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3 0 奈 理 学  第 1 号  

令 和 3 年 7 月 吉 日  

病  院  長 

施  設  長   様 

所属機関の長 

 

公益社団法人 奈良県理学療法士協会 

  第 30 回   奈良県理学療法士学会 

学 会 長      細川 彰子 

準備委員長      吉田 陽亮 

 

  第 30 回奈良県理学療法士学会出張許可について 
 

謹啓 

時下，貴職におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素より本会運営並びに本会会員の理学療法士にご指導，ご鞭撻を賜り深く感謝申し上げます。 

さて，このたび下記のとおり第 30 回奈良県理学療法士学会を開催する運びとなりました。 

会員の知識，技術の向上を図るべく研鑽いたす所存でございます。 

つきましては，貴職員で本会会員理学療法士         氏の学会出張に際し，格段の

配慮を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

主 催 ： 公益社団法人 奈良県理学療法士協会 

 

日 時 ： 令和 3 年 8 月 22 日（日）9：00～16：05 

 

会 場 ： Web 開催 

 

テ ー マ  ：「未来に繋げる理学療法～多様化するニーズに応える理論と実践～」 

 

30 回特別記念講演：「身体・認知機能の加齢的変化とどのように向き合うか？」 

牧迫 飛雄馬 先生（鹿児島大学医学部保健学科 理学療法学専攻  

基礎理学療法学講座） 

 

教育講演①：「疼痛管理における物理療法」 

        瀧口 述弘 先生（学研都市病院 リハビリテーション科） 

 

教育講演②：「女性の健康に理学療法士はどう関われるのか？」 

        梶原 由布 先生 (畿央大学健康科学部 理学療法学科) 

 

教育講演③：「リハビリテーション医療における目標設定： 

個別性に配慮した目標設定方法とは？」 

        尾川 達也  先生 （西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部) 

 

一般演題 ： 22 演題



3 

 

第 30 回奈良県理学療法士学会開催にあたって 

 

 

学会長 細川 彰子 

(済生会中和病院) 

 

 

 

平素より奈良県理学療法士協会にご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

昨年度予定していた第 30 回奈良県理学療法士学会を COVID-19 感染症の感染

拡大により1年延期し、さらに感染が拡大する中協議を重ねた結果、本会はWEB

開催での学会を開催させていただく運びとなりました。 

 

 

テーマは昨年度と同様に『未来に繋げる理学療法～多様化するニーズに応え

る理論と実践～』としました。新たな生活様式の中私たち理学療法士が何を求め

られ、どう応えていくか今一度考えていく場にしたいと思います。 

 

 

第30回特別記念講演には鹿児島大学の牧迫飛雄馬先生の講演を予定していま

す。 

また教育講演では西大和リハビリテーション病院の尾川達也先生、畿央大学の

梶原由布先生、学研都市病院の瀧口述弘先生に昨年度に引き続き講演していた

だく予定です。 

一般演題は口述発表ではなく奈良学会では初めてのポスター発表という形をと

らせていただきました。 

 

 

今回は WEB 開催という初めての取り組みであり、参加者並びに発表者の皆

様には WEB 開催におけるシステム環境でご不便をおかけすることもあるかと

存じますが、特別記念講演、教育講演はオンデマンド配信を行うなどの予定をし

ています。安心安全を最優先とし会員の皆様に多く参加していただけるような

学会を開催できるようスタッフ一同取り組ませて頂いています。ご賛同いただ

き、より多くの方々にご参加頂ければ幸いです。 
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❐ 第 30 回奈良県理学療法士学会式次第 ❏ 
 

 

‐開会式‐   9：00 ～ 9：10           第 1 会場（Web） 
 

 

1. 開会宣言： 第 30 回奈良県理学療法士学会 準備委員長 吉田 陽亮 

（奈良県西和医療センター） 

 

2. 挨  拶： 第 30 回奈良県理学療法士学会  学会長 細川 彰子 

（済生会中和病院） 

 

 

‐表彰式‐   13：00 ～ 13：05          第 1 会場（Web） 

 

1. 第 29 回奈良県理学療法士学会学会長賞  

生野 公貴 先生（西大和リハビリテーション病院） 
 

 

‐次期学会長挨拶‐   13：05 ～ 13：15    第 1 会場（Web） 

 

1.第 31 回奈良県理学療法士学会 学会長   髙島 正治 

                      （東大寺福祉療育病院）        

 

 

 

‐閉会式‐    16：00 ～ 16 : 05      第 1 会場 (Web） 
 

1. 挨  拶： 第 30 回奈良県理学療法士学会  学会長 細川 彰子 

（済生会中和病院） 

 

2. 閉会宣言： 第 30 回奈良県理学療法士学会 準備委員長 吉田 陽亮 

（奈良県西和医療センター） 
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❐ 30 回特別記念講演 ❏ 
 

「身体・認知機能の加齢的変化とどのように向き合うか？」 
第 1 会場（Web） 13：15～14：45 

 

講師 鹿児島大学医学部保健学科 理学療法学専攻 基礎理学療法学講座 

牧迫 飛雄馬 先生  
 

 

❐ 教育講演① ❏ 

 

「疼痛管理における物理療法」 
第 1 会場（Web） 9：10～10：10 

 

講師 学研都市病院 リハビリテーション科 /       

     畿央大学大学院健康科学研究科 客員研究員 

瀧口 述弘 先生 
  

 

❐ 教育講演② ❏ 

 

「女性の健康に理学療法士はどう関われるのか？」 
第 1 会場（Web） 10：30～11：30 

 

講師 畿央大学健康科学部 理学療法学科 

梶原 由布 先生 
 
 

❐ 教育講演③❏ 

 

「リハビリテーション医療における目標設定：個別性に配慮した 

目標設定方法とは？」 
第 1 会場（Web） 15：00～16：00 

 

講師 西大和リハビリテーション病院  リハビリテーション部  /  

畿央大学大学院健康科学研究科  神経リハビリテーション学研究室   

尾川 達也 先生 
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【30 回特別記念講演】 

「身体・認知機能の加齢的変化とどのように向き合うか？」 
 

牧迫 飛雄馬 先生 

 

鹿児島大学医学部保健学科 理学療法学専攻 基礎理学療法学講座 

 

 

【身体・認知機能の加齢変化とフレイル】 

高齢期における日常生活の障害，要介護の発生などといった回避したい有害事象には，

加齢に伴う心身の様々な変化が影響する。高齢者における加齢に伴う身体・認知機能の低

下の理解と介入戦略を図るうえでは，“Frailty（フレイル）”の概念が有益となる。 

“Frailty”は，“虚弱”や“老衰”などと表現されていたが，心身が老いて衰えた状態で

不可逆的な印象を与えることが懸念され，2014 年に日本老年医学会から日本語訳として

“フレイル”を使用する提言がなされ，フレイルは積極的な介入によって心身機能の改善

が期待されている。フレイルは，筋力低下といった身体的な問題のみならず，認知機能障

害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮などの社会的問題を含む包括的な概

念とされる。 

 

【フレイルの評価と多面性】 

代表的な身体的フレイルの判定方法は，1）体重減少，2）筋力低下，3）疲労，4）歩行

速度の低下，5）身体活動の低下の 5 つの要素のうち，3 つ以上に該当する場合を身体的フ

レイルと判定し，健常とフレイルとの中間として 1～2 つ該当する場合を “Pre-Frail（プ

レフレイル）”とする操作的な定義がよく用いられる。わが国の地域コホートを統合した解

析の結果（N＝11,414），フレイルは 7.4%，プレフレイルが 48.1%であった 1。健常な高齢

者に比べてプレフレイル高齢者では 2.5 倍，フレイル高齢者では 4.7 倍に要支援・要介護

発生の危険が増大すると報告されている 2。 

身体的なフレイルに認知機能の低下が伴うと，さらに要介護の発生リスクは上昇する。こ

のような身体的フレイルに認知機能の低下が併存した状態は，認知的フレイルとして表現

される。認知的フレイルの具体的な定義方法には議論の余地があるが，認知的フレイルで

は要介護の発生リスクの上昇のみならず，認知症の発症リスクも高くなることが示されて

おり 3，介護予防を推進する上で非常に重要な対象となる。 

 

【フレイルの予防・治療戦略】 

フレイル高齢者は，適切な介入による身体機能や日常生活活動能力の向上，さらにはフ

レイルからの脱却や要介護の回避が期待されている。現時点で最も効果が期待される方法

のひとつは運動介入であり，レジスタンストレーニング，有酸素運動，バランスおよび柔

軟性運動を組み合わせた多面的トレーニングが推奨されている 4。また，身体的および認

知的フレイルには日常での生活スタイルの影響が懸念されており，フレイルの予防のため

に日常生活での活動の維持・促進が望まれる。そのため，身体機能，認知機能そのものに
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対する介入のみならず，持続可能性を考慮した視点からも日常生活に対する介入や指導が

重要であろう。 

 

 

【文献】 

1) Kojima G, et al.: Prevalence of frailty in Japan: A systematic review and meta-

analysis. J Epidemiol 27: 347-353, 2017.  

2) Makizako H, et al.: Impact of physical frailty on disability in community-dwelling 

older adults: a prospective cohort study. BMJ open 5: e008462, 2015.  

3) Shimada H, et al.: Cognitive Frailty Predicts Incident Dementia among Community-

Dwelling Older People. J Clin Med 7: 250, 2018.  

4) Jadczak AD, et al.: Effectiveness of exercise interventions on physical function in 

community-dwelling frail older people: An umbrella review of systematic reviews. JBI 

Database System Rev Implement Rep, 16: 752-775, 2018. 
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【教育講演①】 

「疼痛管理における物理療法」 

 
瀧口 述弘 先生 

学研都市病院 リハビリテーション科 / 畿央大学大学院健康科学研究科 客員研究員 

 

【はじめに】 

疼痛管理で用いる物理療法として，温熱療法，寒冷療法，超音波療法，光線療法，電気刺

激療法がある。これらの物理療法は運動療法と併用して実施することが重要である。特に運

動療法に併用しやすい物理療法である電気刺激療法，寒冷療法，超音波療法について本稿で

は紹介する。 

介入前に，症例の疼痛の特性を捉えておくことが重要である。特に近年は，疼痛の原因が

末梢組織のみならず，中枢神経系にも存在し，心因性の要因が疼痛を増強させている可能性

も指摘されている 1)。また，患者が治療期待を抱くことで治療効果が生じるプラセボ効果や，

治療に疑いを持つことで悪影響が生じるノセボ効果も考慮すると，物理療法に対するインフ

ォームドコンセントも重要になる。よって，セラピストは物理療法に関する正しい知識を持

ち，患者の疼痛の特性を捉えた上で，十分に説明し実施することが重要である。 

 

【経皮的電気神経刺激(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS)】 

TENS は皮膚上に電極を貼付し，皮膚下の末梢神経を刺激することで鎮痛を図る物理療

法である。TENS は刺激強度，周波数，パルス幅，治療時間，電極貼付部位を設定し，実施

する。TENS の一般的なパラメータを表 1 に示す。TENS はゲートコントロール理論 2），オ

ピオイド受容体の活動 3），下降性疼痛抑制系 4）が活動することで鎮痛作用が生じる。TENS

は刺激中が最も鎮痛効果が高く，TENS を実施しながら運動療法を実施すると良い。また，

TENS の効果は不安や破局的思考が強いと効果が低く 5），TENS を実施する前に心理面の

評価も実施しておくと良い。 

 

【寒冷療法】 

寒冷療法は患部を冷却し，末梢組織の温度を下げることで血流と代謝を低下させることで

治療を図る物理療法である。リハビリテーション場面では，急性炎症期に疼痛と腫脹軽減目

的に使用されていることが多い。寒冷療法により，実施部位の腫脹や炎症が軽減することが

示唆されているが，質の高いランダム化比較試験が少ないのが現状であり，最適な実施方法

を示した報告はほとんどない 6）。 

 

【超音波療法】  

超音波療法は，高周波電流がプローブに流れ，結晶が振動することで超音波を生じさせ，

患部に対し物理的刺激と温熱効果を与え治療を図る物理療法である。超音波療法は関節痛に

対してよく実施されており，その臨床効果も報告されている 7）。超音波の温熱持続時間は短
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いため，温熱効果が生じている間に運動療法を併用することが重要である。 

 

表 1 

 
 

【文献】 

1) Meints SM,  et al.: The relationship between catastrophizing and altered pain 

sensitivity in patients with chronic low-back pain. Pain 160(4): 833-843, 2019. 

2) Melzack, R.  Wall, P: Pain Mechanism: A new Theory. Science 150（3699）, 971–979, 

1965. 

3) Han JS et al: Effect of low- and high-frequency TENS on Met-enkephalin-Arg-Phe and 

dynorphin A immunoreactivity in human lumbar CSF. Pain 47（3）: 295–298, 1991. 

4) Kalra A et al: Blockade of Opioid Receptors in Rostral Ventral Medulla Prevents 

Antihyperalgesia Produced by Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). J 

Pharmacol Exp Ther 298(1): 257–263, 2001. 

5) Rakel BA, et al.: Transcutaneous electrical nerve stimulation for the control of pain 

during rehabilitation after total knee arthroplasty: A randomized, blinded, placebo-

controlled trial. Pain 155（2）: 2599-2611, 2014. 

6) Malanga GA, et al.: Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for 

musculoskeletal injury. Postgrad Med 127（1）: 57-65, 2015. 

7) Aiyer R et al.: Therapeutic Ultrasound for Chronic Pain Management in Joints: A 

Systematic Review. Pain Med, 2019 ahead of print. 
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【教育講演②】 

「女性の健康に理学療法士はどう関われるのか？」 
 

梶原 由布 先生 

畿央大学健康科学部 理学療法学科 

 

【はじめに】 

「ウィメンズヘルス（以下，WH）」とは，生物学的側面および心理社会学的側面の両方から

生涯を通して女性の健康について考える分野であり，性差医療の一側面と言える。本邦の理

学療法領域においてはここ数年で注目を集めるようになった，比較的新しい分野であるが世

界的にみるとその歴史は古い。海外では 1912 年にイギリスで出産後の健康のために運動を

開発したことから始まっており，最初に設立された WH の専門領域は産科を中心としたも

のであった。また，これと同様の動きは南アフリカ，オーストラリア，カナダ，アメリカに

も起こった1)。1999年には世界理学療法連盟の下部組織として International Organization 

of Physical Therapy in Women’s Health（IOPTWH）が正式に認可，2019 年には

International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women’s Health （以

下，IOPTPWH）に名称が変更され，現在では欧州や北米を中心に 31 の国と地域が加盟し，

世界の WH 分野を取りまとめている。 

日本では 2016 年に日本理学療法士学会においてウィメンズヘルス・メンズヘルス部門が設

立され，2019 年に IPOTWH への加盟が承認された。今年からは日本理学療法士協会から

学会組織が独立し，日本理学療法学会連合となるのにともなって部門から研究会へと発展し

ている。 

 

【ウィメンズヘルスの対象】 

IOPTPWH は Scope of practice として WH 分野で理学療法士がどのような役割を果たすの

かを指針として示している 2)。その中で，WH の対象となる場合を次のように述べている。

女性の健康とは一般的に身体的，精神的，社会的に完全に満たされた状態であり，単に病気

でなかったり，弱っていないということではない，と定義されている。これは 1997 年より

WHO が提唱している健康の定義である。また，United States Department of Health and 

Human Services (DHHS)が 1985 年に発表した定義から WH の問題として対象とされるの

は①女性に特有の疾患・症状であること，②女性により一般的であること，③女性ではより

重症になること，④男女で異なるリスクファクターがあること，⑤治療を必要とする状態で

あることであるとしている。具体的には妊娠期，婦人科・泌尿器・消化器系の症状，その他

の 3 つに大別されている。妊娠期のアプローチとしては筋骨格系の機能障害を予防するた

めの動作指導や運動指導，妊娠中や産後の整形外科的な機能障害の治療，ハイリスク妊娠の

管理や帝王切開後のリハビリテーションなどが含まれる。婦人科・泌尿器・消化器系の症状

としては尿失禁や便失禁，骨盤臓器脱などの骨盤底機能障害，慢性骨盤痛，婦人科疾患や腹

部の術後リハビリテーションなどが挙げられる。その他には骨粗鬆症，筋骨格系・リンパ浮
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腫を含む乳がんの術後，摂食障害，更年期症状，思春期の特別な配慮，女性のスポーツ医学，

女性に多い心血管系の問題などが対象とされる。いずれの場合においても，日本国内で理学

療法士に認められている範囲での施術を行うこと(例えば欧米では骨盤底筋の評価などのた

めに理学療法士が経腟触診を可能だが，日本では認められていない)，文化的な背景を無視

しないことが重要である。 

 

【ウィメンズヘルス教育・実践とその課題】 

日本の理学療法士養成校におけるカリキュラムの中で，1999 年の新カリキュラム改正以前

は産婦人科が専門基礎科目の中に含まれていたり，WH 分野の教育がなされていた 1)。し

かし，改正に伴い養成課程で WH 分野の学習をする機会は減少し，卒業後に臨床活動を行

う中で必要性を感じた個人が自主的に学ぶ程度であった。その後，ウィメンズヘルス・メン

ズヘルス部門の設立や職域拡大の観点から注目を集めるようになり，卒前教育として学ぶ機

会が作られ，近年では国家試験でも出題されるようになっている。現時点でも日本理学療法

士協会・日本理学療法学会連合による卒後教育が確立されているとは言い難いが，2020 年

からは骨盤底理学療法と産前産後理学療法の 2 領域で研究会主催の研修会(レベルⅠ～Ⅲの

実技を含むプログラム)がスタートしている。 

 教育が徐々にではあるが充実してきている一方，課題となっているのがその実践の場であ

る。最大の問題点としては現状の診療報酬では算定が出来ない，または難しいことが挙げら

れる。また，今の日本おいて WH の中心は産婦人科医，助産師，保健師，泌尿器科医などで

あり，理学療法士がこの領域で出来ることが知られていないことも多い。理学療法士が WH

領域での活動を行う上でこれらの職種との連携は必須であり，まずは自分達に何が出来るの

かを知ってもらい，協力する体制を築くことが重要だと考えられる。そして日本国内でのエ

ビデンスを構築し，診療報酬が算定できるように働きかけていくことが必要だと考えられる。 

 

【文献】 

(1) ウィメンズヘルス研究会・編:ウィメンズヘルスリハビリテーション，メジカルビュー社，

東京，2014，pp 9-10，19． 

(2) IOPTPWH ： Scope of Practice. https://www.themamasphysio.com/wp-

content/uploads/2017/08/womens_health_pt_-_scope_of_practice.pdf (閲覧日：2021 年 6

月 30 日) 
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【教育講演③】 

「リハビリテーション医療における目標設定： 

個別性に配慮した目標設定方法とは？」 
 

尾川 達也 先生 

西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 / 

 畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室 

 

近年，生活習慣の変化や高齢化に伴って，本邦理学療法における対象者も変化してお

り，生活習慣病に由来する中高年層から多疾患併存や加齢的変化が主な症状である超高齢

層まで多岐に渡る。そして，臨床現場においても対象者の疾病に向き合う態度が多様化し

ており，我々は複雑な健康状態に対処していくためにもより一層，個別性を重視した目標

を設定していかなければならない 1）。 

リハビリテーション医療における目標は，①対象者が望む将来の状態であること，②対象

者が目標設定に参加し共有されることと定義されており 2），目標の達成だけでなく，その

内容や決め方にも考慮する必要がある。実際，目標設定への患者参加を支援する体系的な

目標設定方法によって，健康関連 QOL（Quality of Life）への有効性も示されている 3）。

では，「あなたが達成したい目標は何ですか？」という問いに対して，対象者から適切な回

答が返ってくるだろうか。つまり，対象者にとって重要な目標を協働して設定するために

は，理学療法士にも一定の知識や技術が必要になるのである 4）。 

このように目標設定の重要性は広く認識されているにもかかわらず，その方法について学

ぶ機会が限られており，過去の経験に基づいて実践することも多いのではないだろうか。

本講演では，リハビリテーション医療における目標設定方法について，既知の知見から推

奨される生物心理社会モデル 5）や目標の階層性（ライフゴール概念 6），3 ゴールモデル
7））を紹介し，事例を交えて解説していく予定である。 

 

【文献】 

1) Elwyn G, et al. Goal-Based Shared Decision-Making: Developing an Integrated 

Model. Patient Experience, 2374373519878604, 2019. 

2) Siegert RJ, et al. Rehabilitation Goal Setting: Theory, Practice and Evidence. CRC 

Press, Boca Raton, 2014, pp 3-19. 

3) Levack WM, et al. Goal setting and strategies to enhance goal pursuit for adults with 

acquired disability participating in rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev 7: 

CD009727, 2015. 

4) Dekker J, et al. Setting meaningful goals in rehabilitation: rationale and practical 

tool. Clin Rehabil 34(1): 3-12, 2020. 

(5) Wade DT, et al. The biopsychosocial model of illness: a model whose time has come. 

Clin Rehabil 31(8): 995-1004, 2017. 

6) Nair KPS. Life goals: the concept and its relevance to rehabilitation. Clin Rehabil 

17(2): 192-202, 2003. 

7) Vermunt NP, et al. A three-goal model for patients with multimorbidity: A qualitative 

approach. Health Expect 21(2): 528-538, 2018. 
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❐ 一般演題プログラム ❏ 

 

第 1 セッション 運動器Ⅰ (web ポスター会場) 

 

         座長：榮﨑 彰秀 (さくらい悟良整形外科クリニック） 
 

1. 大腿骨近位部骨折術後症例に対する神経筋電気刺激療法が術後 1 週の大腿四頭筋筋力，

骨格筋指数，日常生活動作能力に与える影響 

                   平成記念病院   中川 琴葉 
 

 

2. 骨盤臓器脱および過活動膀胱症例に対する超音波画像診断装置を用いた骨盤底プログラ

ムの試み 

Kiyo リハビリ PROS   吉田 李沙 
 

 

3. 上腕骨近位端骨折後の小円筋下部筋束付着部の観察 

松倉病院   松田 強史 

 

 

4. 上腕骨近位端骨折の手術後、肩関節結滞可動域の改善に伴い肩関節屈曲可動域が改善し

た一症例 

松倉病院   八尾 賢吾 

 

 

5. 膝痛による破局的思考が ADL 回復を遅延させた一症例 

   吉田病院   萬喜 翔平 

 
 

 

第 2 セッション 運動器Ⅱ (web ポスター会場) 

 

                     座長：中田 豊 (奈良県西和医療センター) 
 

6. 肘関節後方脱臼後屈曲拘縮の改善に難渋した一症例 

                   松倉病院   久野 剛史 

 

 

7. 膝蓋骨骨折後、膝関節屈曲可動域の獲得に着目した一症例                      

  松倉病院   平林 和将 
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8. 体組成計を用いた骨格筋指数と超音波画像診断装置を用いた大腿四頭筋各筋の筋厚およ

び筋輝度が膝伸展筋力に及ぼす影響 

平成記念病院   池本 大輝 

 

 

9. 大腿骨近位部骨折患者術後４週目における歩行能力と下肢筋力および骨格筋量との関連

性について 

平成記念病院   岡村 将輝 

 

 

10. 肩腱板損傷に対する理学療法効果の検証 

さくらい悟良整形外科クリニック   原 康祐 

 

 
 

第 3 セッション 神経 / 生活支援 / 管理 (web ポスター会場) 

 

座長：鶴田 佳世 (奈良県立医科大学附属病院) 
 

11. 前庭脊髄路興奮性の左右差と立位姿勢制御との関係 

                 西大和リハビリテーション病院  中村 潤二 

 

 

12. 歩行立脚期の前方推進力の低下と遊脚期の代償パターンを呈した脳卒中片麻痺患者へ

のマルチチャンネル機能的電気刺激とトレッドミル歩行の即時的影響の検討 

西大和リハビリテーション病院  藤田 大輝 

 

 

13. 脳卒中片麻痺患者に対するトレッドミル歩行練習と足関節底背屈筋への機能的電気刺

激による介入の試み 

西大和リハビリテーション病院  長尾 綾菜 

 

 

14. 右立脚期の右内腹斜筋の活動に着目し介入した右小脳出血患者の一症例 

介護老人保健施設ローズ  堀田 昂己 

 

 

15．短期集中予防サービスによって社会参加に改善を認める対象者の特徴 

西大和リハビリテーション病院   福西 優 

 

 

16. リハビリテーション専門職のワークエンゲイジメントとキャリア志向について 

奈良セントラル病院  池田 裕介 
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第 4 セッション 内部障害  (web ポスター会場) 

 

                            座長：井上 裕水 (松原徳洲会病院) 
 

17. 循環器疾患患者の 6 分間歩行距離 300m 未満を反映する簡便な運動能力指標の検討 

岩間循環器内科   笠井 佑哉 
 

 

18. 心臓外科手術後患者における術前腎機能と術後身体機能の関連 

                 奈良県西和医療センター   谷山 みどり 
 

 

19. 周術期の胃がん患者における身体組織の変化 

高の原中央病院   大西 充気 

 

 

20. 肺炎患者の早期離床に影響を及ぼす因子について 

平成記念病院   大垣 昌成 

 

 

21. 心不全急性増悪前の身体活動が周期性変化を示した１症例 

高井病院   笹本 安寿治 

 

 

22. 外来心臓リハビリテーション患者の年齢における Peak Work Rate と筋肉量との関

連について 

高井病院   中村 洋貴 
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第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録① 

大腿骨近位部骨折術後症例に対する神経筋電気刺激療法が術後 1 週

の大腿四頭筋筋力，骨格筋指数，日常生活動作能力に与える影響 

 

 〇中川 琴葉 1) 唄 大輔 1,2) 池本 大輝 1) 森川 雄生 1) 山田 祐嘉 1) 

   杉森 信吾 1) 岡村 将輝 1) 富田 優奈 1) 藤沢 直輝 1) 徳田 光紀 1,2) 

 

1）社会医療法人 平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課 

2）畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：大腿骨近位部骨折・神経筋電気刺激療法・骨格筋指数 

 

【目的】大腿骨近位部骨折は術後の早期離床が歩行獲得に重要であるが，低栄養や骨格筋量

減少を伴うと日常生活動作(ADL)の改善が乏しいと報告されている．先行研究では大腿骨近

位部骨折術後症例を対象に術後早期から神経筋電気刺激療法（NMES）を実施することで，

大腿四頭筋筋力が効果的に改善したと報告されているが，骨格筋指数に関する報告はない．

本研究の目的は，術後翌日からの NMES が術後 1 週の大腿四頭筋筋力，骨格筋指数，ADL

に与える影響を検討することとした． 

 

【方法】65 歳以上の大腿骨近位部骨折を受傷し，手術(人工骨頭置換術: BHA，骨接合術: 

ORIF)を施行した 18 名を対象とした．NMES 群 9 名(BHA: 4 名，ORIF: 5 名)と対照群 9

名(BHA: 3 名，ORIF: 6 名)に割り付け，通常の理学療法を全症例に施行した．NMES は電

気刺激治療器(ESPURGE，伊藤超短波社製)を用い，患側の大腿四頭筋に対し術後翌日から

毎日 20 分間実施した．評価は術後 1 週目にハンドヘルドダイナモメーター(µtas-F-1，アニ

マ社製)を用いて患側の大腿四頭筋筋力を測定し，体重比で算出した．また，体組成計

(Seca515，Seca 社製)を用いて患側下肢の骨格筋指数(SMI)を算出した．更に，ADL 評価と

して Functional Independence Measure (FIM)の運動項目も記録した．統計解析は，各評

価項目の群間比較に対応のない t 検定を用い，有意水準は 5%とした． 

 

【結果】大腿四頭筋筋力と FIM の運動項目では NMES 群が有意に高値を示した(筋力: 

p=0.042，FIM: p=0.0039)．SMI では有意差を認めなかった． 

 

【考察】大腿骨近位部骨折術後症例に対して術後翌日から NMES を実施した結果，対照群

よりも術後 1 週で大腿四頭筋筋力の向上を認めた．術後早期の筋力低下は中枢性要因の割

合が大きいと報告されており，SMI では群間差を認めなかったことも考慮すると，NMES

によって中枢神経系が効果的に賦活されたことで筋力のみ有意に向上したと考えられる．

また，筋力向上に伴い，早期離床が図れ，術後 1 週の ADL の向上にも繋がったと考えられ

る． 

 

【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，全症例に十分な説明を行い，書面にて同

意を得た．更に，所属機関の研究倫理委員会の承認を得たうえで実施した(承認番号 15-1）． 



18 

 

第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録② 

 

骨盤臓器脱および過活動膀胱症例に対する超音波画像診断装置を 

用いた骨盤底プログラムの試み〜実現可能性調査〜 

 

○吉田 李沙 1)  清塚 顕 1)  清塚 康彦(MD)2)  

 

1) Kiyo リハビリ PROS  

2) きよ女性クリニック 

 

キーワード：骨盤臓器脱・過活動膀胱・超音波画像診断装置 

 

 

【目的】女性は分娩・加齢に伴う骨盤底脆弱化を背景に、骨盤臓器脱が重要な疾患として存

在するといわれている。本邦では、当該疾患を対象とした理学療法介入が十分行われていな

いのが現状である。本研究では、骨盤臓器脱(POP)および過活動膀胱(OAB)症例に対し、骨

盤底プログラムを実施し、その実現可能性について検討した。 

 

【方法】対象は、当施設にて骨盤底プログラムに参加した POP 症例 4 名(全例骨盤臓器脱

ステージⅡ)、OAB 症例 2 名（年齢 74.8±4.5 歳、全例女性）とした。骨盤底筋訓練では、

超音波画像診断装置( 社製)を使用した。経腹評価の短軸法にて、恥骨に対して 60°の角度

になるように恥骨上から 3.5MHz のコンベックスプローブを当てた。視覚的に膀胱底の挙

上を捉えることで、骨盤底筋の筋力強化を行なった。OAB 症例には、排尿日誌に基づき、

膀胱に貯められる尿量を増やしていく膀胱訓練も合わせて実施した。自宅にて実施可能な

骨盤底筋および膀胱訓練の自主トレーニングを指導した。POP の評価として、女性骨盤底

困窮度質問票(Pelvic Floor Distress Inventory-Short Form 20 : J-PFDI-20)、OAB の評価

として、過活動膀胱症状質問票(Overactive Bladder Symptom Score : OABSS)を使用し、

介入前後で測定した。 

 

【結果】全例において、有害事象は認められなかった。J-PFDI-20 は介入前/後で、症例

A:105.3/18.8(3 ヶ月後)、症例 B:65.6/16.7(3 ヶ月後)、症例 C:50/40.6(2 ヶ月後)、症例

D:35.5/27.1(1 ヶ月後)であった。OABSS は介入前/後で、症例 E:9/2(4 ヶ月後)、症例

F:15/2(1 ヶ月後)であった。全例において、Minimal Clinically Important Difference 以上

の改善を認めた。 

 

【考察】POP・OAB 症例に対する超音波画像診断装置を用いた骨盤底プログラムは、安全

に実現可能であり、骨盤底機能を改善させる可能性がある。今後は対照試験による検討が必

要となる。 

 

【倫理的配慮】本研究ではヘルシンキ宣言の基本原則および追加原則を鑑み、症例に対し本

研究の概要について説明し、文書による同意を得てから測定を実施した。 
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第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録③ 

 

   上腕骨近位端骨折後の小円筋下部筋束付着部の観察 

 

 

○松田 強史 1) 

 

1)松倉病院 リハビリテーション科 

 

キーワード： 上腕骨近位端骨折・小円筋・超音波診断装置 

 

 

【目的】 

 小円筋の下部筋束は上腕骨外科頸に付着するとされており,上腕骨近位端骨折時には損

傷や炎症の波及を呈しやすいと考えられる.上腕骨近位端骨折後に髄内釘固定術を施行した

症例に,当該部の超音波診断装置(以下エコー)での観察を行ったので報告する. 

 

 

【症例紹介】 

 70 代女性,転倒により右上腕骨頸部骨折（Neer groupⅢ-B 3parts）を受傷し当院にて髄

内釘固定術を施行.3 週後 ROM 練習を開始した.また本症例にはヘルシンキ宣言を遵守し十

分な説明を行った上で同意を得た. 

 

 

【理学療法評価・治療】 

 右肩関節 ROM-t：他動挙上 70°,坐位自動挙上 30°,腋窩神経領域痛＋,自動外転 15°,結

帯仙椎レベルであった.圧痛は各腱板筋の筋腹・腱部など広範囲に見られた.10 週のエコーで

は小円筋付着部において骨折線と筋組織の萎縮,三角筋間での滑走不良を確認した.理学療

法は小円筋など後下方組織に対する選択的なアプローチを中心に行った所,24 週のエコー

にて小円筋の滑走改善と ROM-t では挙上 130°(肩甲上腕関節屈曲 80°),外転 120°,結帯

Th10 レベルと若干の改善が見られ 3rd 内旋 0°,外旋 80°であった. 

 

 

【考察】 

小円筋下部筋束は上部筋束と共同腱を有してはいるが腱板組織への合流はない.しかし相

互の滑走不全は挙上時の骨頭求心力に影響すると考えられ,本症例でも同様の状態であった.

また三角筋下滑液包は小円筋の付着部周囲でも滑動していることから,骨折後の出血は三角

筋下での軟部組織の癒着・瘢痕化を惹起し滑走に影響すると考えられる.今回は 10 週と 24

週時のエコーを比較し理学療法での介入による若干の改善を見せたが,筋膜間での癒着と思

われる所見は残存していた.これらの結果より早期の滑走性改善目的での介入の必要性が示

唆された. 
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第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録④ 

 

上腕骨近位端骨折の手術後、肩関節結帯可動域の改善に伴い肩関節

屈曲可動域が改善した一症例 

 

○八尾 賢吾１） 

 

1)医療法人 博愛会 松倉病院 リハビリテーション科 

 

キーワード：結帯可動域・後方組織・肩関節屈曲可動域 

 

 

【目的】 

上腕骨近位端骨折に対して観血的骨接合術を施行し，術後肩関節屈曲制限が生じた．上腕

骨頭の前方偏位，後方組織の筋攣縮，拘縮が著明であったことから，肩関節屈曲可動域制限

の改善を図るため，結帯可動域の改善に着目した．これらの機能障害に対して積極的に理学

療法を行った症例について報告する． 

 

【方法】 

症例は 60 代前半の女性．術直後は三角巾，バストバンド固定下にて安静．術後 16 日か

ら疼痛に合わせ関節可動域訓練（以下：ROMex）を開始した． 術後 1 ヶ月程度で疼痛が軽

減したため，結帯可動域制限に対し ROMex を積極的に実施した．主に後方組織（棘下筋，

後上〜後方関節包）にアプローチし，筋攣縮に対して反復収縮，拘縮に対して滑走性訓練や

リフトオフ操作を実施した． ROMex開始時は屈曲 80°，結滞は仙腸関節レベルであった． 

 

【結果】 

術後 3 ヶ月で結帯は L5 レベル，屈曲 120°で．術後 4 ヶ月で結滞は L3 レベル，屈曲

130°．術後 6 ヶ月で，結滞 Th10 レベル，屈曲 150°となった。結帯可動域の改善に伴い，

肩関節屈曲可動域の改善が図られた．また屈曲時痛も同時に改善された． 

 

【考察】 

本症例は当初，固定期間と疼痛により積極的な ROMex が実施できず，固定や炎症などに

よる後方組織の筋攣縮，拘縮によって著明な結帯可動域制限が生じた．それにより屈曲時に

生じる上腕骨頭の後方移動が制限され，前上方へ移動することで上腕骨頭が肩峰下を正常

に通過できず，屈曲制限を呈していたと考える．そのため筋攣縮に対し反復収縮、拘縮に対

し滑走訓練を実施することで機能障害が改善し，屈曲可動域の改善が図られたと考える 

 

【倫理的配慮】 

本報告はヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に注意し，趣旨を十分に説明し同意を得

た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録⑤ 

 

膝痛による破局的思考が ADL 回復を遅延させた一症例 

 

○萬喜 翔平 1) 門脇 昭仁１） 

 

1)平和会吉田病院 一般リハビリ科 

 

キーワード：破局的思考・PCS・患者教育 

 

【目的】痛みとは,侵害刺激より生じるのみでなく個人の来歴や痛みに対する感情など多く

の要因が関与するとされている.今回,腰椎圧迫骨折の受傷をきっかけに,痛みへの恐怖心

が高まり,痛み刺激に対し誇張した否定的な考えが働く破局的思考によって,膝痛が慢性化

され ADL回復が遅延した症例を報告する. 

 

【対象・方法】症例は両側変形性膝関節症（以下膝 OA）のある 80 歳台前半の女性で,植木

鉢を持ち上げて翌日腰痛増強し移動困難になり入院.画像診断で腰椎第Ⅰ圧迫骨折と診断．

膝 OA は Kellgren-Lawrence 分類で GradeⅢ.腫脹あるが,熱感・発赤なし.荷重や歩行時に

過剰に痛みが働き,運動への恐怖感が強い傾向であった. 

痛みの評価としては NRS 5/10（腰部・左膝）,PCS 31/42（反すう 13/20,無力感 13/20,拡大

視 5/12）と破局的思考の傾向が高く,痛みの悪循環が生じていた.スタッフに不信感があり介

入が十分に行えない状態であった.  

 介入方法としては運動への痛みの恐怖感を取り除くため,非荷重での筋力トレーニングを

行った。そこで不活動になることを避けるため、できる範囲の運動してもらい活動する習慣

を与え、リハビリへの期待感を持ってもらうように指導した。 

痛みが起きない範囲で免荷をしながら立位・歩行練習を行った。その際,痛みの増強を確認

し,動作の達成を賞賛し,患者とセラピストの目標を共有化しながら運動療法を行った.痛み

への恐怖感が徐々に改善されると, 段階的に負荷量を与えていき,リハビリ以外の病棟での

生活環境でも積極的に荷重するように患者教育を実施した。 

 

【結果】FIM は 58/126 点（運動 35 点,認知 23 点）から 89 点(運動 62 点,認知 25 点)と改

善し,NRS 1-3/10（膝痛）, PCS 20/42（反すう 11/20,無力感：8/20,拡大視：1/12）と点数が

減少し,破局的思考の改善が見られた. 軽度の膝痛が残っても,伝い歩きでの移動が行えるよ

うになった.またスタッフへの信頼も得られ,リハビリに対しても積極的な介入が行えた. 

 

【考察】今回痛みに対して PCS の評価を用いた結果 ,破局的思考が生じ,ADL の回復を遅

延させていることが分かった.痛みに合わせた運動療法を段階的に高めるとともに,破局的

思考を脱却するための患者教育が重要だと感じた. 

 

【倫理的配慮】本発表はヘルシンキ宣言に基づき,趣旨を説明した上で患者様の同意を得た. 
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第 30 回奈良県理学療法士学会  

一般演題抄録⑥ 

 

肘関節後方脱臼後屈曲拘縮の改善に難渋した一症例 

 

○久野 剛史 1) 

 

1) 松倉病院 リハビリテーション科 

 

キーワード：肘関節拘縮・長橈側手根伸筋・上腕筋 

 

 

【はじめに】肘関節脱臼は，整復後は肘不安定症または続発する肘関節拘縮が問題となる．

肘関節屈曲拘縮は解剖学的特徴から上腕筋の伸張性低下が主な要因であると考えられる．

今回，上腕筋に対する伸張性改善に重点を置いた理学療法において伸展可動域の改善に抵

抗を示し、長橈側手根伸筋の伸張性の改善を試みたところ著明な改善を示した症例を経験

したので私見を踏まえ報告する． 

 

 

【症例紹介】10 代男性．自転車走行中の事故にて受傷．当院受診し，右肘関節後方脱臼と

診断された．整復を行われるも肘関節易脱臼性が認められ，ギプス固定による保存療法とな

った．約4週間のギプス固定後，理学療法開始となった．理学療法開始時，肘関節屈曲 100°，

伸展－80°，回内 40°，回外－20°であった．上腕以遠の浮腫，前腕屈筋群，伸筋群，上

腕筋，上腕二頭筋，上腕三頭筋等に圧痛を認めた． 

 

 

【理学療法経過】理学療法開始４週まで，上腕筋の伸張性改善を主に理学療法を行い肘関節

屈曲 110°，伸展－75°，回内 45°，回外 25°と改善が乏しかった．そのことから，対象

組織を長橈側手根伸筋，腕橈骨筋に変更し理学療法を行ったところ 18 週時点で肘関節屈曲

－25°，伸展 125°，回内 75°，回外 85°まで改善が見られた．浮腫は改善されたが，圧

痛は上腕三頭筋内側頭，撓側手根伸筋に残存していた．  

 

 

【考察】肘関節屈曲拘縮の制限因子は前方関節包との位置関係などから上腕筋に着目され

ることが多い．腕橈骨筋，長撓側手根伸筋は，上腕骨小頭レベルにおいて腕橈関節付近の前

方関節包や上腕筋と隣接する解剖学的特徴から上腕筋同様に伸展制限の要因に成り得るこ

とが考えられた． 

 

 

【倫理的配慮】本発表はヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に注意し十分な説明を口頭

及び書面にて行い同意を頂いた． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑦ 

 

膝蓋骨骨折後、膝関節屈曲可動域の獲得に着目した一症例 

 

〇平林 和将 1) 

 

1)医療法人 博愛会 松倉病院 リハビリテーション科 

 

キーワード：膝蓋骨骨折・膝関節屈曲可動域・外側膝蓋支帯  

 

 

【はじめに】 

 膝蓋骨骨折において,骨片の転位の大きさは膝蓋支帯の損傷の程度に左右される.転

位の大きいものは,縦走線維も横走線維も損傷を受け,骨性にも膜性にも連続性を絶た

れた状態である. 

今回,骨片の転位が大きく,重度の膝蓋支帯損傷を認めた術後症例に対し,膝関節屈曲

可動域の獲得に着目し介入した結果を以下に報告する. 

 尚,本発表についてはヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に注意し,対象者に説明

を行い発表の同意を得た. 

 

 

【理学療法及び経過】 

 症例は 70 代女性.転倒し左膝蓋骨骨折を受傷.近医で手術し,４週間入院後,杖歩行に

て自宅退院.その後,当院にて外来リハビリを開始している. 

 介入 1 週目は,ROM は-5/100°,extention lag20°.膝蓋骨位置は 1 横指低位及び内旋偏

位であった.外側膝蓋支帯,膝蓋上嚢(以下 SPP),大腿骨前脂肪体(PFP) ,腸脛靭帯(以下

ITB),外側広筋(以下 VL),中間広筋(以下 VI)の柔軟性・滑走性が低下していた.ober test

も陽性と外側組織に拘縮を認め,膝関節屈曲時の下腿内旋が乏しかった. 

 理学療法は週 2～3 回介入し,SPP,PFP のリフトオフ操作,外側膝蓋支帯,ITB,VL,VI

の伸張・滑走訓練を中心に実施した. 

 介入 6 週目で,ROM は 0/135°,extention lag5°.膝蓋骨低位は改善しているが,内旋偏

位は残存.ober test 陽性も,SPP,PFP,ITB VL,VI の柔軟性・滑走性は改善傾にあり,膝関

節屈曲時の下腿内旋も増加を認めた. 

 

 

【考察】 

 林らは,外側膝蓋支帯は腸脛靭帯との間に連結線維を介して強固に付着しており,外

側膝蓋支帯の緊張は外側広筋だけでなく腸脛靭帯の緊張の程度も間接的に関与するこ

とを意味していると述べている. 

 本症例は膝蓋支帯の損傷が重度であり,外側膝蓋支帯を中心とした外側組織の拘縮を

顕著に認めていた.今回は外側組織を中心にアプローチした結果,膝関節屈曲時の下腿

内旋が増加し,可動域の改善に繋がったと考える. 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑧ 

体組成計を用いた骨格筋指数と超音波画像診断装置を用いた 

大腿四頭筋各筋の筋厚および筋輝度が膝伸展筋力に及ぼす影響 

 

○池本 大輝 1） 城谷 将輝 1）  唄 大輔 1,2） 徳田 光紀 1,2） 

 

1）平成記念病院 リハビリテーション課 

2）畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：膝伸展筋力・骨格筋指数・超音波画像診断装置 

 

【目的】加齢に伴う筋萎縮，筋力低下が大きい大腿四頭筋は研究対象として選択されること

が多い．しかし大腿四頭筋は大腿直筋（RF），中間広筋（VI），外側広筋（VL），内側広筋

（VM）から構成され，各筋の構造や機能，膝伸展運動への貢献度が異なることが報告され

ているにも関わらず，大腿四頭筋各筋を個別に評価した研究は数少ない．近年では簡便かつ

非侵襲的に骨格筋を評価できる体組成計や超音波画像診断装置（エコー）を用いた報告が増

えている．体組成計で測定可能な骨格筋指数（SMI），エコーで測定可能な筋厚，筋輝度は

それぞれが筋力と相関することが報告されている．しかし全身，下肢ごとの SMI，大腿四

頭筋各筋の筋厚，筋輝度を同時に調査し，それらが膝伸展筋力へ与える影響を調査した研究

は渉猟した限り見当たらない．そこで本研究の目的は，大腿四頭筋各筋の筋厚，筋輝度，全

身と下肢の SMI が膝伸展筋力に及ぼす影響を調査することとした． 

 

【方法】健常若年者 60 名（男性 30 名，女性 30 名，平均年齢 24±1.8 歳）の左右 120 脚を

対象とした．評価は医療用体組成計（mBCA515，seca 社製）を用いて全身と左右の下肢骨

格筋量を測定し，SMI を算出した．筋厚と筋輝度は，エコー（LOGIQ e V2，GE 社製）を

使用し，B モード，8MHz のプローブを用いて，深度 6.0cm，ゲイン 45db で統一し，短軸

で大腿四頭筋各筋を描出した。描出した画像から筋厚を計測し，筋輝度は画像解析ソフト

（ImageJ）を使用し，256 階調（0～255）の 8 bit gray scale で数値化した。膝伸展筋力

は，ハンドヘルドダイナモメーター（μtasF-1 アニマ社製）を用いて測定し，アーム長を

乗じた膝伸展トルク（Nm）を算出した．統計解析は，膝伸展筋力を従属変数とし，全身と

下肢 SMI，大腿四頭筋各筋の筋厚と筋輝度，性別を独立変数としたステップワイズ法によ

る重回帰分析を行った．有意水準は 5%とした． 

 

【結果】重回帰分析の結果，膝伸展筋力を決定する因子として，下肢 SMI（β=0.31），VM

筋厚（β=0.18），性別（β=－0.45）が抽出された（調整済み R2=0.70）．  

 

【結論】健常若年者における膝伸展筋力は，臨床で簡便に使用できる下肢 SMI，VM 筋厚

と性別が関連することが明らかとなった． 

 

【倫理的配慮，説明と同意】 

本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，全対象者に十分な説明を行い，書面にて同意を得た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑨ 

大腿骨近位部骨折患者術後４週目における歩行能力と 

下肢筋力および骨格筋量との関連性について 

 

○岡村 将輝 1) 徳田 光紀 1，2) 唄 大輔 1，2) 山田 祐嘉 1) 杉森 信吾 1) 

池本 大輝 1) 森川 雄生 1) 富田 優奈 1) 中川 琴葉 1) 藤沢 直輝 1) 

 

1)平成記念病院 リハビリテーション課 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：大腿骨近位部骨折・骨格筋量・歩行能力  

 

【目的】大腿骨近位部骨折術後患者の歩行獲得には下肢筋力が重要であると報告されてい

る．また，手術侵襲や術後の活動量低下に伴い骨格筋量が減少することも報告されている．

骨格筋量が減少することで下肢筋力も低下することが予測されるが，下肢筋力と骨格筋量

がどのように歩行能力に関連しているのかは十分な検証がなされていないのが現状である．

そこで，本研究の目的は，大腿骨近位部骨折患者の術後 4 週目の歩行能力と下肢筋力およ

び骨格筋量との関連性を検討することとした． 

  

【方法】対象は当院にて大腿骨近位部骨折の手術（人工骨頭置換術 12 名，骨接合術 5 名）

を施行された 17 名（年齢 82.9±8.9 歳）とした．包含基準は，受傷前に独歩または物的自立

歩行が可能な者とした．除外基準は歩行に影響を与え得る骨関節疾患・脳血管疾患・認知症

を有する者とした．評価は，術後 4 週目の歩行能力は Functional Ambulation 

Categories:FAC を用いて 0〜5 の 6 段階で評価した．下肢筋力としてハンドヘルドダイナ

モメーター（μtasF-1, アニマ社製）を用いて膝伸展筋力を計測し，体重で除した体重比を

算出した．骨格筋量は体組成計(Seca525， Seca 社製)を用いて下肢の骨格筋指数(Skeletal 

Muscle Index:SMI)を算出した．各評価は両側下肢について術後 4 週目に測定した．統計解

析は歩行能力と各項目の関連性について，Shapiro-wilk 検定を用いて変数の正規性を確認

した後に Pearson の積率相関係数または Spearman の順位相関係数を使用して検討した．

有意水準は 5％とした． 

 

【結果】歩行能力 FAC は，健側下肢筋力と有意な強い相関を認め（r = 0.70），患側下肢筋

力と有意な中等度の相関を認めた（r = 0.61）．また，健側下肢 SMI と有意な中等度の正の

相関を認めた（rs ＝ 0.49）が，患側下肢 SMI との相関は認めなかった．  

 

【考察】大腿骨近位部骨折患者の術後 4 週目の歩行能力には患側下肢筋力だけでなく，健

側の下肢筋力・骨格筋量が関連していることが示唆された．したがって従って，患側下肢だ

けでなく，健側下肢の筋力向上を図るとともに，術後早期から活動性を向上させて健側下肢

の筋萎縮を予防する事が歩行能力の向上には必要であると考えられる．今後は，筋力や骨格

筋量だけでなく，他の要因も含めて歩行能力の関連要因を検討していくことが課題である． 

【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，全症例に十分な説明を行い，書面にて同

意を得た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑩ 

肩腱板損傷に対する理学療法効果の検証 

 

〇原 康祐 1） 榮﨑 彰秀 1,2） 徳田 光紀 3,4） 小林 玲子(NS)1） 櫻井 悟良（MD）１） 

 

1)さくらい悟良整形外科クリニック  

2)西奈良中央病院 リハビリテーション科 

3)平成記念病院 リハビリテーション科  

4)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：肩腱板損傷・理学療法・JOAscore 

 

【目的】当院では肩腱板損傷において,保存療法として理学療法（以下 PT）を基本とするこ

とが多いが,手術的治療に至ることもある.今回, 日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判

定基準（以下 JOAscore）を用いて初診時,術前,術後を比較し,術前および術後の PT効果を

検証することを目的とした. 

 

【対象と方法】2015 年 12 月～2019 年 9 月までに肩腱板損傷と診断され PT を週１回以上,

かつ１カ月以上継続実施可能であった 801 例の中で手術的治療に至った 25 例 25 肩（男性

15 例,女性 10 例）を対象とした.初診時の平均年齢は 62.7±19 歳であった．PT は関節可動

域練習,生活動作指導,自主トレーニング指導を実施した．方法は JOAscore にある疼痛,機

能,可動域の３項目を用い, 初診時,術前（PT 平均期間 4.8 ヶ月）,術後５カ月時を一元配

置分散分析および Bonferroni の多重比較を用い検証した. 

 

【倫理的配慮】本発表はヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に注意し十分な説明を口頭

及び書面にて行い，同意に関して署名を頂いた． 

 

【結果】初診時と術前では機能と可動域において初診時より高値を示したが，疼痛に関して

は有意差を認めなかった(P＜0.05).術後においては初診時,術前よりも全項目で高値を示し

た(P＜0.05). 

 

【考察】可動域と機能は初診時から術前において改善し,また複数の先行研究から術前の可

動域制限が術後に残存すると報告があることからも,術前 PT による拘縮改善は有益である

と考えた. 疼痛は初診時から術前では改善せず,術後では有意に改善し,それに加えて可動

域や機能においても,術後は術前よりも改善していた.このことから疼痛が初診時,術前の

可動域,機能を低下させていたが,手術的治療により疼痛が改善した結果,可動域,機能を向

上させた可能性があると考えられた. 

 

【結論】手術を要した肩腱板損傷に対する術前の PT は疼痛の改善には寄与しないが,可動

域,機能面においては有効であることが示唆された.また術後の PT は可動域,機能,疼痛の

改善に寄与することが示唆された.今後,保存療法で成績良好例と手術的治療に至った症例

との比較,また断裂サイズや断裂部位により保存療法成績に違いがあるのか検証していく

必要があると考える. 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑪ 

 

前庭脊髄路興奮性の左右差と立位姿勢制御との関係 

 

〇中村 潤二 1, 2) 岡田 洋平 2) 塩崎 智之 3) 田中 宏明 2, 4)  

植田 耕造 2, 5) 生野 公貴 1, 2) 森岡 周 2) 庄本 康治 2) 

 

1）西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 

2）畿央大学大学院健康科学研究科 

3）奈良県立医科大学医学部医学科耳鼻咽喉・頭頸部外科学 

4）馬場記念病院リハビリテーション部 

5）星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 

 

キーワード：前庭脊髄路・直流前庭電気刺激・姿勢制御 

 

【目的】前庭脊髄路は,姿勢制御に重要な役割を担う神経機構であり,前庭脊髄路興奮性の

評価は,脳卒中やパーキンソン病などの姿勢制御障害をきたす症例の病態評価に必要であ

る.前庭脊髄路興奮性の評価には,ヒラメ筋 H 反射を誘発する前に,前庭器官を刺激する直流

前庭電気刺激(GVS)を行うことによる H 反射の増大の程度を比較する手法がある.しかし,

前庭脊髄路興奮性の左右差や立位姿勢制御との関係は報告されていない.本研究の目的

は,GVS を利用した前庭脊髄路興奮性の評価の左右差や立位姿勢制御との関係を検証する

こととした. 

【方法】対象は,健常者 15 名(27.7 ± 3.1 歳)とした.ヒラメ筋 H 反射（Test-H）計測後

に,GVS を条件刺激として与えた際の H 反射（GVS-H）を左右でランダムの順序で計測

し,GVS-H の H 反射の振幅の Test-H の振幅に対する変化率と変化率の左右比を算出した.

立位姿勢制御の評価には,重心動揺計を用いた.測定は感覚情報の重みづけを調整するため

に開眼,閉眼,ラバーマット上開眼、ラバーマット上閉眼条件とし,各条件の 30 秒間の静止立

位中の足圧中心(COP)の側方偏移位置と方向を記録した.統計解析は,H 反射変化率の左右の

比較に,対応のある t 検定を用いた.H 反射変化率の左右比と立位制御中の COP 側方偏移位

置の関係性の検討には,Pearson 積率相関係数を行い,H 反射変化率の優位側と COP 側方偏

移方向の一致度の検討にカッパ係数を用いた. 

【結果】H 反射変化率は,左側 14.2 ± 6.0%,右側 17.0 ± 9%であり,有意差はなかった(p = 

0.14).H 反射変化率の左右比と COP 側方偏移位置との関係は開眼,閉眼,ラバーマット上開

眼条件に有意な相関はみられず(p > 0.05)、ラバーマット上閉眼条件の間に中等度の正の相

関がみられた(r = 0.57,p = 0.02).H 反射変化率の優位側と COP 側方偏移方向は,ラバーマッ

ト上閉眼条件のみ有意な高い一致を示した(κ=0.7,p=0.004). 

【考察】GVS を用いた前庭脊髄路興奮性は,左右差を認めなかったが,ラバーマット上閉眼

立位における COP の側方偏移位置や偏移方向との関係がみられた.前庭脊髄路は,同側下肢

の伸筋の興奮性の調整に関与するが,前庭感覚の重みづけが強い不安定な立位では,前庭脊

髄路機興奮性の優位側に荷重偏移し，制御する可能性がある. 

【倫理的配慮】本研究は倫理委員会の許可を得た上で実施した(No.0023).ヘルシンキ宣言

を遵守し,本研究の目的等を説明し,書面にて同意を得た後に実施した.利益相反関係にある

企業等はない. 



28 

 

第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄⑫ 

歩行立脚期の前方推進力の低下と遊脚期の代償パターンを呈

した脳卒中片麻痺患者へのマルチチャンネル機能的電気刺激と 

トレッドミル歩行の即時的影響の検討 

 

○藤田 大輝 1) 辻本 直秀 1) 中村 潤二 1,2) 生野 公貴 1,2) 

 

1) 西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 

2)  畿央大学大学院健康科学研究科  

 

キーワード：マルチチャンネル機能的電気刺激・トレッドミル歩行・三次元動作解析 

 

【目的】脳卒中患者は非対称性を特徴とする代償的な歩行パターンを認める．この是正とし

て，複数筋へのマルチチャンネル機能的電気刺激(FES)とトレッドミル歩行の併用介入が報

告されている．今回，麻痺側立脚期の前方推進力の低下と遊脚期の代償パターンを呈した脳

卒中患者へのマルチチャンネル FES とトレッドミル歩行の即時的影響を検討した． 

 

【方法】対象は左延髄の脳梗塞による右片麻痺を呈した発症後約 2 ヶ月の 60 歳代男性であ

る．画像所見では前頭葉・側頭葉の萎縮と左基底核部の陳旧性脳梗塞を認め，麻痺肢への注

意低下，遂行機能障害を認めた．Fugl-Meyer assessment 下肢項目は 26 点であった． 裸

足や短下肢装具（AFO）装着下の独歩では下垂足と pull off，非麻痺側の伸び上がりを認め

た．これらは麻痺側立脚期の前方推進力低下，遊脚期の足趾クリアランス低下によるものと

解釈した．これらの改善を目的に大殿筋・中殿筋・足関節底屈筋・背屈筋へのマルチチャン

ネル FES とトレッドミル歩行の併用介入を実施した．研究デザインは pre-post デザインを

用いた．トレッドミルは 1.5-1.8km/h で 5 分間を 2 回実施した．歩行分析は三次元動作解

析装置を用いて介入前後で歩行速度，股関節屈曲・伸展角度と角速度，膝関節伸展角度，反

対側踵接地時の Trailing limb angle（TLA)を分析した． 

  

【結果】介入後，AFO 下の歩行では両側で立脚後期の股関節及び膝関節の伸展角度増大，

股関節伸展の角速度と麻痺側の TLA の増大を認めたが，麻痺側の遊脚初期での股関節屈曲

の角速度や遊脚後期での股関節屈曲角度は増大した．非麻痺側の立脚中期での膝関節及び

股関節の伸展角度向上を認めた．歩行速度は変化しなかった． 

 

【考察】トレッドミル歩行とマルチチャンネル FES による両側立脚期の前方推進力向上を

示す歩容の変化を認めた．しかし，pull off や非麻痺側の伸び上がりの残存は，前方推進力

向上に伴う立脚後期の延長から遊脚期の切り替え困難による代償を示しており，本介入が

適応となる症例の特性についてはさらなる調査が必要と考えられた． 

 

【倫理的配慮】本研究は，ヘルシンキ宣言を遵守し，対象者の保護に十分留意し，対象者に

は本研究の目的について説明し，本人の自署による同意を得た後に実施した． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑬ 

 

脳卒中片麻痺患者に対するトレッドミル歩行練習と 

足関節底背屈筋への機能的電気刺激による介入の試み 

―シングルケーススタディ― 

 

〇長尾 綾菜 1, 2) 福西 優 1) 中村 潤二 1,2) 生野 公貴 1,2)  

 

1) 西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

2)  畿央大学大学院健康科学研究科  

 

キーワード：トレッドミル歩行練習・足関節底背屈筋・機能的電気刺激 

 

【目的】脳卒中片麻痺患者の歩行能力の改善に，足関節底屈および背屈筋への機能的電気刺

激(FES）とトレッドミル歩行練習の併用が有効であると報告されている．本研究の目的は，

歩行中の麻痺側足部の引っ掛かりや麻痺側立脚後期の停滞を認める症例に対して，足関節

底背屈筋への FES とトレッドミル歩行練習の併用により歩行能力が改善するかを検討する

ことである． 

【方法】症例は発症後 6 カ月を経過した脳卒中右片麻痺の 70 歳代男性であった．下肢 Fugl-

Meyer Assessment が 30 点であり，足関節底屈筋力は MMT で麻痺側 3，非麻痺側 4 であ

った．感覚障害は中等度鈍麻であり，身体失認や注意障害を合併していた．歩行は歩行器に

て自立していたが，麻痺側立脚期での前方推進の低下や，遊脚期に足尖の引っ掛かりを認め

た．それらの改善を目的にトレッドミル歩行練習と FES の併用介入を試みた．研究デザイ

ンは A-B-A デザインとし，A 期はトレッドミル歩行練習のみ，B 期にはトレッドミル歩行

練習時に前脛骨筋と腓腹筋に FES を実施した．評価はセッション毎に 10m歩行テストと足

関節背屈および底屈筋力を徒手筋力計にて計測し，フェーズ毎に 2 分間歩行テストを実施

した．介入中は，修正 Borg スケールにて主観的疲労感を聴取した．各介入期終了時には 3

次元動作解析を行い，関節角度や Trailing Limb Angle などを算出した． 

【結果】麻痺側足関節背屈筋力は介入前 5.3kg，A 期後 5.8kg，B 期後 6.6kg，A2 期後 6.5kg

であった．麻痺側足関節底屈筋力は介入前 30kg，A1 期 28.5kg，B 期 31.8 ㎏，A2 期 27.4

㎏であり，B 期で麻痺側足関節底背屈筋力の改善が見られた．介入前の 10m 歩行時間は 8.9

秒，ステップ数は 17 歩，2 分間歩行距離は 115m で，介入期間を通じて大きな変化はなか

った．また 3 次元動作解析においても関節角度等の歩容の変化はなかった．疲労感は実施

中，修正 Borg スケールにて 8 まで上昇した．  

【考察】併用介入時に足関節底屈筋力と背屈筋力の向上がみられたが，歩行の運動学的側面

の効果は乏しく，感覚障害や身体失認，易疲労性による練習量の確保困難など複数の影響が

考えられた．本介入によって良好な反応を示す症例の特性についてはさらなる調査が必要

であると考えられた．  

【倫理的配慮】本研究は，ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に十分留意し，対象者には

本研究の目的について説明し，自署による同意を得た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑭ 

 

右立脚期の右内腹斜筋の活動に着目し介入した 

右小脳出血患者の一症例 

 

〇堀田 昂己１） 越智 聖大１） 米田 浩久２） 鈴木 俊明２） 

 

1)介護老人保健施設ローズ 

2)関西医療大学大学院 

 

キーワード：右小脳出血・右内腹斜筋・表面筋電図 

 

【目的】今回，歩行動作の右立脚後期から前遊脚期にかけて左側方へのふらつきを認めた右

小脳出血患者を担当した．理学療法評価より抽出された問題点に対して理学療法を行い，表

面筋電図により治療効果を検討したので報告する． 

【症例紹介】症例は 70 歳代女性の右小脳出血患者である．通所リハビリテーションを週 3

回利用し，主訴は「歩くときに左へふらつく」である． 

【理学療法評価】歩行動作は，常に体幹が右側屈位であり，右立脚初期から中期にかけて骨

盤右側方移動が乏しくなっていた．その後，右立脚中期にて骨盤左側方移動への切り替えが

早期に生じ左側方へのふらつきを認めた．理学療法評価では下肢の問題を認めず，立位での

右側方移動による筋緊張検査において，右内腹斜筋横線維の筋緊張低下を認めた．これによ

り，右下肢への荷重量増大に伴って生じる仙腸関節の剪断力を防ぐことができず，骨盤の右

側方移動が乏しくなったと考える． 

【表面筋電図評価】測定にはキッセイコムテック社製 MQ-16 を使用し，計測筋は両側の外

腹斜筋，内腹斜筋斜行線維，内腹斜筋横線維とした．課題は，端座位での側方移動，立位で

の一側下肢のステップを行った．サンプリング周波数は 1,000Hz とした．統計学的検討に

は paired-t test を用い，有意水準は 5％とした． 

【理学療法】端座位にて右内腹斜筋の伸張を行った後，右下肢ステップ位での右上側方への

リーチ，歩行動作練習を右側腹部の伸張を誘導しながら行った．治療時間は 20 分，週 3 回

の頻度で計 8 回行った． 

【結果】歩行動作の右立脚初期から中期にかけて骨盤の右側方移動が増大することで右立

脚相が延長し，右立脚後期から前遊脚期にかけての左側方へのふらつきが改善した．表面筋

電図学的検討では，右下肢ステップ課題における右内腹斜筋横線維に介入前後で有意差を

認め，介入後は筋活動が増加した． 

【考察】右内腹斜筋横線維は，右ステップ課題時に右下肢への荷重量増大によって生じる仙

腸関節の剪断力を防ぐ作用として活動したと考える．歩行動作においても，右内腹斜筋横線

維の活動により右立脚期前半で生じる仙腸関節の剪断力を制動することが可能となり，骨

盤の右側方移動が増大したと考える．以上より，小脳出血患者の理学療法を担当する際，単

に体幹失調と捉えるのではく，体幹筋の各線維の活動に着目して評価・治療することが重要

であると考える． 

【倫理的配慮】発表に際し，症例にはヘルシンキ宣言に基づき同意を得た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑮ 

 

短期集中予防サービスによって社会参加に改善を認める 

対象者の特徴 

 

〇福西 優 1） 塩田 大地（OT）1） 田口 尚寛 1） 西野 星陽 1） 松尾 朱莉 1）  

宮野 佳那 1） 仲川 孟志 1） 尾川 達也 1） 生野 公貴 1） 

 

1） 西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

 

キーワード：短期集中予防サービス・Frenchay Activities Index（FAI）・社会参加 

 

【目的】短期集中予防サービスは，短期間の専門職の介入を通して，参加者の日常生活動作

の改善や社会参加の促進を目的とする．その対象者は，要支援者もしくは事業対象者である

が，社会参加改善の恩恵を受ける対象者の特徴は不明である．本研究では，短期集中予防サ

ービスの参加者の中で，社会参加の改善が見られた対象者の特性を捉えることを目的とし

た． 

 

【方法】対象は，2017～2019 年に短期集中予防サービスに参加した地域高齢者 43 名（年

齢 79.4±5.6 歳，男性 13 名女性 30 名，事業対象者 25 名要支援者 18 名）である．本サー

ビスは，1 回 120 分週 1 回の頻度で 3 ヶ月間（全 12 回），個別および集団運動療法を実施

した．評価項目は，移動能力の評価として Timed Up & Go Test（TUGT），柔軟性の評価と

して Chair Sit Reach Test（CSRT），持久力の評価として 2 分間ステップテスト（2MS），

社会参加の評価として Frenchay Activities Index（FAI）を実施した．FAI の最小可検変化

量の先行研究を参考に，FAI の改善度が 8.64 以上を FAI 改善群，未満を FAI 非改善群と定

義し，身体機能と社会参加を比較した． 

 

【結果】FAI 改善群は 5 名（11.6％）であった．初期評価時の TUGT は FAI 改善群 14.4±

6.6 秒，FAI 非改善群 9.5±3.8 秒（P=0.18），CSRT は FAI 改善群－3.6±8.7cm，FAI 非改

善群 4.8±8.0 ㎝（P=0.1），2MS は FAI 改善群 184±81 回，FAI 非改善群 223.5±47.4 回

（P=0.34），FAI は FAI 改善群 14.4±5.7 点，FAI 非改善群 25±7.4 点であり，FAI のみ有

意に低かった（P＝0.01）．また，FAI は屋内家事領域でのみ有意な改善が見られた（P=0.04）． 

 

【考察】FAI 改善群では初期評価時の社会参加が低かったことから，短期集中予防サービス

は，対象者の中でも特に社会参加が低下している方に，屋内家事等の手段的 ADL の改善効

果が見られやすいことが示唆された．参加者における FAI の改善割合が少なかったことか

ら，短期集中予防サービスの内容と対象のスクリーニング方法にさらなる検討が必要であ

ると考えられた． 

 

【倫理的配慮】 

本研究は後ろ向き研究で個人の匿名性は確保されており，データ使用の同意についてはオ

プトアウトを用いた． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑯ 

 

リハビリテーション専門職のワーク・エンゲイジメントと 

キャリア志向について 

 

〇池田 裕介 1)  辻下 守弘 2) 

 

1） 医療法人仁誠会 奈良セントラル病院 リハビリテーション部 

2） 奈良学園大学 保健医療学部リハビリテーション学科 

 

キーワード：ワークエンゲイジメント・キャリアアンカー・キャリア支援 

 

【目的】リハビリテーション専門職におけるキャリア形成では、ワーク・エンゲイジメン

ト（以下、WE）とキャリアアンカー（以下、CA）を考慮した職場管理の重要性が高まっ

ている。WE は、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」（Schaufeli et al. 

2002）と定義され、CA は、個人が仕事をしていく上でそのやり甲斐（達成感）や意味の

実感（有意義感）の拠り所となる中心的な価値観のことであり、両者ともに専門職のキャ

リア形成として重要な概念である。しかし、これまでリハビリテーション専門職の WE と

CA に関する報告は少ない現状である。そこで、本研究の目的は、当法人のリハビリテー

ション専門職における WE と CA の特徴を明らかにすることで、教育体制やキャリア支援

に役立てるための知見を得ることである。 

【方法】調査対象は、当法人に勤務するリハビリテーション専門職 42 名（男性 29 名，女

性 13 名）であった。属性は、理学療法士 26 名、作業療法士 7 名、言語聴覚士 9 名で、平

均年齢 31.5±7.9 歳、平均経験年数は 5.2±4.6 年であった。WE は Schaufeli らが開発し、

Shimazu らによって日本語訳されたユトレヒト・ワーク・エンゲージメント（UWES-J）

の短縮版 9 項目を用いた。WE 得点および 下位尺度である活力・熱意・没頭の各得点を

算出した。CA は、E.H. Schein により開発されたキャリア指向質問票 40 項目を用いた。

質問は価値観に対する 8 つのカテゴリー、各 5 問で構成され、個人の持つキャリアに対

する動機や価値観についての質問を、6 段階にて共感度を点数化した。 

【結果と考察】WE の男性の平均値が 28±10.9、女性が 28.2±9.5 であり、職種別では、

理学療法士が 27.6±10.7、作業療法士が 28.0±10.0、言語聴覚士が 26±10.8 であった。

年齢別では、20 歳代（18 名）が 27.0±10.2、30 歳代（14 名）が 28±10.9、40 歳代（6

名）が 27.8±9.7、そして 50 歳代（2 名）が 23.3±12.7 であった。経験年数では、5 年未

満（25 名）が 27.5±10.5、5 年以上 10 年未満（9 名）が 26.3±10.2、10 年以上（8 名）

が 27.6±10.2 であった。峯田（2017）による看護師の WE に関する研究では、加齢に伴

い WE は高くなると報告されているが、今回の調査対象では年齢や経験年数により WE が

高くなる傾向は認められなかった。また、各調査項目の WE において、CA は専門・職能

別コンピタンス、保障・安定、生活様式が高い傾向にあった。 

【倫理的配慮】 

本研究は、奈良セントラル病院倫理委員会の承認を得て、参加者が特定されないよう個人

情報を保護するなどの倫理的配慮を行った。 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑰ 

 

循環器疾患患者の 6 分間歩行距離 300m 未満を反映する 

簡便な運動能力指標の検討 

 

○笠井 佑哉 1) 内藤 紘一 1)2 ) 今井 久美(Ns)1)  

福居 加奈(Ns)1) 矢野 佳江(Ns)1) 岩間 一(Dr)1) 

 

1) 医療法人 相志和診会 岩間循環器内科 

2) 名古屋女子大学 健康科学部 

 

キーワード：6 分間歩行距離・4m 快適歩行時間・運動耐容能 

 

【目的】2021 年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインにお

いて，6 分間歩行距離（six minute walk distance:6MWD）は心肺運動負荷試験とともに運

動耐容能を測定する指標とされ，300ｍ未満である患者は再入院率が高いことが報告されて

いる．しかし必要とする測定スペース上，クリニックなどで手軽に測定できるとは言い難い．

狭い場所でも測定可能な指標により 6MWD が推定できれば，心臓リハビリテーション（心

リハ）が必要な患者を選別するためのスクリーニングとしてより多くの施設で実施可能に

なると考えられる．そこで本研究は，循環器疾患患者の 6MWD が 300m 未満を反映する簡

便な運動能力指標の検討することを目的とした． 

 

【方法】対象は当院にて外来心リハを実施している 60 歳以上の心大血管疾患 77 例（男性

42 例，女性 35 例，平均年齢 79.9 歳）とした．対象者の 6MWD と，患者特性と運動能力

指標の関連性を分析した． 

 

【結果】6MWD が 300ｍ未満の患者は 20 例（26％）であった．6MWD が 300ｍ未満であ

ることを従属変数，年齢，身長，体重，膝伸展筋力，4m 快適歩行速度時間を独立変数にし

た多重ロジスティック回帰分析の結果，従属変数に独立して影響する因子として，4ｍ歩行

時間（修正オッズ比：18.94，95％信頼区間：2.23-160.90，p=0.007）と膝伸展筋力（修正

オッズ比：-0.72，95％信頼区間：-0.52--0.995，p=0.047）であった．6MWD が 300ｍ未満

を状態変数とした 4ｍ快適歩行時間 の ROC 曲線の評価では cut-off 値は 3.81秒 であっ

た．この ROC 曲線での正診性を示す AUC は 88.7%であった．この cut-off 値での感度

は 94.7% ，特異度は 66.7% であった． 

 

【考察】4m 快適歩行時間が 6MWD と最も関連がある可能性が示唆された．この理由とし

て，4m 快適歩行時間は 6MWD で実施する最大歩行と異なるが，互いに歩行能力を指標と

していることが類似していることが考えられた．従って 4m快適歩行時間で6MWDが300m

未満であることをスクリーニングできる可能性が示唆された． 

 

【倫理的配慮】本研究は，ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し，説明と

同意などの倫理的な配慮を行ったうえで研究を実施した． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑱ 

 

心臓外科手術後患者における術前腎機能と術後身体機能の関連 

 

〇谷山 みどり 1），吉田 陽亮 1）2），藤原 大輔 1），山田 綾美 1）， 

岡山 悟志（Dr）1），田村 大和（Dr）3） 

 

1）奈良県西和医療センター リハビリテーション科 

2）畿央大学大学院 健康科学研究科 

3）奈良県西和医療センター 心臓血管外科 

 

キーワード：心臓外科手術・腎機能・身体機能 

 

【目的】心臓外科手術後患者における術前腎機能と術後身体機能の関連について調査した． 

【方法】対象は 2020 年 4 月～12 月に心臓外科手術を施行し，術後リハビリテーションを

実施した 22 例（男性 18 例，女性 4 例，年齢 73±9.0 歳，術式内訳：複合手術も含む冠動脈

バイパス術 7 例，大動脈弁置換術 5 例，僧帽弁形成術 2 例，人工血管置換術 8 例）とした．

評価項目は腎機能（eGFR，SCr），貧血（Hb），炎症（CRP），筋力（握力，下肢筋力），身

体機能（Short physical performance battery:SPPB），運動耐容能（6MWT），栄養状態（Alb，

GNRI），認知機能（MMSE），ADL（BI），ICU 在室日数，在院日数とした．評価は ICU 出

室後及び退院前の 2 回実施した．患者は術前腎機能を GFR 区分より G2 以上（良好群）及

び G3a 以下（不良群）の 2 群に分類し，対応のない t 検定，Mann-Whitney U 検定，ｘ2検

定を用いて比較した． 

【結果】術前腎機能は良好群 7 例，不良群 15 例であった．不良群は良好群と比較して，ICU

出室後及び退院前 eGFR(ICU 出室後 79.7±14.5ml/min/1.73m2 vs 33.9±24.1ml/min/1.73m2 

p=0.001，退院前 78.4±12.3ml/min/1.73m2  vs  34.3±25.3ml/min/1.73m2 p=0.001)，Alb

（ICU 出室後 3.1±0.3g/dl vs 2.8±0.4g/dl p=0.033，退院前 3.4±0.34g/dl vs 2.9±0.4g/dl 

p=0.018）が有意に低値を示した．SCr(術前 0.8±0.1mg/dl vs 3.0±2.5mg/dl p=0.0002)は，術

後 48 時間以内に 0.3mg/dl 以上上昇 (術後 48 時間以内の最高値 1.0±0.1mg/dl vs 

3.0±2.0mg/dl p=0.002)，術後7日以内に1.5倍以上上昇(術後 7日以内の最高値1.0±0.1mg/dl 

vs 3.7±2.7 ㎎/dl p=0.002)となり有意に高値となった．身体機能は，退院前 SPPB（12.0±0

点 vs 10.3±3.3 点 p=0.045）が有意に低値を示した．ADL は入院前と比較し，退院時 BI

（98.6±3.8 点 vs 86.7±18.7 点 p=0.049）が有意に低値であった．1 日あたりのリハビリ提

供単位数(1.5±0.2 単位 vs 1.5±0.3 単位 p=0.75)は 2 群間で有意差はなかったが，不良群は

ICU 在室日数(5.3±1.5 日 vs 9.4±7.9 日 p=0.039)，及び在院日数(22.4±7.8 日 vs 44.6±27.9

日 p=0.037)が長かった．その他の項目に有意差は示さなかった． 

【考察】本研究では，術前腎機能不良群は良好群と比較し ICU 在室日数に有意差を認めた

が，入院前 ADL 及び ICU 出室後の身体機能には有意差を認めなかった．しかし，退院前

ADL 及び身体機能は有意に低下し，在院日数の延長に繋がることが示唆された．不良群で

は術後 AKI 発症率が高く，呼吸循環動態に留意し継続したリハビリテーション介入が必要

である． 

【倫理的配慮】本研究参加者には，研究目的，方法，参加は自由意志で拒否による不利益は

ないこと，及び，個人情報とプライバシーの保護について説明し，同意を得た． 
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第 30 回奈良県理学療法士学会 

一般演題抄録⑲ 

 

周術期のがん患者における身体組織の変化 

 

〇大西 充気¹⁾   西田 亮一¹⁾²⁾  堀井 猛司¹⁾ 

 

1）高の原中央病院 リハビリテーション科 

2）畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード 骨格筋量・脂肪量・身体機能 

 

【目的】周術期のがん患者において, 手術侵襲後は組織修復のためにエネルギー需要が高ま

り,アミノ酸を解糖する蛋白異化の亢進による骨格筋量, 脂質の燃焼される. とくに, 14 日

目までに骨格筋量の低下が生じ, 運動機能の低下が生じる. 近年, がん患者における運動

療法は ADL, QOL が向上することが報告されている. しかし, 周術期における運動につい

ては悪液質の悪化を招く可能性があり, 適切な運動強度が未だ良好な介入方法は報告され

ていない. そこで我々は周術期の胃がん術後患者に対して, 運動療法を実施し, 一部知見

を得たので報告する. 

 

【方法】症例は 70 代女性, 胃がん, StageⅢ（T4a,N1,M0） と診断され, 幽門側胃切除施行

目的に当院入院となる. 評価項目は体組成計を用いて, 体重, BMI, 骨格筋量, 脂肪率を測

定した.また, 6 分間歩行テスト, SPBB を評価した. さらに, 炎症反応や栄養値を判断する

ため CRP と Alb 値の血液データも参考にした. 評価は術前 1 日目, 術後 10 日目で実施し, 

術前後の変化を観察した. プログラムは, 主に歩行練習を実施し, 運動強度が Borgscale13

程度を目標に歩行距離の延長図った. 

 

【結果】体重は 3.3 ㎏減少し, 特に下肢の筋肉量低下が著名に認めたが, 上肢の骨格筋量は

変化を認めなかった. しかし, 体脂肪率の減少はなく, 全体的に 0.8%の体脂肪率の上昇を

認めた. また, 6 分間歩行試験でも 405m から 360m となった. SPPB 8 点から 8 点と変化認

めず, バランス能力の低下を認めた. 血液データでは, CRP 0.13 から 0.51 と上昇し, Alb 値

3.4 から 2.5 と低下を認めた. 

 

【考察】胃がん術後の症例に対し, 運動療法を実施した. 脂肪量の維持はできたが, 体重, 

骨格筋量が減少した. がん細胞はグルコース代謝で過剰に糖利用能を促進する. 骨格筋量

の減少は, 血液中にサイトカインの増加や低栄養が報告されている. 本症例において, 術前

から骨格筋量が減少していたことに踏まえ, 低栄養状態および炎症値の上昇に至ったこと

が身体機能の低下を予防できなかった可能性が考えられる. 

 

【倫理的配慮】本発表に際し倫理的に配慮としてヘルシンキ宣言に基づき, 患者に十分に説

明を行い, 同意を得た. 
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一般演題抄録⑳ 

 

肺炎患者の早期離床に影響を及ぼす因子について 

 

〇大垣 昌成 1) 和田 善行 1) 小栗 拓馬 1） 小林 賢祐 1） 前川 早那恵 1）  

中川 隆太 1） 柴田 康太郎 1） 坂本 兼玲 1） 瀧岡 直史 1） 芝原 宏紀 1）  

田邊 莉沙 1） 榎 眞仁 2） 徳田 光紀 1） 

 

1）社会医療法人 平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課 

2）社会医療法人 平成記念会 リハビリあ・える神宮前 

 

キーワード：肺炎・早期離床・日常生活動作 

 

【目的】肺炎患者の早期離床は在院日数の短縮や，日常生活動作(ADL)の維持など有用な報

告が多い．本研究の目的は，肺炎患者の離床状況の帰結と，早期離床に影響を及ぼす因子を

調査することである． 

 

【方法】細菌性・誤嚥性肺炎の診断にて入院され，リハビリ介入があった 161 名を対象と

した．退院後 3 日以内の再入院，入院前 ADL がベッド上，コロナ疑似症例，死亡転帰は除

外とした．臨床データは，先行研究より検討した離床に関する因子を診療録より後方視的に

収集した．測定項目は，年齢，身長，体重，体格指数(BMI)，入院からリハビリ開始までの

日数，C 反応性蛋白(CRP)，白血球(WBC)，入院時アルブミン(Alb)，退院時 Alb，入院時運

動項目 Functional Independence Measure (FIM)，退院時運動項目 FIM，運動項目 FIM の

改善量，入院時認知項目 FIM，退院時認知項目 FIM，認知項目 FIM の改善量，入院時食止

めの有無，食止めの日数，市中肺炎の重症度分類(A-DROP)とした．離床の定義は，Mundy

らによる先行研究より「入院から連続して 20分以上の車いす乗車が可能となるまでの期間」

(以下，離床期間)とした．入院から 72 時間以内に離床できた群を早期離床群(68 名)，72 時

間以降に離床を開始した群を離床遅延群(93 名)とし，群間比較(t 検定，χ二乗検定，Mann-

Whitney の U 検定)を行った．有意水準は 5％とした． 

 

【結果】両群間の比較において，身長，在院日数，入院時運動項目 FIM，退院時運動項目

FIM，運動項目 FIM の改善量，食止めの日数，食止めの有無において有意差が認められた

（p<0.05）． 

 

【結論】肺炎の重症度が離床期間に影響を与えると予想されたが，有意差はなかった．早期

離床群の方が在院日数は短く，運動項目 FIM の改善も有意に認められた．また，入院時食

止めの有無，食止めの日数にも有意差を認めたことから，早期からの栄養摂取状況が離床期

間に影響を与えている可能性が示唆された．また，入院時運動項目 FIM に差がみられたこ

とから，この測定項目が低い症例は離床遅延傾向にあると考えられ，早期のリハビリ介入に

よる離床促進が必要と考えられた． 

 

【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，全症例に十分な説明を行い，同意を得た．

更に，所属機関の研究倫理委員会の承認を得たうえで実施した． 
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一般演題抄録㉑ 

 

心不全急性増悪前の身体活動が周期性変化を示した 1 症例 

 

笹本 安寿治 1) 中村 洋貴 1)  江村 修二 1) 石井 英(MD)2)  内藤 紘一 1) 3) 

 

1) 高井病院 リハビリテーション科 

2) 高井病院 循環器内科 

3) 名古屋女子大学 健康科学部 

 

キーワード：心不全・活動量・座位行動 

 

 

【目的】昨今の Covid-19の影響から、在宅での身体活動量管理の重要性が増してきている。

これまで、心不全患者の身体活動量の計測に関して、アンケート方が用いられることが多か

ったが、健康増進領域では 3 軸加速度計内蔵活動量計（以下、活動量計）を使用した報告が

なされるようになってきている。これは身体活動や座位行動を数値として表すことができ、

身体活動量管理の有効なツールとして期待されている。しかし、心不全患者への使用例は少

ない。本研究では、心不全急性増悪で入院される直前までの身体活動量を活動量計で計測す

る機会を得て、特徴的な活動パターンを示した症例を経験したため報告する。 

 

【方法】症例は虚血性心筋症の 73 歳男性であった。左室駆出率は 15-20%と低心機能であ

り、1 年間で 3 回入退院を繰り返していた。疾患管理と運動耐容能改善目的で、当院外来心

臓リハビリテーションに通院されていた。心肺運動負荷試験の結果は、嫌気性代謝閾値での

酸素摂取量は 10.5 ml/min/kg（基準値の 74％）、最高酸素摂取量は 14.0 ml/min/kg（基準

値の 62％）であった。運動療法としては、リラクセーション、レジスタンストレーニング、

嫌気性代謝閾値での有酸素トレーニングが実施されていた。この症例に、在宅での身体活動

量を把握する目的で、活動量計（活動量計 hja-750c，オムロンヘルスケア社，京都）を装

着した。 

 

【結果】活動量計装着後、14 日目に心不全増悪で入院された。活動量計に記録されたデー

タを解析すると、入院に近づくにつれて座位行動時間が延長する傾向にあった。また、身体

活動の一つの指標である座位中断回数において、1 日多い日があると 2 日少ない日があると

いうパターンを 3 回繰り返していた。 

 

【考察】本症例では入院直前に、活動量が周期性変化を示した。これは、高い活動量による

身体的な負担からすぐに回復することができず、回復に時間を要したことを反映したもの

と考えられた。この結果の外的妥当性について、今後症例を集積して検討する必要がある。 

 

【倫理的配慮】本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し、説明と同

意などの倫理的な配慮を行ったうえで研究を実施した。 
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一般演題抄録㉒ 

 

外来心臓リハビリテーション患者の年齢における 

Peak Work Rate と筋肉量との関連について 

 

中村 洋貴 1)  内藤 紘一 1) 3) 笹本 安寿治 1)  江村 修二 1) 石井 英(MD)2)   

 

1) 高井病院 リハビリテーション科 

2) 高井病院 循環器内科 

3) 名古屋女子大学 健康科学部 

 

キーワード：心肺運動負荷試験・Peak WR・下肢筋肉量 

 

【目的】外来心臓リハビリテーション（心リハ）での心肺運動負荷試験（CPX）において、

運動限界として回転数不足、つまり筋力の限界がよく認められる。しかし,体組成分析で得

られた骨格筋量との乖離を示すことが少なくない.これは若年者と高齢者では筋の質的な要

因の影響で骨格筋量と筋力の乖離が生じている可能性が考えられた. 

そこで本研究は.外来心リハにおいて CPX を行った患者を 65 歳以上群と 65 歳未満群に

分類して Peak Work Rate(WR)と骨格筋量との関連性を明らかにする事を目的とした. 

 

【方法】2020 年 4 月１日〜2021 年 5 月 20 日までに CPX にて回転数維持困難で試験終了

し,且つ体組成分析を実施した外来心リハ患者 49 名を対象とし,65 歳未満群(平均年齢 54.1

±7.9，男性：28.6% )と 65 歳以上群(平均年齢 73.5±3.9，男性：28.6%)の二群に分類し

た.CPX はインターリハ社製 呼気ガス分析装置を使用し,Peak Work Rate(WR)を測定、体

組成計分析は In Body 社製(In Body570)を使用し,四肢骨格筋肉量（SMI）,下肢筋肉量を測

定した.統計学的解析として, Peak WR と各筋肉量との関連性はピアソンの積率相関係数を

使用した.統計学的有意水準は 5％とし,すべての統計解析は IBM SPSS Statistics ver.24.0

を使用した. 

 

【結果】65 歳未満群では,Peak WR と SMI(p=0.09,r=0.378),下肢筋肉量(p=0.18,r=0.30)に

有意な相関は認めず ,65 歳以上群では Peak WR と SMI(p=0.01,r=0.451),下肢筋肉量

(p=0.007,r=0.496)と共に有意な相関を認めた. 

 

【考察】65 歳未満では骨格筋量と筋力に有意な相関が示されなかった.これは生活様式の個

人差が遅筋と速筋の割合など筋の質的な要因の多様性につながっており,骨格筋量だけでは

筋力が説明できないことに関連していると考えられた.また 65 歳以上では骨格筋量と筋力

に有意な相関が認められた.これは,加齢による速筋の割合減少が一律に発生するなど,筋の

質的変化の多様性が 65 歳未満の症例に比較すると少ないことによる可能性が考えられた. 

 

【倫理的配慮】本研究は,ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し,説明と同意

などの倫理的な配慮を行ったうえで研究を実施した. 
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