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第１会場 第２会場

9:00

9:30 9:30～9:40　開会式
9:40

10:20

11:20

12:00

12:20

13:00

14:10

15:10

16:00

16:50 16:50～17:00　表彰式
17:00

18:00 18:00～18:05　閉会式

15:10～15:50　口述発表⑦　４演題
座長：松坂達也氏

15:10～15:50　口述発表⑧　４演題
座長：中村圭祐氏

16:00～16:50
岩手県理学療法士会　定時社員総会

17:00～18:00　教育講演
講師：及川龍彦氏
司会：関　公輔氏

12:20～12:50　ランチョンセミナー①
演者：高橋宏幸氏
司会：池田　匠氏

12:20～12:50　ランチョンセミナー②
演者：渡辺幸太郎氏
司会：荒川　博志氏

休憩　12：00～13：00

13:00～14:00　特別講演
講師：対馬栄輝氏
司会：菊池賢汰氏

14:10～15:00　口述発表⑤　５演題
座長：村上康拓氏

14:10～14:50　口述発表⑥　４演題
座長：川又涼氏

9:00～9:30　モーニングセミナー①
演者：村上敏昭氏
司会：菊池賢汰氏

9:00～9:30　モーニングセミナー②
演者：千葉大祐氏
司会：小林太志氏

9:40～10:10　大会長基調講演
講師：関公輔氏

10:20～11:10　口述発表①　５演題
座長：関口康博氏

11:20～12:00　口述発表③　４演題
座長：片岡晃太氏

11:20～12:00　口述発表④　４演題
座長：安達悠子氏

10:20～11:10　口述発表②　５演題
座長：佐藤悠氏

 
 
 
 

タイムテーブル 
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第 23 回岩手県理学療法学術大会開催にあたって 
 
 

 
第 23回岩手県理学療法学術大会 

大会長 関 公輔 
 
 

まず初めに，依然として，収まる気配のない COVID-19 の影響からさまざまな弊害を受
けている環境ではありますが，理学療法業務・教育に精励されている理学療法士の皆様に心
より敬意を表します． 
本来であれば，2020年に開催予定であった第22回岩手県理学療法士学術大会は，感染

の拡大を受け開催中止となり，次期大会長であった林 雄史大会長に受け継がれました．そ
の後，1年経ってもその脅威は取り除かれず，開催形式も初のＷＥＢ開催となり，多大なる
ご努力の下，成功裡に導いていただきました．本学会においても第23回大会長を拝命しま
したが，あっという間の１年であったと感じております． 
本学会より，「理学療法学術大会」と名称を改名し，大会テーマは「理学療法の探究と実

践」としました．このタイトルは，理学療法を通じてその本質を自ら考え，実行していくこ
とを表現しています．実践で培ったノウハウをその後に意味づけしてきた過去から，体系的
な科学的根拠をもとに理学療法ガイドラインが示されるまでになりました．今一度，形式知
として蓄えられた根拠と暗黙知のような実践でしか得られない，「セラピスト」が向かうべ
き方向を考える機会となればと思います． 
またWEB開催を強みとし，前夜祭の開催，またオンデマンド開催を試み，当日参加でき

なかった皆様やセミナー時間が重複し，みることができなかった講演を後日配信することで
閲覧が可能な形式をとることとしました． 
最後になりますが，本大会のご講演に快くお引き受けいただいた対馬栄輝先生ならびに及

川龍彦先生，その他，座長，司会等をご快諾いただいた皆様，発表，視聴などでご参加いた
だく多くの皆様と，お忙しい中で尽力いただいた大会運営スタッフに深く感謝申し上げます． 
 

大会長挨拶 
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1. 参加方法 

1） 参加には事前参加登録が必須となります．事前参加申し込みに関する QR コード，
または大会特設ホームページより事前参加登録をお願い致します．当日参加登録の
受付は致しません． 

2） 事前参加登録通知を，運営事務局より通知します． 
3） 登録いただいたメールアドレスへ，令和4年 6月 10日（金）までに，Zoomにロ

グインするための URL および ID，パスワードをお送り致します．なお，ID・パス
ワードが令和 4 年 6 月 10 日（金）までに届かない場合は，大会事務局
（iwate.pt.gakujyutsutaikai@gmail.com）までお問い合わせください． 

 
 
 
 

 
第 23回岩手県理学療法学術大会 

事前参加申し込み 
 

2. 各プログラムの開催方式 

 6 月 11日（土） 6 月 12日（日） 
6 月 20日（月） 

～ 
6 月 30日（木） 

【前夜祭】 
特別企画 / 特別講演 

ライブ配信 ― ― 

【大会企画】 
特別講演/教育講演/モ
ーニングセミナー/ラ
ンチョンセミナー 

― ライブ配信 オンデマンド配信 

 
【一般演題】 

 
― ライブ配信 ― 

岩手県理学療法士会 
総会 

― ライブ配信 ― 

 

ご参加の皆様へ 
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3. 参加者へのご案内 

1） 講師・演者の発表中は，雑音やトラブル防止のため，ビデオ・音声ともにミュート
にしてご参加ください． 

2） 質疑は「手を挙げる」機能を使用してください． 
3） 座長から指名された後、音声ミュートを解除し発言をお願いします． 
4） 発言が終わりましたら、速やかに音声をミュートにしてください． 
 
 

4. 口述演題 演者へのご案内 

1） セッション開始30分前までに指定のURLから接続してください． 
2） セッション中は接続を継続してください． 
3） 欠演がある場合は，発表順を繰り上げてご発表いただきます． 
4） 前の発表が終了したら，画面共有を開始し，ビデオ・音声ミュートを解除してくだ

さい． 
5） 座長の紹介の後，ご自分の名前・所属を参加者へ伝えてから発表を開始してくださ

い． 
6） 座長や質問者の発言中は，音声をミュートにしてください． 
7） 発表者ツール，外部モニターによる2画面の使用はトラブルが多数報告されていま

す．円滑な進行のため，これらの使用は避けていただきますようお願い致します． 
 
 

5. 口述演題 座長へのご案内 

1） 各セッションの開始時間はプログラムに準じます．前のセッションが予定より早く
終了した場合も，前倒しせず予定通りに開始していただきます． 

2） 欠演や接続の不具合等がある場合は，次の演題を繰り上げて進行してください． 
3） セッション冒頭に開始を宣言していただき，この時点で欠演がある場合には、続く

発表が繰り上がり実施することを連絡してください． 
4） 進行に合わせて，演者や画面共有など操作のお声がけをお願い致します． 
5） 発表が開始されたら，画面や音声が問題なく伝送されているか確認し，問題がある

場合は改善を促してください． 
6） セッション進行中は，ご自分が発言される時以外はビデオ・音声をミュートにして

ください． 
7） 演者・参加者へ発言中以外のビデオ・音声ミュートの注意喚起をお願い致します． 
8） 「手を挙げる」機能で質問を受け付けてください．参加者欄で手を挙げている質問

者を指名して発言を許可してください． 
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6. Web 開催サイトについて 

1） 安定したインターネット環境でご参加ください． 
2） パソコンと有線LAN接続でのご参加を推奨致します． 
3） Web開催サイトへはメールにあるURLか大会ホームページからログイン ID，パス

ワードを入力してログインします． 
4） 本大会ではZoomによるWeb会議システムを使用します．Zoomの最新版のイン

ストールとアカウントを取得してください．（無料） 
5） アカウントの取得後，マイプロフィールの氏名を日本理学療法士協会会員番号と事

前参加登録時と同様の氏名（例：99999999 理学太郎）に変更してください． 
6） タイムテーブルにある参加希望会場の「ID」ボタンを押してください． 
7） Zoom に関する詳細は，「Zoom ヘルプセンター＞始めに＞デスクトップ」（※PC

の場合），「Zoomヘルプセンター＞始めに＞モバイル」（※スマートフォン・タブレ
ット等の場合）をご参照ください． 

 
 

7. 学会参加ポイント 

本大会より，新生涯学習プログラム（登録理学療法士更新，認定・専門理学療法士更新，
専門理学療法士新規取得のため）のポイント認定が開始されます．ご自身の履修状況に
より，取得できるポイントや申請方法が異なりますのでご注意ください． 
なお，登録理学療法士更新のためのポイントは「ポイント」，認定・専門理学療法士更新
のためのポイントは「点」と標記されます． 
 
◎演題発表者 
１）一般演題発表ポイント 

登録理学療法士取得者：ポイント付与なし 
認定理学療法士取得者：認定理学療法士更新のためのポイント20点取得 
専門理学療法士取得者：専門理学療法士更新のためのポイント20点取得 

 
◎受講者  
1） 学会参加ポイント 
 登録理学療法士取得者：登録理学療法士更新のためのポイント8ポイント取得 
 認定理学療法士取得者：認定理学療法士更新のためのポイント８点取得 
 専門理学療法士取得者：専門理学療法士更新のためのポイント８点取得 
 専門理学療法士新規申請者：申請要件科目「都道府県学会参加」に認定 
※終日の参加がポイント取得の条件となります． 
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2） セミナー受講ポイント 
特別講演「臨床研究をいかに実践するか」（対馬栄輝氏） 
登録理学療法士取得者：登録理学療法士更新のためのポイント１ポイント取得 

 認定理学療法士取得者：認定理学療法士更新のためのポイント１点取得 
 専門理学療法士取得者：専門理学療法士更新のためのポイント１点取得 
 

 教育講演「理学療法教育マネジメント」（及川龍彦氏） 
 登録理学療法士取得者：登録理学療法士更新のためのポイント１ポイント取得 
 認定理学療法士取得者：認定理学療法士更新のためのポイント１点取得 
 専門理学療法士取得者：専門理学療法士更新のためのポイント１点取得 
 
 モーニングセミナー①②，ランチョンセミナー①② 
登録理学療法士取得者：登録理学療法士更新のためのポイント各0.5 ポイント取得 

 認定理学療法士取得者：認定理学療法士更新のためのポイント各0.5 点取得 
 専門理学療法士取得者：専門理学療法士更新のためのポイント各0.5 点取得 

 
 ※当日の参加登録は参加登録用の QR コードを各セッションの間に画面提示いたし

ますので，必ず参加登録を行ってください．当日の大会参加を証明するものとなり
ます．参加登録をされなかった場合は，ポイント付与されない場合がありますので，
ご注意ください． 

 
 ※演題発表後に論文「岩手理学療法学」投稿もお願い致します． 

 
 【新人教育プログラム・生涯学習プログラムに関するお問い合わせ先】 
 （所属・氏名）新人教育プログラム推進部 小澤 斉 
 （勤務先）岩手県立中央病院 リハビリテーション技術科 
      〒020-0066 盛岡市上田1-4-1 
      TEL：019-653-1151  FAX：019-653-2528 
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1. 視聴手順 

登録されたメールアドレスへ，ログイン先URLのパスワードが自動配信されます． 
登録メールアドレスと配信されたパスワードを入力し，ログインしてください． 

 
1）ログインする 
 

 
 
 
2）ログイン後 
 

 
 
 
 

アーカイブ配信視聴の皆様へ 

ＵＲＬの保存を推奨します 

登録アドレスを入力します 

パスワードを入力します 

＜補足＞ 
継続視聴に向けて，ログインページのＵＲＬを
「お気に入り」等で保存しておく事を推奨しま
す． 

＜操作手順＞ 
①「コンテンツ」を選択し、動画視聴画面に進
みます。 
②「第23回岩手県理学療法学術大会 アーカ
イブ配信」を選択します。 
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コンテンツ内の動画は期間内に， 
何度でも自由に視聴することができます． 

 
 
 
 
 

2. アンケートの活用方法 

各セミナー視聴後の質問は，“アンケート参加”より投稿することができます． 

 
 
 
 

＜操作手順＞ 
③カテゴリを選択します。 
（例：モーニングセミナー、ランチョンセミナ

ー、等） 
（補足：選択中は青色へ変色します） 
④選択中のカテゴリ内動画タイトルが表示さ
れます。 
（補足：選択中はグレーへ変色します） 
⑤添付資料のダウンロードリンクが表示され
ます。 
（ＰＤＦ等の添付がある場合はコチラに表示され

ます） 
⑥視聴完了率が表示されます。 
（現在の視聴進捗の割合） 
⑦ホームボタン 
（メインメニューへ戻ります） 

＜操作手順＞ 
①視聴ページの「ホーム」からメイ
ンメニューへ戻ります。 
(視聴編⑦参照。) 
②「テスト・アンケート」を選択し
ます。 
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＜操作手順＞ 
③質問したいタイトルの「アンケ
ート参加」を選択し、質問を投稿
してください。 

＜補足＞ 
現在、サイト制作中につき、公開当日にはコンテンツ名が変更されている場合がございます。 
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【第１会場】 

9:00～9:30 モーニングセミナー① 
 

演者 
司会 

 私が考える運動器理学療法の探究と実践 
  村上 敏昭氏（シーキューブ） 
  菊池 賢汰氏（岩手リハビリテーション学院） 
 

9:30～9:40 開会式 
開会宣言 
開会挨拶 

  菊池 賢汰氏（第23回岩手県理学療法学術大会 準備委員長） 
  及川 龍彦氏（一般社団法人岩手県理学療法士会 会長） 
  関 公輔氏 （第23回岩手県理学療法学術大会 大会長） 
  小川 克己氏（参議院議員） 
 

9:40～10:10 大会長基調講演 
  理学療法の探究と実践 

  関 公輔氏（いわてリハビリテーションセンター） 
  

10:20～11:10 口述発表① 
座長  関口 康博氏（岩手県立胆沢病院） 
  

１―１ 食道癌患者に対する術前化学療法中のリハビリテーション治療が与える効果についての
検討 

 藤井 祐輔氏（岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部） 
  

１―２ 頸髄損傷不全麻痺患者に対し歩行獲得を目指した一症例 
 佐々木 凌氏（医療法人謙和会 荻野病院） 
  

１-３ 胸椎圧迫骨折による活動性低下をきたした脳梗塞後遺症の一例 ～院内 ADL に焦点を
当てた介入アプローチ～ 

 及川 葵氏（栃内第二病院） 
  

１-４ 重度意識障害の脳卒中患者に対するPhysiatrist and registered therapist operating 
rehabilitation の効果に関する後方視的検証 

 坪井 宏幸氏（岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部） 
  
  

プログラム日程 
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１-５ 重度運動麻痺を呈した 39 歳男性に対し室内歩行獲得を目指した症例 ～自宅用装具の

検討、InBodyを用いた栄養介入の取り組み～ 
 佐々木 祐希氏（医療法人謙和会 荻野病院） 
  

11:20～12:00 口述発表③ 
座長  片岡 晃太氏（盛岡つなぎ温泉病院） 
  

３-１ 当センターにおけるギラン・バレー症候群の臨床特徴と予後についての調査 
 江口 舞人氏（いわてリハビリテーションセンター） 
  

３-２ 装具療法を通して長下肢装具のカットダウンを検討した脳卒中片麻痺症例 
 金野 智志氏（東八幡平病院 リハビリテーション部） 
  

３-３ 右麻痺および右上腕切断に対する歩行獲得の試み 
 鈴木 愛里沙氏（栃内第二病院） 
  

３-４ 介護スタッフに対する装具装着方法研修の開催 ～アンケート調査からみた理解度の確
認～ 

 及川 将憲氏（東八幡平病院 リハビリテーション部） 
  

12:20～12:50 ランチョンセミナー① 
  私が考える循環器理学療法の探究と実践 

演者 
司会 

  高橋 宏幸氏（岩手県立中央病院） 
  池田 匠氏 （国立病院機構盛岡医療センター） 

  
13:00～14:00 特別講演 

  理学療法研究の意義と実践 
講師 
司会 

  対馬 栄輝氏（弘前大学大学院保健学研究科） 
  菊池 賢汰氏（岩手リハビリテーション学院） 

  
14:10～15:00 口述発表⑤ 

座長  村上 康拓氏（おいかわ内科クリニック） 
  

５-１ 東日本大震災後の岩手県における訪問リハビリテーション振興財団活動報告 
 山本 喜文氏（宮古・山田訪問看護ステーションゆずる） 
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５-２ 当法人看護・介護従事者における腰痛実態と日常生活障害の関連 ―Roland Morris 

Disability Questionnaireを用いた横断研究― 
 谷藤 亜沙美氏（医療法人日新堂 八角病院） 
  

５-３ 身体機能を反映するフレイル評価の検討 
 宮田 悠里氏（盛岡市立病院） 
  

５-４ 八幡平市におけるシルバーリハビリ体操指導者フォローアップ事業の検討 
 三浦 祐嗣氏（東八幡平病院 地域リハビリテーションセンター） 
  

５-５ 私なりの理学療法の探究と実践 ～2 年目理学療法士が考える理学療法との向き合い方
～ 

 髙橋 和氏（北上済生会病院 リハビリテーション科） 
  

15:10～15:50 口述発表⑦ 
座長  松坂 達也氏（たかはし整形外科スポーツクリニック） 
  

７-１ 当院新採用研修におけるOSCEから抽出された課題と対応策 
 髙橋 亮一氏（東八幡平病院 地域リハビリテーションセンター） 
  

７-２ 高位脛骨骨切り術後の活動量増加に伴う運動恐怖感の増大により職業復帰に難渋した症
例 ～畜産業・農作業への復帰を目指して～ 

 四日市 綾香氏（医療法人日新堂 八角医院） 
  

７-３ 高校サッカー選手の傷害発生とAcute:Chronic Workload Ratio（ACWR）の関係 
 小倉 隆輔氏（久慈恵愛病院） 
  

７-４ パパママワーキングチームの活動報告 
 田之岡 夏海氏（医療法人謙和会 荻野病院） 
  

16:00～16:50 岩手県理学療法士会 定時社員総会 
  

16:50～17:00 表彰式 
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17:00～18:00 教育講演 

  臨床現場における若手教育の意義と必要性―ベテラン・中堅・若手に期待することー 
講師 
司会 

  及川 龍彦氏（岩手リハビリテーション学院） 
  関 公輔氏 （いわてリハビリテーションセンター） 

  
18:00～18:05 閉会式 

閉会宣言   菊池 賢汰氏（第23回岩手県理学療法学術大会 準備委員長） 
 
 
 
【第 2会場】 

9:00～9:30 モーニングセミナー② 
 

演者 
司会 

 私が考える脳卒中理学療法の探究と実践 
  千葉 大祐氏（南昌病院） 
  小林 太志氏（盛岡つなぎ温泉病院） 

  
10:20～11:00 口述発表② 

座長  佐藤 悠氏（岩手県立胆沢病院） 
  

２-１ 当院リハビリテーション部における急変時対応に向けた取り組み 
 田中 康久氏（岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部） 
  

２-２ 腰痛を再発している男子バレーボール選手への理学療法介入の一例 
 高橋 将也氏（たかはし整形外科スポーツクリニック） 
  

２-３ 心理面への配慮に着目して介入した結果、回復停滞期を打開した左全人工膝関節置換術
の一症例 

 遠藤 渉氏（北上済生会病院 リハビリテーション科） 
  

２-４ 対数による予後予測法と当院回復期リハビリテーション病棟入院患者運動 FIM 実測値
の比較 

 堀内 涼太氏（盛岡医療生活共同組合 川久保病院） 
  

２-５ 肘離断性骨軟骨炎に対しモザイクプラスティーを施行した中学野球選手への競技復帰へ
向けた介入の一考察 

 植村 和真氏（たかはし整形外科スポーツクリニック） 
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11:20～12:00 口述発表④ 

座長  安達 悠子氏（栃内第二病院） 
  

４-１ 右皮質下出血症例に対する理学療法の一例 ～脳画像から障害を予測して～ 
 木村 実成氏（宮古第一病院 リハビリテーション部 理学療法科） 
  

４-２ 立位で増強する麻痺側内反足に対し,体幹・非麻痺側への介入が立位改善に繋がった一症
例 

 土石 優希氏（盛岡つなぎ温泉病院） 
  

４-３ 臥床期間が長期化し全介助となった急性脳炎の自立歩行を獲得した一症例 
 北田 佳奈氏（いわてリハビリテーションセンター） 
  

４-４ 当院回復期リハビリテーション病棟退院者の生活状況の傾向について ～退院後調査の
データを用いた検討～ 

 斎藤 直実氏（南昌病院） 
  

12:20～12:50 ランチョンセミナー② 
 

演者 
司会 

 私が考えるスポーツ理学療法の探究と実践 
  渡辺 幸太郎氏（いわてグルージャ盛岡） 
  荒川 博志氏 （川久保病院） 

  
14:10～14:50 口述発表⑥ 

座長  川又 涼氏（東八幡平病院） 
  

６-１ 脳卒中再発者の移動能力改善に向けた当院通所リハビリテーションの関わり 
 藤岡 求氏（とちない脳神経外科クリニック） 
  

６-２ 岩手県沿岸部唯一の回復期リハビリテーション病棟の2021年度実績報告 
 木村 実成氏（宮古第一病院 リハビリテーション部 理学療法科） 
  

６-３ 脳梗塞により覚醒度低下を呈し、ADL全介助となった症例に歩行練習を実施した一例 
 成田 佳穂氏（医療法人謙和会 荻野病院） 
  

６-４ 麻痺側の足部クリアランス低下を呈した左脳梗塞の一症例 ～独歩自立を目指した臨床
推論～ 
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 互野 遥氏（北上済生会病院 リハビリテーション科） 
15:10～15:50 口述発表⑧ 

座長  中村 圭祐氏（東八幡平病院） 
  

８-１ 高齢のポストコロナ患者に対し二重課題が認知機能の改善に奏功した一症例 
 佐藤 真氏（盛岡市立病院） 
  

８-２ 辺縁系周囲の障害により歩行能力低下をきたした症例に対する理学療法の経験 
 川村 日奈姫氏（盛岡つなぎ温泉病院） 
  

８-３ 脳血管障害後の自動車運転の再開に関する論文調査 ～高次脳機能障害に着目して～ 
 齋藤 美月氏（北上済生会病院 リハビリテーション科） 
  

８-４ コロナ禍における自主トレーニングの有無が通所リハビリテーション利用者に与えた変
化について 

 佐々木 拓哉氏（川久保病院 通所リハビリテーション） 
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「理学療法の探究と実践」 
 
 

いわてリハビリテーションセンター 
機能回復療法部 理学療法科 

関 公輔 
 
 
理学療法士の資質として必要な条件に，「探究心」を挙げたいと思います．「探究」と

は，ある物事の真の姿・あり方をさぐって見きわめることを示します．臨床現場では，
日々の悩みと新たな発見の繰り返しによって，そのセンスが磨かれますが，患者の回復を
支援する姿は，「探求」なくして成立しません．理学療法士は，疾病・病期・個別性・社会
環境に合わせ，適切で最適な治療や支援が求められます．その内容の複雑な組み合わせ
は，基礎知識，技術，思考，社会性，見識，素行といった本質的な資質を礎に，多様に富
んだスキルを必要とします．私はこれらの構成要素の背景には，「探究」という言葉が湧い
てきます． 
 本基調講演では，現状の理学療法のあり方を多角的に論じてゆきたいと思います．１）
ＷＨＯによって採択された ICF（国際生活機能分類）とＩＣＩＤＨ（国際障害分類）を紐
解き，臨床の考え方につなげる．２）論理的思考から探究するプロセスを考える３）臨床
的疑問から探究し実践することについて，深めてゆきたいと思います． 
 医療従事者として療法士に求められる能力は，医療職種の中において特異的であり，今
後も社会で求められる人材であると考えています．そのためにも理学療法士は，何を考
え，行動してゆく必要があるか，皆様とともに共有できる時間としたいと思います． 
 
略歴 
1998 年岩手リハビリテーション学院を卒業し，同年理学療法士免許取得．社団医療法人 巖心会 栃内
病院に入職．2006 年公益財団法人 いわてリハビリテーションセンターに入職．専門理学療法士（基
礎・運動器：専門会員A），認定理学療法士（脳卒中）．一般社団法人岩手県理学療法士会 業務執行理
事兼学術活動推進担当理事．東北ブロック協議会 学術局 学術局長． 
 

大会長基調講演 
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「理学療法研究の意義と実践」 

 
 
 

弘前大学大学院保健学研究科 
対馬 栄輝 

 
 
 
研究とは，大雑把にいえば未知のことを既知にすることである．壊血病が流行した大航海

時代（15～17世紀ころ）に，衛生管理として入浴，手洗い，新鮮な食事で予防を試みても，
一向に減る様子はなかった．ビタミンC不足が原因であったことを知ったのは，20世紀に
入ってからである．しかし，18世紀頃にオレンジとレモンが経験的に有効な所見はあった．
当時の医学では食物（ビタミン）が治療として役立つとは到底考えられず，科学的根拠がな
いと強く反論された経緯がある． 
 EBM は，必ずしも“科学的”根拠を必要とせず，経験的な根拠も含める意味で「根拠に基
づく医療」と訳される．ただし，科学的であろうが経験的であろうが根拠は，客観的かつ再
現性の保証されたものでなくてはならない． 
 理学療法は経験的に蓄積される法則に基づく治療が極めて多い．例えば関節可動域運動は，
拘縮の進行を予防または遅らせる生理学的研究は多々あるが，目の前の対象者個人に対して
有効ではない経験もある．いくら科学的根拠であっても，実際の効果が曖昧ならば治療では
ない．効かないときもあるから仕方ないと考えるなら本末転倒である．身体の障害を単純視
できないと承知の上で，臨床研究による成果が要されている．そして成果を基にした理学療
法が必要である．研究者ではなく専門家が正しく理解して活用して初めて有効となる． 
 

特別講演 
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【ご略歴】 
 
●学歴 
91 年 3月 弘前大学医療技術短期大学部理学療法学科 卒業 
95 年 8月 保健衛生学士 取得（学位授与機構） 
00 年 3月 弘前大学 大学院 理学研究科 （数理統計学・データ解析学；修士課程）修了 
06 年 3月 弘前大学大学院 医学研究科 社会医学系 公衆衛生学講座（博士課程） 修了 
 
●職歴 
91 年 4 月  津軽保健生活協同組合 健生病院（理学療法士） 
97 年 4 月  弘前大学医療技術短期大学部理学療法学科（助手） 
00 年 10月 弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻（助手） 
07 年 4 月  弘前大学大学院保健学研究科（准教授） 
20 年 4 月  弘前大学大学院保健学研究科（教授） 
 
●研究業績 
 ・股関節疾患（変形性股関節症，大腿骨近位部骨折）に関する臨床研究 
 ・筋電図を用いた筋機能解析に関する研究 
・統計手法の応用に関する研究 

 ・デジタルビデオカメラを用いた姿勢・動作分析に関する研究 
詳細は 

https://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/web/daigakuin/teacher_detail08.html?id=99&&k=2 
を参照してください． 
 近年は，もっぱら大学院生の研究指導を行っています． 
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臨床現場における若⼿教育の意義と必要性 

〜ベテラン・中堅・若⼿に期待すること〜 

 
 

岩手リハビリテーション学院 
及川 龍彦 

 
 
 
本邦理学療法の歴史を紐解くと，1966年に第１回理学療法士・作業療法士国家試験が施

行され，世に理学療法士が輩出されると同時に日本理学療法士協会が設立された．驚くべき
は，その同年に第１回日本理学療法士学会（当時名）が開催されたことであり，先人の学修
意欲の貪欲さが伺われる．以降，日本理学療法士協会は学術研修大会や現職者講習など数多
くの研修機会を提供し，平成６年には新人教育プログラム教本が発刊されるなど生涯教育を
重要視するとともに若手育成に力を注いでいることが理解できる．その背景は理学療法士の
資質向上が国民サービスの向上に直結して寄与すること，ひいてはそれが国民の信頼に応え
理学療法士の職域や社会的安定に還元されることであると考える．よく，「理学療法士は一
生涯勉強が必要」と言われるが，社会の変革はその一言で全てを解決することはできなくな
ってきている．職場の事情やライフスタイル，経済力など様々な要因が生涯教育の背景には
潜んでおり，また，人間の本質的な問題として困難回避性や同類同調性，幼児的万能感など
も孕んでいることから，自らの生涯教育を進めるには，自身がもつ事情や背景を十分に整理
し，自身を理解して臨まなくてはならない．本講演では本県の現状を踏まえながら，単純に
自己成長欲求のみでは生涯学習が困難な現代社会の中で自らが理解すべきこと，学修支援者
が意識すべきことについて考える機会としたい． 
 
 

教育講演 
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【ご略歴】 
 
職歴 
平成 ５年 佐藤整形外科内科医院（岩手県花巻市） 入職 
平成 ７年 医療法人平成会 八戸平和病院（青森県八戸市） リハビリテーション科 入
職 
平成 ９年 岩手リハビリテーション学院 理学療法学科 入職 
令和 ２年 同 学科長 
現在に至る 
 
所属学会等 
日本物理療法学会 
日本肺理学療法研究会 
日本予防理学療法学会 
日本理学療法教育学会 
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私が考える運動器理学療法の探究と実践 

 
 
 
 

シーキューブ 
村上 敏昭 

 
 
 
理学療法ガイドライン第２版における全２１章のうち運動器の項目は８章と，他分野と

比較して大きな割合を占めている．また，スポーツ理学療法で専門的に対応するものや，
切断等も広義的に運動器疾患に含まれており，超高齢化社会に伴い，持病として内科的疾
患を持ち合わせているケースも少なくない．厚生労働省による調査では，要支援・要介護
になった原因の上位に運動器疾患が上がり，平均寿命の延伸化に伴い，益々運動器疾患に
関わる頻度の増加と病態の複雑化が予想される．そのため，運動器疾患をどう診て，考え，
実践するかは，領域問わず今後の理学療法スキルとして求められる必要要素と考える． 
近年様々な情報が手軽に入手できる一方，How to 的思考に陥りやすく，いわゆる

Science と Art のバランスが崩れやすい可能性が潜んでいる．理学療法士と対象者双方で
どのような意思決定がなされ，目標共有した中で理学療法を展開出来ているかは常々考え
る必要があり，それも理学療法士に求められる必要なスキルと考える．今回は，運動器疾
患の患者における起居動作と歩行動作に着目し，症例を供覧しながらこれまで回復期病棟
で実践してきた運動器疾患に対する理学療法の取り組みを述べたいと考える．また，膝関
節痛を有した一症例に対するインソールに着目した理学療法の展開や，今まで取り組んで
きた症例研究等を提示し，“私”なりの運動器理学療法に対する探究と実践をお伝え出来れ
ば幸いである． 
 
 

モーニングセミナー① 
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私が考える脳卒中理学療法の探究と実践 

 
 
 
 
 

南昌病院 リハビリテーション科 
千葉 大祐 

 
 
脳卒中は脳の血管の器質的あるいは機能的異常によって神経症状をもたらす病態の総称

であり，要介護状態になる最も多い原因とされる．脳卒中リハビリテーションは急性期・回
復期・維持期(生活期)の一連の流れがあり，シームレスに関わる中で患者の活動や参加につ
なげていくことが重要である． 
 理学療法士として脳卒中患者に関わる上で必要なことは，現象として見えていることと，
その背景にある中枢神経系のシステムを考慮して臨床像を捉えることであり，そのためには
理学療法評価が重要である．基本的理学療法検査・脳卒中の疾患別検査等の客観的情報に加
え，活動場面における運動分析を正確に行えることで，個別性に合わせた治療を実施でき，
患者の心身機能の効果的な改善が図れるものと考える．  
 私自身，患者の臨床像を正確に捉えることに難しさを感じる場面が多く，日々悩みながら
の臨床であるが，今回は実際の場面を通じて患者の臨床像を捉えるための評価のプロセスを
提示できればと考えている．評価の重要性を皆さんと共有できれば幸いである． 

 

モーニングセミナー② 
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私が考える循環器理学療法の探究と実践 

 
 
 

岩手県立中央病院 リハビリテーション技術科 
理学療法士 高橋 宏幸 

 
 
 
心臓リハビリテーションにおいて心血管疾患患者に対する運動療法は，推奨クラスⅠ，エ
ビデンスレベル A である．運動耐容能が改善することで労作時の呼吸困難感や疲労感が軽
減し，生活の質（quality of life；QOL）が改善する．また，生命予後の改善効果も明らか
である．運動療法は主に有酸素トレーニングとレジスタンストレーニングから構成され，い
ずれにおいても，個々の症例の重症度や身体機能に応じて，安全かつ有効な運動の頻度，強
度，時間，方法を適切に設定した運動処方を行うことが重要である． 
近年，フレイルを併存する高齢患者が急増している．フレイルは運動耐容能の低下を伴い，
疲労感や日常生活動作（activities of daily living；ADL）の低下を特徴とする．また，生命
予後にも影響するとされる入院関連機能障害（hospitalization-associated disability；HAD）
を発症する患者も少なくない．この問題に対し，多職種チームで協力して，長期にわたる多
面的・包括的プログラムを実施することが必要である．急性期における理学療法士としては，
HADに影響を与える要因について検討し，早期離床・リハビリテーション，SPPB（short 
physical performance battery）を用いた運動機能回復プログラムの標準化，トレーニン
グの特異性や筋パワーを意識したプログラム，プレハビリテーションについて探求・実践し
ていくことが重要と考える．これらの取り組みにより，地域や回復期心臓リハビリテーショ
ン，遠隔リハビリテーションへ繋げることができると考える． 
 
 

ランチョンセミナー① 
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私が考えるスポーツ理学療法の探究と実践 

 
 
 

いわてグルージャ盛岡 
渡辺 幸太郎 

 
 
 
スポーツ（J リーグ）クラブに理学療法士として所属しているが，その中で求められる能
力は多岐にわたると感じる．怪我をした選手に対するリハビリテーション，再発予防やパフ
ォーマンス向上を目的としたトレーニングに加えて，救急救命処置や外傷直後のケア，関係
医療機関との連携，監督やコーチングスタッフとの情報共有，アンチドーピングなど不正行
為を防ぐためのマネジメントも挙げられる． 
チーム内での肩書きは理学療法士であるが，先に述べたように，理学療法という枠組みを
超えた業務遂行が求められることになる．理学療法士に期待する事以上に，メディカルスタ
ッフの一員として，チームに対してどの様な価値提供が出来るのかが重要であると考える．
メディカルスタッフの中には鍼灸師やアスレティックトレーナーも所属しているが，担う業
務の中ではお互いに協業する場面も多い． 
 スポーツ現場において，理学療法士だからこそ発揮出来る強みとは何か，これまでの経験
も交えながら話題提供をさせていただきたい．

ランチョンセミナー② 
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【一般演題１―１】 
 

食道癌患者に対する術前化学療法中のリハビリテーション治療が 
与える効果についての検討 

 
藤井祐輔１） 坪井宏幸１） 近藤貴人１） 山口史晃１） 高橋克典１） 西村行秀２） 

 

1)岩手医科大学附属病院リハビリテーション部 
              2)岩手医科大学医学部リハビリテーション医学講座 
 

【Key words：術前化学療法，リハビリテーション治療，有害事象】 
 
【目的】近年，化学療法中の身体機能，ADLやQOLの維持，向上を目的としたリハビリテーション治療（以
下，リハ治療）が推奨されている．しかし，術前化学療法中のリハ治療が白血球数減少などの有害事象に与え
る効果に関する報告はない．そこで本研究の目的は，食道癌患者に対する術前化学療法中のリハ治療が与える
効果について検討することである． 
【方法】対象は 2014 年 1 月から 2021 年 12 月までの期間に岩手医科大学附属病院外科にて食道癌治療を
行った患者のうち，術前化学療法(分割DCF療法)を施行し手術療法を実施した患者68名である．適格基準は
1)男性，2)分割DCF療法を施行，3)分割DCF療法を３コース施行した者とした．適格基準を満たした14例
のうち，リハ治療を実施しなかった 7 名を非実施群，リハ治療を実施した 7 名を実施群とし，化学療法３コ
ース中，リハ実施人数が７名中７名であった３コース目について検討した．評価項目は化学療法開始前と終了
後の白血球数，好中球数，リンパ球数，赤血球数，ヘモグロビン値，血小板数とした．また，有害事象につい
ては有害事象共通用語規準 version5.0 を用いて検討した．統計解析は両群間の化学療法前後の血液検査値の
変化率について，マンホイットニーのU検定を用いて検討した．また，両群間の有害事象についてはχ2独立
性の検定を用いた．ただし，期待度数が 5未満である場合はフィッシャーの正確確立検定を用いて検討した．
p<0.05 を統計学的有意差ありとした．本研究は，岩手医科大学医学部倫理委員会に承認され，ヘルシンキ宣
言および倫理規定を遵守し実施した． 
【結果】白血球数変化率は実施群で10.2%，非実施群で-32.8%であり，両群間に有意な差を認めた（p=0.01）．
その他の評価項目に有意な差は認めなかった．Grade3 以上の有害事象は両群ともに白血球減少，好中球減少
を認めたが，その発症率に有意な差は認めなかった．また，実施群では有害事象によりリハ治療を中止した症
例はなかった． 
【考察】先行研究では，運動後に白血球数が有意に増加することが報告されている．これは，運動によるカテ
コラミンやコルチゾールの分泌に伴い血流量が増加し，血管内皮の壁在プールから白血球が遊離したものと考
えられ，本研究結果は先行研究に類似する． 
【まとめ】食道癌に対する術前化学療法中のリハ治療は，白血球減少を抑制する可能性がある．また，化学療
法による有害事象を増悪させることはなく，新たに有害事象を発生させることはない． 
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【一般演題１―２】 
 

頸髄損傷不全麻痺患者に対し歩行獲得を目指した一症例 
 

佐々木 凌 澤口 裕樹 
 

医療法人謙和会 荻野病院 
 

【Key words：起居動作，歩行，ADL訓練】 
 

【はじめに】当院回復期リハビリテーション病棟の特徴としてモーニング・イブニングリハがある.今回起居介
助レベルから歩行獲得に向けて朝夕のADL訓練での関わり方に着目して介入した結果,歩行が自立し自宅退院
に至った症例を経験したため以下に報告する. 
【倫理的配慮】発表に際し,当院長の許可を得た上で,対象者には本報告に関する目的及び概要を説明し同意を
得た. 
【症例紹介】77歳,女性.Ⅹ病日転倒.前頭部打撲し四肢麻痺出現したためＡ病院へ搬送.頸髄損傷と診断.Ⅹ+28
病日,頸椎前方除圧固定術施行.Ⅹ+84 病日,リハビリ目的で当院へ入院.Br.stage は右上下肢Ⅳ・左上下肢Ⅳ～
Ⅴ,ＭＭＴは体幹2～3・右上下肢3・左上下肢3～4,表在・深部感覚は右上下肢軽度鈍麻,起居動作はon elbow
まで可能,歩行では立位バランス・耐久性が低く介助を要した.ＦＩＭは運動32 点/認知 29点,計 63 点であっ
た. 
【経過】寝返り・起居動作等の基本動作訓練と筋力訓練から開始.Ⅹ+102 病日起居動作自立.Ⅹ+130 病日病
棟での車椅子移動が自立.歩行では全身的過緊張,右下肢支持性低下・足部随意性低下,さらに側方動揺が大きい
ことが課題であった.四点脚杖歩行三動作揃い型から開始し,Ⅹ+126 病日から徐々にＴ字杖歩行二動作へ移行.
膝折れや躓きが軽減してきた段階で作業療法士と協力して朝夕のＡＤＬ訓練で歩行（朝夕各 60～180m）を
促した.免荷式リフトＰＯＰＯも活用し,姿勢の安定化と歩容の改善・運動学習の促しを図った.Ⅹ+144 病日ト
イレ動作自立,Ⅹ+199 病日棟内杖歩行自立.Ⅹ+218 病日自宅退院.退院時ＦＩＭは運動 74 点/認知 33 点,計
107点となった. 
【考察】本症例は麻痺が右上下肢優位で筋力・筋出力,感覚に左右差があり,動作全般に介助要した.これらが起
居動作困難や歩行に対する恐怖心・不安に繋がり,活動制限になっていたと考える.初めは体幹筋力訓練・基本
動作訓練を中心に行い,基本動作・車椅子レベルまでの自立を目指した.体幹機能が向上することによりトイレ
動作での介助量が軽減,歩行は食事前後に導入し,日々歩行形態・距離を変化させながら関わることで立位バラ
ンス・耐久性向上に繋がったと考える.食事・トイレ等の目的のため,朝夕のＡＤＬ訓練から関わることで本人
と成功体験を共有することができ,身体機能だけでなく精神面へのアプローチもできたと考える.モーニング・
イブニングリハでの関わりが自宅退院に至った要因の一つであると考える. 
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【一般演題１―３】 
 

胸椎圧迫骨折による活動性低下をきたした脳梗塞後遺症の一例 
～院内 ADL に焦点を当てた介入アプローチ～ 

 
及川葵 

 
栃内第二病院 

 
【Key words：脳梗塞後遺症，ADLへの波及，圧迫骨折】 

 
【はじめに】本症例は20年前の脳梗塞後遺症により右片麻痺，失語症を呈しており，病前は杖歩行見守りレ
ベルであった．今回の転倒による胸椎圧迫骨折を受傷し，安静期間中の廃用や軟性コルセット装着等の活動制
限をきたしていた．院内での活動性向上に繋げるため，トイレでの排泄の日常化を目標に移乗動作が見守りで
可能となるよう，起立動作に着目し介入を行った． 
【初期評価】自宅にて転倒し受傷．その後A病院へ救急搬送．1病日にリハビリテーション目的で当院入院．
バストバンド着用にてベッド上安静．14 病日に軟性コルセット装着し離床開始となる．失語症の影響から簡
単な指示理解は可能だが，発話はジャルゴン様で明確な表出が困難であった．家族ニードは歩いてトイレに行
けるように．起立動作は軟性コルセットによる体前傾が制限され，股関節周囲の筋緊張亢進/過活動による屈
曲・内旋可動性の低下や連合反応の出現により座位アライメント不良をきたしており，非麻痺側上肢優位な動
作であった．立位は不安定で非麻痺側上肢の支持を外せず介助が必要であった．ROM(R/L)°屈曲(90/85)内旋
(35/0)，FIM32点(運動 16点,認知16点)であった． 
【治療・経過】治療としては，股関節屈曲・内旋可動域の拡大を目的に股関節周囲の筋緊張亢進/過活動や廃
用による短縮・萎縮筋の改善を目指し介入した．非麻痺側優位での動作を軽減するため，麻痺側下肢筋活動
の促通やアライメントの修正，左右への重心移動を促した．その後，非麻痺側上肢での活動を中心とした立
位バランス練習を行い，立位の活動や歩行へと展開した．74病日に起立動作は手すり使用にて自立，立位は
非麻痺側上肢の支持を外す事が可能となり，歩行やトイレ動作の介助量も軽減し，トイレでの排泄が日常化
された．FIM44点(運動 28点,認知16点)であった． 
【考察】活動制限が強いられた中で離床のきっかけとして，介助量の大きかった移乗動作に着目した．股関
節の可動域を拡大させ，非麻痺側優位性が軽減し代償的に起立動作が可能となった．その後の立位の安定化
を図る事が可能となり，歩行やトイレの日常化へと繋がった．また，失語症の影響により口頭での運動修正
が難しいため，具体的な場面等の環境設定，視覚・表在・固有感覚情報に配慮した誘導が必要であった． 
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【一般演題１―４】 
 

重度意識障害の脳卒中患者に対する Physiatrist and registered therapist  
operating rehabilitation の効果に関する後方視的検証 

 
坪井 宏幸 1） 高橋 克典 1） 菅野 成樹 1） 藤井 祐輔 1） 米沢 勇悦 1） 西山 一成（MD）2）  

小守林 靖一（MD）3） 板橋 亮（MD）4） 西村 行秀（MD）2） 
 

1）岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部 2）岩手医科大学 リハビリテーション医学講座 
3）岩手医科大学 岩手県高度救命救急センター  4）岩手医科大学 内科学講座 脳神経内科・老年科分野 
 

【Key words：意識レベル，早期離床，運動療法】 
 

【目的】重度意識障害患者に対して早期離床を安全かつ効果的に遂行するためにはリハビリテーション科医と
知識・技術に習熟した療法士による積極的なリハビリテーション治療（physiatrist and registered therapist 
operating rehabilitation: PROr）が有効な可能性がある．本研究の目的は重度意識障害の脳卒中患者に対す
るPROrの効果を後方視的に検証することである． 
【方法】2015年 1月 1日から2021年 6月 30日の期間に脳卒中を発症し，当院に搬送された患者のうち，
リハビリテーション開始時に Japan Coma Scale（JCS）が 100以上の患者を抽出した．当院では2018年
1 月 1 日から PROr が実践できる体制が整ったことから，適格基準を満たした患者のうち，2018 年 1 月 1
日以降の入院患者をPROr 群，2017 年 12 月 31日以前の入院患者を標準的リハビリテーション（コントロ
ール）群に分別した．両群におけるリハビリテーション開始時・発症2週間後・転院時の JCS，JCS3桁の期
間におけるSurgical intensive care unit Optimal Mobilization Scale（SOMS），院内死亡率，呼吸器合併
症の発生率，転院時のmodified Rankin Scale（mRS）を比較した．尚，本研究は本学医学部倫理委員会の
承認を得た． 
【結果】対象期間中の脳卒中患者は2191名で，適格基準を満たした患者はPROr群 16名，コントロール群
12 名であった．両群間における院内死亡率，呼吸器合併症の発生率，転院時の mRS に有意差はなかった．
JCS3 桁の期間における SOMSは PROr 群の方がコントロール群より有意に高かった．入院期間中に生存し
た患者のうち，PROr 群の JCS はリハビリテーション開始時と比較して発症 2 週間後と転院時で有意に改善
したが，コントロール群の JCS はリハビリテーション開始時，発症 2 週間後，転院時に有意差がなかった． 
【結論】重度意識障害の脳卒中患者において，PROr群の方がコントロール群より早期に離床を図ることがで
きており，意識レベルの改善が良好であった．意識レベルの改善はリハビリテーション治療を含む様々な医療
に良い影響を与え，患者やその家族の生活の質を改善させる可能性がある．
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【一般演題１―５】 
 

重度運動麻痺を呈した 39 歳男性に対し室内歩行獲得を目指した症例 
～自宅用装具の検討、InBody を用いた栄養介入の取り組み～ 

 
佐々木祐希 澤口裕樹 

 
医療法人謙和会 荻野病院 

 
【Key words：脳塞栓症，装具，栄養】 

 
【はじめに】低栄養をきたした重度右片麻痺患者に対し，早期からの栄養介入と長下肢装具を用いた歩行訓練
を中心に関わり，検討会での意見を踏まえた装具選定により自宅内歩行を獲得したため報告する． 
【倫理的配慮】発表に際し，当院長の許可を得た上で個人情報の使用を対象者に口答及び文章にて説明し同意
を得ている． 
【症例紹介】39歳男性．脳塞栓症(左MCA+PCA領域)．X-27日感染性心内膜炎，X日心原性脳塞栓症発症．
A病院で長下肢装具作成．身長169cm体重37.6kgBMI13.2．FIM:55 点(運動:18 点/認知:15点)．非麻痺側
MMT3．X+103日 SMI5.1Kg/m²．BRS下肢 stageⅡ．深部・表在感覚重度鈍麻．腱反射亢進，下腿三頭筋
クローヌス(+)．動作全般腰背部過緊張で骨盤後傾位．麻痺側後方へ崩れ座位保持困難． 
【経過】X+31日当院入院も熱発続きA病院へ再転院．X+58日状態安定し当院再入院．X+67日の栄養カン
ファレンスで摂取カロリーを 2000kcal に設定．毎月 1.8kg 増量し，4カ月後に 45.5kg，BMI16 を目標に
栄養補助食品導入等の栄養介入開始し X+123 日で 46.2kg となり達成．InBody 結果から SMI6.0Kg/m²以
上を目標としX+179日に6.1Kg/m²となり達成．歩行訓練は長下肢装具での前型歩行から開始．膝折れ減少
に伴い短下肢装具へカットダウンし，knee braceを併用した歩行訓練へ移行．X+123日 4点杖歩行軽介助
となり朝夕のADL訓練で歩行を開始．歩行訓練はADL訓練で70m×2回を約20分，日中の訓練で200m×
2 回を約40 分実施．X+158 日膝関節安定により knee brace を外し X+179 日 T字杖と短下肢装具で前型
歩行見守り．自宅用に短下肢装具を作成しX+201日自宅退院となる． 
【考察】発症前後2カ月程十分な食事摂取困難で誤嚥性肺炎併発もあり体重減少，非麻痺側筋力MMT3と廃
用著明であった．脳卒中治療ガイドライン2015では，脳卒中急性期の低栄養状態は独立した転帰不良因子で
あるとされている．また栄養状態の改善が自立歩行の獲得に寄与するとの報告や脳卒中患者の SMI は歩行獲
得の独立した予測因子であるとの報告が散見される．入院後早期の歩行訓練と栄養介入により体重増加とSMI
の改善が得られ，歩行能力が向上したと考える．また歩行距離延長に伴い内反尖足が増強し足部に疼痛が生じ
ていた．内反尖足に対し支柱付き装具の使用により動的バランス改善が見込めるとされており，安定性向上に
より内反尖足が抑制され自宅内歩行が可能になったと考える． 
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【一般演題２―１】 
 

当院リハビリテーション部における急変時対応に向けた取り組み 
 

田中 康久 1) 坪井 宏幸 1) 山口 史晃 1) 外川 諒 1) 藤井 祐輔 1) 
荒木関 花織 1) 高橋 恵美 1) 米沢 勇悦 1) 西村 行秀 2) 

 

1）岩手医科大学附属病院 リハビリテーション部 
2）岩手医科大学 リハビリテーション医学講座 

 
【Key words：急変時対応，急性期，医療安全】 

 
【目的】リハビリテーション治療中に急変は起こり得るが，その時に療法士はいかに適切に対応するかが重要
である．従って，当院リハビリテーション部では急変シミュレーション講習会は重要と考えている．我々は，
救命の専門職（すなわち救命救急室）まで適切かつ迅速に患者を搬送することを目的とした講習会を救急専門
の看護師の指導のもと，年に一度実施している．本発表の目的は我々がこの3年間をかけて積み上げた急変シ
ミュレーション講習会を紹介することである． 
【方法】講習会は基礎編と臨床編の2部構成で行われ，基礎編では，一次救命処置の演習とリハビリテーショ
ン室から救急救命室への搬送経路の確認を行った．臨床編では，様々な症例を想定し，それに応じた一次救命
処置やその他の対応，そして，主治医や病棟，救命救急室への報告をグループ内で流動的に行う演習を行った．
研修の最後には，急変発生の発見から一次救命処置を行い，救命救急室に搬送するまでの演習を参加者全員で
行った．この演習にはリハビリテーション室にいる他患者への対応を含んだ．各参加者は役割分担され，急変
に対応する医師役は救命専門の看護師が担い，急変患者に対応する療法士役と周りの患者役は研修に参加する
療法士全員が無作為に指名された．演習後は救急専門の看護師によってフィードバックされ，患者役の療法士
からも想定される二次的事故や周りの患者の心情などに関する感想を共有した． 
本発表の趣旨は我々の取り組みに関する内容であり，患者及び職員の個人情報が含まれないため，本学倫理委
員会の対象外である． 
【結果】1. 講習会は療法士が集中して取り組むことができ，臨場感のあるものになった．2. 救急専門の看護
師から「年々急変時対応が上達している」と評価を得た．3. 看護師や患者役から周辺患者の心情や二次的事
故に関する意見が出て，それらの対応を議論することができた．4.実際の臨床現場で起きた急変時対応を迅速，
かつ適切に行うことができるようになった． 
【結論】多施設でリハビリテーション職種を対象とした一次救命処置の講習会が行われるようになってきた．
我々が行える最善の急変時対応は救命の専門家まで適切かつ迅速に患者を搬送することである．また，周りの
患者に対する心理的ケアや二次的事故の予防は重要である．従って，当院リハビリテーション部の急変シミュ
レーション講習会は療法士にとって有効であると考える． 
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【一般演題２―２】 
 

腰痛を再発している男子バレーボール選手への理学療法介入の一例 
 

高橋将也 松坂達也 植村和真 高橋幸洋 
 

たかはし整形外科スポーツクリニック 
 

【Key words：バレーボール，椎間関節，スウェイバック】 
 

【はじめに】今回，腰痛を再発している男子バレーボール選手へ介入する機会を得た．本症例はフライングレ
シーブ時に腰背部への疼痛を訴えており，2年前より症状の増悪と軽快を繰り返していた．本症例に対し，理
学療法評価，治療介入を行った結果，プレー中の疼痛が消失したため，以下に報告する． 
【症例紹介】診断名：腰部広背筋損傷．Ｘ-p、CT：腰椎分離を認めず．10代男性，右利き．バレーボール部．
ポジション：リベロ(ベンチメンバー)．競技歴：5年．競技レベルは県大会ベスト 8．腰痛は2年前と昨夏に
も認められ，疼痛の自制内で部活動を行っていた．接骨院に通院歴がある． 
【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に基づき，本研究の内容を本人・家族に説明し，同意を得ている． 
【理学療法評価】主訴：フライングレシーブ時に腰背部に痛みがある。運動時痛：体幹伸展+、kemp(Rt/Lt)+/
±。圧痛：L4,5,S1 の棘突起，両側多裂筋(L4～L5 レベル) ，両側胸最長筋腰部線維。ROM(Rt/Lt)：2nd 外
旋 105/115°，肩関節水平伸展10/30°，SLR50/80°。MMT(Rt/Lt)：体幹屈曲4，体幹回旋4/4，股関節屈
曲4-/4，股関節伸展4/4．静的アライメント：スウェイバック，軽度後方重心位，右肩甲骨外転・前傾，胸椎
後弯増大，右寛骨後傾位．動的アライメント：体幹伸展運動時に胸椎伸展・骨盤後傾少なく，腰椎伸展増強．
エコー動態：ドローイン時の両側の腹横筋，内腹斜筋の収縮が少なく，側腹筋付着部，胸腰筋膜のスライド量
が減少している． 
【治療内容】多裂筋・胸最長筋への物理療法と徒手療法，大胸筋や小胸筋，ハムストリングスのストレッチ，
腸腰筋，大殿筋，腹横筋，内腹斜筋に対するエクササイズを中心に実施した． 
【考察】本症例はスウェイバックと右寛骨後傾位によるマルアライメントにて，左下位腰椎椎間関節へ持続的
な圧縮ストレスがかかり慢性的な疼痛が続いていると考えた．その影響は同神経支配である多裂筋にも波及し，
筋スパズムを生じていた．小胸筋や大胸筋の短縮による胸椎伸展制限と腹横筋，内腹斜筋の機能低下による腹
腔内圧の低下によってフライングレシーブ時にはさらに強いストレスが同部位にかかっていると考えられた．
多裂筋のリラクゼーションやマルアライメントを呈し，メカニカルストレスがかかった問題点に対してプログ
ラム立案し，介入した結果，痛みなくプレーが可能となった．
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【一般演題２―３】 
 

心理面への配慮に着目して介入した結果、 
回復停滞期を打開した左全人工膝関節置換術の一症例 

 
遠藤渉 菅原優帆 

 
社会福祉法人 恩賜財団済生会 北上済生会病院 リハビリテーション科 

 
【Key words：不安，意欲，傾聴】 

 
【はじめに】全人工膝関節置換術(以下 TKA)後の理学療法では，身体機能に主眼が置かれている介入の報告が
散見される．今回左TKAを施行し，術後早期は良好な経過を見せたが，術後2週より回復が停滞した症例を
担当する機会を得た．本症例の心理状況に配慮して介入した結果，回復停滞期を打開したため報告する． 
【症例紹介】70歳代女性，X日左TKA施行し，X+1日理学療法介入開始．X+2～16日，Numerical Rating 
Scale(以下NRS)は 9点から5点へと軽減し，Functional Independence Measure(以下 FIM)の移動項目は
1 点から車椅子にて 6 点へと向上した．介入開始時より意欲的な様子が見受けられ良好な経過を辿ったが，
X+17～19 日左膝関節痛の NRS が 5 点で停滞し，不安な表出が多く聞かれ意欲低下が見受けられるように
なった． 
【経過・結果】X+20～22日，不安感情を惹起している原因を推察するため，傾聴して介入した．すると入院
中の心理的ストレスを抱えていることに加え，出身が遠隔地であり郷愁に駆られていることや新型コロナウイ
ルス感染症により帰省が困難であることを聴取できた．傾聴的介入後のX+23日，NRSは 1～2点に改善し，
不安な表出が顕著に減少した．「歩行器があれば歩けると思います」とのことで，FIMの移動項目は歩行器歩
行にて6点となった． 
【考察】Morris らは，抑うつ・不安感情は，入院患者にとって疾患の回復を妨げ悪影響を与えると述べてい
る．本症例は，介入開始時は意欲的な訴えが多かったが，他患者と比較して焦りや不安を抱き意欲低下に繋が
ったと考える．そして活動の消極化により疼痛の軽減が停滞したと考える．今野は,傾聴により苦悩や混乱の鎮
静化,行動変容の支援などが期待でき，傾聴に支えられることで自己理解が始まり，「～したい」や「～を認め
よう」という気持ちが生まれてくると述べている．傾聴により，能動性向上の行動変容に寄与した可能性があ
り，それにより疼痛が軽減し回復停滞期を打開したと考える．本報告の限界として，内省以外に不安・抑うつ
に関する客観的な評価指標での効果検証ができていないため，客観性の担保が今後の課題である． 
【倫理的配慮】今回の発表に際し，本人に目的を書面と口頭にて説明を行い同意を得た． 
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【一般演題２―４】 
 

対数による予後予測法と当院回復期リハビリテーション病棟 
入院患者運動 FIM 実測値の比較 

 
堀内 涼太 田村 元 菊池 繁一 高橋 勇人 與羽陸 

 
盛岡医療生活協同組合 川久保病院 

 
【Key words：FIM，脳卒中，予後予測】 

 
【目的】臨床上リハを継続することにより，入院時に予測していた予後よりもさらにADLが改善すると
いう症例を経験することがある．Koyamaは，脳卒中（以下，CVA）による障害がどこまで回復するか
は，患者ごとに大きく異なる反面，回復の相対的な時間経過は類似していると述べている．本研究では，
Koyamaらによる対数を用いた式で算出した運動 FIM（以下，M-FIM）の予測値と，当院回復期リハビ
リテーション病棟に入院していた CVA 患者の M-FIM の実測値を比較し，当院の FIM 評価における
Koyamaらによる予測値の妥当性の検証を目的とした．なお本研究は倫理委員会からの承認を得ている． 
【方法】対象は，2020 年 4月から 2022 年 3月までに当院回復期リハビリテーション病棟に入院した
初発のCVA患者 39名（CVA再発・CVA以外の脳血管疾患例を除く）で，電子カルテを使用し後方視
的に抽出した．退院時の M-FIM 予測値が 13 点と最低点となるもの，満点（91 点）を超過するものは
除外し，29名を解析対象とした．年齢は 72.9±10.0 歳，男性 18名，女性 11名であった．Koyamaら
の対数を用いたM-FIM予測式は，「発症A日目の FIM総得点は FIM（A日）=βloge（A日）＋定数 に
近似する」ことを利用するもので，FIM得点変化ΔFIM＝βloge（B日）－βloge（A日）=βloge（B
日/A日），β=ΔFIM[loge(B 日/A日)]－1，発症X日における FIM予測値=FIM（A日）＋βloge(X 日
/A日)の計算式で算出される．M-FIM の得点は当院入院時，介入から 1ヶ月時点，退院時のものを使用
した．入院時と介入から 1ヶ月時点のM-FIM実測値から，退院時のM-FIMの予測値を算出し，退院時
のM-FIM の実測値と比較した．統計解析ソフトにはStatcel4 を用い，有意水準は 5％とした． 
【結果】カイ 2乗適合度検定を実施し，退院時M-FIM 予測値，実測値どちらも正規分布していないデー
タであった為，Spearman の順位相関係数検定を実施した．退院時M-FIMの予測値と実測値の間には有
意な相関があり，順位相関係数は rs=0.893 と強い正の相関がみられた． 
【考察】結果から，KoyamaらによるM-FIMの予測値は当院においてある程度の妥当性があると考えら
れる．一方で，患者層の特徴，高次脳機能，身体機能等のM-FIMの改善に影響しうる因子との関連性を
明らかにできなかったのは本研究の限界と考える． 
【まとめ】Koyamaらによる式を用いて予測値を算出することで，ある程度退院時M-FIM の予測が可能
なことが分かった．一方，患者の特徴や他の機能評価などとの関連性を明らかにするまでには至らなか
った．当院における予後予測の精度に影響する因子を検討していくことが今後の課題である． 
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【一般演題２―５】 
 

肘離断性骨軟骨炎に対しモザイクプラスティーを施行した 
中学野球選手への競技復帰へ向けた介入の一考察 

 
植村和真 松坂達也 高橋将也 高橋幸洋 

 
たかはし整形外科スポーツクリニック 

 
【Key words：腕橈関節，患部外機能，投球動作】 

 
【はじめに】肘離断性骨軟骨炎（Osteochondritis dissecans:以下OCD）に対しモザイクプラスティーを施
行した症例を担当した．本症例は，腕橈関節のマルアライメントや患部外機能低下の影響から投球動作不良を
認め，投球時の腕橈関節への圧縮剪断ストレスが加わりやすい状態であった．患部の治癒過程に合わせて理学
療法プログラムを立案し，介入した結果，術後6か月で競技復帰に至ったため，以下に報告する． 
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき本人，ご家族に目的や概要を説明し同意を得たものである． 
【症例紹介】15歳男性．硬式野球歴7年．競技レベルは全国大会レベル．ポジションはセカンド，右投右打．
中学での競技引退後，右OCDに対しモザイクプラスティーを施行．リハビリ目的にて当CLへ紹介受診とな
り，術後 35 日目より理学療法開始した．HOPE:高校入学と同時に競技完全復帰.初期評価，ROM：右肘関節
伸展－5°．アライメント：橈骨頭前方偏位．MMT：右肩甲骨内転，右肩甲骨内転・下制4．EPT右陽性．SLR
右 65°左 55°であった．投球動作はテイクバックでの肘下がり，後期コッキングから加速期での肘の突き出し・
ステップ側への重心移動の不足を認めた． 
【治療経過】骨軟骨柱の母床への生着過程に合わせ，術後プロトコルを作成し，術後 6 か月まで週 1 回介入
した．術後 3 か月までは肘関節可動域訓練・腕橈関節のアライメント修正，僧帽筋中部線維・僧帽筋下部線
維・前鋸筋のエクササイズ，下肢ストレッチ等を行った．術後4か月目から，主治医より投球開始許可の指示
が出たため，投球動作のチェックや修正を行った．その後，段階的に投球の強度を上げ，疼痛無く全力投球ま
で可能となった． 
【考察】本症例は,肘関節伸展制限,橈骨頭前方偏位を認めた．回内拘縮が生じると橈骨頭と上腕骨小頭の接触
面積は増大するが，接触圧も増大することに加え，橈骨頭の前外側偏位が定常化し，小頭への摩擦力や小頭
外側への接触力は増大すると言われている．また，下肢柔軟性・肩甲胸郭関節機能低下の影響でテイクバッ
クでの肘下がり，後期コッキングから加速期での肘の突き出し・ステップ側への重心移動の不足を認めた．
これらの影響により，投球時の腕橈関節への圧縮剪断ストレスがより加わりやすい状態にあったと推測し
た．この問題点に対して，治癒過程に合わせた肘関節への介入に加え，患部外機能，投球動作にも介入した
結果，早期競技復帰に至ったと考える．
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【一般演題３―１】 
 

当センターにおけるギラン・バレー症候群の臨床特徴と予後についての調査 
 

江口舞人 1） 佐藤英雄 1） 佐藤義朝 2） 

 
1）いわてリハビリテーションセンター（理学療法士） 
2）同施設（医師） 

 
【Key words：ギラン・バレー症候群（GBS），回復遅延患者，予後】 

 
【目的】我々は第 19 回日本神経理学療法学会学術大会において回復期のギラン・バレー症候群（Guillain-
Barre syndrome：以下，GBS）患者のmEGOS（Modified Erasmus GBS outcome score）と予後の関係
について報告した．今回はさらに幅広い予後因子を調査すると共に重症度と予後因子の関連について比較検証
を行うことを目的とした．                                                                                                                                                       
【方法】対象は2008 年 12 月～2021 年 10 月の間に当センターに入院したGBS 患者20例（男性12 例，
女性8例）とした．平均年齢は55.6±12.7歳（32歳～76歳）であった．間嶋らの基準より，発症後6ヶ月
以内にほぼ完全回復した7例を早期回復患者（以下，早期群），発症後6ヶ月を超えても完全回復しなかった
13例を回復遅延患者（以下，遅延群）に分類した．調査する因子としては，発症時年齢（早期群：55.3±8.8
歳，遅延群：55.7±14.3 歳），急性期の神経所見（極期の筋力低下の程度，人工呼吸器使用の有無，感覚障害
の有無，脳神経障害の有無，自律神経障害の有無），下痢の先行症状の有無とした．極期の筋力低下は歩行能
力との関連が多く報告されている大腿四頭筋とした．統計方法はMann-Whitney U検定，カイ2乗検定とし
た．また，極期及び発症後6ヶ月時の歩行自立度についても調査した． 
【結果】極期の筋力低下及び人工呼吸器の有無においては有意差（p＜0.01）を認め，脳神経障害の有無に関
しても有意差（p＜0.05）を認めた．一方で，発症時年齢，感覚障害の有無，自律神経障害の有無，下痢の先
行症状の有無は有意差を認めなかった．歩行自立度に関して，早期群の極期は7例中2例が独歩自立，3例が
介助歩行，2例が歩行不能であり，発症後6ヶ月時には全例が独歩自立であった．遅延群の極期は全13例が
歩行不能であり，発症後6ヶ月時は13例中5例が独歩自立，5例が歩行補助具を使用して自立，3例が介助
歩行であった． 
【考察】本研究では極期の筋力低下，人工呼吸器の有無，脳神経障害の有無の3項目で有意差を認め，尾花ら
の先行研究と同様であったが，発症時の年齢については有意差を認めなかった．このことは従来の報告でも多
い高齢者という因子が，予後に大きく関係していない可能性を示唆した．歩行自立度では遅延群の約8割が発
症後6ヶ月時に歩行自立に至っており，佐藤らの治療開始5～6ヶ月で筋力回復を認めてくる報告を支持する
結果となった． 
【倫理的配慮】対象者には本研究の目的と方法を十分に説明し同意を得た上で実施した．
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【一般演題３―２】 
 

装具療法を通して長下肢装具のカットダウンを検討した脳卒中片麻痺症例 
 

金野智志 及川真人 
 

東八幡平病院 リハビリテーション部 
 

【Key words：脳卒中，長下肢装具，カットダウン】 
 

【はじめに】近年，重度脳卒中者に対する長下肢装具を使用した立位・歩行練習の有用性が散見されている．
今回，左視床出血により，重度運動麻痺，感覚障害，高次脳機能障害を呈した症例を経験した．症例に対し，
長下肢装具を作製し，アプローチ経過の中で短下肢装具へのカットダウンを検討したので報告する． 
【症例報告】本症例は70歳女性．現病歴はX日に左視床出血，脳室穿破を発症し，保存的加療を受けX+20
日にリハビリ目的で当院入院となる．入院時の身体機能はBrunnstrom recovery stage：上肢Ⅱ-手指Ⅰ-下
肢Ⅱ．感覚は重度鈍麻．基本動作は全介助であり，Functional Independence Measure(以下，FIM）は21/126
点（運動項目13/91 点，認知項目9/35点）． 
【経過】介入当初の立位姿勢は体幹前傾，左側屈，右骨盤帯の後退，膝ロッキングが著明であり，立位保持困
難であった．これに対し，備品の長下肢装具を使用した立位練習や全介助歩行を実施し，X+84日には長下肢
装具を作製した．作成後のアプローチは膝関節継手を固定し，麻痺側下肢の支持性を確実にして立位，歩行練
習をする事で股関節周囲の筋収縮を促した．その後，長下肢装具を使用した歩行練習で体幹，股関節の伸展が
得られてきたタイミングで短下肢装具へのカットダウンを検討した．しかし，短下肢装具歩行では膝ロッキン
グが出現し，股関節機能の不十分さに加え，股関節と膝関節の筋活動のタイミングを学習する必要があると考
えた。そこで，X+129 日から膝関節継手の固定，外す事を繰り返す移行期間を設けた．移行期では膝関節の
不安定性が生じていたが徐々に安定し，X+145 日にカットダウンする，最終評価時（X+156 日）では 4 点
杖，短下肢装具を使用し，脇下介助歩行が可能となった．FIMは 77/126 点（運動項目57/91 点，認知項目
20/35点）と向上を認めた． 
【考察】本症例では長下肢装具を作製し，短下肢装具へのカットダウンを検討した．先行研究ではリングロッ
クを外す，固定を繰り返しチェックして移行期間を作る事を推奨している．本症例において，麻痺側下肢アラ
イメントを評価し，長下肢装具のリングロックを外す移行期間を約2週間設けた．これにより，短下肢装具へ
の円滑なカットダウンに繋がったと考える． 
【倫理的配慮,説明と同意】本症例発表はヘルシンキ宣言に従い，当病院長，及び所属長からの許可後，本人に
同意を得て実施した．
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【一般演題３―３】 
 

右麻痺および右上腕切断に対する歩行獲得の試み 
 

鈴木愛里沙 
 

栃内第二病院 
 

【Key words：上腕切断，脳梗塞，歩行】 
 

【はじめに】病前は既往歴に右上腕切断，右変形性膝関節症があるものの，家事や畑動作などを行うほど活発
的に生活を送っていた．今回，左脳梗塞を発症し，右側の安定性低下，膝関節の疼痛の憎悪を認めた．下肢だ
けでなく，全身的に治療介入することにより終日杖歩行自立まで改善がみられたため，以下に報告する． 
【症例紹介】基本情報:70 代女性．診断名:左脳梗塞．主訴:右膝が痛い．Need:杖歩行自立．Hope:歩行動作安
定．現病歴:令和 3 年 11 月 5 日に脳梗塞を発症し同日A 病院に入院．第 21 病日にリハビリ目的のため当院
入院となる．既往歴:右上腕切断，右変形性膝関節症． 
【評価】FIM:88点(運動項目：63点/認知項目：25点) ．VAS:安静時0荷重時5 ． 
筋緊張検査は腹筋群，右下肢に筋緊張の低下がみられた．杖歩行時に右下肢での筋出力が弱く Mst 時に膝関
節の疼痛とデュシャンヌ徴候が出現する．胸郭から体幹の伸展を介助することでデュシャンヌ徴候と疼痛が軽
減する． 
【結果】FIM:96 点(運動項目：68点/認知項目：28点) ．VAS:荷重時3歩行時に殿筋群や大腿四頭筋に筋出
力向上がみられ，Mst時に生じる疼痛とデュシャンヌ徴候の軽減がみられた． 
【考察】本症例は左脳梗塞により歩行困難となり，下肢の異常筋緊張や筋の短縮・萎縮による筋出力低下が歩
行時に疼痛が生じていると考えた．歩行時の安定性向上と膝関節の疼痛を軽減目的に，右麻痺・右変形性膝関
節症による皮膚・筋の短縮・萎縮の改善を行った．筋出力が発揮しやすいアライメントにて左右への重心移動
練習を行い，その結果，姿勢緊張が整い運動を通して下肢の安定性が改善したことで疼痛の軽減がみられたと
考えた．しかし，歩行時の疼痛軽減を認めたが，デュシャンヌ徴候が残存していた．文献では，上肢の筋が下
肢の筋へと張力や圧力などの活動を伝達することが報告されているため，上肢の動きも重要であると述べてい
る．本症例は既往で右上腕切断があるため正常動作での重心移動とは異なり右側への重心移動範囲が狭く，一
側に重心が乗り切れず歩行時のバランスが不安定となっていると考えた．そのため胸郭から体幹の伸展を促し
ながら歩行の重心移動を誘導し四肢・体幹を連動させた治療へと展開したことで，歩容の改善に繋がったと考
える． 
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,対象者に口頭及び文書で説明し同意を得た． 
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【一般演題３―４】 
 

介護スタッフに対する装具装着方法研修の開催 
～アンケート調査からみた理解度の確認～ 

 
及川 将憲 金野 智志 及川 真人 

 
東八幡平病院 リハビリテーション部 

 
【Key words：回復期リハビリテーション病棟，装具，研修】 

 
【はじめに】回復期リハビリテーション病棟において，入院患者の早期離床やADL 再獲得を目標に，介護ス
タッフが起居・移乗に介入する機会は多い．その際，脳血管障害や圧迫骨折の患者には，下肢装具やコルセッ
ト(以下，装具)を装着して行う事となる．今回，介護スタッフより装具の装着方法について研修の希望が挙が
り，装具装着方法についての研修を行った．研修前後にアンケートを取り，理解度について調査したので以下
に報告する． 
【方法】対象は，研修に参加した介護スタッフ 17 名(准看護師 1 名，介護福祉士 4 名，看護助手者 12 名，
平均年齢 37.9 歳，平均経験年数 16.6 年，平均当院在籍年数16.5 年)であった．研修前に【設問1:装具装着
方法の悩みの有無，設問 2:装具特性理解，設問 3:コルセット装着方法の悩みの有無，設問 4:コルセット特性
理解】について調査した．また、研修後に【設問1:装具・コルセットの特性理解，設問2:装着方法の理解度，
設問 3:今後の実践可否，設問 4:その他要望】を記載してもらい，各設問について集計を行った。尚，本調査
は，所属長の許可を得て実施した． 
【結果】研修前アンケートの結果は，【設問1:頻回に悩む2名，時々悩む9名，あまり悩まない5名，悩まな
い1名，設問2:出来ていない4名，どちらでもない8名，出来ている5名，設問3:頻回に悩む3名，時々悩
む8名，あまり悩まない4名，悩まない2名，設問4:出来ていない5名，どちらでもない7名，出来ている
5名】であった．研修後アンケートの結果は，【設問1:まずまず理解出来た3名，理解出来た14 名，設問 2:
まずまず理解出来た3名，理解出来た14名，設問3:実践できる17名】であった． 
【考察】今回のアンケート調査から，装具の装着方法に悩みを持っている介護スタッフが一定数存在する事が
わかった．また，研修後に理解が促進し，今後の業務で実践できるとの回答も多かった事から，研修は一定の
効果があったと考えられる．病院内で患者と多く接する介護スタッフが装具の特性と装着方法を理解し実践す
ることで，患者のADL 向上やスタッフの介護負担軽減に繋がると考える．今後の要望として重度運動麻痺者
の介助方法についての研修希望が挙げられた．今後，希望内容に沿った研修開催を検討していきたい．
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【一般演題４―１】 
 

右皮質下出血症例に対する理学療法の一例 
～脳画像から障害を予測して～ 

 
木村実成 

 
宮古第一病院 リハビリテーション部 理学療法科 

 
【Key words：脳画像，障害予測，神経機構】 

 
【はじめに】リハビリテーション領域でも脳画像が重要視され治療戦略の一助として利用されている．今
回，脳画像から障害を予測し神経機構を踏まえ介入した結果，屋外歩行の獲得まで至った為，理学療法の一
例を報告する．ヘルシンキ宣言に基づき，対象者，施設長に主旨を説明した上で同意及び了承を得た． 
【症例紹介】70歳代男性．診断名，右皮質下出血．既往歴は，左視床出血．第17病日当院回復期リハビリテ
ーション病棟へ転院．転院初日に撮影された脳画像にて，右大脳皮質運動4・6野に病巣を認めた． 
【入院時評価】12段階式片麻痺機能評価（以下12Grade）下肢左右共に8，Modified Ashworth Scale（以
下MAS）右股2/膝1+/足1+，左1/0/1，Functional Assessment for Control of Trunk（以下FACT）評
価困難，Functional Balance Scale（以下FBS）1/56 ，基本動作全て介助，Barthel Index（以下BI）
10/100． 
【方法，経過】脳画像から右大脳皮質運動6野及び内側運動制御系機能障害を予測し神経機構を踏まえ，基本
動作の獲得を目標に介入した．初めに，鏡前姿勢修正にて腹側運動前野の賦活，反復した基本動作及び床上
動作訓練にて延髄網様体，視蓋脊髄路の賦活を図った．第31病日座位保持，介助歩行が可能となった．内側
運動制御系と関連のある先行随伴性姿勢制御は一側上肢での強い把握では減弱するとされている為，両上肢
介助歩行を行った．第53病日フリーハンド（以下FH）歩行が可能となった．頭頸部動作・視線変更時著明な
ふらつきがみられていた為，パピーポジション，ローリングにて姿勢反射の賦活を図った．聴覚刺激による
外発性随意運動系を利用し，下肢交互性の改善を図った．第96病日FHでの速歩，第119病日坂路を含む屋外
FH歩行が可能となった． 
【結果】12Grade下肢左右共に10不十分，MAS下肢右1/1/1+，左0/0/0，FACT18/20，FBS38/56 ，
基本動作自立，BI100/100． 
【結語】本症例において，脳画像から障害を予測し神経機構を踏まえ介入した結果，屋外歩行の獲得にまで
至った．脳卒中患者の基本動作を獲得する上で，脳画像を利用することは有用である可能性が示唆された．



 41 

【一般演題４―２】 
 

立位で増強する麻痺側内反足に対し, 
体幹・非麻痺側への介入が立位改善に繋がった一症例 

 
土石優希 

 
盛岡つなぎ温泉病院 

 
【Key words：立位，過剰努力，内反足】 

 
【はじめに】脳卒中患者における痙縮の要因の一つに中枢神経系からの抑制性下行運動路の影響がある．今回，
脳幹梗塞により立位で麻痺側内反足がより著明となる症例に対し，麻痺側への介入に加え，体幹・非麻痺側の
過剰努力軽減を図ったところ，立位が改善したため以下に報告する． 
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき，ご家族に目的や概要を説明し，書面にて同意を得ている． 
【症例紹介】61歳男性，脳幹梗塞(BADtype)による重度右片麻痺．BRS:上肢・手指Ⅰ下肢Ⅱ．認知機能:良好．
感覚:軽度鈍麻，足部は触刺激に対して過敏．立位姿勢:重度介助．麻痺側肩甲骨周囲の筋緊張低下にて肩甲骨
下制と亜脱臼が生じ，腹部・麻痺側腰背部筋緊張低下により骨盤後傾・麻痺側下制，体幹屈曲位，麻痺側内反
足が著明．非麻痺側股関節屈曲・内転位で後方重心となり非麻痺側腰背部過緊張，非麻痺側優位で足趾伸展位
となる． 
【治療・経過】初期では足底からの感覚入力と下肢装具を使用して荷重練習を実施し，短下肢装具使用下で立
位が軽介助で可能となったが，非麻痺側後方重心，過剰努力となり麻痺側内反足の増強を認めた．そこで寝返
りを通して骨盤と体幹の分節的な動きの確認，端座位では非麻痺側への重心移動の安定性限界の確認と腰椎骨
盤リズムを意識した抗重力伸展活動促通，立位では鏡を用いて足部の位置・体幹正中線の確認を共有した上で，
非麻痺側支持活動にて無意識下の運動制御を促通し，過剰努力の軽減を図った．退院時は立位・四脚杖歩行と
もに可能となった． 
【考察】脳卒中治療ガイドライン2015より発症後早期からの座位，立位，装具を用いた歩行トレーニングを
行うことが勧められていることから，麻痺側下肢筋活動促通のため感覚入力と荷重練習を実施した．しかし，
本症例は非麻痺側優位の努力的な動作を生じやすく，麻痺側内反足が著明にみられた．相反神経支配機構から
みた身体部位の関係性では近位部は安定性，遠位部は運動性に働くことから，体幹の筋活動を促通し，非麻痺
側の過剰努力を抑制するよう介入した．これらにより網様体脊髄路が賦活され，非麻痺側過緊張で固定的な動
作が改善し，麻痺側内反足が減少したことで，麻痺側下肢の支持性向上につながったと考えた． 
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【一般演題４―３】 
 

臥床期間が長期化し全介助となった急性脳炎の自立歩行を獲得した一症例 
 

北田佳奈 1） 中村一葉 1） 佐藤英雄 1） 森潔史 2）	
 

1）いわてリハビリテーションセンター（理学療法士） 
2）同施設（医師） 

 
【Key words：急性脳炎，長期臥床，ボディーイメージ】 

 
【はじめに】急性脳炎発症後，全身状態の悪化により人工呼吸管理に至り，回復期リハビリテーション病棟へ
転院後も合併症により臥床期間が長期化した症例に対し，ボディイメージの再構築に着目し介入した結果，自
立歩行に至った経過とその考察について報告する． 
【症例紹介】60 歳代男性．診断名は急性脳炎．インフルエンザワクチン接種後に熱発し全身状態が急速に悪
化，8 病日に前医受診となった．16 病日に肺炎を併発し人工呼吸管理となり 21 病日に離脱したが，意識障
害，四肢筋力低下が遷延し，48病日に当センターへ転院となった．病前のADLは全て自立していた． 
【経過】当センター入院時 JCSは2，筋力は両上下肢1～2であり基本動作は全介助であった．尿道カテーテ
ル留置，起立性低血圧，体動時の腰痛，耐久性の低下に加え，53病日に急性胆嚢炎の併発により3日間絶食
となるなど離床が困難な状態だった．60 病日に胆嚢炎の症状軽快し車椅子乗車を開始，離床時間と意識状態
は徐々に改善傾向となった．姿勢や動作の特徴として腹圧を高めにくく代償固定を強めたパターンが観察され
「自分で動いている感じがしない」との発言もあった．そこで寝返りや腹臥位，四つ這い等の基本動作の誘導
を通し支持面の知覚や正中軸の獲得を促すことを重点的に実施，継続した結果動作の円滑さが改善し，能動的
に動く機会が増加した．並行して立位歩行練習を段階的に進め，最終評価時は両下肢筋力4～5に改善，屋外
ノルディックポール杖歩行やADLが自立し163病日で自宅退院となった． 
【考察】主治医の所見により脳炎の病態は白質病変や脳萎縮の所見なく，炎症症状は自然治癒を辿り良好な経
過であった．加えて長期臥床による廃用を改善できたことが，自立歩行に至った要因と考えられる．一方で本
例はベッド上安静により，限定された空間で能動的に動き知覚する機会が限られ，固定的な動作パターンとな
っていた．早期より寝返り，腹臥位，四つ這いといった床上動作を通し，体性感覚や視覚，前庭覚情報を統合
しボディイメージを再構築する経験を能動的に行えるよう誘導，支援したことが，安定した自立歩行の獲得に
寄与したと考える．小澤らはボディイメージの再構築には，視覚系や固有感覚性の情報の統合と能動的な活動
の経験が重要としており，本例はその重要性が確認できる経過であった． 
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言を順守し，本症例に研究の趣旨を説明し同意を得た．



 43 

【一般演題４―４】 
 

当院回復期リハビリテーション病棟退院者の生活状況の傾向について 
～退院後調査のデータを用いた検討～ 

 
斎藤 直実 中澤 朱音 菊池 渉 田中 千夏 小向 邦明 千葉 大祐 井手 葵 

佐々木 涼太 野宮 智行 中村 徹 長谷川 警二 吉田 雄吾 小林 和浩 三浦 正徳 
 

南昌病院 
 

【Key words：退院後調査，家庭での活動，外出】 
 

【はじめに】当院では回復期リハビリテーション病棟から自宅退院した方を対象に，退院3ヶ月後に退院後の
生活状況についてアンケート調査を実施している．退院後の生活状況の違いの要因の１つとして介助の必要性
の有無が関連するのではないかと考え，今回アンケートの内容をもとに，介助が不要な方と介助が必要な方の
家庭での活動，外出の違いを検討した． 
【方法】対象は，令和3年 4月1日～11月31日に当院回復期リハビリテーション病棟から退院し，アンケ
ートの協力を承諾した56名中，回答があった43名（男性18名，女性25名，平均年齢72.2 歳，脳血管疾
患 29 名，運動器疾患 10 名，廃用症候群 4 名）とした．方法は，家族からの介助が不要な者 18 名(以下 A
群)，介助が必要な者25名(以下B群)に分類し，アンケート項目の中の①家庭での活動頻度，②家庭での活動
内容，③外出頻度，④外出目的について比較検討した．クロス集計を用いてχ2検定を行い，有意水準はP<0.05
とした．またB群については，⑤家族からの介助の内容の傾向をみた．統計処理には IBM SPSS Statistics20.0
を使用した． 
【結果】①家庭での活動頻度は，A群が頻繁にあり(66.7％)，時々あり(22.2％)，なし(11.1％)，B群が頻繁
にあり(12％)，時々あり(52％)，なし(36％)だった．②家庭での活動内容は，A群が掃除(72.2％)，食事の準
備(61.1％)，洗濯(55.5％)，B 群が洗濯(28％)，食事の準備(24％)，掃除(20％)の順だった．③外出頻度は，
A群が頻繁にあり(38.9％)，時々あり(55.6％)，なし(5.6％)，B群が頻繁にあり(40％)，時々あり(48％)，な
し(12％)だった。④外出目的は，A 群が買い物(77.8％)，通院(38.8％)，散歩(27.7％)，B 群が通院(40％)，
介護保険サービスの利用(36％)，買い物(28％)の順だった．有意差がみられた項目は，①家庭での活動頻度，
②家庭での活動内容の食事の準備，掃除，④外出目的の買い物だった．⑤家族からの介助の内容は，外出(60％)，
内服管理(52％)，着替え(44％)の順だった． 
【考察】自立している方は，家庭での活動頻度が多く，買い物を目的とした外出が多い．介助が必要な方は，
家庭での活動頻度が少なく，通院や介護保険サービスの利用を目的とした外出が多い傾向にあった．自立して
いる方は，家事などの役割を日常的に担うなど主体的に外出している可能性がある．一方，介助が必要な方は，
家庭での活動や外出の選択肢が狭まる可能性があると考える．今回の調査では，傾向を捉えることにとどまり，
詳細を明らかにできなかった．今後アンケートの内容や方法を再検討し，実態を明らかにしていきたい． 
【倫理的配慮】本研究は当院の倫理委員会の承諾のもと調査・研究を行った．
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【一般演題５―１】 
 

東日本大震災後の岩手県における訪問リハビリテーション振興財団活動報告 
 

山本喜文 
 

一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団 
宮古・山田訪問看護ステーションゆずる 

 
【Key words：東日本大震災，訪問看護ステーション，地域包括ケアシステム】 

 
【はじめに】東日本大震災後の2011年12月，東日本大震災特別区域法が成立後，3協会（日本理学療法士
協会，日本作業療法士協会，日本言語聴覚士協会）が協働し，訪問リハビリテーション振興財団が設立された．
当事業所は 2013 年 4 月に開設し，2021 年 4 月に特別区域法が終了となり訪問看護ステーションへ移行し
た．今回は，開設し9年が経過した当事業所の活動報告を行う． 
【事業所紹介】事業所の「ゆずる」という名称は，津波で亡くなった山田町出身の理学療法士，加藤譲さんの
名前に由来している．リハビリテーション専門職は全国から集まっており，常勤6名（PT2名，OT2名，ST2
名）中，県内出身者は2名のみである．宮古市は岩手県で一番広い市であり，事業所を中心として半径約40-
50 ㎞圏内を訪問している．また，宮古圏域の医師数は岩手県でも最小レベルであり，医療資源に乏しい地域
である． 
【訪問業務】広範囲の地域を訪問しており，市から離れた医療資源の少ない地域へも訪問看護を提供している．
現在の利用者数は 128 名，依頼のある居宅介護支援事業所は 26 か所，医療機関は 27 施設（医師数 46 名）
に及び，多くの施設に依頼をいただいている．訪問看護ステーションへ移行したことにより，医師の指示のも
と，医療保険での訪問が可能となった． 
【訪問業務以外の活動】訪問業務の他に，地域ケア個別会議や宮古市地域包括支援センター運営協議会，宮古
地域医療と介護の連携委員会等，地域の会議へ参加している．宮古市では，市主催の介護予防事業へ講師派遣
を行っている．山田町では，訪問型サービスＣや地域介護予防活動支援事業の事業委託を受けている．また，
開設当初よりリハビリテーションの啓発を目的に「ゆずる通信」を毎月発行しており，2022 年 5 月で 100
号を迎える． 
【まとめ】震災後に設立された当事業所は，特区の終了と共に訪問看護ステーションへ移行した．医療資源が
少ない地域において，広範囲の訪問業務や，宮古圏域の介護予防総合事業等の訪問業務以外の地域活動を行う
ことで，地域包括ケアシステムにおける地域住民にとって欠かすことのできない事業所となっている． 
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【一般演題５―２】 
 

当法人看護・介護従事者における腰痛実態と日常生活障害の関連 
―Roland Morris Disability Questionnaire を用いた横断研究― 

 
谷藤 亜沙美 1） 菊池 賢汰 2） 鈴木 貴大 1） 中里 好伸 3） 細川 紘葵 3） 千葉 正毅 4） 

 
1）医療法人日新堂八角病院 
2）岩手リハビリテーション学院 
3）介護老人保健施設ケアホームやすみ 作業療法士 
4）介護老人保健施設ケアホーム川口 作業療法士 

 
【Key words：腰痛，RDQ，介護知識】 

 
【目的】本研究の目的は看護・介護従事者の腰痛実態と日常生活障害の関連を明らかにし，腰痛発生率の減
少に寄与することである． 
【方法】対象は，当法人の3施設に勤務する看護・介護従事者113名（男性27名，女性86名，38.7±12.5
歳）とした．除外基準は介護業務を実施しない役職者，外来担当者，妊産婦，休職者とした．対象者は，腰痛
実態の把握を目的とした腰痛実態調査票と，腰痛による日常生活の障害度を評価できる Roland Morris 
Disability Questionnaire（以下，RDQ）に記載した後，Finger Floor Distance（以下，FFD）を測定され
た．腰痛群と非腰痛群に群分けし，介護動作時の腰痛に影響する因子について，AIC基準による多重ロジステ
ィック回帰分析を用いて調査した．統計解析には，R.4.0.2（CRAN.freeware）を使用し，有意水準は5％と
した． 
【結果】尤度比検定の結果は，p<0.01 で有意であり，RDQ（オッズ比：0.28），介護知識（オッズ比：0.44）
が選択された． 
【考察】介護動作時の腰痛の有無に影響する因子として RDQ 及び介護知識が選択された．RDQ の総得点が
高いものは，日常生活での不良姿勢や習慣的な動作パターンにより，慢性的に椎間板や椎間関節等，腰部周囲
組織の負荷が増大している可能性が考えられる．よって姿勢や動作パターンについて詳細な評価を行うことで，
介護動作時の腰痛軽減に寄与できる可能性がある．また介護知識には，介護動作や動作環境も含まれ，これら
が介護動作の技術に影響している可能性が考えられる．よって，腰部に負担の少ない動作方法を習得すること
で腰痛予防や軽減に寄与できる可能性があると考える． 
【まとめ】介護動作時の腰痛には，RDQ と介護知識が影響している可能性が示唆された．このことから，姿
勢や動作に対するアプローチ，ならびに腰部に負担の少ない介護動作指導をすることで看護・介護従事者の腰
痛予防に寄与できると考えた． 
【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，対象者に十分な説明を行い同意を得て実施し
た． 
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【一般演題５―３】 
 

身体機能を反映するフレイル評価の検討 
 

宮田悠里 
 

盛岡市立病院 
 

【Key words：フレイル，J-CHS基準，KCL】 
 

【はじめに】フレイルの概念には，適切な介入により再び健常な状態に戻りうるという可逆性があり，フレイ
ルを予防もしくは早期発見することで，要介護者の発生予防に繋がるといわれている．フレイルの評価には，
国際的にCardiovascular Health Study(CHS)が広く用いられてきたが，近年，わが国で妥当と考えられる基
準値に修正した日本版CHS基準(J-CHS基準)が作成された．また，二次予防事業対象者を選定するために作
成された，基本チェックリスト(KCL)は，CHSと高い関連を認めたという報告がある．そこで，当院の廃用リ
ハビリ患者に，J-CHS基準とKCLにてフレイル評価を行い，理学療法評価結果との関係を検討する． 
【方法】対象は，廃用症候群の診断名がついた 75 歳以上の入院患者 31 名(男性 8 名，女性 23 名，年齢
84.6±5.3歳)である．退院時に，J-CHS基準とKCLの評価を行い，さらに，理学療法評価として，筋力，筋
パワー，立位バランスを計測した．筋力は，ハンドヘルドダイナモメーターによる椅子座位下腿下垂位での等
尺性膝伸展筋力の計測，筋パワーは，5回立ち座りに要する時間の計測，立位バランスは, TUGの計測を行っ
た．統計学的検討として，2種類のフレイル評価ごとに「フレイル」「プレ・フレイル」と判定された 2群間
の理学療法評価結果をMann-Whitneyの U検定で比較した(有意水準5%)． 
【結果】J-CHS基準では「フレイル群」19名(61.3％) ，「プレ・フレイル群」11名 (35.5%)，「ノーマル群」
1 名(3.2%)であった．KCL では同様に，21 名(67.7%)，8 名(25.8%)，2 名(6.5%)であった．「フレイル群」
「プレ・フレイル群」の理学療法評価結果を比較すると，J-CHS基準において，「フレイル群」の方が，歩行
速度，筋パワー，立位バランスが低かった(p<0.05). KCLでは有意差は得られなかった． 
【考察】結果より，J-CHS基準で「フレイル群」「プレ・フレイル群」において歩行速度，筋パワー，立位バ
ランスで有意差が得られ，評価時の身体機能をより具体的に示すことが可能と考えられた．一方，KCLは，移
動機能や栄養状態，認知機能等，多面的な評価を可能とし，多職種での介入に有効と考えられる．以上より，
当院の廃用リハビリ患者に対し，J-CHS 基準を用いフレイル状態を把握することで，身体機能に対する適切
な介入が可能になると考えられる． 
【倫理的配慮】本研究は，対象者に事前に書面・口頭にて十分な研究説明を行い同意を得ている． 
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【一般演題５―４】 
 

八幡平市におけるシルバーリハビリ体操指導者フォローアップ事業の検討 
 

三浦祐嗣 井上芳和 中村圭祐 及川将憲 川又涼 及川真人 藤原瀬津雄 
 

東八幡平病院 地域リハビリテーションセンター 
 

【Key words：介護予防，地域連携，健康増進】 
 

【はじめに】2021 年 11 月に八幡平市においてシルバーリハビリ体操 3 級指導者講習会が初めて開催され
た．講習会の後方支援にあたり，月1回開催されている「シルリハ八幡平」の定例会に参加し，定例会内にお
いてフォローアップを検討した．今回，アンケート調査を実施し、フォローアップ内容を検討したので，現状
について報告する． 
【方法】アンケートは「シルリハ八幡平」定例会内にて，指導者12名にアンケートを実施した．設問は問1
フォローアップ頻度，問 2フォローアップ内容，問 3体操に関するフォローアップ必要箇所，問 4 その他に
ついて聴取を行った．問 1は[月 1 回以上，月1回，2 ヶ月に1回，3 ヶ月に 1回，半年に 1回，必要無し]
を用意し，問2から問4までは自由記載とした． 
【結果】アンケートの回収率は100%であった．問1については2か月に１回：6名，3か月に1回：3名，
半年に1回：3名であった．問2については，時間配分や伝えるべきポイント，疼痛や禁忌についてフォロー
アップして欲しいとの回答があった．問3に関しては体操の説明や復習，環境の変化への対応や回数などにつ
いて回答があった．問4として，定例会の定期的参加，体操の確認や組み立て，マニュアル作成，発声，摂食
嚥下の復習が聞かれた． 
【考察とフォーアップの現状】結果より，フォローアップ頻度に関しては年 2，3 回が望ましいと考えたが，
顔の見える関係づくりを重視し，現在は月に１回定期的に定例会へ参加している．参加をする中で，問 2、3
における体操の復習等を実施している．今後，ニーズにある発声，摂食嚥下に関しても当院のSTと連携して
いきたい．今後の展望として，盛岡北部圏域内各市町の高齢化率の上昇が挙げられており，介護予防はますま
す重要になると考える．今後，岩手県リハ支援センター，行政，各市町内のセラピストとの連携，協働の場を
検討していき，他市町と共に介護予防事業を推進していきたい． 
【倫理的配慮】本調査は当院の所属長の承認及び，八幡平市地域包括支援センター保健師の了解を得て実施し
た．また，指導者へ，定例会内にてアンケート調査の趣旨について説明し，了承を得て解答を頂いた． 
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【一般演題５―５】 
 

私なりの理学療法の探究と実践 
～2 年目理学療法士が考える理学療法との向き合い方～ 

 
髙橋 和 菅原 優帆 

 
北上済生会病院 リハビリテーション科 

 
【Key words：理学療法，意義，自己探求】 

 
【目的】日本理学療法士協会の理念に，真に求められる理学療法科学の探求と創造，そして自らの技能と資質
の向上に努力するとあり，理学療法の探究と実践の重要性が叫ばれている．田中は行為・知識・心からなる自
己探求モデルを提唱している．行為(探究・実践)を行うには知識が必要で，それを遂行する心(探究心)が必要
であるとしており，心に向きあい明確にする自己探求が重要であると考える．しかし現状は，勉強会など知識
や技術を得る機会は多いが，心に向きあい探究することの意義について考える機会は少ないように思われる．
今まで臨床・学術・人間性を軸に理学療法と向き合ってきたが，そもそもなぜその行動を起こすのか，理学療
法を探究する意義について向き合う機会を得たため以下に報告する． 
【方法】①自己年表の作成(人生における出来事や取り組み事項等を書き出し，契機や感情を記入する．なぜ理
学療法士になろうと思ったのか，探究したいのか振り返る) ．②マインドマップの作成(①から得られた目標・
目的に対して，現在の行動内容はどのような意義を持つのか整理する) ． 
【結果】①より，幼少期に見守り支えてくれた地域の人に恩返しがしたいという思いから理学療法士を目指し
た．②より，患者さんの笑顔という目的に対して，現在行っている取り組みを挙げ，それらを人間性，臨床で
の知識・技術，学術活動，環境づくり等に分類した． 
【考察】自身のルーツに立ち返り，質の高い理学療法を提供し結果を出すことが患者さんの笑顔に繋がるため，
私は理学療法を探究・実践するのだと再認識できた．また，行動の意義を明確にすることで探究・実践のため
の最適な行動を考え，選択するきっかけになったと考える．やり方のみではなく，あり方について見直すこと
が理学療法に向きあい，探究と実践を行っていく上で重要と考える． 
【まとめ】理学療法を探究・実践することは理学療法士の理念であり，行動に移すには探究心が必要である．
見守り支えてくれた地域の人に恩返しをするために理学療法への探究心を持ち，人間性，知識・技術，学術活
動，環境づくり等に関する取り組みを行っている． 
【倫理的配慮】本発表は個人情報を含んでおらず，所属長の承認を得た．
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【一般演題６―１】 
 

脳卒中再発者の移動能力改善に向けた当院通所リハビリテーションの関わり 
 

藤岡 求（PT） 栃内 秀士（DR） 佐藤 秀則（PT） 
  高間木 悦子 猿舘 恵 千葉 めぐみ（NRS） 

 
とちない脳神経外科クリニック 

 
【Key words：脳卒中再発者，チームアプローチ，発話練習】 

 
【背景・目的】急性期医療の進歩，早期リハビリ効果は脳卒中生存率，在宅復帰率を向上させた．一方，急速
する超高齢化社会において，脳卒中再発率は，発症後4年で25％，10年で約50％である．脳卒中再発例では，
両側性運動機能障害や高次脳機能障害例を認める．加齢変性に伴う認知機能・呼吸循環能低下，筋・骨格変性
等，対象者の臨床像は一層複雑化した印象を受ける．今回，当院通所リハビリテーション（以下，通所リハ）
再開後の脳卒中再発者2例に対し，発声・発話訓練の自主訓練を取り入れ介入した．移動能力に改善が見られ
た．若干の知見を得たので以下に報告する． 
【対象・介入】対象：脳卒中再発後，在宅復帰した利用者 2 名．年齢 80 代．介護度：要介護 2～3．両者歩
行器監視～介助にて移動．構音障害，失語症合併．ADL全般的監視～介助レベル．介入：2022年 1月～4月
（週１回～２回）個別機能訓練の他自主訓練に発声・発話訓練導入．チーム内で移動介助等検討し実施． 
【結果】歩行スピードの改善．突発的な行動の減少．利用時間でのリハスペース内の移動の円滑性改善．人・
空間認知の改善認めた． 
【考察及びまとめ】通所リハ再開者2例に対し，提供内容の検討を図った．脳卒中再発例は発症前と比較し認
知・覚醒水準の低下，運動能力低下に伴うADL の低下を招いていた．両例共，移動能力の低下に加え，構音
障害や失語症によるコミュニケーション障害を呈していた．左記を有する症例は外部環境の制約を受け，視覚
的優位に陥りやすい．移動に伴う「行動の適切さ」が破綻していたと推察された．今回，発話・発声訓練を通
じ，頭頸部のコントロールを図り，姿勢・運動制御に必要なコア・スタビリティを活性化することを期待した．
結果，移乗含む移動時の改善を認めた．又，周囲との適応が図れるようになり，行動変容に変化が見られた． 
【倫理及び説明と同意】今回の研究において，ヘルシンキ宣言に基づき，個人情報保護について十分説明し，
同意を得た．本研究を行うにあたり当院倫理委員会の承認を得た．
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【一般演題６―２】 
 

岩手県沿岸部唯一の回復期リハビリテーション病棟の2021年度実績報告 
 

木村実成 五戸晋太郎 
 

宮古第一病院 リハビリテーション部 理学療法科 
 

【Key words：過疎地域，医療資源不足，回復期リハビリテーション病棟】 
 

【はじめに】宮古第一病院（以下当院）は，現在岩手県沿岸部に唯一，回復期リハビリテーション病棟を有
する病院である．また当院から最も近い回復期リハビリテーション病棟を有する病院は，道路距離で80km
以上離れており，車で1時間以上かかる．岩手県宮古市の高齢化率は令和3年38.9％で岩手県平均より高値を
示し，人口は令和3年に5万人を下回り過疎化が進んでいる．令和2年岩手県の医師偏在指標は172.7であ
り，都道府県別で最も低く，宮古市においては医師少数区域に指定されている．さらに保健医療職，介護職
の人材，診療所も不足している．高齢・過疎化及び医療・介護資源に乏しい当地域における2021年度当院回
復期リハビリテーション病棟の実績を報告する．ヘルシンキ宣言に基づき，施設長に主旨を説明した上で同
意及び了承を得た． 
【病院紹介】2022年度現在，当院は，療養病棟（70床）と回復期リハビリテーション病棟（78床）を有
し，居宅介護支援事業及び訪問リハビリテーションを行っている．回復期リハビリテーション病棟は，入院
料4，脳血管疾患等，運動器，廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）で，365日リハビリテーションを提供
している．在籍セラピストは66名（PT37名，OT24名，ST5名）で，スタッフは岩手県のみならず北海道や
山口県など全国から集まっている．2003年から宮古地域リハビリテーション広域支援センターの指定を受け
ており，リハビリテーション職向けに講習会を開催，また介護予防事業などに参加している．また，2022年
度からドライビングシミュレーターを用いた自動車運転再開支援を行う予定である． 
【回復期リハビリテーション病棟実績】重症者割合は60.4±10.2％で，過半数が重症者にも関わらず，在宅
復帰率は82.9±5.6％であった．重症者改善割合は63.5±11.8％で，重症者の過半数が基準値を超えていた．
実績指数は4～9月6か月間34.7，10～3月6か月間35.1であった． 
【まとめ】岩手県沿岸部に唯一の当院回復期リハビリテーション病棟は，医療・介護資源が不足している地
域にありながら，多数のセラピストを有しリハビリテーションを提供している．入院患者の過半数が重症者
であり，その過半数に改善がみられた．また，地域広域支援センターとして，地域リハビリテーションの啓
発や発展に努めている．当院では，青春をモットーに明るく前向きなリハビリテーションを常に心がけてい
る．今後とも，地域住民にとって欠かすことのできない病院になるよう取り組んでいく． 
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【一般演題６―３】 
 
脳梗塞により覚醒度低下を呈し、ADL 全介助となった症例に歩行練習を実施した一例 

 
成田佳穂 澤口裕樹 

 
医療法人謙和会 荻野病院 

 
【Key words：覚醒度，ADL，歩行訓練】 

 
【はじめに】今回，広範囲の脳梗塞により覚醒度の低下が見られ，ADL全介助となった症例に介入した．歩
行練習を行い覚醒度が向上し，朝夕のADL訓練の参加に至った為以下に報告する． 
【倫理的配慮】発表に際し，当院長の許可を得た上で個人情報の使用を対象者に口答及び文章にて説明し同意
を得ている． 
【症例紹介】70代，男性．脳梗塞と診断(脳幹部・小脳領域) ，JCS-300，四肢弛緩性麻痺．FIM18点．病
前，既往の右麻痺あるも屋外独歩可能，整容一部介助． 
【目標】短期目標，覚醒度・頚部体幹四肢の筋緊張の向上．長期目標，座位耐久性・移乗能力の向上． 
【経過】X+26病日，リクライニング車椅子移乗全介助．骨盤固定不十分の為，体幹・頚部保持不可で要ポ
ジショニング．X+35病日，傾斜台使用し立位保持実施．移乗時に下肢筋活動あり．声掛けに反応あり，簡
単な指示理解可能で発話あり．X+48病日，前傾介助にて起立可能．全介助にて歩行練習実施．普通型車椅
子に変更．X+60病日，起居指示理解良好，協力動作あり．下肢支持性向上し，移乗ステップあり．X+90
病日，骨盤支え介助にて端坐位可能．トイレ誘導実施．X+118病日，車椅子にて夕の経鼻経管栄養実施． 
【結果】最終評価(X+132病日)JCS:3-10．MMT3以上．Br,stage:右上下肢Ⅴ，左上下肢Ⅳ．失調:体幹，
右上下肢．車椅子座位姿勢:普通型車椅子自立．端坐位姿勢:ポジショニングし短時間保持可能．立位姿勢:腋
窩介助にて保持可能．起居動作:軽介助．移乗動作:腋下介助にて方向転換可能．コミュニケーション:短文の
理解良好，単語の表出可能．FIM:23点(移乗・理解3点，表出2点) ． 
【考察】抗重力刺激や体性感覚の入力が動作の発動性に繋がることやKAFOを用いた訓練により，麻痺側下
肢の筋活動を促す報告あり．結果，覚醒度・移乗能力が向上し，トイレ誘導開始．入浴も特浴から普通浴に
変更．座位耐久性も向上し経鼻経管栄養を車椅子にて実施可能．コミュニケーション能力も改善し，離床中
スタッフと談笑する場面あり．脳画像から意識障害は軽度との所見あり，合併した水頭症・廃用からの意識
障害・錐体路圧迫による麻痺症状と推察．上半身挙上により脳浮腫の改善が期待されるとの報告もあり，リ
クライニング車椅子離床により脳浮腫が軽減し刺激入力により脳幹部の活性化に繋がったと推察．歩行練習
にて刺激入力・筋活動誘導を図り，体幹動揺減少や移乗時ステップが出現．本症例を通し，積極的な体性感
覚入力・他職種との情報共有の必要性が再確認された． 

 



 52 

【一般演題６―４】 
 

麻痺側の足部クリアランス低下を呈した左脳梗塞の一症例 
～独歩自立を目指した臨床推論～ 

 
互野遥 菅原優帆 

 
社会福祉法人 恩賜財団済生会 北上済生会病院 リハビリテーション科 

 
【Key words：足部クリアランス，臨床推論，歩行】 

 
【はじめに】 片麻痺者の歩行にて，麻痺側遊脚期の足部クリアランス低下が問題となる．その現象によって
補助具なし歩行(以下，独歩)軽介助であった患者を担当した．独歩自立に至るまで，現象から要因を列挙し臨
床推論を展開した一例を報告する． 
【症例紹介】左アテローム血栓性脳梗塞を認めた70歳代女性．病前はADL・独歩自立，家事全般を行い孫の
世話をしていた．初期評価は，GCS E4-V5-M6，Br-st Ⅴ-Ⅵ-Ⅴ，感覚は麻痺側下肢位置覚中等度鈍麻，高次
脳機能障害なし．足関節背屈ROM右10°・左 20°，足関節底屈MMT 2，片脚立位両側0秒，立位での下肢
荷重及び努力荷重は左右差なし．胸部 X-P より体幹右側屈，起立動作・歩容にて非麻痺側へ重心偏移あり．
10m歩行は0.85m/秒・24歩．歩行器歩行自立で麻痺側遊脚期の足尖の引きずりがあり，要因として①麻痺
側足関節背屈不十分②麻痺側骨盤挙上不十分③非麻痺側への体重移動が不十分，の3点を挙げた． 
【経過・結果】上記3点の要因に対し，評価と仮説検証を実施．①に対し下腿三頭筋ストレッチと下腿三頭筋
筋力強化，股関節伸展促通，歩行中の足関節背屈筋に対する電気刺激療法，②には体幹コンディショニングと
筋力強化，③には左側の壁に寄りかかるなど左下肢への体重移動を促した．最終評価時，感覚は麻痺側下肢位
置覚軽度鈍麻，足関節背屈ROM右15°・左 20°，右足関節底屈MMT 4，片脚立位右2.8 秒・左5.3秒．歩
行は麻痺側遊脚期の足尖の引きずりが軽減し独歩自立．10m歩行は0.97m/分・22歩で，初期評価より歩行
速度向上と歩数軽減が得られた． 
【考察】脇田は，足関節底屈筋は立脚後期での蹴り出しと遊脚期での振出しにおいて主要な筋であると述べて
いる．齊藤らは，立脚後期において股関節屈曲筋が牽引されてから収縮する事で，股関節屈曲筋を効率的に活
用できると述べている．また，P.M.Davies は，片麻痺者は遊脚期に健側下肢に体重を移動する事が難しく，
S.Brunnstromは遊脚期に足部内反底屈を呈することが多いと述べている．症例は，下腿三頭筋の筋力低下に
よる蹴り出しが不十分で，股関節伸展が出現しにくく股関節屈筋群の張力を利用できなかった．加えて，起立・
歩容にて非麻痺側への重心移動の不十分さが見られた．そのため，努力的な股関節屈曲による痙性で足関節が
底屈し，かつ重心のコントロールを十分学習していなかったことで独歩自立を妨げていたと考えた． 
【倫理的配慮】本発表に際し，ご本人に書面にて同意を頂いた． 
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【一般演題７―１】 
 

当院新採用研修における OSCE から抽出された課題と対応策 
 

髙橋亮一 及川真人 
 

東八幡平病院 地域リハビリテーションセンター 
 

【Key words：新採用研修，OSCE，評価】 
 

【はじめに】当院新採用研修において，昨年度より OSCE を導入している．昨年度は中等度介助を要する基
本動作介助についてOSCEを実施したが，今年度は新たに歩行練習の介入についてOSCEを導入する事とし
た．今回のOSCEにより抽出された課題と対応策について以下に報告する． 
【方法】対象は，今年度就職した新人 PT7 名(男性 6名女性1名)とした．OSCEの課題は脳梗塞患者に対す
る1単位の理学療法提供を想定し実施した．評価項目は 20項目(オリエンテーション4項目，評価2項目，
筋力増強練習2項目，バランス練習4項目，歩行練習5項目，コミュニケーション3項目)で，各項目【優3
点，良 2 点，可 1 点，不可 0 点】とし，合計 60 点満点とした．7 名の合計点について平均を算出した．ま
た，可・不可が 7 名の半数以上にあたる 4 名以上存在した項目を抽出した．尚，本研究は当院所属長の承認
を得て実施した． 
【結果】7名のOSCE 合計点の平均は 36.0±3.5 点であった．可・不可が 4名以上存在した評価項目は 4項
目あり，麻痺及び感覚の評価2項目，歩行練習1項目，コミュニケーション1項目であった． 
【考察】可・不可が一定数以上存在した項目として，評価が挙げられた．初めて対応する模擬患者に対し，麻
痺の程度や感覚障害の有無についてスクリーニングが不十分な状況であった．今後，初めて介入する患者に対
し，身体状況を大まかに把握したうえで理学療法を提供することは不可欠であり，4月中の先輩への帯同期間
に修正を行っていきたい．また，歩行練習の項目においても可・不可が一定数以上存在した．今回の症例はブ
ルンストロームステージ4程度で，歩行練習中に引きずりが発生するという設定であった．その中で，チェッ
ク項目として必要に応じて歩行補助具・装具の使用及び介助量の調整の検討について採点した．採用初期にお
いて，補助具等含めた臨機応変な変更は難しいと考えられる．ここについては，今後リハ代行を行う際，先輩
セラピストが，具体的な補助具の指定について申し送りの中で確実に言及することが求められ，リスク管理と
しても重要であると考える． 
【まとめ】今回の OSCE を基に，継続した改良を重ねていき，研修を通して新入職員が安全に理学療法を提
供できる環境を作っていきたい．
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【一般演題７―２】 
 

高位脛骨骨切り術後の活動量増加に伴う運動恐怖感の増大により 
職業復帰に難渋した症例 

～畜産業・農作業への復帰を目指して～ 
 

四日市綾香 1） 菊池賢汰 2） 
 

1）医療法人日新堂八角医院 
2）岩手リハビリテーション学院 

 
【Key words：高位脛骨骨切り術，運動恐怖感，職業復帰】 

 
【はじめに】高位脛骨骨切り術（以下：HTO）は，変形性膝関節症に対する外科的治療の1つであり，膝関節
伸展制限-15°以下，および活動性の高い者や若年者を対象に実施されている．今回，術前より畜産業と農作業
を実施していた右HTO後症例において，職業復帰を目標に理学療法を実施した．その結果，機能改善に伴う
活動量増加により運動恐怖感の増大を認め，職業復帰に難渋したため，以下に報告する． 
【症例情報】66歳男性，身長は172.0 ㎝，体重は70.2 ㎏，BMIは 23.7kg/m²である．約6年前より，A医
院にて両側変形性膝関節症と診断され，保存療法を行っていた．その後，約2年前より右膝関節痛が増強し日
常生活に支障を認めたため，令和X年Y月 Z日にB病院にて右HTO（ダブルプレート固定），右内側半月板
縫合術を施行した．術後経過は良好であり，全荷重後の Z＋30 日に退院し，翌日より当院外来リハビリテー
ション開始となった．執刀医より，内側半月板縫合を考慮して，右膝関節深屈曲は避けるよう申し送りがあっ
た．既往歴には，左HTO（約2 年前）があり，術前より畜産業と農作業を行っていた．職業復帰を最終目標
として，クーリング，筋力トレーニング，立位練習，歩行練習を中心に理学療法を実施した． 
【評価※右膝のみ（初回→2 ヶ月後）】視診膝関節・脛骨前面に腫脹・発赤→腫脹・発赤消失触診膝関節・高
位脛骨部に熱感,薄筋・半腱様筋に筋スパズム，下腿三頭筋短縮→熱感消失，同筋の筋スパズム軽減，短縮改善
疼痛部位膝関節，脛骨前面 VAS 安静時：31mm→6mm，活動時：54mm→6mm 関節可動域膝関節屈曲：
130°→130°伸展：-10°→-5°筋力検査膝関節屈曲：6.80kgf→8.25kgf 伸展：9.80kgf→10.00kgf 周径膝蓋
骨上縁：39.1cm→38.4cm膝蓋上縁より5㎝上：38.7cm→39.3cm下腿最大：35.7cm→35.7cmTUG13’4
秒→9’3 秒 FIM123点→125点準WOMAC46点→30点 Tampa Scale for Kinesiophobia27 点→35点 
【考察】運動恐怖感の増大には，術前の活動性が高かったこと，過去の疼痛記憶が影響していると考える．HTO
は既存の関節機能を温存することができることから，活動性が高い者に適応され，術後の可動域や活動量に対
する制限は少ない．一方，術前の活動性が高いゆえに，機能改善に伴う急激な運動負荷の増加が身体的・心理
的ストレスとなり，運動恐怖感の増大につながったと考える． 
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,対象者には本報告に関する目的および概要を口頭で説明し，書面にて
同意を得た．
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【一般演題７―３】 
 
高校サッカー選手の傷害発生と Acute:Chronic Workload Ratio（ACWR）の関係 

 
小倉隆輔 

 
久慈恵愛病院 

 
【Key words：傷害予防，トレーニング負荷量，成長期】 

 
【はじめに】スポーツ傷害発生要因の一つにトレーニング負荷量がある．負荷量の指標として acute loadと
chronic load の比である ACWR が 1.5 以上になると傷害発生のリスクが高まると報告されている．しかし
ながら過去の報告では成人プロサッカー選手を対象とした報告が多く，愛好家レベルの成長期サッカー選手を
対象にした報告はない．そのため，本研究では高校サッカー選手の傷害発生とACWRの関係を検討した． 
【方法】県 3部リーグに所属する男子高校サッカー部 2，3 年生 16 名を対象に 2017 年 3 月中旬から 5 月
末まで調査を実施した．傷害発生の定義は「その傷害のために部活動の全メニューに参加出来なかった場合」
とし，4月以降の傷害発生件数を調査した．同時に毎日の活動時間と活動人数を聴取し，1選手の1000時間
あたりの傷害発生率を1000 Players Hour（PH）として算出した．トレーニング負荷量は修正ボルグスケー
ルを使用した自覚的運動強度（RPE）を採用し，毎日の活動後にチームのマネージャーが RPE を各選手から
聴取した．活動日当日の RPE を acute load，当日から過去3週間の RPE 平均を chronic load として，活
動日毎にACWRを算出した．また傷害発生直前のACWRについて1.5を境界に分類し，傷害発生とACWR
の関係性についてオッズ比を算出した．統計ソフトはWindows 版のR4.1.2（CRAN，freeware），Rコマン
ダー2.7.1 を使用した． 
【結果】傷害は15件発生し，傷害発生率は1000PH当たり0.44件であった．傷害発生直前のACWRは 10
件が 1.5 以上，5件が1.5未満で，オッズ比は5.84（95%信頼区間1.79-22.03，p<0.05）であり，ACWR
が 1.5 以上では有意に傷害発生のリスクが高かった． 
【考察】13～19 歳のサッカー選手の傷害発生率は1000PH当たり1-5 件と報告され，本研究は先行研究よ
りも少ない値だった．これは本研究対象者との競技レベルの違いが関係していると考えられる．ACWRが 0.8-
1.3 は傷害発生リスクが低く，1.5 以上は傷害発生リスクが高くなるとされており，本研究でも同様の結果と
なった．短期間でのトレーニング量が増加すると疲労により傷害発生リスクが高まるが，長期間の十分なトレ
ーニング量はフィットネスレベル向上させ傷害発生リスクを軽減すると考えられる．年代や競技レベルに関わ
らずACWRのコントロールは傷害予防には重要であり，選手や顧問と負荷量に関する情報を共有しながらサ
ポート活動に取り組む必要がある． 
【倫理的配慮】対象者には収集データを公表する旨を説明し口頭にて許可を得た．またサッカー部員の在籍す
る学校長からも今回の発表について許可を得た． 
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【一般演題７―４】 
 

パパママワーキングチームの活動報告 
 

田之岡夏海１） 加藤美緒１） 澤口裕樹１） 佐藤伸和２） 

 
1）医療法人謙和会 荻野病院 理学療法士 
2）医療法人謙和会 荻野病院 作業療法士 

 
【Key words：組織マネジメント，ワーキングチーム，働き方改革】 

 
【はじめに】当院リハビリテーション科（以下，リハ科）は，令和4年度現在37人で構成され，このうち既
婚者は51％にのぼる．平成18年度は23％で大幅な増加傾向にある一方で，経験年数が10年目以下のスタ
ッフが51％を占める．それに伴い，スタッフの生活背景や働き方への価値観も多様となってきた． 
【ワーキングチーム発足の経緯】当回復期病棟では平成14年度より早番・遅番でのモーニング・イブニング
リハを導入し，現在では365日体制の通称「早遅365」を特長としている．しかし，既婚者の増加により，
妊娠・出産を経て復帰後は早遅勤務が難しく，リハ科全体での勤務体制の見直し，共通認識が必要となってき
た．また，妊婦の体調にも個人差があり，どの程度の配慮が必要であるかのガイドラインがないことも課題で，
独身スタッフと家庭を持つスタッフとの働き方に不均衡が生じていた.そこで,お互いの働き方への理解や周知
を促す目的で,パパママワーキングチームが令和 3 年度に発足した．チームの構成は多職種の 6 名の構成で，
夫が単身赴任中のママ，子育てが一段落したママ，小学生の子を持つ妊婦，1歳児を持つ共働きのパパである． 
【活動内容】①妊娠と出産についての勉強会を開催（妊婦体験ジャケットを装着しての業務体験）②妊娠中の
働き方や対応方法の統一を目的としたガイドブックの作成③育休復帰前の面談の実施④育休明けスタッフに
向けた復帰スケジュールの作成 
【活動実績】妊婦の出産前の大きなトラブルは無く，出産を迎えられている（18件）．また，育休復帰前の面
談の定着により，子どもがいても家族の理解と協力のもと，可能な範囲で休日出勤や早遅勤務に協力するスタ
ッフが増えてきた．②，④に関しては現在作成中である． 
【今後の課題と展望】妊婦の業務の可視化，妊娠時期の公表や体調など自らの状態の発信を課題としている．
また，男性スタッフの育休取得推進や，既婚者以外のスタッフからの働き方に関する意見の吸い上げによる，
働き方の多様性を受け入れるバランス調整が必要である． 
【最後に】当院は子育て世代への院長の理解があり，育休の取得，院内保育所や病児保育施設の開設など，恵
まれた環境で仕事ができている．それと同時に子育て世代をフォローする若いスタッフには非常に感謝してい
る．なお，本発表にあたり倫理的配慮のもと当院長の許可を得ている． 
【参考文献】宇田薫：女性作業療法士の子育て・介護・仕事．青海社，2018． 
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【一般演題８―１】 
 

高齢のポストコロナ患者に対し二重課題が認知機能の改善に奏功した一症例 
 

佐藤 真 
 

盛岡市立病院 
 

【Key words：ポストコロナ, 二重課題, 認知機能】 
 

【はじめに】新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)により入院し認知機能と身体機能が低下した高齢の
ポストコロナ患者に対し，二重課題が認知機能の改善に奏功したことを報告する．尚，認知機能の低下のため
作業療法から開始し途中から理学療法が介入した． 
【症例紹介】80代男性，診断名COVID-19，既往歴無し，入院前ADL自立，現病歴：令和X年Y月 Z日よ
り 39 度台の発熱あり Z+1 日 A 院受診し COVID-19 陽性．Z+2 日当院へ入院となる．経過：呼吸不全を伴
う肺炎として治療開始．入院後よりせん妄症状出現し身体拘束が行われた．約1ヶ月の臥床により認知機能と
身体機能の低下あり一般病棟へ転棟後リハビリ開始となる． 
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，ご家族に本報告の目的や概要を説明し同意を得た． 
【初期評価】(入院 37日目)MMSE17点(見当識，計算，遅延再生が減点)，握力23㎏，5回立ち座りテスト
24秒，FIM49点(運動32点，認知17点) 
【介入内容】入院37日目より病室にて作業療法開始．認知機能の低下あり脳の活性化を目的に，残存機能で
ある長期記憶を活用した課題(漢字ドリル)や計算ドリルを施行した．また，筋力強化や歩行練習，ADL指導も
施行した． 
【中間評価】(入院 63日目)MMSE18点，握力28 ㎏，5 回立ち座りテスト 14秒，TUG10.7 秒，歩行速度
1.3m/秒，FIM97点(運動72点，認知25点)，骨格筋量(SMI)7.9㎏/㎡． 
【介入内容】入院63日目よりリハビリ室にて理学療法開始．認知機能の低下あり脳の活性化を目的に，二重
課題(しりとりや計算を行いながらの歩行や筋力強化，3の倍数で手を叩きながらのステップ運動)を施行した．
また，有酸素運動や応用動作練習も施行した． 
【最終評価】(入院 96 日目)MMSE30 点，握力 31 ㎏，5 回立ち座りテスト 8.8 秒，TUG8.4 秒，歩行速度
1.7m/秒，FIM119点(運動 87点，認知32点)，骨格筋量(SMI)8.1㎏/㎡ 
【考察】本症例は，感染症病棟に入院し身体拘束を要したことなどにより，認知機能と身体機能が低下したと
考える．初期介入の作業療法により，集中して課題練習が可能となり身体機能の向上やADL の改善を図るこ
とができた．二重課題は，認知課題を負荷しながらの有酸素運動などによって，より効率的に脳の活性化を図
ることが期待できると示されている．理学療法にて適度な負荷になるよう課題を選択しながら多くの二重課題
を行ったことにより，脳の活性化が図られMMSE が 30 点に改善することができた．これにより本症例に対
し二重課題は認知機能の改善に有効だったと考える．
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【一般演題８―２】 
 

辺縁系周囲の障害により歩行能力低下をきたした症例に対する理学療法の経験 
 

川村日奈姫 
 

盛岡つなぎ温泉病院 
 

【Key words：歩行リズム，記憶障害，活動量】 
 

【はじめに】辺縁系脳炎とは，細菌･自己免疫等を原因として大脳辺縁系に生じる炎症の総称で，記憶障害や
痙攣･見当識障害等を呈す重篤な脳疾患であり，部分的に麻痺を呈する症例の報告もある．本症例は左片麻痺
を呈し歩行能力低下と記憶障害を認めた．歩行の安定性向上と記憶障害に対して介入した結果，独歩自立に至
ったため経過を報告する． 
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき本人･ご家族へ目的や概要を説明し書面にて同意を得ている． 
【症例紹介】40代女性．辺縁系脳炎疑い．急性期画像所見(MRI)では左海馬周辺に高信号を確認．転院時明確
な高信号所見なし． 
【評価結果】〈初期評価〉左片麻痺 BRS 上肢Ⅵ手指Ⅵ下肢Ⅴ．歩行:独歩中等度介助．麻痺側 MSt 骨盤虚脱･
反張膝と TSt 股関節伸展不足が著明，全周期で上肢･体幹過緊張.歩幅･歩隔不均等，歩行リズム破綻.活動量平
均(オムロン活動量計HJA-404):消費カロリー195kcal/日･歩数 1028 歩．高次脳機能障害:前向性健忘,病識･
理解力低下，不安，混乱．〈帰結評価〉BRS全般Ⅵ．歩行:独歩自立．麻痺側MSt骨盤虚脱･反張膝改善とTSt
股関節伸展獲得．全周期で上肢･体幹の過緊張軽減．歩幅･歩隔･歩行リズム一定．10m歩行:5.7 秒14歩．活
動量平均:消費カロリー298kcal/日･歩数 5374歩．高次脳機能障害:前向性健忘･慣れない環境で混乱残存，病
識理解改善． 
【治療方針】歩行能力低下に対し，適正な歩行リズム形成と体幹･四肢近位部の安定化を図る．また，活動量
向上を目的に記憶障害へ介入し自主トレーニング定着を図る． 
【考察】先行研究では，立脚期後半に股関節が伸展される際の筋紡錘からの求心性入力は，遊脚期への位相転
換を担う股関節屈筋群の活動を喚起し歩行リズム形成に貢献していると報告がある．歩行練習では股関節伸展
を意識し反復したことで歩行リズム形成に繋がったと考える．並行して体幹･四肢近位部の安定性向上を図り，
荷重感覚フィードバック下で適切な筋収縮のタイミングを促通したことで，歩行の安定性が向上したと考える．
また，畠山らによると歩行能力及びバランス能力と身体活動量に相関が認められると報告がある．記憶障害へ
の介入は,自己管理能力向上に伴う自主トレーニング定着，病棟内生活での活動量向上に寄与し，歩行自立の一
助になったと考える．
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【一般演題８―３】 
 

脳血管障害後の自動車運転の再開に関する論文調査 
～高次脳機能障害に着目して～ 

 
齋藤美月 菅原優帆 

 
社会福祉法人 恩賜財団済生会 北上済生会病院 リハビリテーション科 

 
【Key words：脳血管障害，自動車運転，論文調査】 

 
【目的】脳血管障害発症後，主たる病態として高次脳機能障害を有する患者の自動車運転の再開の判断に悩む
ことが多い．当院にはドライビングシミュレーターの設備がなく，実車評価を実施するための環境も整備され
ていないため，運転再開の可否判断を高次脳機能評価に頼らざるを得ない状況である．高次脳機能評価にて脳
血管障害発症後の運転再開の可否を判断することが可能なのか，という臨床疑問を解明するため，脳血管障害
発症後の自動車運転の再開に関する論文調査を実施した． 
【方法】令和 4 年 2 月 7 日～9 日に医学中央雑誌を用いて論文検索を実施．検索式にはシソーラス用語のみ
を採用し，「脳血管障害 and 自動車運転」と「高次脳機能障害 and 自動車運転」の検索式を立て，会議録を
除いて検索した． 
【結果】「脳血管障害 and 自動車運転」の検索式にて195件，「高次脳機能障害 and 自動車運転」の検索式
にて 115 件の論文が検索された．その中から，本調査の臨床疑問に関連する論文のみを精査した結果，①脳
血管障害発症後の運転再開のアルゴリズムに関する論文は 1 件，②脳血管障害発症後の運転再開の疫学に関
する論文は 5件，③神経心理学的検査に関する論文は10件，④検査のカットオフ値を算出した論文は2件，
⑤高次脳機能障害に関する論文は9件であった． 
【考察】今回の論文調査を通して，高次脳機能評価において全ての評価項目の結果がカットオフ値を上回り，
運転再開可能と判断された患者であっても，退院後に事故を起こした者がいたという報告があった．この他，
脳血管障害発症後の患者における事故発生のオッズ比が0.8 であったという報告もあり，健常者と比較して脳
血管障害発症後の患者の方が事故発生率が高いとは一概に言いきれないということが示されていた．以上より，
現在の日本では脳血管障害発症後に自動車運転の再開の可否を判断する場合，在院中の高次脳機能評価の結果
のみで再開の可否を判断することは難しく，実車評価まで実施した上で総合的に判断される必要があると考え
られた． 
【倫理的配慮】本発表は，個人を対象とした研究ではなく，通常業務の範疇を超えるものではないため，特別
な倫理的配慮は要するものではないと考えられる． 
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【一般演題８―４】 
 

コロナ禍における自主トレーニングの有無が 
通所リハビリテーション利用者に与えた変化について 

 
佐々木 拓哉 

 
川久保病院通所リハビリテーション 

 
【Key words：COVID-19，通所リハビリ，自主トレーニング】 

 
【目的】COVID-19の感染拡大に伴い県内でも緊急事態宣言が発出され，高齢者に不活発な状態が続く事によ
り心身機能が低下する事が懸念された．これに対して本研究では当通所リハビリ（以下デイケア）の利用者に
コロナ禍の対策として講じた自主トレーニング（以下自主トレ）の効果を筋力，日本語版 Life-space 
Assessment（以下 LSA）から検討した． 
【方法】対象：デイケア利用者15名（男性11名，女性4名，年齢69.5±8.4 歳）．内，自主トレをした6名
（男性4名，女性2名）をA群，しなかった9名（男性7名，女性2名）をB群とした．条件：脳卒中後遺
症で日常的に歩行し自宅生活をしている．取り組み：座位や立位で行える運動メニューとチェックシートを配
布し，実施状況を利用日に確認した．評価：1回目は県内で感染が確認される前の2020年 4月．2回目は緊
急事態宣言発出後の 2022 年 3 月．評価方法：ハンドヘルドダイナモメーターの測定は大腿四頭筋筋力を 3
回測定し，最大筋力から体重比を算出．LSA は介護保険サービスの利用を含まない．統計解析：χ²検定で体
重比，LSAデータの正規分布が認められたデータは対応のある t検定，認められないデータはWilcoxonの符
号順位検定を用いて比較した（有意水準は5%）． 
【結果】体重比の平均値（kgf/kg）： A群 1回目0.35±0.15，2回目0.45±0.16で有意差あり（p＝0.03）．
B 群 1 回目 0.42±0.11，2 回目 0.39±0.12 で有意差なし（p＝0.33）．LSA の平均値（点）： A 群 1 回目
53.2±35.4，2回目57.5±35.9 で有意差なし（p＝0.14）．B群 1回目57.1±25.4，2回目44.3±31.9有意
差なし（p＝0.98）． 
【考察】本研究の結果からコロナ禍で不活発な状態が続き心身機能の低下が予測される中，A群は自主トレを
した事で体重比が増加し筋力向上を認めた．一方，LSAに関してはどちらも有意差がなかった．しかし，A群
で値が低下していない事から生活空間の広がりや外出頻度の増加は筋力以外の心身機能，個人・環境因子が関
連している可能性が考えられる． 
【まとめ】本研究ではコロナ禍におけるデイケア利用者の自主トレの有無による筋力，LSAの比較を行った．
結果，自主トレをした群の筋力のみ有意差を認めた。今後は LSA の変化に着目し引き続きデータを蓄積して
いく． 
【倫理的配慮】本研究は当院の倫理委員会の承認を得た． 
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