
元生会　森山メモリアル病院　古川　愛奈

12．CLIに対するバイパス術，第1趾切断術後に歩行再獲得を目標に理学療法を実施した一症例

旭川医科大学病院　リハビリテーション部　細谷　菜々望

13．サービス付き高齢者向け住宅入居者の主観的QOL　～　デイケア利用者と比較して　～

医療法人社団　かわむら整形外科　石崎　渉

11．CCPA(慢性空洞性肺アスペルギルス症)とALS(筋萎縮性側索硬化症)の合併症例

国立病院機構旭川医療センター　鈴木　優太朗

14．地域高齢者の歩行不安感とバランス能力の関連について

[　口述演題１　運動器　]　　　　　　　　　　　１５：４５　～　１６：４５

座長　前田　健太郎（かわむら整形外科）

1．人工膝関節置換術後患者の自転車エルゴメーター実施前後での即時的関節可動域拡大の検証

～　関節可動域運動としての自転車エルゴメーターの有効性について　～　　　　　　　　　

医療法人社団　かわむら整形外科　髙橋　裕馬

道北勤医協一条通病院　森谷　大輔

6．脳卒中患者における日中と夜間の歩行関連自己効力感の差

［　口述演題２　神経・基礎］　　　　　　　　　１６：５５　～　１７：５５

座長　春名　弘一（北海道科学大学）

2．人工膝関節全置換患者の術前患者立脚型機能評価と身体機能,精神心理的要因との関係

10．異なる股関節屈曲角度におけるキッキング時の下肢筋活動

3．人工股関節全置換術後早期における2本杖歩行が股関節外転筋筋活動に与える影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　1本杖，2本杖の比較　～

5．大腿骨顆上開放骨折を呈し、膝関節屈曲角度獲得に難渋した一症例

富良野協会病院　黒嶋　あつみ

医療法人歓生会　豊岡中央病院　妻沼　智之

4．歩行時股関節外転筋群の歩行周期での筋活動様式の特徴

～　人工股関節全置換術後早期における筋電図学的検討　～

医療法人歓生会　豊岡中央病院　妻沼　智之

[　口述演題３　内部障害・生活環境　]　　　１８：０５　～　１９：００　

座長　齋藤　肇（市立旭川病院）

旭川リハビリテーション病院　小寺　修平

8．脳卒中片麻痺者における歩行の安楽性に関する予備研究

旭川リハビリテーション病院　小野　香織

9．高校サッカー部へのメディカルサポート　～　柔軟性からチームの特性の把握　～

元生会　森山メモリアル病院　児島　隼人

旭川リハビリテーション病院　加藤　仁

7．ギランバレー症候群患者に対する重心動揺リアルタイムフィードバック装置の使用経験

旭川リハビリテーション病院　石井　賢寿



人工膝関節置換術後患者の自転車エルゴメーター実施前後での即時的関節可動域拡大の検証
　　　　　　　　　～　関節可動域運動としての自転車エルゴメーターの有効性について　～

髙橋　裕馬1)、前田　健太郎1)、川村　大介2)

1)医療法人社団　かわむら整形外科　リハビリテーション科　2)医療法人社団　かわむら整形外科　整形外科

人工膝関節全置換患者の術前患者立脚型機能評価と身体機能,精神心理的要因との関係

森谷　大輔1)，糸田　英基1)，城　敏彰1)，宮本　裕貴1)

1)道北勤医協一条通病院

【はじめに，目的】TKA術後のADL・QOL向上には疼痛除去と同時にROM改善が特に重要なポイントである．
ROM改善のための関節可動域運動について理学療法ガイドラインでは自動運動が推奨されている．そこで本
研究は短時間の自転車エルゴメーター(cycle ergometer;以下CE)実施で即時的な関節可動域拡大を認める
かを検証し，TKA・UKA患者の関節可動域運動としてCEの有効性を検討することを目的とした．
【方法】平成29年9月から12月に当院で変形性膝関節症と診断を受け，理学療法の処方があった者で，同意
を得た初回片側TKA・UKAを施行された7症例(男性4症例，女性3症例，年齢77±1.5歳)を対象とした．術式
はTKA2名，UKA5名．除外基準は，体幹・骨盤帯での代償動作が著明または駆動困難な者とした．方法は，
CE実施前後での膝関節屈曲可動域を臥位にて測定した．CEはKONAMI製エアロバイクEZ101を用い，最少駆動
負荷量(10W相当)で5～10分実施．疼痛を誘発しないように駆動時にNRSを評価し，できるだけ疼痛が少なく
且つ代償動作が出現しないサドル高に設定した．またCE使用前に物理療法や運動療法は行わず，その他の
影響を反映しないようにした．実施は120°達成した症例から開始した．統計学的検討では1回目から3回目
におけるCE実施前後の比較としてWilcoxon符号付順位和検定を用い有意水準5%を採用した．
【結果】中央値は，1回目の実施前120°実施後123°で有意差(p<0.05)を認めた．2回目，3回目も同様に実
施前後で有意差(p<0.05)を認めた．
【考察】5～10分のCE駆動で2°～6°の可動域拡大を認めた．その要因として自動介助での可動域運動とし
て考えるとCEは30～60回/分程度の屈伸運動を繰り返すことにより，最初は防御性収縮している膝関節伸展
筋も弛緩することで可動域拡大を認めたと考える．そのため駆動するに従って疼痛も軽減する傾向にあ
り，駆動後に曲げやすさを聴取しても良い反応が多く聴かれた．今後は長期的な効果の検討やCE以外の自
動運動と比較することが必要であると考える．

【はじめに】人工膝関節全置換術（TKA）患者の術後成績は良好であると報告される一方で，術後に身体機
能が改善しないことや術後遷延痛の経過をたどる症例も報告されている.近年TKA術後の身体機能・疼痛に
影響する要因の1つに術前の痛みに対する精神心理的要因が影響したと報告されている.TKA術前の身体機能
面と精神面の関係について包括的に調査したものは少ない.そこで今回，TKA術前患者立脚型機能評価につ
いて，身体機能，精神心理的要因特に破局的思考との関係について調査した.
【方法】TKA術前の膝OA患者14名（男性3名,女性11名,年齢77.64±6.03歳 BMI26.42±3.97）を対象とした.
除外基準は，研究に対して同意が得られなかった者，明らかな中枢神経系疾患を有する者，認知症などに
よって指示理解が困難な者とした.術前の患者立脚型機能評価Knee Injury and Osteoarthritis Outcome
Score（KOOS）下位項目の日常生活(KOOS-A)と疼痛 (KOOS-P)を評価した.身体機能は膝屈曲伸展ROM,膝伸展
筋力,痛みに対する破局的思考の評価にはpain catastrophizing scale（PCS）とした.Spearmanの順位相関
係数を用いて，術前のKOOS-A・KOOS-Pと身体機能・PCSの相関関係を分析した. 有意水準は5% とした.
【結果】各項目の平均はKOOS-A:53.15±16.57,KOOS-P:45.04±16.71,膝屈曲ROM:128.9±16.66,伸展ROM:-
10.36±7.2,膝伸展筋力:0.676±0.34(Nm/kg),PCS:29.43±14.38であった.KOOS-Aと相関が認められたのは
膝屈曲ROM(ρ=0.707 p＜0.01) 膝伸展筋力(ρ=0.603 p＜0.05) であった.KOOS-Pと相関が認められたのは
PCS(ρ=-0.585 p＜0.05) 膝伸展ROM(ρ=0.566 p＜0.05)であった.
【考察】膝OAの先行研究においてADLに関連している身体機能として，膝の筋力，関節可動域などが報告さ
れている．本研究でも同様の結果となった.また,疼痛に関しては, 身体機能面の関連のみでなく，痛みへ
の破局的思考が関連していた.TKA術前より多角的評価・介入の必要性が示唆された.
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人工股関節全置換術後早期における2本杖歩行が股関節外転筋筋活動に与える影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　1本杖，2本杖の比較　～

妻沼　智之1)，太田　雄介1)，手代木　みなみ1)，工藤　優1)

１）医療法人歓生会　豊岡中央病院

歩行時股関節外転筋群の歩行周期での筋活動様式の特徴
　　　　　　　　　　　　　　　～　人工股関節全置換術後早期における筋電図学的検討　～

妻沼　智之1)，工藤　優1)，太田　雄介1)

１）医療法人歓生会　豊岡中央病院

【はじめに，目的】当院の人工股関節全置換術(THA)術後プロトコールは術後1週に2本杖歩行（2本杖），
2週に1本杖歩行（1本杖）を開始する．また，当院は前外側アプローチで中殿筋を侵襲する影響で歩行時に
代償動作が散見される．歩行時股関節外転筋活動(外転筋活動)を把握することは術後リハビリテーション
において重要であると考える．しかし，先行研究ではTHA術後早期における1本杖と2本杖で外転筋活動に着
目した報告は見当たらない．そこで本研究の目的は，歩行トレーニングとして2本杖の有効性を外転筋活動
の観点から検討することである．
【方法】対象はTHA術後2週で杖歩行可能な9名(男性5名女性4名平均年齢58±11.1歳)とした．方法は1本
杖，2本杖を使用し10m自由歩行を各1回測定した．測定は表面筋電図を用いて術側Heel contact ～Heel
off(HC～HO)の外転筋活動を測定した．被検筋は大腿筋膜腸筋(TFL)，中殿筋，大殿筋上部線維(大殿筋)と
し，得られたデータは全波整流処理しHC~HOが100%となるように補正後，1本杖を100%とし2本杖と比較し
た．統計学的検討はWilcoxonの符号順位和検定を用い危険率5%未満とした．尚，本研究はヘルシンキ宣言
に基づき，被検者には研究の趣旨及び内容を十分に説明し同意を得た．
【結果】外転筋活動はTFLで103±28%，中殿筋103±24%，大殿筋97±10%と両群間に有意差を認めなかっ
た．
【考察】今回，1本杖と2本杖で外転筋活動に有意差を認めなかった．このことから外転筋活動の観点から
は2本杖の有効性を示すことは出来なかった．両群間に有意差を認めなかった理由として術側下肢立脚期に
術側杖は床に接地しないため，術側外転筋活動には影響が少ないと考える．また術後早期では侵襲による
器質的な影響が大きく外転筋活動に反映されにくい可能性も考えられる．しかし，先行研究では2本杖は歩
容改善に有効との報告もあり，今後は歩容と外転筋活動の関係について調査していく．

【はじめに，目的】当院の人工股関節全置換術(THA)は中殿筋を侵襲する前外側アプローチである．臨床
において，股関節外転筋(外転筋)由来の跛行を呈する症例の治療を多く経験するが，歩容改善に難渋する
症例も多い．歩行時の股関節外転筋群は，股関節屈曲角度によって主動作筋が変化する順次性を有してい
るため，THA術後の歩容改善においても歩行周期毎の筋活動様式を考慮したエクササイズが重要であると考
える．そこで本研究は，THA術後における歩行時外転筋群の筋活動が歩行周期間でどのように変化するかを
明らかにすることを目的とし，表面筋電図を用いて検討した．
【方法】対象はTHA術後2週で杖歩行可能な8名(男性5名，女性3名，平均年齢60.8±9歳)とした．測定は表
面筋電図を用いて静止立位と1本杖歩行とした．被検筋は大腿筋膜張筋(TFL)，中殿筋，大殿筋とし，得ら
れたデータは全波整流処理し歩行周期時間が100%となるように補正後，20％の階級幅で積分処理をした．
そして，静止立位での各筋の筋電図積分値を1とした相対値を求めた．立脚期の筋活動様式を評価するため
に各筋の歩行周期間の比較を行った．統計処理はFriedman検定およびScheffe法にて多重比較を行い，危険
率5%未満とした．尚，本研究はヘルシンキ宣言に基づき，被検者には研究の趣旨及び内容を十分に説明し
同意を得た．
【結果】歩行周期0～20％ (初期)，20～40％ (中期)，40～60％ (後期)と分けた結果，中殿筋で初期2.57
±0.8，中期1.42±0.5，後期1.52±0.2となり，初期と中期，初期と後期で有意差を認めた．TFL，大殿筋
はいずれも有意差を認めなかった．
【考察】Neumannらによると中殿筋は立脚初期～中期に筋活動量が高くなるが，今回の結果では立脚初期と
比べ立脚中期では有意に低値を示した．このことから，立脚中期における中殿筋の順次性の破綻が跛行を
引き起こす要因となる可能性が示唆された．
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【はじめに】大腿骨顆上開放骨折は重篤な膝屈曲制限を呈するとの報告が多く，早期の関節可動域練習
（以下，ROM-ex）が推奨されている．しかし，本症例は骨欠損部の大きさや筋断裂を考慮する必要があっ
たため，愛護的に理学療法（以下，PT）を展開した．術後PTの経過をふまえ，本症例の膝屈曲制限の要因
を考察したので報告する．
【症例紹介】61歳男性．診断名は左大腿骨顆上開放骨折．現病歴はバイクを走行中に転倒し受傷．骨折型
はAO 分類にて33-A1．大腿骨顆上部に骨欠損，大腿直筋腱・内側広筋断裂あり．受傷日に一期的手術(異物
除去、簡易固定)，9病日目に二期的手術 (プレート固定、術中膝屈曲90°) 施行し，ニーブレース固定．
13病日目より疼痛自制内でのROM-exが許可されPT開始．開始時は膝屈曲45°，NRSは膝最大屈曲時術創部に
7～8で防御性収縮が認められた．術創部の皮膚柔軟性低下や膝蓋腱部の可動性低下も認められた．なお，
本人に対して今回の報告の目的と内容について説明し，同意を得た．
【経過】PT開始時より治癒過程を阻害しないよう考慮しながら，ROM-exを実施した．41病日目に荷重が許
可され，荷重下でのROM-exを積極的に行ったが，膝屈曲100°で停滞．87病日目に関節授動術施行．骨欠損
部の瘢痕組織を除去．関節授動術直後からROM-exを再開．病棟でのポジショニングや軟部組織のモビライ
ゼーションを実施し，膝屈曲120°を獲得．NRSは膝最大屈曲時，膝蓋骨上部に2の伸張痛が残存したが，
117病日目に道内の地元病院に転院となった．
【結論】屈曲制限の因子として，野本らは関節内骨折であることを挙げている．本症例は関節内骨折だっ
たことに加え，骨欠損部の癒着が広範囲に認められ，癒着に伴う筋や皮膚組織の柔軟性低下が要因として
考えられた．本症例のように関節面に骨欠損が認められる場合，癒着が生じやすいことから，今後のPTに
おいては，術後修復過程を考慮した段階的なアプローチを実施していきたい．

大腿骨顆上開放骨折を呈し、膝関節屈曲角度獲得に難渋した一症例

黒嶋　あつみ1)，杉澤　裕之1)，田中　大地1)，島崎　昭次1)，千葉　恒2)，松倉　圭佑3)

１）富良野協会病院　２）介護老人保健施設ふらの　３）富良野協会病院　整形外科

【はじめに】自己効力感とは，動作遂行に対する自信の程度を表す．臨床では，日中は自立歩行が可能に
も関わらず，夜間帯の歩行に自信がないと訴える脳卒中患者を経験する．そこで，我々は，脳卒中患者の
日中と夜間での歩行に対する自己効力感の差と動作能力等の特徴を調べた．
【方法】対象者は，当院回復期リハ病棟に入院中の歩行FIMが6点以上の脳卒中患者11名(年齢67.8±10.0
歳，男性7名，女性4名)とした．評価は，歩行関連自己効力感（mGES），FIM運動項目（mFIM）および下位
項目，10m快適歩行時間（10mWT），機能的バランス指標(FBS)，Timed Up and Go Test(TUG)，30秒椅子立
ち上がりTest(CS30)を実施した．mGESは日中と夜間を想定し，対象者に質問した．夜間のmGESにおける明
るさの規定は，屋内の設問では病院内の明るさ，屋外の設問では街頭の明るさとした．日中と夜間のmGES
の差（日中mGES - 夜間mGES）から，対象者を①A群（差：なし），②B群（差：1～9点），③C群（差：10
点以上）に割付けた．そして，3群の評価結果をとりまとめた．本研究は，当院の倫理規定に則り実施し
た．
【結果】mGESは，日中(68.1±24.0)，夜間(61.7±25.9)だった．各群への割付け人数はA群(2名)，B群(7
名)，C群(2名)となった．各群の評価結果でmFIM，入浴FIM，入浴移乗FIM，階段FIM，CS-30が A群，B群，C
群の順に低下していく傾向があった．
【考察】日中と夜間での歩行関連自己効力感に差があることがわかった．この差は日常生活動作の自立度
との関連を窺わせ，特に階段や入浴といった応用的な日常生活動作能力や下肢筋力が関連している可能性
が推察された．今後は，対象者を増やして日中と夜間の歩行関連自己効力感の差に何が関連するのかさら
に検討していきたい．

脳卒中患者における日中と夜間の歩行関連自己効力感の差

加藤　仁1)，萩澤　拓磨1)，松田　直樹1)，稲田　亨1)

１）旭川リハビリテーション病院
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【はじめに】重心動揺リアルタイムフィードバック装置(BASYS, テック技販社製)は，リアルタイムに立位
姿勢調整における随意調節と反射調節のバランスを潜在的かつ合目的に調整する機器である．これまで
に，脊髄損傷者やパーキンソン病患者などに対するBASYS使用報告がある．今回，我々は，ギランバレー症
候群(GBS)の患者にBASYSを使用する機会を得たので報告する．
【方法】［症例］60歳代女性［診断名］脱髄型GBS．［身体機能］両上下肢手指に軽度の異常感覚と不随運
動，四肢体幹に軽度の筋力低下を認める．基本動作は全て自立．FIM124点．［方法］重心動揺刺激(刺激)
にはBASYSを用いた．刺激条件は，刺激を加えない偽刺激条件(Sham)と，立位時の足圧中心前後動揺量に対
して10%プレートを同方向に移動させる条件(In)とした．この刺激条件をSham(Sham1)，In，Sham(Sham2)の
順に2分間(1分間×2set)同日内に実施した．測定は，刺激条件前(pre)と各刺激条件後(aft-Sham1，aft-
In，aft-Sham2)に実施した．測定内容は， 1分間の安静立位重心動揺，10mの最適歩行および最大歩行速度
における歩行速度と歩幅とした．重心動揺の測定から足圧中心の95%楕円面積(面積)，総軌跡長を算出し
た．本研究は，当院倫理委員会の承諾後，対象者の同意を得て実施した．
【結果】最適歩行速度(m/s)は，Pre(1.10)，aft-Sham1(1.29)，aft-In(1.42)，aft-Sham2(1.25)で，歩幅
（m）はpre(0.55)，aft-Sham1(0.58)，aft-In(0.62)，aft-Sham2(0.58)だった．最大歩行速度（m/s）は，
Pre(1.40)， aft-Sham1(1.49)， aft-In(1.53) ， aft-Sham2(1.38)で ， 歩 幅 （ m） は Pre(0.58) ， aft-
Sham1(0.58)，aft-In(0.62)，aft-Sham2(0.58)だった．面積，総軌跡長は各刺激条件での差がなかった．
【まとめ】BASYSによって，安静立位時の重心動揺に変化がないにも関わらず，GBSの歩行速度が即時的に
向上した．今後は作用メカニズムや患者適応のさらなる検討が必要である．

ギランバレー症候群患者に対する重心動揺リアルタイムフィードバック装置の使用経験

石井　賢寿1)，松田　直樹1)，稲田　亨1)

１）旭川リハビリテーション病院

脳卒中片麻痺者における歩行の安楽性に関する予備研究

小野　香織1)，伊藤　一成1)，松田　直樹1)，小寺　修平1)，山栗　可歩1)，菅原　安梨沙1)，原田　結衣1)

１）旭川リハビリテーション病院

【はじめに, 目的】臨床において，身体機能は高いが，歩行を楽に行えないと訴える患者を経験する．内
山は動作の安楽性を「動作の遂行に身体的・精神的苦痛を伴わないこと」と定義し，身体機能評価に加
え，安楽性の評価の重要性を提言している．そこで，我々は脳卒中片麻痺者の歩行に対する安楽性を評価
し，その安楽性と関連する要因を検討した．
【方法】対象は，当院回復期病棟入院中で屋内歩行が自立している脳卒中片麻痺者12名とした．測定項目
は，歩行の安楽性，10m歩行試験(10mWT)，Timed Up and Go Test(TUG)，6分間歩行距離（6MD)，転倒関連
自己効力感(MFES)，歩行に関連する自己効力感（mGES)，老年期うつ病評価尺度（GDS)とした．歩行の安楽
性は，以下の方法で算出し定義した．まず，歩行時における身体的苦痛と精神的苦痛をVAS(0;全く苦痛を
感じない，100;非常に苦痛を感じる)でそれぞれ評価した．そして，100から身体的苦痛と精神的苦痛のVAS
の値を減じ，それぞれ身体的安楽性，精神的安楽性とし，その合算値を歩行の安楽性と定義した．統計学
的解析は，歩行の安楽性と関連する要因の検討のために，年齢および各測定項目(安楽性以外)に対し相関
分析を行った．有意水準は5%とした．なお，本研究は当院倫理審査委員会の承認を受け，対象者の同意を
得た後に実施した．
【結果】対象者における歩行の安楽性の中央値は148/200だった．歩行の安楽性と10mWT（r=0.63)，
MFES(r=0.81)との間で有意な正の相関があった．また，年齢(r=-0.65)との間で有意な負の相関があった．
TUG，6MD，mGES，GDSとの間には相関がなかった．
【考察】今回の対象者が歩行に対して感じる安楽性には，年齢，歩行速度，転倒に関連する自己効力感が
関連することがわかった．本研究から，脳卒中片麻痺者が感じる歩行の安楽性と関連する要因はいくつか
ある可能性が示された．本研究の対象者数が少ないため，今後はさらに対象者数を増やし，検討したい．

07

08



異なる股関節屈曲角度におけるキッキング時の下肢筋活動

小寺　修平1)，池田　涼1)，野田　彗史1)，稲田　亨1)

１）旭川リハビリテーション病院

【はじめに】キッキング(KKG)とは閉鎖運動連鎖による下肢の総合伸展運動である.KKG中は下肢アライメン
トが変化することで,下肢筋活動パターンも変化すると報告されている.しかし,KKG中の下肢筋活動を筋ご
とに分け,定量的に検討した報告は少ない.本研究の目的は,筋電図を用いて股関節屈曲角度の相違がKKG中
の下肢筋活動に与える影響を明らかにすることとした.
【方法】対象は健常男性7名とした.被験筋は,大腿直筋,外側広筋,大腿二頭筋,半腱様筋,大殿筋の5筋とし
た.測定課題はレッグプレスを用いた片脚でのKKGとした.筋電図の導出には表面筋電計（DELSYS)を用
い,Sampling周波数は4000Hzとした.電極貼付前に皮膚処理をした.KKGの開始肢位は膝関節屈曲90°,足関節
背屈0°とし,股関節角度のみ屈曲90°,45°の2条件(90°,45°)とした.終了肢位は股,膝関節0°とし,2条
件とも開始から終了まで2秒で行うようにメトロノームを用いて規定した.股関節角度の規定にはダート
フィッシュを用い,検者が目視で確認した. 2条件にてKKG中の筋電図を導出した.また,各被検筋で最大随意
運動時の筋電図を導出した.KKG時の筋電波形の二乗平均平方根(RMS)振幅を求め,単位時間あたりのRMS(平
均RMS)を算出した.最大随意収縮(MVC)時の平均RMSを100％として各筋の筋電位を正規化し,％MVCを求めた.
統計学的処理は対応のあるt検定を行った. 本研究はヘルシンキ宣言に則り実施した.
【結果】45°に比べ90°で,大殿筋,半腱様筋,大腿二頭筋の筋活動量は有意に高値を示した.外側広筋,大腿
直筋は条件間で有意差を認めなかった.
【考察】45°と比べ90°では,KKG中の床反力ベクトルが股関節の前方を通るため,外的な股関節屈曲モーメ
ントが強く働くと考える.そのため,外的モーメントに拮抗する力として,股関節伸展筋である大殿筋,半腱
様筋,大腿二頭筋の筋活動量が増加したと考える. また, 45°に比べ90°では股関節伸展の角速度が速く,
股関節伸展の運動速度が原因となった可能性も考えられる.

高校サッカー部へのメディカルサポート　～　柔軟性からチームの特性の把握　～

児島　隼人1)，小川　隆平1)，鈴木　孝治1)

１）元生会　森山メモリアル病院

【はじめに，目的】今回,公立E高校サッカー部員のサポート行う為,事前に監督と部員31名にアンケート
調査を実施した.その結果,セルフケア不足と1年生に怪我が多い事が把握された.またストレッチの充実・
怪我予防に対するサポートの要望が多かった為,日本サッカー協会のタイトネステストを参考に柔軟性評価
を実施した.チーム特性と怪我発生時期に着目し検討を行った為,以下に報告する.
【方法】部員18名(1年生7名,2年生11名)を対象とし,対象筋群は①傍脊柱筋②腸腰筋③ハムストリングス④
大腿四頭筋⑤股関節内転筋群⑥股関節外旋筋⑦下腿三頭筋とした.測定肢位は①⑤を立位,②③⑦を背臥位,
④⑥を腹臥位で行い,全て自動運動で左右各2回計測し平均値を採用した.統計処理はMann-Whitney U検定を
用い,有意水準は5%未満とした.また個人情報保護法に十分配慮し,倫理的に問題がない事を確認した.
【結果】1)18名の平均値は①4.7㎝②右6.4㎝左6.4㎝③右80.0°左76.8°④右13.4㎝左14.2㎝⑤65.8°⑥右
50.7°左47.4°⑦右15.8°左12.2°.両側の腸腰筋,大腿四頭筋以外は基準値を上回っていた.特に股関節内
転筋群,外旋筋群は基準値を大幅に上回っていた.2)学年別の比較では有意差は認められなかった.
【考察】1)基準値に満たない腸腰筋に関して,鳥居らはタイトネスを示す者にスポーツ傷害が多い傾向があ
ると報告している.怪我を予防する為には柔軟性を確保する必要がある.大腿四頭筋に関しては多数の部員
から測定中にハムストリングスが｢痛い｣｢攣りそう｣という声が聞かれた事から,可動性が低下している事や
軟部組織性による制限も考えられた.今後はこの点を配慮して評価方法の再検討が必要である.2)怪我発生
時期に関しては,中学の部活動を引退し長期間競技から離れていた事などから1年生に多いと推測したが,有
意な差は認められなかった.これは,測定時は1年生が入部後約7カ月経過し,身体機能が高校部活動へ順応し
た時期であった事が要因と考えられる. 今後は1年生が入学した時点と冬季にかけての比較を行っていきた
い.
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CCPA(慢性空洞性肺アスペルギルス症)とALS(筋萎縮性側索硬化症)の合併症例

鈴木　優太郎1)

１）国立病院機構旭川医療センター

【はじめに】CCPAとALS,両進行性疾患の合併と臥床による廃用で運動耐容能が低下し,50日間の長期入院と
なったが辛うじて自宅退院となった症例を経験した.脳神経内科入院時を初期,呼吸器内科入院時を中期,退
院時を最終と分類し,理学療法の経過を報告する.
【症例紹介】症例は80代男性,当院脳神経内科にALS精査入院.入院時より肺陰影,炎症所見,夜間発熱を認め
る.やがて日中にも発熱を認め呼吸器内科へ転科,CCPAとして治療(プレドニン,ボリコナゾール)開始され
た.labo dateでは,炎症,貧血,低Albを認め,呼吸機能検査で拘束性換気障害を示す.
初期ではMMT膝屈曲のみ4,運動時Vital安定,日中発熱や大きな倦怠感なく経過.下肢ROM-ex,呼吸訓練,立位
バランス訓練,全身持久力訓練を低負荷で実施.中期は日中発熱・倦怠感あり,肺病変増悪し,薬剤性肝障害
を併発.9日間臥床・PT拒否があった.その後離床開始するが,頻呼吸・脈,OHを認め,長距離歩行困難となる.
声量低下,寝不足,食欲不振が目立った.息切れ増悪や眩暈あるも,徐々に歩行距離拡大,離床時間も増加.最
終では約100m連続歩行可能.息切れは軽減したが頻呼吸・脈,OHは残存.MMTは股関節周囲4,右肩関節2となっ
た.
【経過】動作と呼吸の同調,歩行速度減速を行い,息切れを軽減できた.50病日で自宅退院となった.
【考察】運動耐容能低下はALSの進行,拘束性換気障害,炎症,臥床による廃用が主要因と考える.声量低下,
頻呼吸,寝不足等の呼吸障害症状や筋力低下進行からALS進行と考え,臥床が進行を助長したと考える.歩行
速度減速によるエネルギー消費量軽減,動作と呼吸の同調による無呼吸の回避により歩行耐久性向上・息切
れの軽減に寄与できたと考える.
OHによる眩暈は残存したが,息切れという一つの不安要素を軽減できたことが自宅退院につながったと考え
る.
【倫理的配慮】本発表は当院倫理委員会の承認を得て実施.対象者には発表の趣旨を文書・口頭にて説明,
書面にて同意を得た.

CLIに対するバイパス術，第1趾切断術後に歩行再獲得を目標に理学療法を実施した一症例

細谷　菜々望1)，佐藤　弘也1)，呂　隆徳1)，齊藤　司2)，及川　欧2)，太田　哲生2)

１）旭川医科大学病院リハビリテーション部　２）旭川医科大学病院リハビリテーション科

【はじめに】重症下肢虚血（以下，CLI）では複数回の手術や感染，合併症等により身体機能・ADLが大幅
に低下する症例を多く経験する．しかし，CLIに対する運動療法についてのエビデンスは確立されていな
い．今回，CLIにより足趾切断に至った患者に対して歩行再獲得を目的に理学療法を実施したので報告す
る．
【症例提示】症例には本発表の内容を説明し同意を得た．症例は80代男性，入院前ADLは自立．歩行は独歩
自立．町内のサークルに参加する等活動量は多かった．X-210日より右第1趾に安静時痛出現，間欠性跛行
を呈し，徐々に疼痛が増強．右第1・5趾に壊疽が生じ歩行困難となったためX日に当院受診，CLIと診断さ
れ入院となった．
【経過】X+11日に右膝窩-足関節動脈バイパス術，右第1趾切断術を施行．翌日，理学療法開始．X+20日よ
り免荷が解除され歩行練習開始．身体機能は，握力（右/左）:16/15㎏，膝伸展筋力：0.14/0.27kgf/kg，
右足部に軽度の表在・深部感覚障害あり．荷重による創部痛増強のため歩行困難であった．X+27日2本杖歩
行可能となったが，右第1趾の創治癒に難渋し，X+37日抗生剤投与開始．その後，複数回の手術を施行し，
術直後は免荷指示や疼痛により歩行困難であった．運動療法は週5回，下肢筋力増強運動や歩行補助具を用
いた歩行練習，自主練習指導等を実施した．X+45日現在は歩行練習を再開し，身体機能は，握力:20/18
㎏，膝伸展筋力：0.21/0.32kgf/kg．荷重時痛は中等度残存し，10m歩行は2本杖で38秒25，34歩．病棟内
ADLは自室内移動自立となった．
【考察】複数回の手術や免荷期間があった中で，運動療法や自主練習の施行，病棟内ADLの向上により創治
癒までの身体機能を維持することが可能であった．今後更にリハビリテーションを進めることで入院前歩
行能力の再獲得が期待される．
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【はじめに，目的】高齢者において転倒は要介護状態や寝たきりの要因になり，その半数は転倒恐怖感が
あると報告されている．転倒恐怖感とTimed Up and Go等の間接的定量計測の研究は多く見られるが，重心
動揺計などの直接的計測による報告は少ない．本研究では地域高齢者に対して転倒恐怖感の歩行に着目し
てバランス能力，生活歴について比較検討を行った．
【方法】地域健康相談会に参加し重心動揺計測と質問紙に協力して頂いた65歳以上の地域在住高齢者71名
（平均年齢74.3歳）とした．重心動揺計を使用し安静時立位と安定性限界の計測を行い，安定群と不安定
群に分類した．質問内容は，既往歴・転倒歴・歩行時のふらつき感・不安感・運動量・家事の役割・外出
頻度の7項目とした．質問結果より，「歩行時のふらつき感・不安感のいずれかを感じている者」をA群，
「その他」をB群として，バランス能力，及び各項目を比較検討した．バランス能力はχ²検定，その他の
項目はMann-WhitneyU検定を使用し，統計学的有意水準は5％未満とした．
【結果】A群26名（安定群20名，不安定群6名），B群45名（安定群32名，不安定群13名）で，バランス能力
に差は見られなかったが，他項目では外出頻度のみB群で高値（p＜0.05）を示した．B群で転倒歴は低く，
運動量は高い傾向にある．
【考察】バランス能力に差が生じなかった要因として，約半数はバランスが良好であるが歩行時に不安が
あったり，バランスが不良であるのに歩行時に不安感がなかったり認識の乖離がある為と考えられる．自
己能力を過大・過小評価することで転倒リスクが高くなったり，または外出の自粛をしたりする可能性が
ある．外出頻度においては先行研究と同様の結果が得られた．これより，地域高齢者は心身機能を把握す
る必要や外出頻度を増やす必要があり，今後も啓蒙活動は重要であるといえる．

４）元生会　森山メモリアル病院訪問リハビリテーション事業所

サービス付き高齢者向け住宅入居者の主観的QOL　～　デイケア利用者と比較して　～

石崎　渉1)、前田　健太郎1)、川村　大介2)

1)医療法人社団　かわむら整形外科　リハビリテーション科　2)医療法人社団　かわむら整形外科　整形外科

【はじめに，目的】本研究の目的は，サービス付き高齢者向け住宅入居者（以下入居者）の主観的QOLを
調査することである．そのため，入居者と自宅に住むデイケア利用者（以下通所者）の主観的QOLを比較す
ることで調査を行った．
【方法】本研究の対象者は，研究の同意を得られた当院系列の入居者12名（男性1名，女性11名，要介護
1，平均年齢88.4±6.5歳）である．比較対照は，当院系列の通所者12名（男性4名，女性8名，要介護1，平
均年齢78.2±9.1歳）である． 主観的QOLについては主観的幸福感と健康関連QOLについて評価を実施し
た．主観的幸福感の評価には改訂PGCモラールスケール（以下PGC）を用い，健康関連QOLの評価にはSF-8を
用いた．また，QOLに関連する要因の調査として，ADLと活動性を評価した．ADLの評価にはBarthel Index
（以下BI）を用い，活動性の評価にはE-SASを用いた．統計学的検定はWilcoxonの順位和検定を用い，入居
者と通所者のPGC，SF-8，BI，E-SASの合計点および各因子，設問を比較した．
【結果】入居者と通所者のPGC，SF-8，BI，E-SASの合計点および各因子，設問を比較した結果，すべてに
おいて有意差は認められなかった．
【考察】今回，入居者と通所者において有意差は認められなかった．入居の経緯を聴取したところ，一人
暮らしに不安を感じたということが大半であり，入居者の内12名中8名は望んで入居していた．4名は入居
の際に自宅での生活を望んでいたが，PGCより，4名とも現在の生活に満足していた．
これは，サービス付き高齢者向け住宅には介護スタッフがいることや，外出が自由など生活の自由度が高
いことで，以前より安心して生活を送れているからではないかと考える．また，病院も併設されているた
め，体調を崩した時にはすぐ受診できるという安心感があることや，併設されている保育園の園児による
クリスマス会などのイベントも他者との交流を生むため，満足した生活を送ることができているのではな
いかと推測された．

地域高齢者の歩行不安感とバランス能力の関連について

古川　愛奈1)，齊藤　浩平1)，片山　勝芳2)，大泉　雅仁3)，小林　浩4)，古屋　樹1)

１）元生会　森山メモリアル病院　２）北星・旭星　地域包括支援センター　３）春光・春光台　地域包括支援センター
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