢の疲労感と息切れにて 80ｍで中止した（歩行評価は全てT-cane 歩行）。上部
体幹のアライメントは肩甲骨外転位、胸郭骨盤間は短縮位、肋骨下縁は過剰に開き、胸椎は過度な後弯を認め
た。胸椎の運動に必要な胸壁の形状の変化が妨げられ、体幹運動が阻害され抗重力伸展活動が制限されていた。
歩行時では常に腹筋群の筋出力は低下し、背筋群との協調性の欠如により下部体幹は安定が図れず、左立脚中期
から後期にかけて体幹・骨盤の左回旋に伴い体幹・骨盤の前方移動が不十分となり、股関節伸展相の低下に繋が
るのではないかと考えた。 

【治療プログラム】 

本症例では既往歴に脊柱管狭窄症があり腰椎過伸展を取らないよう配慮し、麻痺や失調も認めたため支持基底
面の広い段違いパピー肢位と四つ這いでの治療を選定した。段違いパピー肢位にて腹部の収縮を促し腰背部の過
緊張を緩和させ、片側上肢挙上を保持する事で僧帽筋・菱形筋の収縮を促し肩甲骨の固定を図った。また、四つ
這いにて背筋・内外腹斜筋・腹横筋の筋活動を促通し腹部と背部の協調性を目的とし 3 週間実施した。 

【結果と考察】 

左Br.S 上肢Ⅴ・手指Ⅴ・下肢Ⅴ、SARA7.5 点、関節可動域制限は体幹伸展 20°回旋右 30°左 40°、筋力は左
僧帽筋・左菱形筋・背筋群・腹筋群の向上を認めた。姿勢分析から胸郭骨盤間の保持が可能となり、肋骨下縁の
開きは減少、胸腰椎の生理的彎曲が保たれる事に伴い、肩甲骨は内転方向へ改善した。上部体幹が抗重力伸展位
に位置する事で腹部筋と背部筋が協調性を保つ事が出来、FACT18 点、BBS41 点、TIS18 点へと向上した。歩
行では左立脚中期から後期において、上部体幹は右側への前方回旋、骨盤は後方回旋を止めることが可能となり
体幹と骨盤は分離した動きを獲得した。それに伴い、股関節の伸展相は増大し、腸腰筋の伸張が得られ遠心性収
縮から前方への推進力を発揮する事が可能となり歩幅・歩行速度の改善に繋がった事で 10MWT11.78 秒 43

㎝、TUG15.23 秒、6MD250ｍと向上した。腹部・背部の協調性を獲得し、体幹の安定性を得る事で歩行能力
の向上を認め、病棟内車椅子自走自立から病棟内T-cane 自立を獲得し目標を達成することができた。 

次の課題としては、歩行時踵接地が見られず足関節のコントロールや前方への推進力、重心移動は不十分であっ

た。今回繰り返し運動を促通することで学習が可能であり効果を認めたため、足関節戦略を用いたバランス訓練

やステップ反復練習等を視覚的にフィードバックしDemand の達成へ繋げたい。 
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演題番号 21 

 馴染みのある指差し呼称を導入したことで移乗動作の自立に至った一症例 
 

＊桝田 大生 1)，伊東 祐輔 1)，伊藤 正和 1) 

 

1)社会福祉法人 農協共済別府リハビリテーションセンター 

キーワード：馴染み 移乗準備 高次脳機能障害 

【はじめに】 

脳血管疾患の場合、移乗はこれまでの日常生活動作とは異なる行動のため、新たに学習する必要があるが、高
次脳機能障害によって外部環境に気付きにくくなることや、情報保持が不安定になることで学習が困難となる。
今回、右被殻出血を発症し重度片麻痺、高次脳機能障害を呈した症例を担当した。入院 3 か月経過しても移乗
動作が自立せず、Activities of Daily Living（以下、ADL）が制限されていた。馴染みのある指差し呼称を導入
したことで、移乗動作が自立したため、以下に報告する。 

【症例紹介】 

40 歳代男性、右被殻出血を発症し、左片麻痺、注意障害、左半側空間無視を呈した。入院時運動Functional 

Independence Measure（以下、FIM）は 22 点で、ADL 全般に介助を要していた。今回の発症前に 2 度脳梗塞
の既往があるが、いずれも軽度で職場復帰しており、ADL は自立していた。職業は、約 20 年間電話配線の工
事士として高所で作業を行っていた。 

【介入方法及び経過】 

第一期（25 病日～55 病日）：入院時、移乗は 2～3 人介助で行っていた。車椅子駆動時、左側の障害物に気付か
ずに衝突する、麻痺側下肢がフットサポートから落ちても気付かないまま駆動する様子が見られた。また、ブレ
ーキをかける、フットサポートから下肢を降ろす動作（以下、移乗準備）の忘れがみられていた。 

第二期（56 病日～107 病日）：訓練場面では移乗準備の忘れは無くなった。病棟での動作に汎化させる為、移乗
のチェックシートを実施した。チェックシートの結果、移乗準備の忘れが目立ち、その結果を本人にフィードバ
ックし、再度チェックシートを実施したが自立には至らなかった。 

第三期（108 病日～136 病日）：本人の馴染みのある指差し呼称を移乗動作に導入した。職業柄高所で作業を行
うことが多かったため、危険が伴う高所では事故が発生しないよう指差し呼称が必要不可欠であり、本人の中で
指差し呼称は馴染みのある動作であった。指差し呼称を導入した結果、移乗準備に忘れがなくなり、移乗動作が
自立となった。また、退院時運動FIM は 76 点となり、ADL 全般が修正自立となった。 

【考察】 

坂田らは、車椅子の移乗に関連する動作のなかで、ブレーキをかける、フットサポートを収納するといった

「移乗準備」が難易度の高い行動の一つであることを報告している。本症例も、移乗前のブレーキをかける、フ

ットサポートから下肢を降ろす動作が自身で行えなかった為、自立していなかった。今回、移乗準備に本症例の

馴染みのあった指差し呼称を導入することで自立に至った。倉田らは、病前馴染みのあったものをリハビリテー

ション（以下、リハ）に取り入れることで、リハが円滑に進んだことを報告している。本症例の馴染みのあるも

のとして、発症前に工事士として現場で行っていた指差し呼称が挙げられた。なお、この馴染みのある動作が波

及し、歩行やトイレ動作も自立に至った。今回の症例を通して個人因子、環境因子を十分に把握し訓練に反映さ

せることが重要であると考える。 
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演題番号 22 

 Extention thrust pattern と Recurvatum knee pattern の治療戦略 
 

＊有馬 奈穂 1)，渡邉 亜紀 1)，川井 康平 1) 

 

1)社会医療法人敬和会 大分リハビリテーション病院 

キーワード：Extention thrust pattern Recurvatum knee pattern 課題指向型アプローチ 

【はじめに】 

Extention thrust pattern とRecurvatum knee pattern を有する脳卒中片麻痺患者に対し、歩容改善を目標
に、課題指向型アプローチを用いた治療戦略を報告する。 

【患者情報】  

50 歳代女性 アテローム血栓性脳梗塞（左尾状核〜被殻）を発症し 66 日経過、 

Br-stage 上肢:III 手指:II 下肢:IV 感覚障害:なし MMT（右/左）:足関節底屈:3/5、股関節屈曲:3＋/5、膝関節
伸展:4/5、足関節背屈:3/5 ROM:右足関節背屈 10°、右股関節伸展:10° FBS:46 点 TUG:17.7 秒 最大歩行
速度（T 字杖、Gait Solution Design：以下、GSD）:0.74m/s 歩行分析:立脚初期～中期にかけて、heel 

rocker 機能が生じず、Extention thrust pattern を認める。また立脚中期～前遊脚期にかけて、股関節屈筋、足
関節底屈筋群の不十分さにより、forefoot rocker 機能が生じずRecurvatum knee pattern を認める。 

【方法】  

GSD 使用したT 字杖歩行練習と合わせて、Extention thrust pattern に対しては、前脛骨筋の筋出力向上、
立脚初期～中期にかけて、heel rocker 機能を意識した荷重要領に着目した STEP 練習を実施した。
Recurvatum knee pattern に対しては、腸腰筋と下腿三頭筋の筋出力向上、立脚中期～前遊脚期での forefoot 

rocker 機能を意識した荷重要領に着目した STEP 練習を約 2 ヶ月間実施した。効果判定として、3 次元動作解
析装置を用いて、歩幅、足部クリアランス、麻痺側股関節、膝関節、足関節の屈曲・伸展関節角度と関節モーメ
ント、体幹前屈・後屈角度を介入前後で比較した。なお、関節角度、歩幅、足部クリアランスは 5 歩行周期の
平均値、モーメントは 3 歩行周期の平均値を算出した。 

【結果】  

立脚初期の関節モーメントが、足関節背屈（介入前：104.8Nm、介入後：123.5Nm）、膝関節伸展（介入前：
-70.5Nm、介入後：-32.8Nm）、股関節伸展（介入前：254.3Nm、介入後：647.1Nm）、立脚中期の関節角度
が、足関節背屈（介入前：-3.9°介入後：6.3°）、膝関節屈曲（介入前：-8.7°介入後：3.6°）、股関節屈曲（介入
前：20.3°介入後：12.4°）、体幹前屈（介入前：6.3°介入後:-0.7°）となり、Extention thrust pattern が改善し
た。前遊脚期における関節モーメントが、股関節屈曲（介入前：354.0Nm、介入後：607.4Nm）となり、関節
角度が体幹前屈（介入前：7.3°介入後：-1.8°）、足関節背屈（介入前：10.1°介入後:20.7°）、膝関節屈曲（介入
前：-8.4°介入後：4.6°）、股関節伸展（介入前：7.5°介入後：-2.2°）となり、Recurvatum knee pattern が改善
した。また足部クリアランス（介入前：8.5m、介入後：8.9cm）、歩幅（介入前：97.6cm 介入後:111.cm)と遊脚
期パフォーマンスも改善した。 

【結論】 

歩行練習と個々の課題に合わせた荷重要領獲得のための STEP 練習を併用することで、立脚初期～中期での
股関節・膝関節伸展モーメントと足関節背屈モーメントの改善により、倒立振り子が促され、Extention thrust 

pattern が改善した。また倒立振り子出現による立脚中期の位置エネルギー増加と前遊脚期のPassenger Unit

の安定化により、立脚中期～前遊脚期における forefoot rocker 機能が発揮され、Recurvatum knee pattern が
改善され、その後の遊脚振り子の改善にも繋がったと考える。本症例の歩容改善には、歩行機会増加だけでな
く、全習法では意識化されにくい各歩行周期における個々の問題点に対して、機能改善と分習法を用いて動作を
反復して要領を学習する課題指向型アプローチを実践することが有効であると考える。 

【倫理的配慮】 

本研究は、ヘルシンキ宣言及び人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に則り、対象症例に目的や内容、

測定データの取り扱いに関しての説明を十分に行い同意を得た。 
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演題番号 23 

 脊柱後弯変形における運動療法の結果不変例に対する考察 
 

＊後藤 早貴 1)，大島 渉 1)，森山 秀一 1)，山下 雄大 1)，清武 昌也 1)，田中 理穂子 1)，山田 秀大 2) 

 

1)山田整形外科クリニック リハビリテーション科 

2)山田整形外科クリニック 整形外科 

キーワード：脊柱後弯 OWD 大殿筋筋力 

【はじめに】 

一般的に体幹前傾や脊柱後弯変形が強くなるほど、歩行能力が低下するとされている。そこで高齢者の姿勢と
身体機能、移動能力について 11 名に評価した結果、静的立位姿勢と体幹伸展筋力、大殿筋筋力で相関を認め
た。今回はそれらに特化した運動療法を実施したが、体幹伸展筋力が向上しても立位姿勢が改善しない例を経験
したため、それらを不変例として考察した。 

【対象と方法】 

対象：2020 年 3 月～同年 8 月までに当院に外来通院しており脊柱後弯変形を伴った 4 名。 

   年齢は 68 歳～82 歳(73±5.3 歳)、男性 2 名、女性 2 名であり、治療期間は平均 102 日であった。 

方法：評価内容においては問診、立位姿勢、体幹・股関節・膝関節可動域、体幹・下肢筋力、歩行動作(6m 歩
行)を行った。立位姿勢は、壁に殿部と踵を付けた状態での壁と後頭隆起との距離(以下OWD)を測定し、
その状態から胸椎を最大伸展させたときの距離を体幹最大伸展距離とした。 運動療法としては主に胸腰
椎に対する可動域訓練、体幹・股関節周囲筋筋力訓練を実施した。本研究ではOWD と歩行能力に関わ
る評価項目を比較し理学療法介入初期と最終で考察した。 

【結果】 

 運動療法介入初期/最終で、4 症例の内OWD はA が 18cm/15cm、D がOWD6.5cm/2.5cm と改善しており、
6m 歩行ではA が 7.75 秒/6.56 秒、C が 6.8 秒/6 秒、D が 6m 歩行 5 秒/3.9 秒に改善していた。また体幹伸展筋
力は全症例が増強し、大殿筋筋力はA が 41.5N/84.8N、C が 64.5N/106.8N、D が 199.5N/243.5N とB 以外は
増強していた。 

A： A-P line0.5 横指、前胸部テスト 10cm/7cm、股関節伸展可動域 5°/10°、体幹伸展筋力 55.8N/142.2N 

B： A-P line1.0 横指、前胸部テスト 6.5cm、股関節伸展可動域 20°、体幹伸展筋力 144N/212.8N 

C： A-P line0.5 横指、前胸部テスト 11.5cm/8.5cm、股関節伸展可動域 0°/5°、体幹伸展筋力 51N/233N  

D： A-P line1.5 横指、前胸部テスト 3.5cm/1cm、股関節伸展可動域 10°、体幹伸展筋力 168N/201N 

【考察】 

今回、脊柱後弯変形を呈する患者に対して評価を行い、立位姿勢と相関があった体幹伸展筋力と大殿筋に対し
て運動療法した結果、B は立位姿勢と歩行、C は立位姿勢で改善が認められなかった。 

B は胸椎後弯位、骨盤前方偏位、股関節過伸展位を呈しており、胸椎伸展可動域が不足している状態で、エク
ササイズを行ったことにより腰椎主体の体幹伸展動作となり、大殿筋の筋力増強が認められなかったと考える。
また立位での重心が股関節後方に位置しているため大殿筋の活動が抑制される。これらにより立位姿勢や歩行動
作が向上しなかったと考える。 

また、松崎らによると円背症例では膝関節伸展モーメントの必要性を余儀なくされ、大腿四頭筋に大きな筋活
動が要求されるとしている。C においても下部胸椎後弯位、膝関節屈曲位で立位保持をしており、エクササイズ
により立位時の股・膝関節伸展角度が拡大したことで、上半身重心が前方化しOWD が増加したと考える。 

以上のことにより、脊柱後弯変形に対して体幹伸展筋力や大殿筋エクササイズを行う場合には、脊柱後弯変形
を補える可動域が胸腰椎に求められ、立位姿勢や制御方法に応じてエクササイズの設定の変更が必要となってく
ると考える。 

【倫理的配慮】 

研究に先立ち個人情報の取り扱いに十分に配慮し、ヘルシンキ宣言を基に同意を得られた患者を対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

演題番号 24 

 左大腿骨転子部骨折後、寝返り～起き上がり動作の獲得により 
歩行立脚期の改善がみられた症例 

～歩行左立脚期の左内腹斜筋の筋活動に着目して～ 
 

＊甲斐 彩奈 1) 

 

1)黒木記念病院 

キーワード：歩行立脚期 内腹斜筋 寝返り動作 

【はじめに】 

 今回、寝返り・起き上がり動作の失敗により左大腿骨転子部骨折を呈し γ-ネイル術を施行した 80 歳代女性を
担当した。独歩を開始した術後５週目に初期評価を実施。リハ介入し術後 10 週目に最終評価を行い、寝返り～
起き上がり動作の獲得に伴い立脚期の頸部・体幹の姿勢に変化を認めたため以下に報告する。 

【患者情報】 

 80 歳代後半女性。デマンドは「自宅へ早く帰りたい」であり、方向性は自宅である。入院前の生活状況は移
動が独歩自立、ADL もすべて自立し食事面で長女の助けを借りながら独居で生活していた。また週に１回自費
でデイサービスへ通っていた。 

【理学療法評価と問題点】 

 初期での歩行形態は独歩見守りレベルであった。10MWT は 13.49 秒・24 歩、BBS は 42/56 点、片脚立位時
間は右 15 秒・左 4 秒である。腹部深層筋の筋活動により腰椎前彎・骨盤前傾が増加するが、MMT で体幹回旋
が左右ともに 2 で両側内・外腹斜筋の筋出力低下がみられた。そのため左立脚期の歩行観察にて頸部が屈曲し
頭部は体幹の前方に位置しており、体幹前傾し胸腰椎後彎で骨盤後傾していた。中殿筋は MMT で左右ともに 3

レベルであった。寝返り動作は頭部・下肢で床面を押し付け、骨盤帯から回旋運動をはじめる伸展優位の動作と
なっており、起き上がり動作は両下肢を挙上させて反動を利用しながら、体幹をまっすぐ前方へ起き上がらせて
から両下肢を下ろし端座位へなっていた。 

【治療プログラム】 

 歩行時左立脚初期に活動が高まる左内腹斜筋、左立脚後期に活動が高まる左内腹斜筋と両外腹斜筋の筋出力低
下に焦点を当てた。本症例の受傷機転は、寝返り・起き上がり動作の失敗によりベッドから転落したことであ
る。そこで、理学療法プログラムに体幹部の屈曲・回旋を意識した上肢先行型の寝返り動作練習を取り入れた。
その目的は①内腹斜筋の筋活動を促通し仙腸関節の安定性や腹腔内圧の保持、腰椎を含めた骨盤帯の安定性を高
めること、②内腹斜筋の筋活動を高め、外腹斜筋の筋活動が発揮しやすくすることである。 

【結果とまとめ】 

 MMT で内・外腹斜筋は左右ともに 3 へと向上した。その結果、左立脚期での歩容は初期に比べ頸部屈曲が減
少し頭部正中位となり、体幹前傾、胸腰椎後彎、骨盤後傾が減少した。歩行形態は独歩自立となり、10MWT

は 9.59 秒・19 歩、BBS は 55/56 点、片脚立位時間は右 25 秒・左 15 秒となった。中殿筋の筋力は右が 4 へ向
上、左は 3 のままであった。内腹斜筋の筋出力向上に伴い中殿筋の筋活動が発揮されやすくなり、歩容・歩行
効率の改善につながったと考えられる。寝返り動作は寝返る方向とは反対側の上肢から運動をはじめ、頸部・体
幹屈曲させながら回旋運動が可能となった。起き上がり動作はまず頸部を屈曲させながら起き上がる方向に体幹
回旋させ起き上がり、その後両下肢を下ろして端座位になるパターンを獲得した。 

 本症例を評価・治療する中で、骨折部が下肢であっても下肢のみに着目するのではなく、全身をみることの重
要性を実感した。今後は体幹～骨盤～下肢のつながりに加えて、上肢のつながりまで広げていきたい。 

【倫理的配慮】 

 今回の発表は、ヘルシンキ宣言に沿って策定された院内の倫理委員会の規定に基づき、対象者に事前にその目

的を説明し同意の上で行った。また、各種研究発表の機会に使用する旨に対して承諾を受けている。 
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演題番号 25 

 外傷後右肩関節拘縮を呈し理学療法に難渋した一症例 
～患者-理学療法士間の良好なパートナーシップの重要性～ 

 
＊小岩 京士郎 1)，板井 友亮 1)，秦 祥彦 2) 

 

1)医療法人彩翔会しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック リハビリテーション部 

2)医療法人彩翔会しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック 院長 

キーワード：肩関節拘縮 肩関節可動域 問診 

【はじめに】 

肩関節拘縮は、いわゆる五十肩のような特発性である一次性と腱板病変由来や外傷後などの二次性に分類され
る。特発性では保存療法が選択される事が多いが、リハビリテーションに抵抗を示す難治な拘縮例が存在するこ
とも少なくない。今回、前方に転倒した際に多発性肋骨骨折を呈し外傷後右肩関節拘縮と診断され、機能的観点
より原因究明を行い介入したが実を結ぶことが出来なかった一症例の理学療法を経験し、今後の理学療法士とし
ての課題を得られたので報告する。 

【患者情報】 

80 歳代女性。初診にて多発性肋骨骨折、変形性腰椎症、右膝打撲傷を呈し、２週間後の診察にて外傷後肩関
節拘縮を認めリハビリ開始。初診から 1 ヶ月後の診察で多発性肋骨骨折、右膝打撲傷の治癒を認め、その際コ
ルセット着用を終了した。既往歴に胸椎圧迫骨折、骨粗鬆症がある。主訴は「右肩を挙げる時に痛い」であっ
た。 

【評価結果】 

右肩疼痛：NRS8/10 レベル、肩関節自動可動域：屈曲（90°/105°）・外転（75°/85°）…shrug sign（+/-）、肩関
節他動可動域：屈曲（110°/130°）・外転（75°/90°）、姿勢評価：円背姿勢・右肩内旋位+前方突出位・右肩甲骨
外転位、回旋筋腱板評価：full can test（+/-）・empty can test（+/-）・bear hug test（+/-）・lift off test（+/-） 

【臨床推論】 

上記の評価結果より、転倒時に右肩打撲→防御性収縮により筋緊張亢進→疼痛誘発、肋骨骨折後コルセット
着用＋円背姿勢→胸椎後弯増強・可動性低下＋肋骨内旋位→肩甲骨外転位→肩甲胸郭関節可動性低下→肩関節
可動域低下と推論。加えて、筋緊張亢進→筋出力低下→回旋筋腱板機能低下→肩関節求心位不保持→三角筋と
棘上筋によるフォースカップル機構の破綻→肩関節安定性低下を伴い肩関節可動域低下を助長したと考えた。 

【介入】 

右肩関節に対し周囲筋へのリラクゼーション、胸椎後弯増強に対し背部筋へのリラクゼーション・胸椎屈曲伸
展運動を実施。また、回旋筋腱板に対しセラバンド、徒手抵抗を用い筋力増強訓練を実施した。 

【治療経過】 

初回より 3 ヶ月後の評価では右肩疼痛：NRS2/10 レベル、肩関節自動可動域：屈曲（105°/150°）・外転
（90°/120°）…shrug sign（+/-）、肩関節他動可動域：屈曲（125°/150°）・外転（95°/135°）、姿勢評価、回旋筋腱
板評価は変化がなかった。 

【考察】 

 今回、アライメント不良の修正や回旋筋腱板の機能低下の改善に対しての理学療法を優先し実施した。その結
果、胸椎屈曲伸展運動にて胸椎レベルの筋のストレッチ効果で副交感神経促進→交感神経活動抑制→リラクゼ
ーション効果により筋緊張緩和→NRS レベルの改善を認めたと考える。しかし肩関節可動域改善は乏しく、姿
勢・回旋筋腱板の変化は少なかった。理由として①問診等の評価量の少なさによる介入方法の視野の狭さ②体組
成分析と姿勢特徴を考慮できておらず、回旋筋腱板に対する筋力増強訓練時の負荷量設定の落ち度③拘縮肩の病
巣の主体として腱板疎部を中心とした関節包の線維化が報告されているが未介入④既往歴への考慮等の様々な課
題が残った。課題の改善としては寄り添った問診を行っていき患者様に合った評価の選定・理学療法を提供して
いくことが必要不可欠であると考える。 

【結論】 

 今回の経験を活かし理学療法士として疾患別に対して多くの知識を身につけ、多様な問題に対して柔軟な視点
や対応を行い、正確で迅速な情報収集能力を獲得するために能動的な問診力を持ち、信頼関係構築、判断エラー
の減少、適正な無駄のない理学療法を行い患者-理学療法士間の良好なパートナーシップを築いていきたい。 

【倫理的配慮】 

 今回の発表に際して本症例に説明し、了承を得ている。 
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演題番号 26 

 小・中学生の投球障害における身体的特徴 
～肘下がり動作における有痛・無痛群の比較～ 

 
＊清武 昌也 1)，大島 渉 1)，森山 秀一 1)，山下 雄大 1)，後藤 早貴 1)，田中 理穂子 1)，山田 秀大 2) 

 

1)山田整形外科クリニック リハビリテーション科 

2)山田整形外科クリニック 整形外科 

キーワード：投球障害 肘下がり 疼痛 

【 はじめに 】  

 投球障害における代表的な不良動作として肘下がりが挙げられる。肘下がりがある選手と健常選手との比較は
散見されており、当院においても可動域を中心とした身体機能面を健常群と投球障害群で比較した結果、投球障
害群が優位に低下していた。しかし、健常群の中にも肘下がりが多くみられており、肘下がりが認められた選手
の身体的特徴を有痛群と無痛群に分けて検討した。 

【 対象と方法 】  

対象:R2 年 3 月〜R2 年 9 月までに投球により疼痛を認め当院を受診した 12 名とR2 年 9 月にメディカチェック
に参加した中学校野球部員 11 名の計 23 名の中で、肘下がりが認められなかった３名と投球動作を撮影できな
かった２名を除外した 18 名とした。 

年齢：11 歳〜15 歳（13.1±1.14 歳）、男性 22 名、女性 1 名であった。 

方法：機能評価として肩・肘・手・股関節の可動域を計測し、体幹筋力としてサイドブリッジを行った。その
他、下肢・腹斜筋の筋力をMMT にて測定した。投球動作の評価はスマートフォンを用い前後と側方から同時
に撮影し、静止画にて（1）Early cocking（以下：EC）肩外転角度（2）EC でのフットプラント角度を計測し
た。（1）はEC 期の両側肩峰を結んだ線と肘頭の角度を測定した。（2）は軸足舟状骨下としステップ側の足幅
の中央を結んだ線の角度を計測した。今回は投球動作評価より肘下がりが認められたものの中より疼痛があるも
のを有痛群、疼痛がないものを無痛群とし、2 群間の各評価を対応のない t 検定を用い、有意水準を 5％未満で
比較を行った。 

【 結果 】 

 肩・肘・手関節の可動域、フットプラント角度は有痛群と無痛群に有意差はみられなかった。肘下がり角度
（-6.77±3.52,-3.8±1.09,P＜0.05）,投球側股関節屈曲（115.5±6.43,125.5±5.77,P＜0.01）,非投球側股関節屈曲
（116.6±7.07,127.2±7.11,P＜0.01）,投球側股関節伸展（15.5±4.96,30.5±5.98,P＜0.01）,非投球側股関節伸展
（15.5±4.96,30±4.71,P＜0.01）,投球側股関節内旋（37.2±6.28,49.4±11.6,P＝0.01）,非投球側股関節内旋
（38.8±6.98,51.1±11.9,P＜0.05）,非投球側サイドブリッジ（34.8±16.1,54.5±12.8,P＝0.01）において有痛群が
有意に低値であった。 

【 考察 】 

 結果より、無痛群に比べ有痛群において肘下がりの角度が大きかった。遠藤らによると、ステップ側の股関節
内旋制限により前方への重心移動や骨盤の回旋が制限され、その代償として体幹の回旋が早期に出現するとして
いる。これにより肩関節外転角度が不足した状態で体幹の回旋が開始され肘が下がった状態となり、肩・肘関節
への負荷が増大すると考えられる。また、体幹機能の低下や股関節可動域の低下により Wind up 姿勢が不良肢
位になることでその後の体幹並進運動や回旋動作を阻害することも報告されているため、今回においても体幹・
股関節機能の低下が投球動作不良、疼痛に関与していることが示唆された。 

 今回、無痛群にも肘下がりが多くみられた。しかし疼痛が出現していないことを踏まえると肘下がりでの投球
のみが問題なのではなく、肘下がりに加え、体幹・股関節機能の低下が起きていることで疼痛につながっている
のではないかと考えられる。 

【倫理的配慮】 

研究に先立ち個人情報の取扱いに十分に配慮し、ヘルシンキ宣言を基に研究に同意の得られた者を対象とし

た。 
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演題番号 27 

 足関節外果骨折術後患者の治療経験 
～足関節背屈可動域改善に着目して～ 

 
＊谷 侑汰 1)，宮本 崇司 1)，杉木 知武 1)，川嶌 眞之 2)，川嶌 眞人 2) 

 

1)川嶌整形外科病院 病院リハビリテーション科 

2)川嶌整形外科病院 整形外科 

キーワード：足関節背屈可動域 腫脹 距骨後方滑り 

【はじめに】 

 今回、足関節外果骨折術後の症例を経験した。足関節果部骨折の術後経過において背屈可動域制限が残存する
症例を時折経験する。背屈可動域は衝撃吸収等に重要な役割を有し、制限の残存は二次的障害の原因となりう
る。そこで今回、背屈可動域の改善に着目し理学療法を展開した。結果、退院時に良好な可動域を獲得した為、
報告する。 

【症例紹介】 

 78 歳男性。診断名は右足関節外果骨折。2020 年 7 月 10 日、自宅の段差に躓き転倒し受傷。7 月 13 日プレー
ト固定術施行。骨折タイプはRuedi 分類のType1。後療法は、術後 1 週間免荷およびシーネ固定、2 週より部
分荷重、足関節可動域練習開始。 

【初期評価：術直後～術後 1 週】 

 術直後、疼痛（Numerical Rating Scale：以下NRS）は骨折部周囲にNRS2。右足関節周囲に腫脹、熱感、
発赤あり。足部周囲径（右/左）は、Figure of eight 法：以下FOE にて 57.5cm/52.5cm。術後１週経過時の足
関節可動域（右/左）は、他動背屈(10°/20°) 、自動背屈(0°/15°)。他動背屈最終域で、足関節前方のつまり感と
術創部周囲の疼痛出現。また、背屈時に距骨の後方滑り運動が少なく感じられ、End feel は弾力性。下肢筋力
は著明な左右差なし。移動は車椅子自走。セルフケア自立。 

【統合と解釈】 

 術後 1 週経過時の背屈可動域制限に関して、最終域の足関節前方のつまり感や弾力性のEnd feel から、制限
因子は足関節前方の軟部組織性であると考えた。距骨の後方滑りの減少で、背屈時に前方関節包等の軟部組織が
距骨と脛骨天蓋前方部で挟み込まれているのではないかと考えた。距骨後方滑りの減少は、①術後１週間の固定
に伴う距腿関節後方軟部組織の伸張性低下、②骨折及び術後の炎症に伴う関節周囲の腫脹による関節内の空間の
減少が原因であると考えた。以上より、背屈可動域制限の主たる問題点として、距腿関節後方軟部組織の伸張性
低下及び関節周囲の腫脹を挙げた。 

【目標設定・PT プログラム】 

入院中の主な目標として、機能面では背屈可動域拡大、活動面では安定した独歩の獲得を挙げた。 

PT プログラムとして、①RICE 処置、②腫脹に対する徒手療法、③足趾運動、④距骨後方滑り可動性改善を目的
とした徒手療法、⑤足関節背屈可動域練習、⑥足底マッサージ、⑦荷重、歩行練習等を行った。 

【退院時評価：術後 30 日】 

退院時、疼痛は消失。足部周囲径（右/左）はFOE にて 53.5cm/52.5cm。足関節可動域（右/左）は、他動背
屈(20°/20°) 、自動背屈(15°/15°)。背屈時の足関節前方のつまり感、距骨の後方滑り運動は改善。移動は独歩自
立。 

【考察】 

今回、右足関節外果骨折術後の症例に対し、背屈可動域制限に着目し理学療法を展開した。制限の原因を、①
距腿関節後方軟部組織の伸張性低下及び②関節周囲の腫脹による距骨後方滑りの減少と考え、目標設定及びPT

プログラムを立案・実施した。結果、退院時にて他動背屈可動域は 20°へ改善した。これは、①②の改善に伴い
関節内の空間が拡大し、正常な関節包内運動が獲得できたことによるものと考えられた。小林は、循環障害は関
節液吸収遅延による栄養障害を引き起こし、結果的に軟部組織の変性による拘縮の原因となると述べている。本
症例は、外傷や術後侵襲の炎症、固定に伴う循環障害が生じており、拘縮が生じやすい状況にあったのではない
かと考える。今回、腫脹に対しアプローチを行ったことは術後早期の可動域改善のみならず、中長期的な拘縮予
防にも繋がっているものと考える。今回の経験より、術後の関節可動域制限の改善に対しては、単に可動域練習
のみならず腫脹の改善を目的としたアプローチが重要であると考えられた。 

【倫理的配慮】 

本症例の発表はヘルシンキ宣言に基づきインフォームドコンセントを行い実施した。 
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演題番号 28 

 股関節疾患に対して立脚期での腹斜筋の活動に着目した症例 
 

＊廣石 捺紀 1) 

 

1)黒木記念病院 

キーワード：大腿骨転子部骨折 体幹機能 リーチ動作 

【はじめに】 

今回、左大腿骨転子部骨折を受傷した症例を担当した。大腿骨骨折の患者に関して患側下肢への荷重困難さや
立脚期での不安定性を有する患者を臨床上多く経験する。本症例の立脚中期～後期（以下 Mst~Tst）において
立脚側体幹～骨盤の左側後方偏位が生じ歩行能力が低下していた。一側下肢への体重移動では立脚側中殿筋に先
行して移動側内腹斜筋が活動する。また前介入時に術側下肢殿筋群中心に介入を行っていたが歩行動作での改善
がみられていなかった。これらの点から歩行時の腹斜筋群の活動が立脚側下肢の支持性に関与していると考え介
入を行った。 

【患者情報】 

90 歳代女性。自宅にて転倒し受傷され翌日に左大腿骨転子部骨折の診断となり、受傷２日目に骨接合術
（OM-nail ASLOCK）施行。術後 5 日目に当院回復期リハ病棟転棟しリハ開始となる。Demand は楽に歩きた
い、早く帰りたいであった。 

【理学療法評価と問題点】 

MMSE：15 点、関節可動域制限は体幹回旋（右 25°/左 20°）体幹側屈（右 20°/左 15°）。筋力は腸腰筋（右 4/

左 4）、大殿筋(右 4/左 4)、中殿筋(右 4/左 3)、内腹斜筋(右 2/左 3)、外腹斜筋(右 3/左 2)。FACT：8 点、FRT：
前方（右上肢）14.7cm（左上肢）13.1cm 側方（座位）右 19.9cm 左 26.5cm（立位）右 7.8cm 左 5.8cm。T 字
杖接触介助にてTUGT：35.34 秒、10ｍ歩行：27.41 秒（歩幅 32cm）、6MD：70ｍ。立位姿勢は左胸郭後方回
旋、左下部体幹～骨盤後退。T 字杖左MSt～TSt にかけて骨盤左側後方偏位が起こり踵離地の遅延が生じてい
た。 

【理学療法アプローチ】 

立脚中期における体幹筋群の筋活動パターンを獲得し歩行動作へ展開していくためにも、座位・立位にてリー
チ動作での側方への重心移動による腹斜筋群の活動に着目し介入した。また本症例は認知機能面の低下や疲労感
の訴えもあったため座位や静的な運動課題から実施し、その後立位や動的なリーチ動作課題を行った。 

【結果と考察】 

今回、左 Mst~Tst で骨盤左側後方編位が生じ左立脚後半での不安定性に着目し介入を行った。アプローチと
して安定した姿勢コントロールを要するリーチ動作での一側下肢への体重移動やステップ動作による腹斜筋の筋
活動を促した。一側下肢への側方体重移動では移動側内腹斜筋横線維の筋活動が高まることで荷重による仙腸関
節の剪断力に対する安定化作用に働く。立脚中期では一側下肢に対して最も荷重が増大する時期であり、内腹斜
筋の活動により荷重に対応した腰椎・骨盤内での下部体幹の安定性が得られ、下肢を運動する際の土台が安定し
た。そのため骨盤と股関節の分離した運動が実行され歩行時の左下肢の効率的な活動が可能となったと考える。
介入による変化から立位姿勢では左胸郭後方回旋、下部体幹～骨盤の後退軽減。歩行観察では左MSt～TSt で
の骨盤左側後方偏位が軽減され、前額面上での安定性が得られたことでT 字杖見守りにて歩行可能となり
TUGT：17.75 秒、10ｍ歩行：16.53 秒(38cm)、6MD：175ｍと全ての項目で改善がみられた。今回、下肢疾患
を有する者であっても体幹～骨盤・下肢への全体的な評価を行うことや患部を主体とする問題から患部以外にも
視野を広げ、治療を展開することの重要性を学ぶことが出来た。今後患部の問題のみではなく多方面から視る視
点を持ち、臨床に活かしていきたいと考える。 

【倫理的配慮】 

今回の研究は、ヘルシンキ宣言にそって策定された院内の倫理委員会の規定に基づき、対象者に事前にその目

的を説明し同意の上で行った。また、各種研究発表の機会に使用する旨に対して承諾を受けている。 
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