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巻頭言

　新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活を一変させました。何よりも人と人との接触を避けること

が求められるようになり、医療や介護の現場では、これまで利用していた医療・介護サービスが受けられなく

なる “ 医療・介護の空白 ” が、高齢者やその家族の暮らしを揺るがしています。この草稿を作成している 3月

になっても、新型コロナウイルスの影響で面会が制限され、患者や入所者が、家族と会いたくても会えない

ケースが少なくありません。

　株式会社日本能率協会総合研究所の調査では、新型コロナウイルスにより高齢者の外出機会は20%減少し、

認知機能低下やうつに関する該当者が 5％増加していること、時事通信による調査では、介護保険の要介護度

が進んだ場合などに出す区分変更申請の件数が全国的に急増していることなど、高齢者が外出や施設利用を控

えたことで、身体機能に悪影響が出ている可能性が示されています。

　一方、社会では新型コロナウイルス対策を契機として、遠隔医療や遠隔学習の活用、テレワークの実装、非

接触型ビジネスやキャッシュレス化の一層の進展など日本全体でさらなるデジタルトランスフォーメーション

を加速させる必要が再認識されました。この流れはリハビリテーション業界にも迫っており、昨年末には新型

コロナウイルスに感染して隔離状態にある患者に対する遠隔リハビリテーションの有用性が国内で初めて藤田

医科大学から発表されました。米国では、VR 技術を活用して自宅で治療を行うバーチャルクリニックが開業

するなど、今後、IoTを活用したデジタルヘルスの活用領域が更に広まると予測されます。

　今回のコロナウイルス感染症は、高齢者の日常生活に様々な弊害をもたらしたことは事実ですが、一方では、

IoT を導入することで課題解決のためのツールや選択肢が増えたことも見逃せません。総務省のテレワーク事

例集には、介護スタッフが作業のたびにタブレット端末に実績を入力することで、移動時間の短縮やペーパー

レス化が進み、作業効率が向上した地方圏の訪問介護事業者のケースが報告されています。リハビリテーショ

ンを提供する我々にとっても、従来のやり方にとらわれることなく、新しいツールを積極的に取り入れ、持続

可能な高齢者の支援体制を構築する好機ととらえる考え方もあります。ポストコロナ時代における新生活様式

のなかで、安心・安全なリハビリテーションの普及促進に向けた研究活動が望まれます。

　さいごに、本誌が多くの専門家の方々の目に留まり、お読みいただいた皆様の科学的思考を涵養する一助に

なること、ならびに本稿が皆様の手元に届く時期には、この災禍が回復に向かい、明るい出口が見えているこ

とを心より願っております。

	 神戸国際大学　　　　　　　　　

	 リハビリテーション学部　　　　

	 岩　瀬　弘　明
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研究論文
不安定板を用いたバランストレーニングの運動学習効果

秋　月　千　典 1 ）　　　山　口　和　人 2 ）　　　矢　吹　　　惇 3 ） 
中　西　亮　介 1 ）　　　武　内　孝　祐 1 ）　　　山　本　良　平 4 ）

1 ）神戸国際大学　リハビリテーション学部　理学療法学科
2）三郷中央総合病院　リハビリテーション技術科　　　　
3）茨城県立医療大学付属病院　理学療法科　　　　　　　
4）九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　　　　　

要　旨
　本研究の目的は，地域在住高齢者に対して不安定板を用いたバランストレーニングを
実施し，その運動学習効果を検証することであった．対象者は，地域在住高齢者18名（71.0
±3.9歳）とした．バランストレーニングには不安定板上での立位保持課題を設定し，課
題遂行中における板の平均傾斜角度を反映する Stability	 index を課題遂行成績とした．
対象者には， 3試行のプレテストの後に計12試行の練習試行を実施させ，練習終了24時
間後にプレテストと同様の内容で保持テストを実施させた．練習試行時のみ毎試行後に
課題遂行成績をフィードバックとして与えた．本研究の結果，対象者が練習によって課
題の遂行成績を向上させること，その練習効果が練習終了24時間後まで保持されている
ことが明らかとなった．本研究により，地域在住高齢者に対する不安定板を用いたバラ
ンストレーニングによって，運動学習が生起することが明らかとなった．

キーワード：高齢者，バランス，運動学習

はじめに

　65歳以上の高齢者の 3人に 1人は， 1年に 1回以

上の転倒を経験していると報告されている1）．この

割合は，加齢に伴って増加し，80歳になると67%

に達するとも報告されている2）．高齢者の転倒は，

大腿骨頚部骨折，脊髄損傷，頭部外傷などの様々な

健康問題を引き起こし3），日本では介護が必要とな

る原因の第 4位となっている4）．高齢者人口の増加

は世界的な現象であり5），高齢者の転倒に関わる諸

問題の予防は，今後益々重要になると推察される．	

　高齢者が転倒に至る主な原因として，バランス能

力の低下が挙げられている6）．そのため，バランス

評価尺度である Berg	Balance	Scale や Timed	Up	

and	Go	test，Functional	Reach	test では，転倒リ

スクが高い者を判別するためのカットオフ値が報告

されており，理学療法の臨床現場で広く参照されて

いる7- 9）．そして，バランス能力が低下している者

に対する転倒予防のための取り組みとして，バラン

ストレーニングの有効性が報告されている．Okubo

らは，バランストレーニングが地域在住高齢者の転

倒発生率を約50％減少させることをメタアナリシス

により明らかにしている10）．このように，バランス

能力が低下した者を早期に発見し，バランストレー

ニングを提供することは，高齢者による転倒発生を

減少させる上で有効であると考えられる．
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　バランストレーニングが高齢者のバランス能力を

向上させる背景には，運動学習が関わっている．運

動学習は，「練習や経験に基づく一連の過程であり，

結果として技能的行動を行い得る能力の比較的永続

的な変化をもたらすものである」11） と定義されて

いることから，トレーニングによるバランス能力の

向上にも運動学習が寄与していると考えられる．し

かし，これまでに，運動学習理論に基づいたバラン

ストレーニング法は開発されていない．Guadagnoli	

&	Lee に よ り 提 唱 さ れ て い る challenge	point	

framework では，運動学習の効果を高めるために

は，課題の難易度を学習者の技能レベルに合わせて

調整する必要があることが示されている12）．した

がって，転倒予防のためのバランストレーニングに

おいても，高齢者一人ひとりの能力に合わせて課題

難易度を調整することで，トレーニングの効果を引

き上げることが可能と考えられる．そこで我々は，

課題の難易度を調整可能なバランス課題として，不

安定板を用いた課題を開発した13, 14）．本課題は，不

安定板に取り付ける器具の形状を変更することで，

課題の難易度（板の不安定性）を操作することが可

能であり，難易度の調整を伴うバランストレーニン

グに適用できる可能性がある．しかし，本課題の遂

行成績が，トレーニングにより改善する性質を有す

るものなのかについては，これまでに検証されてい

ない．不安定板を用いたバランス課題の遂行成績が，

トレーニングを通してどのように変化するかについ

ての知見は，難易度の調整を伴うバランストレーニ

ングを開発するうえで欠かせない情報となる．

　そこで本研究では，地域在住高齢者に対して，難

易度を固定した条件下で不安定板を用いたバランス

トレーニングを実施し，その運動学習効果を検証す

ることを目的とした．

方　法

対象者

　本研究では地域在住高齢者を対象とした．対象者

の募集は，神戸市シルバー人材センターを通じて行

い，課題内容を明示した上で参加を募った．募集期

間は，2019年11月 1 日から2019年12月20日とした．

対象者の取り込み基準は， 1）65歳以上， 2）生活

の拠点が自宅， 3）測定会場まで自力での移動が可

能，とした．また，除外基準として， 1）整形外科

的あるいは神経学的疾患の重篤な既往・現病歴を有

する， 2）不安定板上での立位に影響が出る痛みを

有する， 3）Mini-Mental	State	Examination が24

点未満，を設定した．

　対象者には，事前に本研究の内容および結果の取

り扱いについて口頭で説明し，同意書を用いて書面

にて同意を得た．なお，本研究は，その研究計画に

関して神戸国際大学倫理審査委員会より承認を受け

たものである（承認番号：G2019-103）．

実験課題

　本実験では，半球形の支持部品を取り付けた不安

定板（300×500×30mm,	DYJOC	BOARD，酒井医

療社製）， 3軸加速度センサーと 3軸ジャイロセン

サーを搭載した小型計測装置（マルチセンサシータ ,	

酒井医療社製），PC へ測定値を無線送信するデー

タロガー（マルチセンサー拡張システム，酒井医療

社製）を組み合わせたバランス課題を実験課題に設

定した．本実験では，支持部品（φ160×60	mm）

を 2点設置することで，不安定板の傾斜方向を左右

に限定した（図 1）．また，本実験で用いたバラン

ス課題は難易度の調整が可能ではあるが，本実験で

は対象者間の実験条件を統制するために，難易度を

固定して実施した．測定データは即時的に PC へ出

図 1 ．本実験で使用した機器
不安定板に半球型の支持部品を 2 点設置することで，傾
斜方向を左右に限定した．また，不安定板に小型計測装
置を取り付けることで，課題遂行中の不安定板の傾斜角
度を測定し，解析に用いた．
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力され，解析ソフト（MS ディジョック，酒井医療

社製）によりバランス指標である Stability	index を

次式により算出した：

Stability index =	　		　　　　　

　x は不安定板の左右方向への傾斜角度，n はサン

プル数（100Hz）を示す．対象者には，肩幅程度に

開脚した状態で不安定板の上に立ち，可能な限り板

を水平に保つことを求めた．試行中は両側上肢を胸

の前で組み，目線は 2 m 前方に設置した注視点を

見るよう指示をした．

実験手続き

　本実験のデザインには，運動学習の効果を判定す

るために開発されたトランスファー・デザイン15）

を採用し，プレテスト，練習試行，保持テストで構

成した．プレテストの目的は，練習試行前の課題遂

行能力を把握することである．プレテストでは，対

象者に20秒間を 1試行とする実験課題を 3試行実施

させた．その際，遂行成績についてのフィードバッ

クは与えなかった．

　プレテスト終了から 3分後に練習試行を実施し

た．練習試行は，20秒間の課題遂行を 1試行， 3試

行を 1ブロックとし，計 4ブロック（合計12試行）

とした．ブロック間には課題遂行による疲労を考慮

し， 1分間の休憩を挿入した．練習試行では， 1試

行終える毎に Stability	index をフィードバックとし

て伝えた．

　練習試行から約24時間後に保持テストを行った．

保持テストの目的は，練習試行で獲得した技能をど

の程度保持できているかを確認することであり，そ

の内容はプレテストと同様とした．

統計解析

　バランストレーニングによるパフォーマンスの変

化を明らかにするために，練習試行時の Stability	

index を従属変数，測定シーケンス（Block	 1 － 3 ）

を要因とする反復測定一元配置分散分析を実施し

た．測定シーケンスの主効果が認められた際には，

Bonferroni 法による多重比較を実施した．

　加えて，バランストレーニングによる運動学習効

果を明らかにするために，プレテストと保持テスト

の Stability	 index に対して，対応のある t 検定を実

施した．

　なお，統計解析には解析ソフト（Social	Survey	

Research	Information	Co.,	BellCurve	for	Excel）を

使用し，有意水準は 5 %とした．

結　果

対象者属性

　本研究への参加募集に対して，18名（男性12名，

女性 6名）からの申し込みがあった．全員取り込み

基準を満たしており，除外基準に該当する者はいな

かった．そのため，本研究の対象者は18名となった．

また，研究の途中で脱落した者はおらず，18名の

データを解析に用いた．基本属性に対する記述統計

の結果を表 1に示した．本研究の対象者で過去 1年

間に転倒を経験した者は， 4名（22％）であった．

練習試行時のパフォーマンス

　練習試行時の Stability	index は，5.5±0.6（Block	

1 ），5.1±0.6（Block	 2 ），5.2±0.6（Block	 3 ）

であった（図 2）．練習試行時における Stability	

index を従属変数とした分散分析の結果，測定シー

ケンスの主効果（F2,34=5.91,	p	=	0.006）が認めら

れた．測定シーケンスの主効果に対して，

Bonferroni 法による多重比較を実施したところ，

Block	 1 の Stability	index は，Block	 2 と Block	 3

の Stability	index よりも有意に大きいことが明らか

∑（0－x）2

n

表 1 ．対象者の基本属性（n=18）
平均値±標準偏差 範囲（最小値－最大値）

年齢（歳） 71.0±3.9 11（66－77）
身長（cm） 163.1±9.1 33.4（145.1－178.5）
体重（kg） 61.2±9.9 36（46－82）
BMI 22.9±2.4 10.5（18.4－28.9）
MMSE 29.2±1.5 5 （25－30）
BMI;	 body	mass	 index,	MMSE;	mini-mental	 state	
examination
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となった（それぞれ p	=	0.008，p	=	0.037）．

テスト試行時のパフォーマンス

　テスト試行時の Stability	index は，6.0±0.5（プ

レテスト），5.7±0.6（保持テスト）であった（図 2）．

対応のある t 検定を実施した結果，プレテストから

保持テストにかけて有意な Stability	index の減少を

認めた（mean	difference	=	0.364,	95%	confidence	

interval	=	0.190	to	0.538,	Cohen's	d	=	0.698,	p	=	

0.003）．

考　察

　本研究の目的は，地域在住高齢者に対して不安定

板を用いたバランストレーニングを実施し，その運

動学習効果を検証することであった．本研究の結果，

対象者が練習によって課題の遂行成績を向上させる

こと，その練習効果が練習終了24時間後まで保持さ

れていることが明らかとなった．

　運動学習の定義11） より，時間経過によって消失

する効果は，運動学習とは認められない．運動学習

の効果を確認するためには，練習試行から一定の時

間間隔を空けることで練習による一時的な効果を取

り除く必要がある15）．そのため，本研究では練習終

了24時間後に保持テストを実施した．その結果，プ

レテストでの課題遂行成績と比較し，保持テストで

の課題遂行成績は有意に良好であった．これは，バ

ランストレーニングにより運動学習が生起したこと

を示している．

　しかしその一方で，運動学習効果の大きさを反映

するプレテストから保持テストにかけての課題遂行

成績の変化量（mean	difference）は，0.364と小さ

かった．その要因として，課題の難易度に対して練

習量が少なかった可能性が挙げられる．本研究で使

用したバランス課題は，比較的機能の高い高齢者に

焦点を当てるために，難易度が高く設定されている．

練習量と成功率の関係を表すパフォーマンス曲線

は，シグモイド型を示すことが知られている．さら

に，課題の難易度が高いほど，成功率が上昇を開始

するのに必要な練習量が増大するとされている16）．

この練習量と成功率との関係を考慮に入れると，本

研究で使用したバランス課題が高齢者にとって難易

度が高く，練習試行で実施した12試行では課題の遂

行成績を大きく向上させるには不足していた可能性

がある．

　また，本研究では実験条件を統制するため，全て

の対象者に対して同じ課題難易度を設定した．その

結果として，対象者一人ひとりの能力と，設定され

た課題難易度に不適合が生じ，学習効率が低下した

可能性がある．challenge	point	 framework では課

題難易度が，課題そのものの難易度を表す名目的課

題難易度（nominal	task	difficulty）と，学習者の技

能レベル，練習環境，名目的課題難易度によって規

定 さ れ る 機 能 的 課 題 難 易 度（functional	 task	

difficulty）に分類されている12）．そして，運動学習

の効果と直接関係する難易度は機能的課題難易度で

あり，機能的課題難易度を最適な状態に保つことで，

運動学習が最も効率化されることが示されてい

る17）．challenge	point	 framework で示されている

機能的課題難易度は，同じ課題を同じ環境で実施し

たとしても，学習者の技能レベルによって変化する

性質を有する．そのため，一律に難易度が設定され

てしまうと，課題が易しすぎる（機能的課題難易度

が低い状態），あるいは課題が難しすぎる（機能的

課題難易度が高い状態）状況が混在するようにな

り，全体としての学習効率が低下することになる．

　最後に，本研究の限界と今後の課題を述べる．本

図 2 ．バランス課題の遂行成績
Stability index は課題遂行中の板の平均傾斜角度を反映す
るため，数値が小さいほど成績が良好であることを示す．

p	=	0.008

p	=	0.003

p	=	0.037
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研究は，我々が開発したバランス課題を遂行する能

力が，練習によって上達するものなのかを明らかに

するために実施した．そのため本研究では，学習効

果を高めるために必要な練習量や，課題難易度の調

整方法は検討していない．今後，適切な練習量を明

らかにするとともに，課題難易度を調整できるとい

う本課題の特性を生かし，高齢者一人ひとりの能力

に合わせて難易度を調整する手法を確立していく必

要がある．また，本研究では，課題の遂行成績が向

上することで実際に転倒予防に効果があるのかにつ

いて明らかにできていない．今後，不安定板を用い

たバランストレーニングによる転倒予防効果を解明

するための前向き研究が必要と考える．

結　論

　地域在住高齢者に対して不安定板を用いたバラン

ストレーニングを実施した結果，運動学習効果が確

認された．今後，高齢者一人ひとりの能力に合わせ

て難易度を調整する手法を確立することで，運動学

習効果の高いバランストレーニング法を開発すると

ともに，開発されたバランストレーニングの転倒予

防効果を検証していく．
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＜ Abstract ＞

The	motor	learning	effects	of	balance	training	using	an	unstable	board	in	community-
dwelling	elderly	individuals

Kazunori	Akizuki1）　　　Kazuto	Yamaguchi2）　　　Jun	Yabuki3）	
Ryosuke	Nakanishi1）　　　Kosuke	Takeuchi1）　　　Ryohei	Yamamoto4）

1）Department	of	Physical	Therapy,	Kobe	International	University,	Kobe,	Hyogo,	Japan
2）Misato	Central	General	Hospital,	Misato,	Saitama,	Japan
3）Ibaraki	Prefectural	University	of	Health	Sciences	Hospital,	Inashiki-gun,	Ibaraki,	Japan
4）	Department	of	Rehabilitation,	Kyushu	University	of	Nursing	and	Social	Welfare,	Tamana,	

Kumamoto,	Japan

　　The	purpose	of	 this	 study	was	 to	clarify	 the	motor	 learning	effects	of	balance	 training	using	an	
unstable	board	in	community-dwelling	elderly	individuals.	The	participants	were	18	community-dwelling	
elderly	 individuals	 (age,	71.0	±	3.9	years).	For	the	balance	training,	 the	participants	were	 instructed	to	
stand	on	an	unstable	board	and	to	maintain	the	position	of	the	unstable	board	as	parallel	to	the	floor	as	
possible.	The	stability	 index,	which	reflects	the	change	in	the	 inclination	of	the	unstable	board	per	unit	
time,	was	used	as	the	main	outcome.	The	participants	were	required	to	execute	12	practice	trials	after	a	
pretest	and	perform	a	retention	test	with	the	same	contents	as	the	pretest	24	hours	after	the	end	of	the	
practice.	Only	during	the	practice	session	were	the	participants	given	 information	about	their	stability	
index	as	feedback	after	each	trial.	The	results	of	this	study	clarified	that	the	participants	improved	their	
performance	by	practicing	and	that	the	practice	effect	was	maintained	until	24	hours	after	the	end	of	the	
practice.	Moreover,	this	study	clarified	that	motor	learning	can	be	attained	by	balance	training	using	an	
unstable	board	in	community-dwelling	elderly	individuals.

Key Word:		elderly	people,	balance,	motor	learning
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研究論文
高齢者の足関節背屈可動域に影響を及ぼす因子の検討

武　内　孝　祐 1）　　　秋　月　千　典 1）　　　中　西　亮　介 1）

1 ）神戸国際大学リハビリテーション学部

要　旨
　足関節背屈可動域の低下は加齢に伴い発生し，歩行能力の低下や転倒のリスクとなる．
足関節背屈可動域の低下を予防するためには，高齢者の足関節背屈可動域に影響を及ぼ
す因子を明らかにする必要がある．よって，本研究の目的は，高齢者の足関節背屈可動
域に影響を及ぼす因子を明らかにすることとした．対象は65歳以上の男性12名，女性 6
名とした（71.0	±	3.2歳，163.1	±	9.1cm，61.2	±	9.9kg）．他動的に足関節を背屈し
た際の，足関節背屈可動域，受動的トルクおよびスティフネスを筋力測定計およびデジ
タル傾斜計を用いて測定・算出した．各測定項目の関係を Pearson の相関分析により検
討した．足関節背屈可動域は21.4	±	9.0度，受動的トルクは13.5	±	5.1Nm，スティフ
ネスは1.1	±	0.8	Nm/ 度であった．足関節背屈可動域とスティフネスの間にのみ有意な
負の相関が認められた（r	=	－	0.72，p	<	0.01）．以上の結果から，高齢者の足関節背屈
可動域にはスティフネスが関与することが明らかとなった．

キーワード：スティフネス，痛み耐性，関節可動域

緒　言

　関節可動域は加齢とともに減少し1,2），歩行能力

低下，バランス機能低下，および障害発生に関与す

ることが明らかとなっている3– 5）．関節可動域の変

化には痛み耐性と軟部組織伸展性の変化が関与す

る6–10）．柔軟性測定は対象となる関節を他動的に痛

みがない範囲で最大の角度まで動かすことで実施さ

れる7,8,11,12）．対象者の痛み耐性は他動的に関節を動

かした際に生じる受動的トルクを用いて評価され

る8,13）．受動的トルクが高値を示すということは，

より強い力で関節を他動的に動かしたということを

意味しており，痛み耐性が高い状態を反映している

と考えられる．一方，軟部組織伸展性は関節を他動

的に動かした際のトルク－角度曲線の傾きから算出

されるスティフネスを用いて評価される12,13）．ス

ティフネスが低いということは，単位角度変化に必

要な力が低い状態を意味し，軟部組織伸展性が高い

状態と考えられる．

　高齢者において足関節背屈可動域制限は転倒増

加14） および QOL 低下15） に関与する．よって，加齢

とともに低下する足関節背屈可動域を効果的に維

持・向上していくことは重要である．先行研究にお

いて若年者の筋タイトネスおよび関節弛緩性に影響

を及ぼす因子は検討されている16,17）．しかし，高齢

者の関節可動域に影響を及ぼす因子は明らかとなっ

ていない．関節可動域を効果的に維持・向上させる

ためには，高齢者の関節可動域に関与する因子を明

らかにする必要がある．よって，本研究の目的は，

高齢者の足関節背屈可動域に影響を及ぼす因子を明

らかにすることとした．



12

対象と方法

　対象は65歳以上の男性12名，女性 6名とした（71.0	

±	3.2歳，163.1	±	9.1cm，61.2	±	9.9kg）．対象

者の除外基準は足関節に既往歴を有する者とした．

全ての対象者には本研究の目的，方法，安全性，研

究への不参加により何ら不利益が生じないこと，お

よび個人情報の取り扱いを事前に説明し，同意を得

た上で研究を実施した．本研究は，事前に神戸国際

大学倫理委員会の承認を得た上で実施した（G2020-

107）．

実験手順

　対象者は実験室に来室後，座位にて 5分間の安静

期間を設けた．その後，柔軟性測定を実施した．全

ての測定は室温25度の実験室で実施した．

柔軟性測定

　柔軟性測定は右足関節を対象とし，背臥位，膝伸

展位にて実施した．測定には筋力測定計（OE-220，

伊藤超短波製，日本）およびデジタル傾斜計

（DL200V，STS 社製，日本）を用いた．筋力測定

計は小指球と母指球の中間に設置した．足関節底背

屈 0度から痛みがない範囲で最大の角度まで筋力測

定計を押し込むことで他動的に足関節を背屈した．

足関節背屈時の関節角度および受動的トルクを筋力

測定およびデジタル傾斜計にて記録した．足関節底

背屈 0度は床との垂直線，足関節背屈可動域は痛み

がない範囲で最大の足関節背屈角度としてそれぞれ

定義した．受動的トルクは最大値を分析に用いた．

柔軟性測定時にはリラックするように対象者に指示

をした．

　足関節背屈角度と受動的トルクからトルク－角度

曲線をプロットし，最小二乗法を使用して算出され

た回帰直線の傾きをスティフネスとして定義した．

スティフネスの計算には50％の足関節背屈角度から

最大の足関節背屈角度における受動的トルクの値を

用いた．

統計分析

　得られたデータは平均値	±	標準偏差にて記載し

た．Pearsonの相関分析を用いて足関節背屈可動域，

受動的トルク，スティフネスを分析した．分析には

SPSS	ver.	25（IBM社製，USA）を用いた．有意水

準は 5％未満とした．

結　果

　結果を表 1， 2に示す．Pearson の相関分析の結

果，足関節背屈可動域とスティフネスの間に有意な

負の相関関係が認められた（r	= －0.72，p	<	0.01）

（表 2）．	

表 1 ．柔軟性測定の結果
測定項目 測定結果

足関節背屈可動域（度） 21.4	±	9.0
受動的トルク（Nm） 13.5	±	5.1

スティフネス（Nm/度） 1.1	±	0.8
平均値	±	標準偏差．

表 2 ．相関分析の結果（相関係数 r）
1 2 3

1 ．足関節背屈可動域 －
2．受動的トルク 0.15 －
3 ．スティフネス －0.72** 0.42 －
**p	<	0.01．

考　察

　本研究は高齢者の足関節背屈可動域に影響を及ぼ

す因子を検討することを目的とした．足関節に既往

歴のない高齢者18名（平均年齢71.0歳）の足関節背

屈可動域の平均値は21.4度であった．Nakamura	et	

al.	 18） は，本邦における足関節に既往のない高齢者

（平均年齢75.9歳）の足関節背屈可動域は24.7度で

あったことを報告しており，本研究結果は先行研究

を支持するものであったと考えられる．	

　本研究において，対象者の足関節背屈可動域は

21.4度，受動的トルクは13.5Nm であった．本邦に

おける足関節に既往歴を有さない若年者の足関節背

屈可動域は28.5～37.8度，受動的トルクは28.5～
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49.4Nm であることが報告されている12,13,18,19）．本

研究結果と先行研究を比較すると，高齢者の足関節

背屈角度および受動的トルクが若年者よりも低いこ

とが考えられる．受動的トルクは対象者の痛み耐性

を反映している6,9,12）．以上の結果から，高齢者の足

関節背屈可動域低下には痛み耐性の変化が関与する

可能性が考えられる．しかし，相関分析の結果，足

関節背屈可動域とスティフネスの間にのみ有意な負

の相関関係が認められ，足関節背屈可動域と受動的

トルクの間に相関関係は認められなかった．よって，

高齢者は若年者と比較して足関節背屈可動域および

痛み耐性は低値を示すが，高齢者の足関節背屈可動

域にはスティフネスが影響を及ぼすことが考えられ

る．スティフネスの算出方法に関して統一した方法

は示されておらず，それぞれの先行研究で異なる方

法でスティフネスが算出されている11,13,19）．した

がって，本研究で算出した高齢者のスティフネスと

先行研究で算出された若年者のスティフネスを直接

比較することはできない．また，現在のところ，痛

み耐性およびスティフネスが加齢とともに変化する

メカニズムは明らかとなっていない．しかし，スティ

フネスの違いが静的ストレッチングの効果に影響を

及ぼさないこと13），若年者と高齢者の間で静的スト

レッチングの効果に差がないこと18）が明らかとなっ

ている．よって，高齢者の足関節背屈可動域にスティ

フネスが関与している場合，静的ストレッチングに

より足関節背屈可動域を効果的に増加できると考え

られる．

　本研究は横断的に足関節背屈可動域に関与する因

子を調査した．その結果，高齢者の足関節背屈可動

域にはスティフネスが影響を及ぼすことが明らかと

なった．今後は縦断的に柔軟性の変化を調査するこ

とで，より詳細な分析を行っていく必要があると考

えられる．
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＜ Abstract ＞

Factors	affecting	range	of	motion	of	ankle	dorsiflexion	in	elderly

Kosuke	Takeuchi1）　　　Kazunori	Akizuki1）　　　Ryosuke	Nakanishi1）

1）Kobe	International	University

　　Range	of	motion	of	ankle	dorsiflexion	decrease	with	aging.	The	decrease	 in	the	range	of	motion	 is	
associated	with	the	risk	of	 falls	 in	elderly.	To	prevent	 the	decrease	 in	 the	ankle	dorsiflexion	range	of	
motion,	 it	 is	necessary	 to	clarify	 the	 factors	 involved	 in	 the	decrement	 in	 the	range.	Therefore,	 the	
purpose	of	this	study	was	to	examine	the	factors	that	affect	the	range	of	motion	of	ankle	dorsiflexion	in	
the	elderly.	The	subjects	were	○	males	and	○	females	aged	65	and	over	(71.0	±	3.2	years,	163.1	±	9.1	
cm,	61.2	±	9.9	kg).	The	range	of	motion,	passive	torque,	and	stiffness	of	ankle	dorsiflexion	were	examined.	
The	relationship	between	each	measurement	was	examined	by	Pearson’s	correlation	analyses.	The	range	
of	motion	of	the	ankle	dorsiflexion	was	21.4	±	9.0	degrees,	the	passive	torque	was	13.5	±	5.1	Nm,	and	the	
stiffness	was	1.1	±	0.8	Nm	/	degree.	A	significant	negative	correlation	was	found	only	between	the	ankle	
dorsiflexion	range	of	motion	and	stiffness	(r	=	-0.72,	p	<0.01).	

Key Word:		stiffness,	stretching	tolerance,	range	of	motion
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檀辻　本日は私のこれまでの臨床経験や研究データ

から得られた知見をお示して，脳卒中の理学療法の

考え方を少し変えてみたらどうか，頭を柔らかくし

て考え直して見ないかというテーマで進めたいと思

います．よろしくお願いします．

　始めに，軽症例，重症例の捉え方や考え方につい

てお話します．皆さんは，患者さんを担当するとき

に，運動機能障害が軽度の方のほうが診やすいです

か？　運動機能障害が重度の方のほうが診やすいで

すか？　どちらが得意ですか．それともどちらも難

しいですか？　この問いはこれまでに何人もの理学

療法士たちに聞いてきました．そうすると重症例の

ほうが少し苦手で，運動機能が良い方のほうが理学

療法の適用になりやすいと思うという声を多く聞き

ました．

　それでは軽症といわれる症例を提示したいと思い

ます．こちらのビデオは患者さんが歩いている場面

です．脳卒中の方で運動麻痺が残存しているのです

が，右側に麻痺があるのか，左側に麻痺があるのか，

当てずっぽうではなく，ここがこのようになってい

るのでこちらの側だ理由をつけて見抜くことができ

る方はいますか？　一見すると麻痺の存在さえも分

からないような軽症な方ですが，それではこの方が

自分の担当であれば，どのように理学療法をおこな

いますか．考えてみてください．その前に皆さんに

聞いてみます．麻痺があるのが右側か左側か，挙手

をお願いします．右側に麻痺があると考える方は挙

手をお願いします．次に左側に麻痺があるのではな

いかと考える方は挙手をお願いします．左のほうが

少し多いようです．では，明確な理由を答えること

ができますか．なかなか難しいと思います．またこ

の方は，小走りもジョギングも行うことができます．

ますますどちらに運動障害があるかは分かりませ

ん．いかがでしょうか，皆さんの病院や施設でもこ

のような方いらっしゃるのではないですか？

　この時のご本人のニードは，「歩いていると足が

ふわふわぐらぐらして，踏ん張っている感じがしま

せん．もうしばらく集中した理学療法を受けて，しっ

かりと歩けるようになりたい．」と話されました．

ビデオのように歩行は自立し，ADL も全て自立で

す．FIM は126点です．ジョギングも可能です．こ

のような方が皆さんの担当となった時にどのように
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考えますか？　もっとしっかりと理学療法を行いた

いと言われたときに，どのように応えますか？　私

自身のことで非常に恥ずかしい話ですが，まだキャ

リアの浅い時期に，この方のように運動障害が非常

に軽度でADLも自立されている方に対して，「病院

での理学療法は卒業です．しっかりと歩くことがで

きますし，日常生活も大丈夫です．もう病院のリハ

ビリテーションは卒業になりますので，退院して家

に帰り，普段の生活をしながらトレーニングに励み，

社会復帰を目指しましょう．」と，患者さんに言っ

てしまったことがあります．私だけかもしれません

が，もしかすると皆さんも，もしかすると同じよう

なことを考えたり，言ったりしてはいないでしょう

か？　実は患者さんにそのような話をしたのは，私

自身がその患者さんをそれ以上回復させる理学療法

の手段を持っていなかったからです．つまり，運動

障害が軽症の患者さんの問題点を見つけることがで

きなかったからです．それ以降，二度と自ら限界を

作らないようにと思いながら今に至っています．

　さて，この患者さんの紹介をします．Tさん，41

歳男性です．ある年の 7月に発症， 1カ月後に当院

に入院し，その後約 3カ月後に退院されました．発

症当日の MRI をみてみます．左前大脳動脈解離に

よる左前頭・頭頂葉梗塞ですので，右側に運動障害

が残存しています．梗塞領域は画像から，第一次感

覚野の一部と運動野の領域，中心溝から少し内側に

入っている部位で，解剖学的には中心前回の内側面

に相当します．Penfield のホムンクルスの脳地図に

当てはめると，下腿から足部，足趾の部分に相当し

ます．この画像は発症の当日に撮られたものですの

で，それ以降少しずつ吸収され，障害領域はさらに

限局されたものになっているであろうと推測されま

す．先ほどの歩行のビデオのスライドで，もし股関

節や体幹に問題点を見いだそうとすると，障害を見

つけることは難しいと思います．

　本日は，臨床場面での動画や写真をたくさん出し

ていきます．本日のメッセージの一つは，皆さんは

どうも脳卒中の患者さんの運動や動作の問題点は体

幹部，特に内腹斜筋に一番問題があり，そこが低緊

張である，または収縮が不足しているからなどと考

察する方が非常に多いように感じています．本当に

そうでしょうか．そのほかに問題はないのでしょう

か？　内腹斜筋が一番の問題なのか，体幹が問題な

のかについては，もっと深く考察を探る必要がある

と考えています．私も以前は体幹が非常に重要で，

体幹部分をターゲットにした理学療法を展開してい

た時期がありました．しかし，体幹と肩関節の関係，

体幹と骨盤の関係，股関節との関係，足との関係，

足趾との関係などたくさん臨床データを取り，臨床

実践を重ねていくと，必ずしも体幹機能が一番の問

題ではないことに気づきました．今日はその辺りの

話を盛り込んでいきたいと思います．

　さて先ほどの症例ですが，画像から足部，足趾に

障害があることが推測されたので，足部に着目して

評価を行っていきます．片脚起立を行うとどうで

しょうか．右の障害側の片脚立位では，ぴったりと

止まることができます．左側で支持した方がむしろ

少しぐらぐらと動いているように見えます．もしか

すると皆さんは少し誤解しているかもしれません

が，私たちは片足立ちをすると，ロボットが立つよ

うにピタッと足部が静止することはありません．足

関節，ショパール関節，リスフラン関節，足趾など

も含めて，足部は重心を足底面に収めるために足関

節，足部は常に動揺し，バランスを取ることで片足

立ちが成立します．決してここでロボットや人形の

ようにぴたりと止まることはありません．ではもう

少し足部の機能を詳しく見るために，エアークッ

ションの上に立ってみます．健常者でも片足で立つ

のは結構難しいのですが，足の動き，前足部，中足

部の辺りの動きを見てください．右下肢の片脚立位

を行うと，足関節は動いていますが，前足部の辺り

が連動して動きません．左下肢の片脚立位は，なか

なかぴたりと立つことができませんが，足趾，前足

部からクッションを掴みにくるような動きがありま

す．こちらが本来の健常な動きです．従ってこの患

者さんの問題点は，このような不安定場面での足関

節・足部，足趾を含めてその随意運動性が足りない

わけです．極軽度の体性感覚の障害も加えて，十分
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に足が踏み込んだ感じがせず，ふらふらして支え切

ることができていないと彼は感じたのだと思いま

す．よろしいでしょうか．画像から障害を推測し，

細かく評価しなければ脳卒中の患者さんの問題点を

見つけることはできません．むしろ運動障害が軽度

の方のほうが問題点を見つけるのは難しいと思いま

す．大関節の動きのみではなく，末梢部分の細やか

な動きを評価することが非常に重要だと思っていま

す．

　では次に重症例について考えていきます．スライ

ドのこの方は，発症から数年以上経過しています．

意識レベルは Japan	Coma	Scale で 3 桁です．両側

四肢体幹に随意運動はありません．重度の脳卒中で

す．四肢筋は萎縮，短縮し，関節拘縮があり，大き

な関節可動域制限をつくっています．栄養は，胃瘻．

排せつはおむつ内で失禁です．FIM は 0点，ADL

すべてにわたり重介助が必要で，要介護 5の方です．

この方に理学療法開始の指示が出たとします．あな

たが担当であれば，何を目的にどのような理学療法

を展開しますか？　発症から数週間，数カ月の急性

期や回復期であれば行うべきことはたくさん思いつ

くと思いますが，発症から数年経っています．療養

型病院，介護老人保健施設，あるいは訪問リハビリ

テーションでこのような方の担当になった場合，あ

なたならどう考えますか？　恐らく最初に思い浮か

ぶのは，ROM エクササイズを行うことだと思いま

す．またはストレッチを行う，関節や軟部組織のモ

ビライゼーションを行うことだと思います．もう少

し動きのあるプログラムを考えると，起居動作練習，

端座位へと進めていき，車椅子への乗車につなげる

ことでしょうか．あるいは覚醒を促すために起立台

で立位練習を行うことも考えられるかも知れませ

ん．ではそのときの理学療法の目標や目的はどのよ

うに考えますか．関節可動域の維持改善，あるいは

覚醒レベルの向上，寝返りや起き上がりや，移乗動

作のときの介助量の軽減でしょうか．重症例の方の

場合，自分で何か発動を行うのであれば別ですが，

そうでなければ，基本的に理学療法士が他動的な運

動を行うことが多いと思います．そうすると入院や

入所期間がとても長い病院や施設では，数カ月から

数年にわたって，ROM エクササイズやモビライ

ゼーションを淡々と継続して行うことになります．

または起き上がり練習や移乗動作を繰り返して行う

ことになります．それはそれで重要な仕事であると

思いますが，どうでしょう，皆さんが担当理学療法

士であれば，モチベーションを保つことはできます

か．私たちは患者さんが何らかの反応がある，改善

しているなどの反応が出た場合には理学療法は楽し

い，面白いと感じて，モチベーションが高まります．

しかし，覚醒状態が変わらず，運動機能の回復にあ

まり反応のない方への他動的な運動を毎日行ってい

くことに対しては，なかなかモチベーションは保つ

ことができないと思います．モチベーションを上げ

るためには，しっかりと目標を立てる必要がありま

す．しかしこのような重症例の方に目標をたてるこ

とは，非常に難しいと思います．

　ではどのようにすればよいかを考えてみます．寝

たきりの方や，この患者さんのような要介護 5の方

の死亡原因で一番多いのは肺炎です．次に，心不全，

感染症，脳卒中の再発，その他の合併症，既往症状

が悪化しての死亡と続きます．この感染症の中で多

いのは尿路感染症です．この尿路感染は私たち理学

療法士のみではなく，現場で働く方々が注意すれば

多くの場合防ぐことができると考えています．尿路

感染を防ぐには，まず陰部を清潔にすることが重要

です．特に女性の場合は解剖学的に尿道と肛門が近

いので，男性よりも感染のリスクが高いと言われて

います．寝たきりの患者さんの大半は，排尿・排便

はオムツを使用されていますので，当然定期的にオ

ムツ交換を行わなければいけません．例えば当院の

オムツ交換は，実施者 1人がおよそ 2分程度で， 1

人の方のおむつ交換を行います．しかし関節拘が強

くなり，股関節の外転外旋が制限されると開排位を

取ることができなくなっている患者さんの場合は，

実施者 1人ではオムツ交換を行うことができなくな

り，股関節を広げて保持する役目の方と，体位変換

を行う方がもう 1人必要になってきます．つまり

2～ 3人でオムツ交換を行わなければならなくなり
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ます．これを日に 5回も 6回も行います．オムツ交

換を行う方々もやはり人間ですので，毎日何回も繰

り返すとなれば，その日の気分で機嫌が悪いときも

出てくるかも知れません．清潔にしなければいけな

いところを，少し手を抜いてしまうことがあるかも

知れません．しかし私たち理学療法士は力ずくで開

排動作介助を行うことを防ぐ技を持っているはずで

す．担当理学療法士は「尿路感染を防ぐために股関

節の外転，外旋の可動域を何が何でも維持拡大する」

とすると明確な目標ができます．この患者さんが尿

路感染で亡くならないように，オムツ交換を行う介

護者の介護量の軽減のために，そのために何が何で

も股関節の外転，外旋の可動域を維持拡大する，そ

のために ROM エクササイズやモビライゼーション

を行うとすれば目標が明確になりませんか．モチ

ベーションを保つことができませんか．目標とはそ

のようなことだと思います．最終的には介護者も楽

になり，一番は患者さんが快適な予後を過ごすこと

ができると思います．清潔な状態を保ってもらい，

快適に過ごすことができるのではないかと思いま

す．これは理学療法士の考え方一つだと思います．

是非考えていただきたいところです．

　次に重症例中で意識障害を考えてみたいと思いま

す．意識障害の表現の仕方はいろいろありますが，

スライドのように上から軽症，下にいくと重症と考

えていただき，意識清明なところから昏睡へと近づ

いていきます．横軸は，内容が異常であるというと

ころで，せん妄を例に取っています．せん妄と意識

障害は別だと考えなければいけません．意識の混濁，

清明から昏睡に至るこの過程が意識障害であり，せ

ん妄と混同しないようにする必要があります．

　私たちが覚醒をしている，目を覚まして，起きて

行動しているのはどのようなメカニズムなのかとい

いますと，脳幹網様体賦活系が大きく関係していま

す．脳幹網様体賦活系は視床内側核を経由し，前頭

前野を刺激することで覚醒につながっています．視

床を経由し前頭前野，あるいは大脳全体に投射をし

ていき覚醒に関わります．この脳幹網様体賦活系は

間接的な障害の他に，浮腫，血腫，関節的な圧迫で

意識障害に陥ることもあります．また，小脳テント

での脳ヘルニアや，その圧迫で意識障害を引き起こ

すことがあるといわれています．脳幹網様体は字の

ごとく網様体ですから，脳幹部分に一つころんとし

た核があるのではなく，網目のように脳幹部に存在

しています．スライドのこの斜線の部分が脳幹網様

体です．上行性脳幹網様体賦活系は，脳幹網様体や

視床の非特殊核，視床下部までを含めた経路であり，

末梢からの感覚刺激入力を受け大脳皮質を覚醒状態

にしていきます．大事なのはここです．このスライ

ドを見てみると，こちらの網様体の上の矢印が上行

性の感覚線維です．この感覚線維から脳幹網様体に

側枝が出ています．網様体賦活系を賦活するために

は末梢からの感覚刺激を豊富に入れることで，側枝

を経由して一部の感覚情報が網様体賦活系を刺激

し，大脳全体を賦活しようというのが理学療法士に

とって非常に重要だと考えています．感覚の種類を

整理すると，体性感覚，内臓感覚，特殊感覚などい

ろいろありますが，覚醒に係るもので重要なのは表

在感覚と深部感覚です．深部感覚は，意識できる深

部感覚と意識できない深部感覚の 2種類がありま

す．意識できない深部感覚は，筋肉の長さ，筋肉に

かかる力の情報などがあり，末梢から入ってきたこ

れらの情報は小脳に行きますので，網様体は経由し

ません．表在感覚や，位置覚，振動覚のような意識

できるような深部覚を患者さんたちに豊富に提供す

ることができれば，覚醒を促すことができるのでは

ないかと考えています．ここでは感覚を意識するこ

とというのが，実は非常に重要です．例えば，私が

話を始めて30分程度経ちますが，その間皆さんは椅

子に座っています．ではお尻の右側，左側どちらに

体重が乗っているか，と聞くと皆さんはお尻を少し

動かして右か左かと考えます．そこで意識すること

が始まります．しかしこれまでの30分間この話題に

触れなかった時には，右や左など全然気にしていま

せんでした．しかし上行性の感覚線維を通じて脳の

中の第一次感覚野に到達していたはずです．そこを

意識させることで初めて右か，左かというのが分か

るわけです．患者さんたちに感覚情報を入力すると
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いうのは，このように意識をすることをさせていく

ように行う必要があります．

　症例をお示しします．視床出血後の意識障害例の

方です．80歳代の男性，右の視床出血です．某日に

自宅で倒れて救急病院に搬送され，右の視床出血と

診断されました．発症 7週後に回復期リバビリテー

ション病棟に入院しました．もともとは左被殻に梗

塞があり，軽度の右片麻痺が残存していましたが，

ADL はできていた方です．急性期の病院では，発

症 3日目から理学療法を開始し，当初は Japan	

Coma	Scale Ⅱ－30でした．運動機能は，左側は完

全麻痺，右の上肢は緊張が高く，わずかに随意運動

が出現しました．下肢は連合反応が出現する程度で

した．感覚は精査不可でした．バイタルは，呼吸状

態安定で，血圧は収縮期血圧が少し高めでした．血

中酸素飽和度はルームエアで SpO2 が90～92% 程度

で，カヌレで酸素を 3 L 入れていました．発症当日

の CT をお示しします．右側視床を中心に出血痕が

見られ，側脳室の前角に脳室穿破が見られます．別

のスライスでは第 3脳室にも脳室穿破が見られてい

ます．さらに重要なのは中脳部分で高吸収域が見ら

れます．ちょうどこの辺りが，脳幹網様体が存在す

る部位です．JCS で 2 桁になっている意識障害の原

因になっている可能性があります．当院に来られた

と き の 初 期 評 価 で す．JCS Ⅱ－20で す．GCS	

E3V1M6，言語的なコミュニケーションはできませ

んでした．左側上下肢は弛緩状態，右上下肢はわず

かに随意運動が可能でした．社会的な情報は，奥さ

まと長男の 3人暮らし，家族関係は非常に良好でし

た．家族のニードは，歩くのは難しいだろうから車

いすで移動可能となって欲しい，言葉が戻ってほし

い，吸引を行わず，口から食事を取って欲しいとい

うことでした．これは病棟のベッドで臥床されてい

る写真です．当面の理学療法の目標は，とにかく意

識レベルを上げることです．動作を習得する前に意

識レベルを上げることが非常に重要です．それでは

どのように行えばいいのか，ヒントは先ほどお見せ

したこのスライドです．この上行性感覚線維は，側

枝を出しながら脳幹網様体の中を貫いて視床に至り

ます．覚醒を促すためには理学療法として立位をと

る，歩行を行うことはもちろん重要ですので後ほど

詳しくお話ししますが，それとは別に表在感覚を豊

富に入力，意識してもらうことが重要になります．

いまから私がこのような状態の患者さんの覚醒を促

す手段をお見せします．誰か一人お手伝いいただい

ていいですか．お名前を教えてください．

小西　コニシです．

　

檀辻　小西さんありがとうございます．そのまま

座っていただいていいです．私はこの患者さんのよ

うな意識レベルが低い方の理学療法ではとても大き

な声，むしろうるさいくらいの声を出し，さらにオー

バーアクションを加えます．その前にこの患者さん

の CT を思い出していただきたいのですが一般的に

聴覚は，耳から音が入り，鼓膜が振動し，聴神経を

通じて視床の内側膝状体を経由して側頭葉の聴覚中

枢に到達します．また，視覚は眼球から光情報が入

り，網膜を介して視神経へ，視交叉をしたあと視床

の外側膝状体を経由して，視放線から後頭葉の視中

枢に到達します．あらためて CT を見てみると右側

の内側膝状体は一部出血痕と重なっていますが，外

側膝状体は問題ありません．また反対の左側の視床

も問題ありません．そうすると患者さんはまだ意思

表示はされませんが，恐らく何らかの音の情報は耳

から，光の情報は目から入ってきていて，脳の中に

たどり着いているはずです．それを感じていらっ

しゃるかどうかは分かりません．しかしそうであれ

ば感覚を意識してもらうために聴覚や視覚を使って

気付くように促していきます．では小西さんお願い

します．「小西さん，今，小西さんの右手を持って

います．分かりますか？　持ち上げますよ！　右の

手で机を叩いていきます．右の掌でパンパンパンと

叩いていますよ！　小西さん，痛い感じは分かりま

すか？　これはどうですか，机を掌でゴシゴシ擦っ

ています！　小西さん，見てください！　右手が動

いているところを追いかけてください！　机が少し

冷たいのが分かりますか？　今度は小西さんの右手



22

の手の甲を擦ります！　これが手の甲です！　分か

りますか？　握手しましょう．握りますよ！　見て

見て！　ここですよ．小西さんの手をギューギュー

と握りますよ…．」このようにずっと大きな声でこ

のテンションで体性感覚に刺激入力を続けます．聴

覚路や視覚路に問題がなければ，恐らく脳の中では

何らかの処理はされているはずなので，それを信じ

て動きを言語化して聴覚に訴えます．また可能な限

り視覚にも訴えます．意思表示がないので分かりま

せんが，体性感覚情報を聴覚や視覚によって本人に

気付かせます．気付かさなければ，体性感覚は脳の

中で認識されないのです．

　一般の病院では看護師さんたちは，意識レベルの

回復を図ることを目的に患者さんをベッドから起こ

して車いすに座らすことがあります．しかしその後

どのようにするかといえば，安全ベルトをして車椅

子に座らせ続けます．詰め所の前や詰め所の中で 1

時間， 2時間座らせます．皆さんの職場でこのよう

な場面を見ることはないでしょうか．覚醒を促すに

はベッドに寝かせていては駄目で，離床させること

は非常に重要なのですが，意識レベルの低い方が車

いすに座っただけで目が覚めた，すっきりしたとい

うのはこれまでに見たことがありません．詰所の中

で座っているだけの患者さんが，すっきりと覚醒し

た状態になるのを一例も見たことがありません．体

性感覚刺激がありませんし，聴覚や視覚の刺激もあ

りません．これでは意識レベルの回復にはつながり

ません．少なくとも車いすに座らせたときでは，歌

を歌ってもいい，体に触れながら話しかけてもいい，

ラジオ体操を行ってもいいですから，絶えず何かの

刺激を入れて，運動刺激のみではなく体性感覚の刺

激も入れながら，耳からの情報も目からの情報も入

れながら行えば，脳幹網様体賦活系が活性化する可

能性があります．理学療法士ができる意識レベルの

改善は，このようなことだと思います．

　先ほどの患者さんですが，ビデオで臨床での理学

療法場面を見ていきましょう．長下肢装具や膝装具

などを使用して立位を取っていきます．この担当の

理学療法士は女性で小柄ですが，患者さんを抱えな

がら結構大きい声を出して体性感覚の刺激を行って

います．立位で左右への荷重，ステップ練習，上肢

での支持，リーチ練習などの刺激入力を毎日繰り返

します．目的は脳幹網様体賦活系を活性化し，前頭

前野や大脳を覚醒状態にすることですから，体性感

覚情報を聴覚や視覚をフルに活用しながら入力して

いきました．そうすると次第に覚醒が持続するよう

になり JCS Ⅰ－ 1，右上肢の随意運動機能が向上，

簡単な言語理解も可能になりました．最終的には，

「前にカメラがありますのでピースをしてくださ

い．」と言うと，ご自分でピースサインを出すこと

ができるようになりました．

　同じような重症な脳卒中の患者さんでも，ただ単

に車いすに座らせてじっとしている，あるいはもう

一例前の症例のように，繰り返して ROM エクササ

イズを行うだけではここまでの回復には絶対にたど

り着かないと思います．目的を持って意識を持って

高めていき，それを実践していきます．それが理学

療法だと思います．そのためには，脳の中で神経が

覚醒に伴うのはどこの部分で，そこの神経はどのよ

うな機構になっているのか，そのようなことをあら

かじめ知っておかなければ，このような方法は思い

付かないと思います．そこをぜひ着目してもらいた

いと思います．

　余談になりますが，この患者さんはこのビデオを

撮らせていただいた数カ月後に肺炎でお亡くなりに

なりました．その間，奥様は毎日のように来院され，

お子様やお孫さんもたびたびお見舞いに来られてい

ました．お孫さんはまだ幼児期で，お爺さまのこと

はよく分かりませんので，「おじいちゃん，また折

り紙折って．」と話しかけたりしていました．意識

レベルが向上しピースサインが出来るようになって

からは，「おじいちゃん，じゃんけんするよ．じゃ

んけんほい！」と言いながらずっとじゃんけんをす

ると，お爺さんは残念ながらチョキしか出せません

のでずっと負けるわけですが，「また勝ったー」と

はしゃぐお孫さんを見て奥様はニコニコしながら涙

ぐんでいらっしゃいました．そこには意思の疎通と

いいますか，コミュニケーションが成立しているわ
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けです．私はこのような姿を目指すことも理学療法

士の仕事ではないかと思います．

　次は，座位の姿勢を考えてみたいと思います．左

側の片麻痺の方の座位姿勢を後ろから写真を撮らせ

てもらいました．体幹機能の話をしていきますが，

ここから自動運動で左右に倒れると思うところまで

体を傾けてもらった写真です．この写真の姿勢を見

て，皆さんはどのように考察し，どのように理学療

法を行うのが良いと考えますか．よく見聞きするの

は，この麻痺側の側腹部，筋でいえば外腹斜筋，内

腹斜筋，腹横筋などの筋肉が低緊張で，重力に屈し

て伸展することができずに崩れているので，麻痺側

側腹部の筋群が遠心性収縮を行うようにしながら身

体を真っすぐに伸ばすように理学療法を行っていき

ましょう，と言うものです．少し古い教科書にもこ

れに近いことを書いてあるものがあります．側腹部

が遠心性の収縮ができていないは本当でしょうか．

まず遠心性の収縮とは何かを復習していきます．遠

心性の収縮は，その筋が発生する張力を超えた場合

に，筋の長さを増しながら収縮する様態ですので，

遠心性の収縮はこのスライドのようにダンベルを

持っている肘がゆっくりと伸びていく関節運動で，

上腕二頭筋が伸びながら働いています．求心性の収

縮は筋の発生する張力が筋にかかる負荷を超えた場

合に，筋収縮につれて筋の長さは短くなる収縮の様

態ですので，ダンベルを持ち上げるときの肘関節の

屈曲における上腕二頭筋や上腕筋の筋を短縮させな

がら収縮していきます．ここまではすでに理解され

ていると思います．ではこの左片麻痺の患者さんを

後ろから見た写真です．左側の体側が短縮している

ように見えます．このようになっている姿勢から，

遠心性の収縮は左側はどのように動くのでしょう

か．左の体側を伸張しながら伸ばすことはこれが遠

心性の収縮でしょうか．これはむしろ右側の求心性

の収縮ではありませんか．崩れているものを戻そう

とするのは，右の求心性の収縮のはずです．左側を

遠心性の収縮を行おうとするときには，反対側の右

側に傾き，ゆっくりと右に倒れていく場合には左側

は遠心性の収縮を行うと思います．しかし左に傾い

ている状態で，ここからゆっくりと左に倒れていく

のは右側の遠心性収縮になります．よろしいでしょ

うか．理学療法の過去の書籍には麻痺側の遠心性収

縮について詳しく書いてありますし，私の学生時代

にもそのように教えられた記憶があります．兵庫県

の新人発表会などを見てみても，麻痺側体幹の遠心

性収縮に関する報告は本当に多いです．本当でしょ

うか？　先ほどもいいましたが，体幹機能の問題は

無視することはありません．とても大事だと思って

います．しかし，必ずしも問題点の 1番ではないと

思っています．ではどのように考えていけばいいの

かです．スライドは当院のセラピストですが，左側

の側方へリーチしていき重心を左に異動させていき

ます．ここから始まり最も左に移動したときまで時

系列で表しています．このときにどんどん左の外側

に手が伸びていき，支える側の左側の体が，伸びて

いきます．抗重力伸展活動をしています．これは教

科書的な反応だと思います．ここで着目したいのは，

この身体の部分がどのように伸びているのか，ある

いは反対側がどのように求心性の収縮をしているの

かということではなく，床と生体の支持面がどのよ

うになっているのかを見てほしいと思います．端座

位から外側にずっと手を伸ばせば伸ばすほど，左側

の大腿面は転がっているのが分かります．外旋して

いるのが分かります．健常者は，重心移動に伴い基

底面は変化します．反対の大腿は内旋しています．

これが非常に重要なことです．では患者さんはどの

ようになるか，患者さんはこのような反応があるか

です．スライドは左片麻痺の方です．非麻痺側の右

側に重心移動します．やや重症な方ですので少しセ

ラピストが手伝っていますが，下肢には触れていま

せん．少しリーチを手伝いながら大腿部の動きをみ

ていくと，健常者ほどではありませんが少し外旋し，

支持基底面が変更するのが分かります．麻痺側はど

うですか．肩関節に痛みがありますので，リーチ動

作はできませんので，体幹から重心移動を促してい

きます．こちらの大腿面の動きはいかがですか．最

初から最後まで変わりません．患者さんの基底面が

動いていません．支持基底面が変わっていないので
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患者さんは，重心移動ができません．先ほどの言葉

繰り返しますが体幹部分大事です．遠心性の収縮か

求心性の収縮かは別にして体幹活動はとても大事で

すが，それよりも最初に基底面と生体との関係，重

心移動のときにどの程度支持面が動くのか，これを

見ておかなければ患者さんの問題点を見誤ると思い

ます．この方のように全然基底面が動かない，変化

をしない症例に対して，重心移動を促しても体重移

動はできません．基底面が安定していない，しっか

りと支えられない人に体幹トレーニングを行い，例

えば内腹斜筋が働くようになったので座れるように

なりました，という考察は間違っていると思います．

まずは基底面，しっかりと床面を支えることを理学

療法は行わなければいけないと思っています．

　これについては，データを集めましたので紹介し

ます．先行研究では，非麻痺側と麻痺側で生じる原

因は，体幹筋，骨盤機能，抗重力伸展活動を問題と

しているものが多いです．その中で一冊だけ臀部，

大腿が転がること，外旋することが支持基底面に影

響があると書いてある本を見つけましたが，それが

どこからの出典なのかは残念ながら分かりませんで

したので，分からないのであれば調べようというこ

とで，大腿が転がり，いわゆる股関節の外旋とリー

チ距離についてデータを取りました．詳しい方法は

割愛して結果にいきます． 3種類の硬さの違うとこ

ろに座って比較検討しました．マットは海やプール

へ行ったときに寝転がって浮かぶようなエアーマッ

トレス，リハビリテーション室にあるプラットホー

ムのベッド，メラミン素材のテーブルを用いてそこ

に座った状態でリーチ距離の比較を行いました．そ

うすると，メラミン素材のテーブル，つまり床面が

硬いものが一番遠くまで手が届きました．エアー

マットレスは，あまり手が届くことができませんで

した．結果のグラフをスライドに示します．横軸が

リーチ距離で，どこまで手が届いたかを表していま

す．縦軸が大腿部の転がりです．何センチ転がった

のかを計りました．こちらを見ていくと，遠くに手

を伸ばせば伸ばすほど大腿面は転がります．健常者

の場合は遠くに手を伸ばそうとすれば，それだけ大

きく大腿が転がらなければいけません．すなわち大

腿の支持基底面の変化がなければ横に大きく体重移

動することができないことがこの研究で示されまし

た．

　座位の安定についての結論として，基底面安定性

が重要だということです．一番重要なのは体幹機能

ではではありません．まず床と生体が接している部

分，座位であれば臀部・大腿後面，立位であれば足

底面と基底面との関係をしっかり見てあげてくださ

い．これは座位でもそうですし，立位もそうです．

しっかりと立てない，踏ん張れないのは体幹機能や

骨盤周囲がという前に，きちんと足の裏が床に接し

ているのか，後で話しますが，可動域の制限がある

のか，足趾が曲がっているのか，股関節の動きが悪

いのか他にもいろいろあると思いますが，それを体

幹機能だと誤った見方をしないでください．まず一

番先に見るべきものは，床面と接している部分がど

のようになっているかです．そこが一番です．

　次に立位の話に進めます．スライドに示すこの症

例は中脳・橋の広範囲の障害の患者さんです．意識

レベルは，Japan	Coma	Scale 1 桁後半から 2桁で

す．左側に随意運動障害があり，姿勢変換も困難で

座位保持はできません．非麻痺側は過緊張で，活動

は努力性になります．摂食嚥下障害もあり栄養は鼻

腔チューブ，ADL すべてに介助が必要な方です．

いま車いすの座位を何とか保っていますが，徐々に

左に崩れていきます．こちらの患者さんの理学療法

を皆さんならどのようにしますか．聞いていくとい

ろいろな考え方があると思います．長下肢装具を付

けて歩くという選択を行うかもしれません．ある方

は座位練習を行い，座位の安定性を取るようにする

方もいるかもしれません．または車いすの移乗練習

に力を注ぐ方もいるかもしれませんし，車いすを自

操することに力を注ぐ方もいると思います．それは

どれも間違いではないとは思いますが，ただ脳卒中

の方の場合，座位を取れない方を座らそうとするの

は非常に難しいことは理解する必要があります．端

座位の姿勢を安定させるのは非常に難しいです．

　この症例の方であれば，骨盤が大きく後傾してい
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ます．脊柱も後弯しており，麻痺側後方への突っ張

りがみられます．この方を 1人でしっかりと座って

もらおうと思うと，このスライドのように座ってい

ます．セラピストが手を放すと倒れます．自力保持

はできません．自力で座位を保持するためには，骨

盤を起こさなければいけません．骨盤が後傾してい

ると，重心が後方に偏倚します．座位を保持するた

めには重心を前に持っていかなければいけません．

この骨盤を前傾させるのは随意運動が必要です．し

かもここで働かなければいけないのは股関節の屈筋

です．腹直筋では絶対にありません．こういうとき

に腹直筋の随意運動では骨盤が前傾せずにむしろ骨

盤を後傾させてしまいます．骨盤を前傾させるのは

股関節の屈筋，大腰筋の仕事です．この大腰筋で随

意的に収縮をさせなければ，この患者さんは座位を

取ることができません．このような重度の運動麻痺

の患者さんに難しい随意運動を要求するのは，目標

としてはかなり高いと思います．

　ではどのように行うか，私は立位を選択します．

立位は座位保持よりも案外簡単です．骨盤の骨盤を

前傾－後傾する筋は，矢状面から見るとスライドに

示すとおりです．左側の図が骨盤を前傾させるため

の筋肉です．骨盤を前傾させる筋肉，後面は脊柱起

立筋です．前面筋は大腰筋，腸骨筋です．こちらの

起始停止が近付けば骨盤は前傾していきます．大腿

直筋も骨盤を前傾にする傾向です．一方右側は，骨

盤を後傾させるための筋肉です．骨盤を後傾させる

のは，腹直筋，腹斜筋，あるいは大臀筋，ハムスト

リングス，この辺りの筋肉が骨盤を後傾させる筋肉

です．先ほども言いましたが，腹直筋が収縮し，起

始停止が近付くと骨盤が後傾します．骨盤を前傾・

直立にしなければいけない患者さんに，骨盤を後傾

させても座位を取るのは難しいと思います．骨盤を

前傾するための筋肉が，随意性の運動を行わなけれ

ば，患者さんは座ることができません．やはり難し

いです．しかしこのスライドで長下肢装具を付けて

腰部に背もたれをつけていますが，一人で立つこと

ができています．体も前に崩れてきません．一人で

座位は取れませんでしたが，お一人で立位を取るこ

とができました．これは立位を取るのに随意運動は

必要ではなく，オートマチックで働く機構が私たち

の中で備わっているからです．その Key になる筋

は大腰筋です．

　大腰筋は第12胸椎から第 1， 2， 3， 4， 5腰椎

の棘突起が起始となり，骨盤の中を通り小転子に付

く筋肉です．この筋肉の走行の写真です．少し分か

りにくいですが，大腿骨頭の上を大腰筋腱が通って

います．この大腿骨頭を前方に押し出せば大腰筋腱

が伸びることは理解できますか．すなわち股関節を

伸展位に持っていけば，大腿骨頭が前に出てきます

ので，そうすると大腿骨頭の前にある大腰筋腱は勝

手に伸張されます．オートマチックです．これには

随意運動は必要ありませんから，随意運動が困難な

重度の運動麻痺の方でも，長下肢装具を付けて股関

節を伸展してあげると大腰筋は勝手に伸張しますか

ら，この患者さんはひとりで立つことができるわけ

です．

　大腰筋について学校授業で習うのは，腸腰筋とし

て腸骨筋と一緒に習いますが，大腰筋と腸骨筋はそ

れぞれ別の活動ですから分ける必要があります．そ

れで大腰筋と腸骨筋は股関節の屈筋として習いま

す．股関節の屈筋としての大腰筋です．それは全く

間違っていませんが，立位で下肢に体重が乗り，足

底が床に付いている状態で，大腰筋が収縮して起始

と停止部が近付くと，腰椎が前弯する方向に働きま

す．股関節を伸展していき，大腿骨頭で大腰筋腱が

伸張されると，腰椎が勝手に前弯するわけです．そ

うすると立位を取ることができるわけです．この患

者さんは，お一人で座位を取ることはできませんで

したが，立位を取ることはできます．随意運動も必

要ありません．随意運動が必要な座位の練習に数時

間もかけるのであれば，装具を用いてしっかりと立

たせてあげて，股関節を伸展し，腰椎を前湾するこ

とができるのであればそこから歩行練習へとつなげ

るようなダイナミックな理学療法を繰り返すと，大

腰筋は促通されその後に座位練習を行うと意外と簡

単に座ることができるケースがあります．重症例の

方に対して随意運動を促すのは大事ですが，それよ
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りもオートマチック働くことがヒトの機構に備わっ

ているのであれば，そちらを選択するべきだと思い

ます．

　もう一人症例を提示して，少し歩行の話に触れた

いと思います．このスライドはよく教科書に出てく

る歩行の 1周期を示しています．この中で見てもら

いたいのは，立脚中期とは歩行 1周期の100％の中

で，20％から25％のところに相当することを覚えて

おいてください．このスライドは歩行中の筋活動を

示したものです．若い理学療法士たちと話をしてい

ると，誤解をして覚えていることに気づくのですが，

大臀筋はどのタイミングで働くのか覚えていらっ

しゃいますか．これも理学療法教育の成果かもしれ

ませんが，学生時代に大臀筋は股関節の伸筋である

こと覚えさせられます．ですので，歩行の 1周期の

中で，立脚中期から後期にかけて股関節が伸展して

いく相で大臀筋が強く働くと思っている方が結構い

ます．大臀筋を力強く収縮させて股関節を伸展させ

ていくと考えているわけです．しかし筋電図のグラ

フを見ると，股関節が伸展していく相では，大臀筋

の活動は見られません．股関節の伸展のときに大臀

筋は働いていないわけです．にもかかわらず，臨床

場面で見てみると，「ここから踏ん張るときにぐっと

お尻に力を入れて，大臀筋で支えて，踏ん張って蹴っ

てください」と教示しているセラピストを見ること

があります．大殿筋は，踵接地をする直前から踵接

地期，荷重応答期から立脚中期までに大殿筋は収縮

しています．では大臀筋は何を行うのかについてで

すが，遊脚のための股関節の機能は、腸腰筋による

股関節屈曲の可否で決まり，腸腰筋は伸ばされたバ

ネのようになり体重移動とともに求心性に収縮をし

ます．遊脚後期には大腿の回転が股関節伸筋により

制動されます．つまり遊脚後期に大臀筋により制動

されるわけです．この相で制動されなければ振り出

された下肢は振り出され過ぎてしまいますから，行

き過ぎないように止めることが大臀筋やハムストリ

ングスなどの臀部大腿後面筋の作用になります．

　長下肢装具を付けた方の歩行介助の方法ですが，

このときに気を付けたいところはいくつかありま

す．一つ目は股関節をしっかりと伸展させることで

す．股関節を伸展すると，先ほどお話ししたように

大腰筋腱が伸張されます．オートマチックに大腿骨

頭で大腰筋腱が押されて伸びてきます．そして腰椎

が前弯します．これが遊脚期になった場合，下肢が

伸張された大腰筋が元に戻ろうとする力で振り子の

ように前方に振り出されます．これは求心的な筋収

縮ではありません．そのための運動エネルギーを得

るために，股関節の伸展は強調する必要があります．

強調すべき二つ目は踵接地です．股関節を伸展し，

遊脚で前方に振り出し，次いで立脚期を迎えるわけ

ですが，この時の踵接地は強調する必要があります．

この踵接地の意味は，一般的にヒトが歩行場面で踵

接地をすると，最初に踵骨の外側から接地すること

になります．つまり踵骨外側突起部が接地すること

になります．そしてその後に踏み込んでいけば，踵

骨の内側突起部が接地することになります．踵骨外

側突起の接地直後には，大臀筋の下部線維が収縮す

ることが分かっています．他動的に歩かせていても

踵骨外側で接地した瞬間に，オートマチックに荷重

側の大殿筋下部線維が収縮します．さらにその後に

もう少し踏み込んで踵骨内側突起部が接地すると大

臀筋の上部線維が収縮を始めます．外側接地をする

と下部線維，内側接地をすると上部線維が自動的に

収縮するわけです．後でご自分の臀部を触りながら

歩いてみてください．重要なのはこの機構もオート

マチックで働くということです．立脚初期に踵接地

ではなく，足尖接地や全足底接地になると大殿筋の

収縮は起こりません．この機構が重要なのは，大臀

筋の上部線維は股関節伸展，外転，外旋の作用があ

りますし，下部線維は股関節伸展，内転，外旋の作

用があります．大臀筋の下部線維が収縮すると，股

関節を伸展しながら内転するわけなので，重心を支

持脚側へ引き寄せる作用が生じます．さらに踏み込

んで大臀筋の上部線維が収縮すると，支持脚側に移

動した重心にブレーキをかける，それ以上重心移動

をしないようにブレーキをかけるように作用しま

す．ですから上部線維の活動が遅れている方は，骨

盤が支持脚側へ流れるように移動します．いわゆる
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骨盤が sway する状態です．案外多くいらっしゃる

のではないでしょうか．荷重が始まった段階から骨

盤が麻痺側に sway するような方は，恐らく踵接地

が不十分で，あるいは十分な踏み込みがないのでは

ないかと思います．

　次は痙縮の捉え方・考え方についてお話しします．

日本に理学療法士が誕生して50年になりますが，そ

の間脳卒中の理学療法は，ボバース法を代表として

痙性，痙縮をどのようにコントロールするのかとい

う点に主眼が置かれていたと思います．恐らく，上

杉先生のご専門の脳性まひもそうだと思いますが，

痙縮をどのようにコントロールするのかは，本当に

難しい課題です．現在はボツリヌス療法や薬物療法

などの治療法がありますが，これは直接理学療法士

が行う仕事ではなく，まだなかなか決定的な治療に

は至りません．また，痙縮がどのように発現するか

についても，これも随分古い歴史的なものですが実

は生理学的にはまだよく解明されていません．ガン

マニューロンの活動によるもの，α運動ニューロン

抑制入力の現象等どれも間違いではないにしろ決定

的な解明には至っていません．実際に脳卒中後に中

枢神経が下降する中でどのような変化を伴うのか

も，まだ正確には解明されていない部分があると思

われます．今日は現在分かっている時点での話と，

それに対して理学療法士ができることについて話を

します．

　脳の中で下降線維の経路としては，赤色の部分が

上位ニューロン，いわゆる錐体路です．この錐体路

が筋肉に対し随意運動の指令出すわけです．一方で

緑色部分は錐体外路のなかの皮質網様体路と考えて

ください．皮質網様体路には筋収縮を抑制する働き

があり，健常者の場合は皮質脊髄路と皮質網様体路

の関係性で筋肉は収縮し過ぎることなく，適度に制

御されています．上位運動ニューロンの障害にはい

ろいろなタイプがあると思いますが，中央の図では

内包での障害のように皮質脊髄路と皮質網様体路の

両方が障害されています．解剖学の教科書で見ると，

皮質脊髄路と皮質網様体路はほぼ平行に走っている

ことが分かります．この両方の線維が障害されると，

随意運動が障害されることに加えて筋収縮の抑制が

外れるために，いわゆる痙性麻痺になり，筋トーヌ

スと腱反射が亢進します．一方 4野での障害では，

皮質脊髄路だけが障害され皮質網様体路は残存する

ので，随意運動は障害されますが，筋収縮は抑制さ

れるため弛緩性の麻痺が生じて筋トーヌスが低下

し，腱反射が消失します．どこの部分が障害される

のか，どの神経線維がダメージを受けるかによって

痙縮が起こっている，あるいは筋トーヌスの低下が

生じるのかがあらかじめ分かるということになりま

す．これが第一次の障害で，脳卒中発症した段階で

痙性が強いのか，痙性が出ないかが最初の障害で決

まってしまうわけです．

　一方で発症直後はそれほど痙縮がなく，むしろ筋

トーヌスが低下している方が，発症から数カ月，あ

るいは数年後に痙縮が出現し可動域制限ができる，

足趾が clawing を起こしてくるという症状を多々目

にします．それは，脳内で新たな虚血変化が起こっ

たわけではなく，その他の損傷を受けたのではなく，

長年にわたり生体上何かの変化が起こったために痙

縮が出現すると考えられます．非常に大事で皆さん

にも理解していただきたいのですが，Gracise らの

報告にあるように，短縮位での麻痺肢の不動化，イ

モビライゼーション，麻痺肢の不使用などを起こし

た場合に，運動麻痺による筋の不動化により軟部組

織の線維化や筋短縮，骨格筋の粘弾性の低下がおこ

り，末梢部分は筋肉の中の錐体線維内の筋紡錘の興

奮性が増大してきます．そうするとこれが痙縮とい

う形になるということです．脳卒中の発症直後では

なく，長年にわたって体を動かさなかったことが痙

縮につながることになります．痙縮の病態としては，

短縮位でのポジショニングから生じる筋短縮や関節

拘縮による麻痺肢の不動，短縮位でのポジショニン

グによって麻痺肢が不動の状態になれば痙縮が起き

ます．あるいは，麻痺肢の慢性的な不使用による運

動関連領域の可塑的な再組織化が起こります．結局，

動かさなければ痙縮が起こることになります．これ

が非神経原性の痙縮です．

　では，痙縮に対する治療のエビデンスはどのよう
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になっているのか，脳卒中のガイドラインにはさま

ざまなことが書かれています．治療薬としてグレー

ドAではチザニジンやバクロフェンの投与．グレー

ドBではボトックス注射，フェノールの神経ブロッ

クがありますが，この辺りは医師の領域です．ボトッ

クスの後の療法として理学療法は必須となっていま

すが，直接私たちが注射を打つことはできないので，

痙縮を押さえる効果として理学療法が寄与したとは

なかなか胸を張って言えません．他にもグレード B

で高頻度の経皮的電気神経刺激 (TENS) を施行する

ことが勧められる，あるいは，その機械を使用せず

に痙縮筋にストレッチや関節可動域訓練をするとさ

れています．また，グレード C では痙縮筋を伸張

位に保持する装具の装着，グレード C － 1では冷

却または温熱療法とされています．運動療法の中で

痙縮をコントロール方法でストレッチングが挙げら

れていますが，その有効性を探してみればいろいろ

な報告が見つかりました．持続伸長や連続的な関節

可動域が筋緊張の抑制効果を有するとあります．た

だそのときの研究介入内容は，徒手的ストレッチン

グではなくポジショニングやスプリント装具，ギブ

スのようなものも含まれているので，単純に徒手的

なストレッチの効果は実はまだ示されたものはあり

ません．さらに，そのストレッチングの種類や強度，

速度，期間について適切に判断している研究も見当

たらず，症例報告で出ている程度であり，それも一

時的にあるいは即時的に効果が見られるだけで長期

経過を見たものは見当たりませんでした．ただ，過

去には痙縮筋に対して筋力増強はしてはいけない，

筋力増強をすれば痙縮をさらに悪化させるのでやっ

てはいけないと言われていた時代がありましたが，

最近の研究ではそれは否定されており，筋力増強運

動は痙縮を悪化させることはなく，むしろ運動制御

や運動機能を改善させるといわれています．しかし，

まだ運動方法は何をどれぐらいすればいいのか不明

な点が多いのが現状です．

　私は脳卒中の方の足趾について，これまでに随分

時間をかけて研究してきました．最初は，理学療法

士になって 2年目の秋からデータを集めはじめて 3

年目の春に全国学会で発表して論文にまとめまし

た．途中途切れたこともありましたが，これまでに

研究を続けてきた結果，ある程度の結論が出たので

お話ししたいと思います．

　この研究は，理学療法士になって 2年目のある日

の昼休みに，スタッフルームで同期の作業療法士と

ブルンストローム・ステージには上肢や下肢，手の

指はあるが，足の趾にはないよね，という話をして

いました．そのときに当時の上司だった吉尾先生が

「だったら調べればいいじゃない．」と言われたこ

とがきっかけです．患者さんに裸足になってもらい

何十人，何百人の患者さんの足の趾を触り，写真に

収めました．そうすると，足趾にもいろいろな形状

のタイプがあることが分かり，タイプ別によって運

動機能が変わってきている気がしました．単純に足

趾の形だけではなく，丸まっている人や角が出てい

る人，とがっている人がいて，それぞれ全身の運動

能力や運動機能が変わっていることに気付いてデー

タを取り始めました．まず始めに，clawing（槌趾）

が認められる方はどれ位いらっしゃるのかを調べま

した．当時勤務していた療養病院では，脳卒中を発

症 3カ月ぐらい方から 1年ぐらいの方が入院されて

おり，皆さんに協力してもらいました． 1回目の調

査では70%，翌年では63% という 6割から 7割の方

が歩行時に足趾の形状が変化し槌趾になっていたと

いう結果になりました．次に，その方々が歩くとき

にはどのように歩いているのか，槌趾のある方，な

い方の歩行速度を比べると，槌趾のある方は20m

を56秒かかったのに対して，槌趾のない方は30秒と，

明らかに歩行速度に差が出てきました．その頃の私

は骨盤の傾きや体幹の歪みといった体幹機能障害に

つなげて考えることが好きだったので，骨盤の回旋

と足趾変化を合わせて見て見ると，槌趾のある方は

明らかに骨盤が後方に回旋をしていることが分かり

ました．足趾の変化は患者さんに疼痛が生じるだけ

でなく，歩行速度にも影響を与え，全身のあらゆる

機能にも影響を及ぼすことが分かりました．また，

その他にも足趾の自動運動ができない群で槌趾が出

現することが分かりましたし，槌趾の有無とアキレ
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ス腱反射や感覚障害とは全く関連性がないことも分

かりました．

　次に，足趾の変化が歩行にどれぐらい影響してい

るのかを調べました．スライドにあるように，健常

者の足趾の第二趾と第三趾に claw	toe 様のテーピ

ングを施し，歩行速度の計測とビデオ映像も参考に

して歩容を調べました．このスライドのビデオは健

常者にテーピングを施した時の歩容です．健常者の

右第二趾と第三趾に先ほどのテーピングを巻いただ

けですが，右の立脚時間が短くなり，左の足の踏み

出しが小さくなって，膝が過屈曲，股関節の伸展が

小さくなっている等歩容に変化が見られます．歩行

速度を比べると，足趾にテーピングをしない場合は

40m を25秒のところが，テーピングをした歩行で

は28秒となり有意な差が出てきました．足の趾だけ

でも歩行そのものに影響を与え，歩行にも変化が加

わったことが分かりました．

　ここまでのまとめしては，歩行可能な脳卒中患者

の半数以上の 6割， 7割の方の足趾が変化してし

まっており，歩行速度，歩行の獲得に影響を与えて

いること．体幹・骨盤周囲の運動機能や全身のアラ

イメントの問題として捉える必要があることと当時

は考察しました．これらの研究結果を踏まえて，槌

趾を抑制しようと腹斜筋や骨盤帯など，その周辺の

体幹トレーニングを一生懸命にしましたが，いずれ

のトレーニングも全身の運動機能の改善は認めまし

たが，残念ながら槌趾を改善するには至りませんで

した．その後も体幹や骨盤帯が原因ではないのだろ

うかと考えながら10年ほど過ぎたとき，槌趾で強い

痛みを生じている患者さんに出会い，再び脳卒中の

方の足趾を調べ直してみようと私の中でモチベー

ションが沸いてきました．そして改めて足趾を観察

しながら触っているとき，ふと気が付くことがあり

ました．皆さん，学校で習うことはありませんが，

第二趾の MP 伸展，屈曲の関節可動域は何度かご

存じですか．実際のところ非荷重位の状態での第 2

趾の MP の伸展はおおよそ90度で，柔らかい方で

は95度ぐらいになります．恐らく90度ぐらいが正常

範囲になると思います．ただし，これが重要なので

すが健常者が立位で体重を乗せた荷重位状態で MP

を他動的に伸展させようとすると，これは90度いき

ません．母趾球に体重を乗せた状態での第 2趾の伸

展可動域は20度くらいだということに気付きまし

た．そこで患者さんを調べてみると，脳卒中の患者

さんたちの足趾の伸展は，立位で荷重をすると20度

もいきません．槌趾のある方ではさらにわずかな伸

展の動きにとどまります． 2～ 3度ではゴニオメー

タでは計測できないので，高校時代に学んだ三角関

数を使いながら距離を計測して角度を求めたとこ

ろ，3度～ 5度ほどしか動きませんでした．早速デー

タを集めようということで，立位保持が可能な脳卒

中の方に集まってもらいました．発症直後から可動

域の狭小化が起こっている可能性があるのでそれを

除外するために，老人保健施設に入所中の平均発症

後期間29カ月， 2年以上経過している方を対象に，

足関節の背屈角度と MP の伸展を計測しました．

そうすると，非荷重位の MP 伸展可動域では両者

に差がないのに対して，荷重した状態では MP の

伸展角度は槌趾の方は約 9度，槌趾がない方は20度

ぐらいになり統計的にも有意差がありました．足関

節背屈角度とMP伸展角度の相関を取ってみると，

横軸が足関節の角度，縦軸が MP の伸展角度でき

れいな相関関係が見られ，足関節の背屈可動域が大

きいほど足趾が伸展することが分かりました．すな

わち，足関節の背屈角度が少ない方は足趾が伸展し

ないという結論が出ました．しかし結論は出たもの

のその理屈は不明でした．解剖学の本を見ながら考

えていくと，健常者の場合，非荷重位では足趾が伸

展すると，舟状骨や楔状骨の辺りが下方回旋をして

中足骨が底屈方向に向きます．そうすると，この足

底にある長趾屈筋や長母趾屈筋が非常に緩みます．

ここが緩むことによって背屈の伸展角度が大きく

なっていきます．荷重をすると内足アーチが動的な

変形を起こすことで内足アーチがつぶれて外に広が

り，足の裏にある長趾屈筋・長母趾屈筋が伸長され

てくるので，体重が載っている状態では足趾が伸展

しないことが分かりました．

　ここで槌趾がある人とない人を見てみると，もと
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もと歩行時に槌趾がある方の中で他動的に足関節を

背屈したときに槌趾が生じる方と，槌趾が生じない

タイプの方がいることに気づきました．これは足関

節を背屈することで槌趾を生じる方は，長母趾屈筋

や長趾屈筋が痙縮によって筋が短縮をしており，背

屈をすることによって長母趾屈筋や長趾屈筋が伸張

され，足趾の筋の停止部が引っ張られることにより

足趾が屈曲するので，二次的に障害されている可能

性が非常に高いことが考えられました．また歩行時

に槌趾が生じるものの，他動的に足関節を背屈した

ときに槌趾が生じないかたは，筋肉が短縮を起こし

ているわけではなく，一次的な障害により痙縮が生

じたためであろうと考えられました．

　では，なぜ二次的に痙縮が生じ，筋が短縮するに

至ったのかをいろいろと探った結果，最終的に歩行

能力とどのような装具を使っているのかという点に

行き着きました．そこで普段はどのような装具を使

用しているのか，どのぐらい動いているのかの関係

性を調べてみました．この研究も発症からの経過の

長い，発症から平均80カ月を経過している方，つま

り 6年～ 7年経過した方を対象としました．日常の

歩行は主に歩いて移動をしているタイプと，歩ける

が主に車いすの方との 2群に分類し，さらに装具を

装着しているのか，していないのか．装具を装着し

ているのであればどのようなタイプの装具で，継手

はあるのか，ないのかを調べました．装具の継手の

タイプは，固定式と可動式に分け，固定式はいわゆ

るシューホーンタイプ，ポリプロピレンの後面支柱

型の装具，あるいはダブルクレンザック継手でもあ

る角度で継手を固定しているようなものです．一方

gait	solution やジレット，タマラック継手のように

足関節が背屈方向にフリーに動く装具を可動式とし

て分類しました．その結果をスライドに示します．

青色は槌趾がある方，赤色は槌趾がない方です．歩

行状態は普段歩く方も歩かない方の間には有意差は

ありませんでした．問題なのは，装具の継手の形状

で分けた場合，槌趾がある人や槌趾が生じる方は対

象者全員100% の方が足継手固定のタイプの装具を

使用していることでした．このことからやはり槌趾

の発生の原因は装具であることが分かりました．足

関節が動かない固定式継手の装具を長期間履いて歩

いているかたがたは，間違いなく槌趾が生じること

が分かりました．すなわち，装具で固定して長期間

不使用な状態を作っていたわけですので，これは理

学療法士が改善できる可能性があると感じました．

　もう一度まとめると，槌趾の有無は非荷重位の

MP の伸展可動域とは関係はないものの，槌趾を生

じる方は荷重時の MP 伸展の可動範囲は小さくな

ることが分かりました．これは長趾屈筋が短縮し伸

長性が低下をしたためにだと考えます．長趾屈筋は

足関節の底屈筋であることから足関節背屈可動域に

も影響を与えていることも分かりました．槌趾は日

常生活の移動手段が歩行であっても，歩行をしなく

ても槌趾は生じること，特に槌趾が生じるのは足継

手が固定をされた装具を日常的に使用し生活してい

る発症からの期間が長い方々であることが分かりま

した．すなわち，このタイプの方は，今は槌趾を生

じていなくても将来は槌趾になる可能性が高いこと

も明確になりました．ただし長期間の固定をせずに，

その間にしっかりと動かしていけば，槌趾は生じな

いのではないかとも考えることができました．

　これらの結果をもとに実際に患者さんで検証して

みました．発症から 2年 9カ月，当院を退院された

左片麻痺の79歳の男性です．急性発症で保存的療法

後当院に入院し，147日目に自宅退院されました．

退院後 1年間は月に 1， 2回の頻度で外来でもフォ

ローをし，外来終了後には週に 1回デイサービスを

利用されていました．ADLは全て自立．FIMは126

点です．この方が使われた装具をスライドに示しま

す．下腿背面と踵の部分はくりぬいてありますが，

4 mm 厚のポリプロプレンを使ったシューホーンブ

レースを使用されていました．足関節背屈の設定角

度は背屈 5度，足継手固定式の装具です． 4 mm 厚

のポリプロピレンなのでかなり硬い装具です．そし

てこの装具を使って毎日8,000から 1万歩歩かれて

いて，雨の日も頑張って歩かれるようなかなり回復

に意欲を見せられる方です．外来フォローを終了し

てから 1年半ほどたったある日装具の修理にと久し
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ぶり当院に来られたときに，現状のお話を聞かせて

いただくと足趾の話になり，退院時は足の趾は曲

がっていなかったけれど最近歩いていると趾が徐々

に曲がってきて，今年の夏ぐらいから爪の所が底に

当たって痛くて歩くのが辛くなってきたけれども，

何とか頑張って歩いていると言われました．この方

に対して先ほどの仮説を立ててみるとやはり硬い装

具を付け，かつ日常的に歩いているものの足関節が

固定されているので短縮位で固定されている状態で

はないかということです．では，それを崩してみよ

うとご本人の同意を得て介入を開始しました．

　介入デザインは，週に 3回各 3単位60分間で運動

療法を 2週間，計 6回理学療法を行いました．開始

をする 1週間前に初期評価，終了後 1週間に最終評

価を行いました．初期評価では非荷重位の第二趾

MP 伸展の可動域は95度で，健常者並みの可動域が

ありました．荷重位での第二趾MP伸展可動域は9.6

度であり低値となっていました．足関節背屈角度は

0度で，MAS のグレードは 2でした．随意運動は

足関節でわずかに背屈方向の運動は可能でしたが，

足趾の運動はできませんでした．ビデオで歩行状態

を見て見ると左側のように，明らかに足趾が屈曲を

して claw	toe タイプに変化している槌趾がみられま

す．第二趾，第三趾に著明な claw	toe が生じてい

ます．claw	toe とは MP が伸展しながら PIP，DIP

が屈曲する形状のことをいいます．第二趾の爪の先

が床と接しているのが痛くて歩けないということ

で，硬い胼胝ができていました．Gait	 judge の測定

装置で見て見ると，セカンドピークはほとんど生じ

ていませんでした．踏み切りの所はほぼ働いていな

いことが見受けられました．運動療法プログラムで

すが，体幹機能向上練習や荷重練習，歩行練習は一

切排除し，足趾と足関節をとにかく動かす他動運動

と自動運動を実施しました．足趾の伸展，足関節の

背屈の軟部組織のモビライゼーションでは，最初は

ほぼ可動性がなかった筋・関節に対して時間をかけ

て少しずつ繰り返し動かし続けました．特に長趾屈

筋と長母趾屈筋の短縮している筋肉に対して重点的

に運動を行いました．さらにこれまで使用していた

シューホーンタイプの装具を gait	solution	design に

変更し，これまでの普段の生活通りに自宅で 1万歩

をめやすに頑張って歩くようにお願いをしました．

　その結果，治療終了後 1週間の最終評価では非荷

重位での第二趾 MP 伸展角度は95度と変化ありま

せんでしたが，荷重時の第二趾の MP 伸展可動域

は9.6度から24.4度へと劇的に改善しました．足関

節背屈角度も12度になり，MAS も 1クラスに下が

りました．随意運動については全く変化がありませ

んでした．最終評価の歩行をビデオでご覧いただき

ます．第二・第三趾の claw	toe，MP 伸展，PIP，

DIP の屈曲はほとんど見られなくなりました．第二

趾の爪先が床に当たって生じていた疼痛の訴えもな

くなりました．これは治療直後ではなく，介入終了

後 1週間も維持されているものです．介入前後を並

べて比較してみても一目瞭然です．スライドの写真

のように介入前はこのような状態のclaw	toeであっ

たものが，介入後は claw	toe は消失しました．Gait	

judge で測定すると，セカンドピークのところには

波形が出るようになりました．底屈方向のモーメン

トを見てみると，介入後にはしっかりとセカンド

ピークのときに底屈方向に力が発揮できています．

さらに，足関節の背屈の角度も最大背屈のピークの

ところでも，大きく変化が出てきています．

　痙縮の発生機序は，まず発症直後から痙縮が出る

神経回路は少しわかってきました．発症から期間が

経ち，長期間筋の不動による短縮に関しては，私た

ち理学療法士はもっと介入できると余地があると思

います．長期間，例えば 2年， 3年の間不動であっ

た筋肉をモビライゼーションしていくわけなので，

ある程度一定の期間は集中的に行わないといけない

と思います．毎日少しずつ動かしてくことよりも，

できればある期間集中的にそれだけを頑張る期間が

必要かもしれません．それと同時に，装具は継手固

定型の硬いものではなく，運動性を保障してあげる

ような足継手可動型の装具のほうが，長い目で見れ

ば有効だと感じます．理学療法士としては痙縮，特

に槌趾に関しては作られてしまったものだと感じる

ので，むしろ理学療法士でなければ改善することは
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できないと思います．先ほどの方のようにしっかり

と時間をかけて介入し，痙縮に対してはとにかくま

ず動かそうということで成果は確実に出てくると思

います．

　痙縮の発現は，発症部位によって決まってしまう

神経学的なものと，非神経学的なものがあります．

神経学的なものに関しては，単純に動かしているだ

けで痙縮なくなっていくかというと，それは残念な

がら難しいと思います．神経学的なものに関しては，

全身の問題と捉えて，アライメントを含めて治療を

進めていく必要があると思います．非神経原性のも

のに関しては，動かさなかった不動が原因，短縮位

に置かれていることが原因なので，そこには解決の

糸口があると思います．適切な運動療法を行う必要

があると思います．また足継手が可動性のある装具

を活用することも大切だと思います．この症例介入

の後に歩行中も足趾も動かさなければならないと考

え，義肢装具士の方と gait	solution	design をベー

スにして，足趾の動きを引き出しながら固定をする

ような装具を工夫しました．足関節の動きだけです

と gait	solution であれば背屈運動は可能ですが，足

趾の DIP，PIP がうまく固定できなければ長趾屈筋

と長母趾屈筋の起始部の所がしっかり伸張されない

ので，装具を工夫しようと試みてみました．足趾の

所に伸展がしやすいように素材を替える，バネやゴ

ムをしてみるなどいくつかの素材を考えてみまし

た．何種類かのプロトタイプも作ってみましたが，

なかなか難しくてうまくいっていません．数年間ほ

ど作業をしましたが，最終的商品化するまでに行き

ませんでした．機会があれば，もう一歩踏み込んで

みようと思います．

　装具についてもう少し考えていきます．下肢装具

について考えると，これも『脳卒中治療ガイドライ

ン』からですが，「歩行障害に対するリハビリテー

ションでは，片麻痺患者で内反尖足があるような場

合には，短下肢装具を用いることが勧められる」と

書かれています．先ほども言いましたが，短下肢装

具にはいろいろな特徴の種類があるのに，どのよう

な短下肢装具を使ってもいいのだろうかと疑問に

思っています．

　理学療法士学会で，脳卒中発症後に初回に処方さ

れる短下肢装具の全国と都道府県との比較という報

告がありました．いわゆる SHB が脳卒中の方では

約36%の方が処方されていました．また，オルトッ

プの AFO が17% ぐらい，両下肢の金属支柱付きが

15%，ゲイトソリューションが10%，タマラックと

ジレットの継手装具が 6 % でした．このデータを

足継手が固定していないものと動くものなのかを分

けてみると，足継手固定がおおむね 6割ぐらいを占

めていました．その他のデータは何を含むのか分か

りませんが， 6割を超えるぐらいの割合で，足継手

固定の装具を作っていたことが分かります．問題は

これらの装具を作るときにセラピストがどれだけ関

与しているかです．しっかりの患者さんの状態を評

価したうえで必要な装具を作成されているのであれ

ば何ら問題はありませんが，脳卒中の片麻痺だから

取り敢えず足先を引き摺らないような装具にしよ

う，といった安易な理由で SHB 装具を作っている

のであればかなり大きな問題だと思います．

　例えば，それは足趾にとどまらず，AFO を付け

た状態での立ち上がり動作のビデオを見てみるとわ

かります．左側は健常者が AFO なしでの立ち上が

りです．何の問題もなく教科書的にきれいに立って

います．座るときも何の問題もありません．右側は

AFO をつけての立ち上がりです．ポリプロピレン

製の硬い装具です．この装具をつけて普通に立つよ

うに指示をしたところ立てませんでした．立ち上が

るときには脛骨が前傾をして重心を前方に持って来

るわけです．足底が地面について脛骨が前傾すると

いうことは，足関節が背屈をするということです．

従って，硬い AFO によって足関節の背屈が止めら

れるわけなので，重心が前方に異動しませんから立

てるはずがありません．しかしこの装具を作ったセ

ラピストたちは，患者さんたちがこのように立てな

い状態を見て，「何をしているのですか」，「もっと

麻痺側のほうに体重を載せて，踏ん張って立ってく

ださい」「もっと前に体重を乗せて」などと言うわ

けです．若年の健常者の場合は立つことができます
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が，骨盤がすっと前傾しない患者さんはこのまま

ずっと立てません．いかがでしょう，立ち上がり練

習をするときに，このような患者さんはいませんか．

ここで足関節が背屈をする，すなわち脛骨の前傾が

しっかりできれば前方に体重が移動するので離殿で

きますが，硬い装具を付けているので背屈しようと

しても装具の底屈モーメントにより後方に押し返さ

れてしまいます．ところがその理学療法士たちは，

もっと体を前にして踏ん張るように指示をします．

そうすると患者さんは一生懸命に体を前傾させます

が，前傾させると代償的に骨盤後方回旋が起こり，

股関節は外旋，足関節は回外します．それを見てそ

の理学療法士は「体が傾いています，もっと真っす

ぐ立ってください．」などという訳ですが，無茶な

話です．自分が作った装具によってこの患者さんは

このような形の立ち上がり姿勢になっていることに

気が付いていないのだと思います．装具の形が決ま

ると立ち上がり方法は決まってしまいます．

　足継手が固定されている装具を使った場合は，立

ち上がりだけでなくて歩行にも影響してきます．例

えば先ほど出てきた倒立振り子を考えると，足が地

面に着いた状態で立脚期を迎え，立脚中期，立脚後

期に移行しますが，足関節が背屈しなければ股関節

が伸展することはできませんので，遊脚期で振り子

が発動しないことになります．そうすると患者さん

は麻痺側下肢を随意運動で振り出すことになり，分

回し歩行が生じやすくなります．また，足部・足関

節でのヒールロッカー，アンクルロッカー，フォア

フットロッカーの三つのロッカー機構は皆さんご存

じだと思います．足継手が固定されている装具の場

合は，ヒールロッカー機構は何とか機能すると思い

ます．その後に，足底が地面について脛骨が少しず

つ前に倒れてくるアンクルロッカー機構は足関節の

背屈が必要で，踵離地直前には足関節背屈角度が最

大で10から15度必要ですので，背屈ができないとな

ると踵離地が早期に生じてしまい，アンクルロッ

カー機構が正しく機能することが難しくなります．

さらに，フォアフットロッカーは踵離地から爪先離

地までに生じる前足部で起こる前方回転の機構で，

爪先離地の足関節底屈角度は最大で20度必要になり

ますから，足継手が固定された装具ではフォアフッ

トロッカーは機能しないことになります．ところが

セラピストたちは速く歩くことを要求したり，歩幅

を大きくすることを要求したりします．一般的に足

関節背屈ができない時に歩幅を大きくする場合には

代償的に 2種類のストラテジーがあります．一つ目

は麻痺側に身体を捻って股関節や脊柱を回旋させる

パターンです．もう一つは立脚中期以降の早期に踵

が浮いてしまうパターンです．どちらのパターンで

も立脚後期の股関節伸展のフェーズはありません．

早期に踵が浮いてしまうと浮いた瞬間に膝と股関節

は屈曲してしまいます．股関節が伸展するための条

件は足底が地面についていることが必要です．股関

節が伸展した立脚後期ができないということは，大

腰筋が伸張してこないので遊脚期で振り子のように

振り出すことができず，随意運動で下肢を振り出さ

なければなりません．足継手が固定された硬い装具

を作ってしまったために，股関節の伸展ができない

ために大腰筋が伸長できず，随意運動で振り出さな

いといけなくなるわけです．装具の選択一つで患者

さんのストラテジーは決まってしまいます．是非こ

のことを知っていただいて，単純に装具を決めてい

くわけでなく，いろいろ考えてあげてください．も

ちろん，すべての患者さんに対して足継手が固定さ

れた装具を使うことがいけないことではなく，それ

ぞれの患者さんの適応を見極めていただきたいと思

います．

　最後の項目は転倒予防についてお話をします．転

倒予防に関しては，脳卒中の患者さんだけではなく

すべての患者さんに該当するところがあると思いま

す．理学療法の場面で患者さんたちが躓くことや転

倒することに関して理学療法士は多くの指摘をして

いますが，どこの部分で躓いているのか，足のどこ

の部分が床と接しているのかを考えている例はあま

りない気がします．例えば，その躓きが足の先なの

か，母趾球部分なのか，足底部分なのか，踵の部分

なのか，どこが床とこすれてつまずいているのかは

これまでに報告をされていません．床と足が引っ掛
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かることの全てを躓きとして一括りにして捉えてい

るようです．

　私たちは躓きに関してデータを取ろうと試みたと

きがありました．患者さんたちが歩いている横から

ビデオカメ 2台を台の上に載せて同期させ，全身と

足部を患者さんの歩行に合わせて撮影しました．躓

く瞬間を撮影したかったのですが，患者さんはそう

いうときに限っては，躓くことなく格好よく歩かれ

ます．そして撮影を終了した途端に躓かれたりして，

全くデータは取れませんでした．ですので，これか

らお話しする患者さんの歩行時の躓きについては推

測に過ぎませんが，躓きは遊脚期のクリアランスに

問題があることには間違いありません．いろいろな

考え方があり，足関節の背屈運動の制限や膝関節の

屈曲運動の制限，関節可動域の制限はもちろんある

と思いますが，歩行周期で見ると，どこか 1カ所だ

けで生じているのではないと思います．まず，足を

踏み出す最初に踵が持ち上がらず床を引きずってし

まい前に転倒するケース，遊脚前期から遊脚中期ぐ

らいにかけて，足が持ち上がらず趾球，あるいは母

趾球，足底全体が床と擦れてしまうケース，あるい

は遊脚後期に踵が早期に床と接してしまい躓くケー

スなど歩行周期全般で起こっていると感じます．そ

うすると，それぞれの躓きに対して原因が異なるは

ずなので，ただ単に「足をもっと大きく上げてくだ

さい」だけでは躓きを防ぐことはできません．もっ

とも，足を高く上げてくださいということは随意的

に足を持ち上げろということになりますが，そもそ

も遊脚期は随意運動ではないはずです．倒立振り子

の機構で緩やかに足が出て行くはずなのに，そこを

大きく足を上げることを指示するのは理学療法士と

していかがなものでしょうか．

　話を戻しますが，私はこの躓きのパターンを五つ

に分けました．一つ目は遊脚初期に足尖部が引っ掛

かるパターンです．ここに関しては，股関節の伸展

と遊脚初期の屈曲が不足しているので，まずは股関

節の伸展をしっかりすることが治療のポイントに

なってくると思います．しっかりと伸展していれば，

まず足尖部の引っ掛かりは随分無くなると考えてい

ます．二つ目は，遊脚初期に前足部足底面が引っ掛

かるパターンです．踵は上がってもつま先が引っ掛

かり，その後に踏み切れずに前足部足底を引きずる

というか擦ってしまうタイプで，これは足関節の底

屈時に膝関節と股関節の屈曲が不足または，初動が

遅れていると考えています．三つ目は，遊脚中期に

足尖部が引っ掛かる下垂足のようなタイプで，この

タイプが一番多いと思います．底屈から背屈への転

換が遅れることが多いようなので運動の切り替えを

速くしていくことが必要です．四つ目は，遊脚中期

に前足部の底面が引っ掛かるパターンで，これは股

関節が屈曲をしながら膝関節が伸展していく際に骨

盤が落下してしまうために生じると思います．支持

をしている反対側の下肢の立脚を安定させる必要も

あると考えています．そして最後の五つ目は，遊脚

中期から後期にかけてかかとが引っ掛かるパターン

です．臨床的な観点からはこの 5つに大別できると

考えていますが，まだ仮説の段階です．

　是非今後の研究のテーマとして考えていきたいで

すし，皆さんの中から誰かが進めていっていただい

てもいいと思います．データ収集の方法が難しいで

すが，臨床家たちにはとても有益なデータになると

思いますので，よろしくお願いします．

　このグラフは随分昔のものですが，入院中の患者

さんが病院内のいつどこで転倒しているのかを調べ

たものです．回復期病棟ではなく療養病棟ですが，

入院後何日目で転倒したのかを調べたところ，入院

当日の夜に転倒する人もいましたが，入院から 2週

間ぐらい経ったころがピークでした．入院したあと

少し病院に慣れて緊張が取れてきた，ベッド周囲に

慣れてきたぐらいの時期に転倒事故が多く発生して

います．その当時の当院では患者さんが 1人転倒す

るごとに，毎朝転倒カンファレンスを行っていまし

た．医師の参加は毎回ではありませんでしたが，担

当のセラピスト，看護師，看護助手さんらが集まり

どのようにすれば転倒しないようになるのかの具体

的なプランを考えるミーティングを行っていまし

た．今日はデータを示しませんが，転倒カンファレ

ンスを開始して 3カ月ほど経過した頃には，転倒事
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故はほぼゼロになりました．この時の病棟で転倒す

るのはどのような状況かというと，ベッドから起き

上がってベッドの横の床頭台に置いてある何か物を

取ろうとしているときに滑り落ちてしまうタイプが

圧倒的に多く，病棟での転倒原因の 7割を占めてい

ました．多くの患者さんたちはなぜ転倒したのか分

からず，理由を聞くと「立とうとして足が滑った」

と表現しますが，ほとんどの場合は何か物を取ろう

として手が届かずに滑り落ちてしまっているので

す．では，なぜこういうことが起きるのかを．見積

もり誤差の観点から調べた結果をお話しします．

　見積もり誤差とは，例えば私が立っていてそこに

置いてある物を取ろうとしたときに，手を伸ばせば

届くかどうかを脳の中で見積もります．手が届くと

判断して手を伸ばして実際に届いた場合には誤差は

ないわけですが，手が届くと判断して手を伸ばした

けれども実際には手が届かなかった，とすると手が

届かなかった部分を見積もり誤差といいます．

　入院患者さんの転倒場所は病室で，何か物を取ろ

うとして手が届かずに滑り落ちてしまっています．

例えばペットボトルのお茶を飲もうと起き上がっ

て，手が届くと思って手を伸ばしたけれども手が届

かずにそのままベッドから滑り落ちるのです．つま

り見積もり誤差が生じており，自分の能力を過大評

価している可能性があるのではないかということで

す．先行研究では，市橋先生は見積もり誤差を測定

するのは，身体運動を正確に認識しているかどうか

を判断するためには有効な方法だといわれています

し，岡田先生はリーチの見積もり誤差は，高齢者に

多い転倒リスクの高いものを判別するために有効だ

と書かれていますが，まだ臨床的に十分なデータは

ありませんでした．今回は健常者を対象にして，座

面の材質による硬さの違い，足底接地の有無で見積

誤差に差があるのではないかという点を調べまし

た．座位を取るベッドはリハビリテーション室のプ

ラットフォームベッドと，病室で一般的に使用され

ているマット比較しました．まず自分はどの辺りま

で手が届くのかを予測した距離を調べてみると，リ

ハビリテーション室の硬いベッドで足の裏が付いて

いると，大体101cm， 1メートルぐらいまでは手が

届くと思っていましたが，実際に計測してみると

98cm までしか手が届かなかったので，見積もり誤

差は－3.1cm という見方です．ベッドで足がつい

ていない場合だと見積誤差は－6.2cm，マットで足

底接地の場合は＋2.7cm，マットで測定非接地では

－11.7cm になりました．どのような条件で座った

としても誤差は生じないと思っていましたが，私た

ちは座った瞬間にどこまで手が伸びるかを判断する

ことができました．柔らかいところに座った場合に

はきっと届かないだろうと座った瞬間に判断するこ

とができ，硬いベッドに座ったときは手が届くと判

断することがわかりました．しかも，足の裏が床に

付いているか，付いていないかの条件でも健常者の

場合は，病室で使用しているマットで足が着いてい

ない場合の実測値は，予測値よりも11cm も短くな

りました．一方で柔らかいマットであったとしても，

足底接地していると予測値と実測値には差がないこ

とが分かりました．柔らかい病室のベッドで，足が

届いていない場合は自分が思っているよりも手が届

かないということは，患者さんもきっと同じだと思

います．特に小柄な方で足が床に着かないような方

やベッドが高く設定されている方が，夜に 1人で起

き上がって床頭台に置いてあるペットボトルの水に

手を伸ばして，届かずに滑って転倒したのは，これ

が原因だと思います．この研究の結論としては，病

棟での転倒事故を減らすためには，まず患者さんの

ベッド環境は整える必要があるということです．環

境を整えなければ転倒してしまうということは，私

たちは看護師に伝えることはできます．この患者さ

んは，起き上がってペットボトルに手を伸ばしても

大丈夫な人であれば，せめて座位を取った時に足の

裏が床に付くようなベッド高さに設定します．また，

実際に手の届く範囲にペットボトルを置く必要があ

ります．その前に，理学療法士としてこの人はどこ

まで座った状態で手が届くのかを，入院当初の段階

で評価する必要があります．しかも，それはリハビ

リテーション室の中のプラットフォームベッドでは

なく，病室の実際のベッドに座り，この人はどのぐ
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らいのリーチ範囲まで手が届くのか，大丈夫なのか

を確認し，そこを基準にその人に生活範囲を決めて

あげてください．何気にベッドの高さを決めて，適

当に床頭台に置いて，適当に物を置くと転倒する可

能性が高まります．私たち理学療法士がこれらの情

報を伝えることで事故を回避できる可能性が高いと

思います．どこまで手が届くのか，見積もりはどの

ぐらいなのかを学習してもらうことが理学療法の課

題の一つだと思うので，これがうまくいけば病室で

の転倒は激減するはずです．Robinovitch は見積も

り誤差について「若年者が自己の身体能力を過少す

るのに対し，高齢者は一般的に過大評価する」と述

べています．高齢の方たちは，健常者の方よりも自

分の能力を過大評価するので，実際にどこまででき

るのかを評価して，いろいろな条件を考えることで

転倒は激減すると思います．

　それではこれで今日の話は終わりにしたいと思い

ます．多岐にわたり取り留めのないことをお話しし

ました．これまでやってきた研究データも示しまし

たが，日頃から感じているのは，何度も言っていま

すが，体幹を注目することは大事ですが，体幹だけ

が問題点ではなくむしろ一番重要な問題点は他にあ

る可能性が非常に高いです．また，生体と床との接

地をする所，重心移動に対する反応，あるいは装具

に関係すること等，単純ですがぜひ考えを改めても

らい，明日から見るべきポイントを少し変えてもら

うと皆さんの運動療法が変わると思うので，ぜひ取

り入れてやってみてください．ご清聴，ありがとう

ございました．

上杉　それでは，先生にご質問はありませんか．元

同僚の先生がたも来られているようなのでいかがで

すか．大谷先生，何か質問はありませんか．マイク

をどうぞ．

大谷　ありがとうございました．教員の大谷です．

先生の話には，脳卒中全般的にまで効果的な内容の

中で，興味・関心があったのは，槌趾の話でした．

いろいろな研究データも示してもらいましたが，あ

のような槌趾を呈する患者さんの背景というか，例

えば，槌趾がある部，ない部と分け方をしている中

で，麻痺の重症度の年齢幅等の情報があれば教えて

もらえますか．

檀辻　きょうは細かいデータを示しませんでした

が，初期の段階で一番そこが気になったところです．

先ほども少し話をしましたが，もともと足趾の研究

を始めたのは，ブルンストロームのステージには手

の指はあるのに，足趾がない点を疑問に思ったこと

がきっかけです．その当時の将来的な壮大なテーマ

としては，足趾のステージをつくろうと考えました．

30年前の話ですが，MP も PIP も DIP も全部屈曲

するものは，roll	 toe と勝手に名前を付けて報告を

しました．その状態から少し運動機能が回復をして

くると，MP が伸展し，PIP と DIP は屈曲した状態

になります．さらにそこからは，MP 伸展，PIP 屈

曲だが DIP は伸展というふうに，運動機能が良く

なってくると足趾は機能的に形状が変わってくると

想像しました．そのときの比較の方法がブルンスト

ローム・ステージや，骨盤首体幹，骨盤帯のステー

ジで，吉尾先生がつくられた NTP のステージを対

比させることを最初にしました．そうすると，重症

な人ほど屈曲が強くなり，MP も屈曲をして PIP，

DIP も屈曲していきます．少し軽症になって随意運

動性が高まるブルンストローム・ステージでいうと

4になってくると，MP が伸展位になります．ブル

ンストローム・ステージが 5になると，MP も PIP

も伸展するが，DIP だけが屈曲をする形状になると

いうことが，何となく大まかに分けることができま

した．症例として提示させていただいた方は，claw	

toe なので MP が伸展をしていて，PIP，DIP が屈

曲をしているタイプでした．その他の下肢機能，体

幹機能によっていろいろなタイプがあると思ってい

ます．

大谷　ありがとうございました．

	 （了）
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『神戸国際大学リハビリテーション研究』編集・投稿規程

（趣旨）

第 1条　神戸国際大学リハビリテーション学研究所は、リハビリテーション学研究所規程第 3条（ 4）にもと

づく『神戸国際大学リハビリテーション研究（英文書名：Kobe	International	University	Journal	of	

The	Institute	 for	Rehabilitation	Studies）』　以下「本誌」という。）を編集発行するために本規程を	

制定する。

（編集委員会の設置）

第 2条　本誌の発刊に際しては、リハビリテーション学研究所内にリハビリテーション研究編集委員会（以下、

「編集委員会」という。）を設置する。

（刊行）

第 3条　本誌の編集は、編集委員会の責任のもとで行い、毎年度、原則として 1号を刊行する。

（編集委員会）

第 4条　編集委員会は、リハビリテーション学研究所長および所長がリハビリテーション学研究所運営委員会

の議を経て委嘱する本学リハビリテーション学部専任教員若干名の委員によって構成する。

2．編集委員の任期は 1年とし、再任を妨げない。

3．編集委員長は所長が兼務し、編集委員会を主宰すると共に本誌の編集を統括する。委員は本誌編

集の実務を担当する。

（投稿資格）

第 5条　本誌に投稿できる者は、本学の専任教員（有期限雇用の教員を含む）、非常勤教員および本誌編集委

員会が寄稿を依頼した者または投稿を認めた者とする。

（投稿承諾書）

第 5条の 2　著者の論文への責任および著作権譲渡の確認のため、別紙の投稿承諾書に自筆による署名をして

投稿論文に添付すること。

（掲載原稿種別）

第 6条　原稿は全て未発表のものとし、種類は以下のとおりとする。

（ 1）　研究論文

（ 2）　症例研究

（ 3）　短　報

（ 4）　その他（総説、症例報告、臨床報告、研究・調査報告、紹介など編集委員会で依頼または承認したもの）

（掲載原稿内容）

第 7条　本誌に掲載する論文等（研究論文、症例研究、短報、その他等）の内容は、以下のものとする。

（ 1）　リハビリテーション学研究所におけるプロジェクト研究の成果発表としての論文等

（ 2）　自由投稿による個別の論文等

（ 3）　リハビリテーション学研究所が企画する公開シンポジウム等の記録として本誌で公表すること

が望ましいと判断される報告・コメント等

（ 4）　その他、編集委員会が依頼または承認した論文等
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（執筆細則）

第 8条　論文等の執筆ならびに投稿に関する必要事項については、別に定める。

（査読）

第 9条　論文等の掲載の可否は、査読者による査読結果を参考に編集委員会の責任において決定する。

2．査読に関する必要事項は、別に定める。

（著作権）

第10条　論文等を掲載するに際して、編集委員会は、掲載論文等が第三者の著作権を侵害することがないよう

留意するとともに、執筆者に対しては著作権侵害の疑いがないことを確認するものとする。

（編集）

第11条　掲載する本誌の号は、編集委員会において決定する。

（校正）

第12条　校正は 1回とし、執筆者による校正を原則とする。

（掲載論文等の著作権および転載）

第13条　掲載論文等の著作権は執筆者に帰属する。但し、他に転載する場合はリハビリテーション学研究所の

許可を得るとともに、転載論文等にはその旨を明記しなければならない。

（本誌の公開）

第14条　本誌の目次および掲載論文等は、リハビリテーション学研究所のホームページが整備され次第、ホー

ムページ上で公開する。但し、執筆者の許諾がない場合または編集委員会が特別の事情を認めた場合

は、公開しないことがある。

（抜刷）

第15条　執筆者に対し、29部（30部印刷のうち 1部を研究所にて保管）の抜刷と PDF ファイルを贈呈する。

なお、執筆者がこれを超えて必要とする場合は、超過部数については執筆者の個人負担とする。

（執筆料）

第16条　執筆者には、原稿執筆料として次に定める額を支給する。

　　　　原著論文 3万円（源泉所得税別）

　　　　その他研究・短報・報告等 1万 5千円（源泉所得税別）

（その他）

第17条　その他必要な事項については、編集委員会の議を経てリハビリテーション学研究所運営委員会が決定

する。

（改廃）

第18条　本規程の改廃は、リハビリテーション学研究所運営委員会およびリハビリテーション学部教授会の議

を経て常務理事会の承認を得なければならない。

附則　 1．本規程は2009年 6 月 1 日から施行する。

　　　　但し、第14条のホームページの公開は、リハビリテーション学研究所のホームページが設置され次第

公開することとする。

　　　 2．本規程は2011年10月 1 日から改正施行する。

　　　 3．本規程は2013年 7 月 1 日から改正施行する。

　　　 4．本規程は2015（平成27）年 4月 1日から改正施行する。
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『神戸国際大学リハビリテーション研究』　原稿執筆内規

1 ．投稿者の資格

　本誌に投稿できる者は、本学の専任教員（有期限雇用の教員を含む）、非常勤教員および本誌編集委員会が

寄稿を依頼した者または投稿を認めた者とする。

2 ．投稿原稿の種類

1 ）原稿は、全て未発表のものとする。また、原稿の執筆に際して、執筆者は、剽窃はもとより、日本語ま

たは外国語による他の著作物から当該の言語のまま引用、あるいはほかの言語に翻訳して引用する場合

であっても、第三者の著作権が侵害されることのないよう、最大限留意しなければならない。

2）ヒトが対象である研究はヘルシンキ宣言や疫学研究に関する倫理指針に基づき、また動物が対象である

研究は医学生物学的研究に関する国際指針の勧告の趣旨に沿ったものとする。倫理委員会の承認を得た

場合は、その旨を本文中に明記する。

3）論文の種類は以下のとおりとする。

（ 1）研究論文：論理的かつ明確な構想に基づき、自分自身の研究結果をまとめて、ある結論を与えたもの。

（ 2）症例研究：症例の臨床的問題や治療結果について科学的に研究を行い、考察を行ったもの。

（ 3）短　報：研究の速報・略報として簡潔に記載された短い研究論文。

（ 4）その他：総説、症例報告、臨床報告、研究・調査報告、紹介など編集委員会で依頼または承認したもの。

3 ．具備すべき条件

1 ）原稿はオリジナル 1部およびコピー 2部（著者頁は不要）を簡易書留等で送付すること。提出論文のコ

ピーは必ず手元に保存すること。また、原稿と一緒にバックアップした電子媒体（フロッピーディスク、

CD-R/RW等）にハードコピーしたものも添えて送付すること。

2）規定枚数を超過しないこと。

　　研究論文、症例研究、その他は、要旨・英文要旨・文献・図表を含んで原則として刷り上り 6頁以内（400

字詰め原稿用紙32枚）。短報は原則として刷り上り 4頁（400字詰め原稿用紙24枚）以内。図表は 1個を

400字詰め原稿用紙 1枚として換算すること。ただし、編集委員会において特に認めた場合はこの限り

ではない。

3）論文には表紙および著者頁をつける。

　（ 1）和文原稿

表紙には、標題、ランニングタイトル、希望する論文の種類、英文標題、キーワード（ 3個）、本文ペー

ジ数、図表枚数、原稿文字数（図表含む）を記載する。著者頁には、著者名、所属名、英文の著者名と所

属名、責任著者連絡先（Email アドレス含む）を記載する。共著者がいる場合は、共著者名、所属名、英

文の共著者名と所属名も記載すること。なお、著者や共著者の所属の表記は、氏名の右肩および所属名の

冒頭に1） や2） 印をつけること。

　（ 2）英文原稿の場合

論文種類、英語の表題、英語の著者名、日本語での表題、日本語での著者名、英語での所属、日本語での

所属、ランニングタイトルをこの順に従って書く。なお、著者や共著者の所属の表記は、氏名の右肩およ
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び所属名の冒頭に1） や2） 印をつける。英文原稿の場合は、ダブルスペースとし、イタリック体を必要とす

る場合は、目印にアンダーラインを引く。

4）研究論文、症例研究、短報には和文の要旨（400字程度）をつける。また、研究論文にのみ250語程度の

英文抄録をつけること。なお、英文抄録はダブルスペースで書くこと。

5）単位は原則として国際単位系（SI 単位）を用いる。長さ：m、質量：kg、時間：s、温度：℃、周波数：

Hz等。

6）略語は初出時にフルスペルを記載する。

7）機器名は、「一般名」（会社名、製品名）で表記する。

8）引用文献の表記については、vancouver スタイルに従うこととする。原稿文末に「引用文献」として一

括して本文中の出現順に配列する。本文中該当箇所の右肩に、 1～ 4）や3,4）のように記す。

著者名は、筆頭から 3名まで、それ以上は他（et	al）とし、人名の記載は、姓を先にすることを原則とする。

なお雑誌名には日本医学雑誌略表（日本医学図書館協会編）および Index	Medicus に従うこと。

（ 1）雑誌から引用する場合

著者氏名．表題．雑誌名巻数（必要であれば号数）：頁‐頁，出版年．

但し、英文の著者名および雑誌名の省略を表すピリオド [.] は省くこと。

例　 1　O’Boyle	CA,	McGee	H,	Hyicky	AD,	et	al.	Individual	quality	of	in	patients	undergoing	

hip	replacement.	Lancet	339:	1088-1095,	1992.

　　 2　浅川康吉，高橋龍太郎，青木信雄，他．筋力と高齢者の ADL―下肢筋力と転倒・ADL

障害の関連―．PTジャーナル　32：933-937，1998．

（ 2）単行本から引用する場合

著者氏名．表題．編者名，書名（引用箇所），発行地，発行所，引用頁，出版年．

例　 1　藤原勝夫．高齢者の動作様式．藤原勝夫，碓井外幸 , 立野勝彦（編），身体機能の老化

と運動訓練（リハビリテーションから健康増進まで），東京，日本出版サービス，

pp146-147，1996．

　　 2　Hart	E	&	Bond	M.	Action	research	for	health	and	social	care．A	guide	to	practice,	

Buckingham,	Open	University	Press,	pp36-77,	1995.

（ 3 ）Web ページの場合

著者氏名．表題．掲載（更新）年月日［引用日］．URL．

例　厚生労働省．平成12年度人口動態職業・産業別統計（人口動態統計特殊報告）．

　　2009年 4 月16日．http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/	 tokusyu/00jdss/

index.html

9 ）図は白色紙に記載し、線画の太さを 1 mm 以下の線とする。写真は原寸印刷が可能なように、横は

8 cm または16cm のいずれか、縦は 9 cm 以下の大きさとする。図と写真はあわせて通し番号とし、表

題および説明はそれぞれの下に記載する。

10）図（写真を含む）・表の挿入位置は本文の右欄外に支持する。

11）原稿には、表紙を含めページ数を必ず記入する。

12）英文抄録は、原則としてネイティブ・スピーカーの校閲を著者自身の責任で受けること。
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4 ．原稿の採択

　原稿の採択は編集委員会において決定する。査読の結果、編集方針に従って原稿の一部変更をお願いするこ

とがある。また、編集委員会の責任において字句の訂正をすることがある。（以下省略）
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「神戸国際大学リハビリテーション研究」投稿承諾書

　下記の論文を神戸国際大学リハビリテーション学研究所「神戸国際大学リハビリテーション研究」へ投稿し

ます。本論文は、他誌に掲載済みあるいは掲載予定のものはありません。また「神戸国際大学リハビリテー

ション研究」に掲載後の本論文の著作権は、神戸国際大学リハビリテーション学研究所に帰属し、電子媒体を

問わず公開方法について、その権利を委譲することを了承いたします。

　また、共著者がいる場合は、共著者として本論文内容に責任を持ち、同意していることを確認いたします。

（リハビリテーション研究　第　　号）

論文題目：	

	

	

筆頭著者

＜　氏　名　＞ ＜　所　属　＞

共著者

＜　氏　名　＞ ＜　所　属　＞

年　　月　　日　　提出
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リハビリテーション学研究所2020年度活動報告

◇　プロジェクト（2020年 4 月 1 日～2021年 3 月31日）

　▽　プロジェクト�「新たなウォームアッププログラムに関する研究

　　　代表者　中西亮介

　　　構成員　武内孝祐、中越竜馬

【概要】

　これまでに我々は神経筋電気刺激を用いた短時間の刺激手法が若年者の筋出力を向上させる手法であ

ることを明らかにしてきた．また，本刺激方法は柔軟性の向上に対しても効果的であることが明らかに

してきた．本年度はこれまでに得られたデータを基に解析を行い，論文を作成してきた．これらの論文

は下記のとおり，国際誌に採択された．さらに，本年度は対象者を変更し高齢者に対しても同様の効果

が得られるかを検証する予定であったが，COVID-19の影響を受けて実施することが困難であった．

【成果】

　下記論文雑誌への採択

1 	．Nakanishi	R,	Takeuchi	K,	Akizuki	K,	Nakagoshi	R,	Kakihana	H.	The	effect	of	neuromuscular	electrical	

stimulation	on	muscle	EMG	activity	and	the	 initial	phase	rate	of	 force	development	during	tetanic	

contractions	in	the	knee	extensor	muscles	of	healthy	adult	males.	Phys	Ther	Res	2020;	23( 2 ):	195-201.

2 	．Nakanishi	R,	Takeuchi	K,	Akizuki	K,	Nakagoshi	R,	Kakihana	H.	Short-duration	neuromuscular	

electrical	 stimulation	 increases	 range	 of	motion	 following	 an	 increased	 tolerance	 for	muscle	

extensibility	in	healthy	subjects.	J	Balneolo	Climatol	Phys	Med	2020	in	press.

◇　2020年度リハビリテーション学研究所運営委員

　所　　長　　　友枝　美樹

　委　　員　　　上杉　雅之

　委　　員　　　岩瀬　弘明

　委　　員　　　南場　芳文

　委　　員　　　武内　孝祐

　室　　長　　　筆保　直子（2020年10月まで）

　室　　長　　　亀高　昭子（2020年11月より）

　室長補佐　　　北中　一世（2020年11月より）

◇　2020年度「リハビリテーション研究」編集委員

　所　　長　　　友枝　美樹

　委　　員　　　上杉　雅之、岩瀬　弘明、南場　芳文、武内　孝祐

◇　刊行物

　　「神戸国際大学リハビリテーション研究」第12号　2021年 4 月刊行

編集委員長　　　友枝　美樹

編 集 委 員　　　上杉　雅之、岩瀬　弘明、南場　芳文、武内　孝祐
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