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謹　啓

　仲秋の候、貴台におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素より当研究会運営ならびに本会会員の理学療法士にひとかたならぬご支援・

ご鞭撻を賜り、深く感謝申し上げます。

　さてこの度、下記のとおり第29回日本私立医科大学理学療法学会を開催する運び

となりました。

　つきましては、貴施設職員の理学療法士　　　　　　　　　　　　氏の学会出張

に際し、格段のご配慮を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

 謹　白

記

日　時：平成23年10月22日（土）、23日（日）
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 以　上

事務局： 第29回日本私立医科大学理学療法学会事務局
金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門（リハチーム）
〒920 ‒0265　石川県河北郡内灘町大学1‒1
TEL：076 ‒286 ‒3511　FAX：076 ‒286 ‒2381
学会 HP：http://jpmcpt29.umin.jp/index.html
E-mail：reha-ct@kanazawa-med.ac.jp



第29回
日本私立医科大学
理学療法学会

The 29th Congress of Japanese Private Medical College Physical Therapy

テーマ

理学療法のアウトカムを考える

学会長： 神戸　晃男
（ 金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハチーム 技師長）

会　期：平成23年10月22日土・23日日

会　場：金沢医科大学病院

主　催：日本私立医科大学理学療法研究会

後　援： 社団法人 日本理学療法士協会
公益社団法人 石川県理学療法士会

学 会 事 務 局
〒920 ‒0265　石川県河北郡内灘町大学1‒1
金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門（リハチーム）
TEL：076‒286 ‒3511　FAX：076‒286 ‒2381
　　　　 学会 HP：http://jpmcpt29.umin.jp/index.html

E-mail：reha-ct@kanazawa-med.ac.jp



（2011.10.22・23 金沢医科大学病院）　第29回日本私立医科大学理学療法学会　1

ご　挨　拶

第29回日本私立医科大学理学療法学会
学会長　神戸　晃男

　近年、医療現場では在院日数の短縮に伴いクリニカルパスが導入されています。短い

入院期間でより効率のよい治療が求められています。退院時には日常生活活動や歩行、

あるいは痛みなどの機能障害がある程度改善していなければ患者さんからは十分満足が

得られません。

　種々の疾患を持つ患者さんに対して治療効果を最大限に引き出すには、科学的根拠に

基づいた理学療法を行うことが重要であり、治療効果を科学的に分析する必要がありま

す。加えて治療効果判定のためにアウトカム分析は欠かせません。

　前回の第28回学会では、科学的根拠に基づいた理学療法をつくるための基本的な手

法を学ぶことを目標に掲げ、その取りかかりとして「理学療法の効果指標を再考する」

がテーマでした。昨年に引き続き、第29回学会では「理学療法のアウトカムを考える」

をテーマにリハビリテーション専門医に対して脳血管疾患を中心とした、リハビリテー

ションのアウトカム全般について特別講演を依頼しております。さらに会長講演として

骨関節疾患に対する理学療法のアウトカム、招待講演では呼吸器疾患の理学療法のアウ

トカムを考えることを目的にプログラムを企画しました。本学会が、患者さんへのより

効果的な治療の実践に少しでお役に立てれば幸いです。
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第29回日本私立医科大学理学療法学会開催によせて

日本私立医科大学理学療法研究会
会長　大峯　三郎

　第29回日本私立医科大学理学療法学会が平成23年10月22日（土）・23日（日）の2日間に
わたって、神戸晃男学会長、中木哲也準備委員長のもと、金沢医科大学病院キャンパスで開
催される運びとなりました。今回は、「理学療法のアウトカムを考える」を学会テーマとして、
2日間のゆとりある日程の中で特別講演、会長講演、イブニングセミナー、一般演題等が企
画されています。
　理学療法は機能障害が能力障害へと至る過程の中で科学的根拠に基づく治療介入や標準化
されたクリニカルパス導入などの効率的・効果的手段の実践によって、これらを軽減あるい
は改善し、対象者の活動と参加に対するQOLを可能な限り高めて行くことがその本質であ
ると言えます。さらに、これらを保証し、確固たるものにしていくためには、その根幹とな
る治療介入に対するアウトカムの検証が当然、必要になってきます。臨床現場では、理学療
法士は常々、介入効果の検証を行い、これらの成果に責任を持ち、対象者に満足感を提供す
ることが求められ、期待もされています。しかしながら、現実的にはアウトカムの検証は自
然治癒効果や心理的効果を始めとして、さまざまな要因が複雑に影響し合っており、成果の
普遍性、再現性や一貫性を検証することを、より困難なものにしています。このような背景
を含め、今回の学会では講演やイブニングセミナーを通して、脳血管、運動器や呼吸器疾患
に対する理学療法のアウトカム分析に焦点を絞って、これらの再考をテーマに掲げて企画さ
れており、このことは、理学療法の専門性を高め、エビデンスの構築に繋がる意味において
意義深いものと言えます。
　演題発表については、年々、演題数も増加傾向にあり、その内容については大学病院に勤
務する理学療法士ならではの学問的によく練られた研究計画の基で得られた知見の報告が数
多く見られるようになってきており、大いに期待をしています。本学会の良さは、多くの新
人理学療法士がこの学会発表を通して、先輩諸氏との忌憚のない意見交換が行われ、多くの
有意義な成果を得ることができる点にあると思っています。したがって、今回の学会発表に
終止することなく、これらの成果を吟味して原著論文として、本研究会学術誌である「臨
床理学療法研究」に是非とも投稿をして頂きたいと願っています。
　この時期、金沢は季節的にも素晴らしく、蟹や海老など海の幸にも恵まれ、学会の合間を
ぬってこれらの味覚を味わい、城下町を散策して楽しむのも一考かと思います。
　本学会に一人でも多くの会員諸氏の参加を得て活発な議論を終始交わし、有意義な学会と
なることを願っています。さらに、私立医科大学における理学療法の資質向上と本学会のさ
らなる発展のために大いなる貢献を期待しています。
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会場へのアクセス

JR 各方面から金沢駅へ ルート 最短時間

東京から ◆ 上越新幹線（とき等）に乗車、越後湯沢で特急はくたかに
乗り換え、金沢駅で下車

◆ 東海道新幹線（ひかり等）に乗車、米原で特急しらさぎに
乗り換え、金沢駅で下車

3時間50分

4時間20分

大阪から ◆ 特急サンダーバードに乗車、金沢駅で下車 2時間40分

名古屋から ◆ 東海道新幹線（ひかり等）に乗車、米原で特急しらさぎに
乗り換え、金沢駅で下車

◆ 特急しらさぎ　※乗り換え無し

2時間40分

2時間55分

九州・広島方面から ◆ 山陽新幹線（のぞみ等）に乗車、
京都で特急サンダーバードに乗り換え、金沢駅で下車

九　州
5時間35分

広　島
4時間30分

四国方面から ◆ 特急・快速（うずしお･しおかぜ･マリンライナー･南風等）
で岡山で下車
岡山で山陽新幹線（のぞみ等）に乗車、京都で特急サンダー
バード等に乗り換え、金沢駅で下車

約7時間

金沢駅から大学まで

電車／バス ◆金沢駅東口より北陸鉄道浅野川線で終点内灘駅まで約16分
◆ 内灘駅でバス（金沢医大病院行または白帆台ニュータウン行）に乗り換え大
学前で下車（約10分）

◆ 内灘町コミュニティバス（周遊バス）も随時内灘駅～金沢医科大学病院経由
（約25分）で運行されています。
＊病院から内灘駅には行けませんので御注意下さい　　乗車運賃；100円

タクシー 金沢駅から大学まで：所要時間　約20分　　代金；約2,900円

飛
行
機

各方面から小松空港へ 所要時間 便　数

札　幌―小　松 約1時間30分  1往復

仙　台―小　松 約1時間  　  1往復

東　京―小　松 約1時間  　 11往復

福　岡―小　松 約1時間20分  2往復

沖　縄―小　松 約2時間10分  1往復

小松空港から大学まで

タクシー利用 小松空港から大学まで：所要時間　約40分　代金；約13,000円

小松空港から金沢駅まで

空港バス利用　　運賃：大人 1,100円　　　小人 600円
　直　　　　通：小松空港→金沢駅　　所要時間　約40分
　金沢市内経由： 小松空港―北陸松任―古府南―片町―香林坊―武蔵ヶ辻―金沢駅

所要時間　約55分



（2011.10.22・23 金沢医科大学病院）　第29回日本私立医科大学理学療法学会　5

高
速
バ
ス

各方面から金沢へ 所要時間 便数（1日）

仙台から 約8時間30分  1往復

東京（池袋・新宿）から 約7時間30分  8往復

東京（八王子）から 約8時間15分  1往復

横浜から 約8時間20分  1往復

名古屋から 約4時間  　 10往復

京都から 約4時間10分  5往復

大阪から 約4時間40分  2往復

新潟から 約4時間40分  2往復

車 各方面から金沢へ

東京から 練馬―〈関越自動車道〉―長岡―〈北陸自動車道〉―金沢東インター
 距離　487㎞

大阪から 大阪―〈名神高速道路〉―米原―〈北陸自動車道〉―金沢西インター
 距離　282㎞

名古屋から ○ 名古屋―〈東名高速道路・名神高速道路〉―米原―〈北陸自動車道〉―金
沢西インター 距離　252㎞

○ 名古屋―〈名神高速道路〉―一宮 JCT〈東海北陸自動車道〉―
小矢部・砺波 JCT〈北陸自動車道〉―金沢西インター 距離　236㎞

金沢から大学まで

金沢東インターから 所要時間　約15分
北陸自動車道を金沢東インターで降り、国道8号線を福井方向に走行、田中交
差点を右折し、直進。清湖大橋を通過し、最初の交差点を右折、直進。左手
に金沢医科大学。

金沢西インターから 所要時間　約20分
北陸自動車道を金沢西インターで降り、国道8号線を富山方向に走行、田中交
差点を左折し、直進。清湖大橋を通過し、最初の交差点を右折、直進。左手
に金沢医科大学。
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駐車場

会場周辺・病院・大学構内案内

駐車場に関して

駐車場は患者様用駐車場を使用していただくよ
うお願いいたします。また、当院利用者様も駐
車しますので、ご配慮お願いします。
各駐車場出入り口には開閉ゲートがあり、駐車
券が発券されます。駐車券を当学会会場受付ま
でお持ち頂くと、無料になります。お手数です
がよろしくお願いいたします。

病院本館正面入口よりお入りください。



8　第29回日本私立医科大学理学療法学会 （2011.10. 22・23 金沢医科大学病院）

図書
コーナー

防災
センター

画像診断センター

PETセンター

防災
センター

本館出入口本　館

別　館

第二新館新　館

第二新館
出入口
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学会会場
C42講義室

学会会場
C41講義室

自動販売機
コーナー

ジュース・コーヒー
サービスコーナー

会場フロア案内

レストラン： 本館地下1F 「ロンシャン」
＊新館と本館の間にございます
営業時間： 土曜日　 8：30～15：00

日・祝　10：00～15：00

売　　　店： 新館地下1F 「みやこ」
営業時間： 土曜日　8：30～17：00

日曜日　9：00～17：00

理事会会場： 新館12F 「特別会議室」
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10：00

9：00

8：30

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

10月22日㈯

10：00

9：00

8：30

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

10月23日㈰
C41講義室
（本館4F）

C41講義室
（本館4F）

C42講義室
（本館4F）

特別会議室
（新館12F）

11：30～ 受　付

8：30～9：00
受　付

8：30～9：00
スライド受付

13：00～13：10 開会式

表 彰 式
閉 会 式

11：50～13：00 

スライド受付

13：10～14：10 
学会長講演

骨関節疾患患者に
対する理学療法の
アウトカム分析
講師：神戸　晃男

15：40～17：10 
イブニングセミナー
呼吸器疾患患者に
対する理学療法の
アウトカム分析
講師：眞渕　　敏

14：30～15：30 

セッション Ⅰ

9：00～10：10 

セッション Ⅱ

9：00～10：00 

セッション Ⅲ

10：20～11：20 

セッション Ⅳ

14：40～15：40 

セッション Ⅵ

13：00～14：30 
特別講演

リハビリテーション
のアウトカム分析
講師：影近　謙治
金沢医科大学 運動機能
病態学 リハビリ科教授

司会：神戸　晃男

11：30～12：00 
総　会

10：20～11：20 

セッション Ⅴ
10：00～12：00 

理事会

12：30～13：00 
編集委員会

学会日程表
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ご参加の皆様へ

1. 学会受付
1）受付時間： 平成23年10月22日（土）　11時30分～17時 

平成23年10月23日（日）　 8時30分～14時30分

2）受付会場：金沢医科大学病院 4階 C41講義室前

3） 学会登録方法 
学会への登録は、座長、筆頭演者、共同演者の方（理学療法士以外は除く）は必須となります。
受付会場にあります参加登録用紙に、氏名、所属、理学療法協会番号などの必要事項をご記入
の上、学会参加費と共に受付へお渡し下さい。参加証明書、学会参加費領収書とネームホルダー
をお渡しいたします。 
また、当日に当研究会に入会を希望される場合は、受付で入会申込書に必要事項をご記入の上、
入会金と共にお申込み下さい。

4）スライド受付時間： 平成23年10月22日（土）　11時30分～17時 
平成23年10月23日（日）　 8時30分～9時30分

  PCデータに関しましては、学会受付横のスライド受付を済ませた後、動作確認をお願い致し
ます。なお2日目に発表される方も余裕を持って確認していただくため、1日目の学会受付時
にスライド受付を済まされますようご協力お願いいたします（セッションⅡ、Ⅲの方は出来る
だけ1日目にスライド受付をお願いいたします）。 
また、受付には随時係の者が待機しておりますので、空いた時間に動作確認をしていただいて
も結構です。

2. 学会参加費
1）会　員：2,000円（抄録集を含む）

2）非会員：3,000円（抄録集を含まない）

3）学生（大学院生は含まない）：500円

4）非会員で特別講演、セミナーのみの場合：500円

5）抄　録：500円

3. プログラム・抄録集について
当日は本冊子をご持参下さい。なお、当日、お求めの方は、1冊500円でご購入いただけます。

4. クロークサービス
受付横においてクロークを設置いたします。貴重品はお預かりできませんので予めご了承くだ
さい。

受付時間： 平成23年10月22日（土）　11時30分～17時30分 
平成23年10月23日（日）　 8時30分～16時30分
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5. 会場内の注意
1）開場時間： 平成23年10月22日（土）　11時30分～ 

平成23年10月23日（日）　 8時30分～

2） ネームホルダーの携帯について 
受付の際にネームホルダーをお渡しいたします。各会場への入場の際には、必ずネームホルダー
の着用をお願いいたします。ネームホルダーの確認ができない方は、会場への入場をお断りい
たします。

3） 撮影・録画・録音について 
著作権および個人情報保護法の関係上、会場内におけるカメラ、ビデオ、カメラ付携帯電話な
どでの撮影・録画・録音を禁止致します。

4） 携帯電話の使用について 
会場内では、携帯電話の電源を切るか、マナーモードにてご使用ください。プログラム中の通
話は禁止させていただきます。

5） 非常口の確認 
緊急・非常時に備えて必ず各自で非常口の確認をお願いいたします。

6） 喫煙について 
当病院敷地内および会場内は禁煙となっております。喫煙はご遠慮ください。

6. 駐車場について
お車でお越しの方は、病院駐車場をご利用下さい。受付で駐車券をお出しいただきますと無料券
をお渡しいたします。

7. その他
1） 昼食について 
昼食につきましては、各自でご用意ください。会場では売店、食堂もございますのでご利用下
さい。詳しくは、学会ウェブサイトhttp://jpmcpt29.umin.jp/index.html に情報を掲載いたしま
すので、ご確認ください。

2） 期間中の宿泊について 
当学会は、宿泊の斡旋は致しません。ご宿泊を予定される方は、各自でお早めにご手配いただ
きますようお願いいたします。

3） 託児室に関して 
当学会では託児室はご用意しておりませんのでご了承ください。
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日　　　時：平成23年10月22日（土）　18時30分～20時30分

会　　　場：金沢茶屋（Tel：076-231-2225）

会　　　費：6,500円

申 込 方 法： 学会ホームページのレセプション案内（http://jpmcpt29.umin.jp/index.html）をご参照

いただき、専用申し込みフォームにて、事前に申し込みを行って下さい。

申 込 期 間： 9月20日～10月15日 
複数名のお申し込みも可能です。受付自動配信メールをお送りいたします。 

自動配信メールが届いていない方は、学会事務局までお申し合わせください。

日本一の和倉温泉の「加賀屋」がお届けする、加賀百万石伝統の食文化
その洗練された味をご堪能下さい。

テルメ金沢 ヤマダ電機

名鉄丸越

金沢西病院

国道8号線松島

新神田

増泉

野町広小路

六枚

白銀 別院通り口

金沢駅前中央

むさし西

むさし

中橋 広岡

藤江 西念

至 福井 至 富山金沢西
I.C. 北 陸 自 動 車 道

J R 北 陸 本 線
金沢駅

国
道
8
号
線

8

8

懇親会場
金沢茶屋

＊金沢茶屋ホームページ　http://www.chayaryokan.co.jp/

レセプションのご案内
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演題発表要領

1. 座長へのお願い
1） 参加受付を済ませた後、担当セッション当日に座長受付へお越しください。なお担当セッション
の開始時刻30分前までに座長受付を済ませてください。

2）セッション開始時刻の10分前までに担当セッション会場の「次座長席」にお越しください。

3） 発表時間は、発表が7分、質疑応答が3分となっております。予定時間内での十分な討論が出
来るようお願い致します。

4） 発表時間終了1分前と終了時間に合図をいたします。座長は担当セッションが円滑に進行する
ようにご配慮お願いします。

5）発表内容が本誌抄録と大幅に異なる場合は、その場で厳重な注意をしてください。

6）当該セッションの中で、学会奨励賞にふさわしい演題がある場合はご推薦ください。

2. 演者へのお願い
1）参加受付を済ませた後、スライド受付にてデータの登録と動作確認を行って下さい。

2） 担当セッション当日に演者受付へお越しください。なお担当セッションの開始時刻30分前ま
でに演者受付を済ませてください。

3） セッション開始時刻の10分前までに担当セッション会場の「次演者席」にお越しください。

4） 発表時間は、発表が7分、質疑応答が3分となっております。発表時間終了1分前と終了時間
に合図をいたします。

5） スライドの枚数には制限はございませんが、制限時間内に終了するようにして下さい。なお発
表の際には、演題にセットしてあるモニター、マウス、キーボードを使用し、発表者が各自で
操作して下さい。

6） セッション終了後に談話室にて質疑応答の時間を設けておりますのでご利用ください。

3. 発表データについて
1） データはUSBメモリーかCD-Rにて持参し、スライド受付に提出してください。なお持ち込
みのパソコンは使用できません。

2）パソコンはWindows PC（OSはXP）のみです。Macintosh は使用できません。

3）Power Point 2003あるいは2007で作成してください。

4）持ち込むデータは、必ず事前にウイルススキャンを行って来てください。

5） 動画の使用はできません。アニメーションの多用は誤動作の原因になりますのでご注意くだ
さい。

6） 作成したスライドのファイル名は“演題番号 -氏名．拡張子”としてください。なお英数字、
記号は半角でお願いいたします。 
　　例） Ⅰ-1-Nakaki.ppt（Power Point 2003以前） 

Ⅲ-3-Nakaki.pptx（Power Point 2007）

7） 大会のPCにコピーしたデータは、会期終了後に大会主催者側で責任を持って削除いたします。
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学会奨励賞について

　第29回日本私立医科大学理学療法学会では、将来、活躍が期待される研究者を奨励することを

目的として、優秀な発表に対して学会奨励賞を選考します。

　本学会の口述演題募集者の全てを審査の対象とします。選考は、各座長の評価をもとに、第29

回日本私立医科大学理学療法学会学会長を中心とした学会奨励賞選考委員会にて審査を行います。

選考された学会奨励賞には、本学会の閉会式において学会長より賞状と記念品を授与します。

日本理学療法協会 生涯学習システム単位認定について

1. 新人教育プログラムの申請について
本学会の参加および発表、特別講演、学会長講演、イブニングセミナーの受講が新人教育プロ

グラムの単位として認められます。

申請には、参加証ならびに領収書、抄録、講演の受講証明証などが必要となりますので、大切

に保管してください。

受講証明証は受講終了後に受付にて配布致しますので、必要な方はお受け取りください。なお

認定の可否や読み替え単位は各都道府県士会の判断となります。申請方法と合わせて所属士会

の新人教育プログラム担当までお問い合わせください。

参加証、領収書、受講証明証の再発行には応じかねますので、十分に注意してください。

2.  専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および 
更新に関わる履修ポイント
本学会は、社団法人理学療法士協会の履修ポイント基準における、大項目「1. 学会参加」の

「7）または8）と＊3」に基づき、関連学会として下記の履修ポイントが取得できます。

学会参加、講演講師 10ポイント

学会発表 5ポイント加算

申請には、参加証ならびに領収書、抄録、講演の受講証明証などが必要となりますので、大切

に保管してください。

参加証、領収書、受講証明証の再発行には応じかねますので、十分に注意してください。



（2011.10.22・23 金沢医科大学病院）　第29回日本私立医科大学理学療法学会　15

講演プログラム

学会長講演 （10月22日 13：10～14：10）

骨関節疾患患者に対する理学療法のアウトカム分析

講　師：神戸　晃男（金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 技師長）
司　会：大野　博司（大阪医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 技師長）

イブニングセミナー （10月22日 15：40～17：10）

呼吸器疾患患者に対する理学療法のアウトカム分析

講　師：眞渕　　敏（兵庫医科大学病院 リハビリテーション部 主任）
司　会：清光　　至（金沢医科大学氷見市民病院 リハビリテーション部 技師長）

特別講演 （10月23日 13：00～14：30）

リハビリテーションのアウトカム分析

講　師：影近　謙治（金沢医科大学 運動機能病態学 リハビリ科教授）
司　会：神戸　晃男（金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 技師長）
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学会長講演

骨関節疾患患者に対する
理学療法のアウトカム分析

神戸　晃男
金沢医科大学病院 医療技術部 
心身機能回復技術部門 技師長

　近年、あらゆる分野でアウトカムという用語が多用されている。アウトカムとは、辞典によ

れば、成果・結果を指す。すなわち、医療が提供された後、達成された成果または効果を意味

する。従来、あらゆる分野での効果指標であったアウトプットの反省にたって、現在、用いら

れるようになった指標である。

　1990年代以降、医療の質が重要視され、アウトカムの評価は、アメリカから日本へ逆輸入

されて再び注目を浴びることになった。

　一般に医療の質は、構造、過程、アウトカムの3つの側面から評価される。理学療法の分野

においても、理学療法を提供した後の結果が患者にとってどれほど有益であったかを分析する

必要がある。しかし、そのアウトカムにはいくつもの種類・段階があり、患者にとってどの程

度有益かどうかを判断するには、そのアウトカム指標に依存する。また、アウトカム以外にエ

ンドポイントの用語もよく使用されている。エンドポイントは、一次性と二次性があり、一次

性（主要）エンドポイントは、それぞれの研究の目的となる主要な結果を評価する項目を指す。

　最終的に患者の満足度や生存率などが主要エンドポイントとして用いられることが多いよう

に思われるが、仮に患者の満足度の結果を分析する場合、それに至る過程でのアウトカムの分

析も必要であり、より効果的な理学療法を提供する場合においても重要と思われる。

　骨関節疾患のアウトカム研究では、クリニカルパスの有用性、満足度などをエンドポイント

においているものが多くなってきた。また、従来から筋力、関節可動域、痛み、歩行速度、歩

容、日常生活活動などの機能アウトカムや活動のアウトカムなどをエンドポイントとしている

ことも多く、これらの分析は、最終的には患者の満足度の向上につながり、必要不可欠な要素

といえる。

　以上のことから、再度、原点に返り理学療法のアウトカムを考える機会としたい。
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呼吸器疾患患者に対する
理学療法のアウトカム分析

眞渕　　敏
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部 主任

　呼吸器疾患患者に対する理学療法に目を向けてみると、呼吸理学療法は施術者の経験的側面

の影響が強く、その効果について科学的根拠が不十分であるという批判が少なくない。しかし

臨床現場において多くの医療者は、その効果を認識している事も周知の事実である。本法が有

効な病態は限られており、その適応を明確に絞り込むことに難渋する。

　医療の質を考える上で、アウトカム（治療結果）は不可欠な要素である。ただし医療では、

患者の個々の病態像が異なるため、アウトカムを考える上では、重症度を考慮した指標を用い

ることが重要となる。

　呼吸理学療法の一例としてacute lung injury（ALI）/ acute respiratory distress syndrome

（ARDS）に用いられる体位呼吸療法について考えてみる。治療体位は腹臥位を基本とするが、

病態や状況に応じて前傾側臥位を選択し、用手的呼吸介助を併用することで危機的な低酸素血

症を回避することができ、急性期呼吸器疾患患者において効果的な酸素化能改善の手段とされ

ている。

　酸素化能（P/F比；PaO2/FIO2）は、酸素化能の良さを表現する指標であり、150㎜Hg以下

を重度、250㎜Hg以下を中等度、350㎜Hg以下を軽度障害とされ、理学療法施行前後の効果

判定に必要不可欠な指標である。また、体位呼吸療法を終える基準として、①P/F比が300

㎜Hg以上に改善した体位は中止する、②完全腹臥位、左右前傾側臥位の3体位間でP/F比に

20㎜Hg以上の差がなくなった場合、③自発的な体位変換を始め、最もPaO2の悪い体位でP/

F比が200㎜hgを超えて場合としている。

　理学療法の効果を判定するには、目的に対して指標（検査測定項目）を選択し、その変化か

ら検討する。しかし、理学療法の具体的な治療手技・方法が千差万別あれば効果判定は困難と

なる。強調されるべきはエビデンスの質ばかりではなく、関係する医療スタッフ全員（医師・

看護師・理学療法士・臨床工学技士など）の習熟と連携が是非とも必要である。的確な基準に

基づく導入や正確に同期された理学療法は治療効果を高めるだけでなく、患者自身のQOLを

向上させる意味でも重要である。呼吸という生命に直結するリスクをはらんでいるだけに、呼

吸器疾患患者の理学療法の普及や適応がより慎重に推進されていくことで大きな成果をわれわ

れにもたらしてくれることを期待する。

イブニングセミナー
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特別講演

リハビリテーションのアウトカム分析

影近　謙治
金沢医科大学 運動機能病態学 リハビリ科教授

　今まさに医療の質が問われる時代である。どうしたら医療の質を評価できるのか。1960年

代にA.Donabedianが、医療は構造（Structure）、過程（Process）、結果（Outcome）の3つの

視点から評価すべきであると提案し、これは現在までも用いられている。構造とは、病院施設、

職員数などでこれはだいたいどの施設もクリアーできる。過程とは提供される医療内容（クリ

ニカルパスなど）、結果とは過程で提供されるものの治療結果である。

　リハビリテーションにおいてアウトカム（帰結）研究は後遺症として永続的に残る障害に対

してリハビリテーションアプローチがいかに病状に影響を与え効果的に関与しているかを明確

にする上で重要な医療評価である。

　しかしアウトカムの結果がどのような過程（プロセス）から得られたかがわからなければ改

善のための方法は見えてこない。そのため医療の質を高めるためには、アウトカムアプローチ

のみを強化するだけでなくプロセスアプローチも平行して進められなくてはならない。

　従来から医療の質を評価する臨床指標（死亡率など）に基づき、各病院の医療水準は定量的

には比較できる。しかしリハビリテーションでは死亡にはいたらないが障害が残る患者を対象

にするわけで、患者の主観的な評価（満足度など）に基づく患者立脚型のアウトカムが必要とな

る。集団としての計算値などと違って、患者個人レベルを評価するものである。つまり病気を

物質レベルで評価するのではなく、病人という人間の心の中身を評価することが必要になった。

　リハビリテーションの特徴として、患者の障害に対して多面的なアプローチが必要で医学的

介入のみならず訓練や学習技術、看護技術といった多くの関連職種の介入をうまく統合させる

ことがリハビリテーションにおける帰結にとって大切な条件となる。それぞれの専門性を駆使

しながらも他職種のアプローチについて理解と敬意を示し患者と関わらなければならない。

　今回は、リハビリテーション関連職種、特に理学療法士の皆さんにも知っておいていただき

たいアウトカム評価法について話をする。
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一般演題プログラム
10月22日土

セッションⅠ　14：30～15：30 会場：C41

座長：解良　武士（日本医療科学大学）
間瀬　教史（甲南女子大学）   　

Ⅰ-1 食道癌術後、早期離床及び運動耐容能向上を目的とした理学療法 
―2症例での検討―

金沢医科大学氷見市民病院 リハビリテーション部　廣瀬　悠基

Ⅰ-2 上肢挙上角度の違いが chest wallの体積・形状に与える影響
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科　高嶋　幸恵

Ⅰ-3 立位体幹前傾姿勢での上肢支持の有無が chest wallの形状及び体積に与える影響
介護老人保健施設エスペランサ　金居　督之

Ⅰ-4 健常若年男性における最大換気量検査後の呼気終末二酸化炭素分圧の変化
北里大学大学院 医療系研究科　伊東　真理

Ⅰ-5 慢性呼吸器疾患者における身体活動の持続時間の信頼性に関する検討
北里大学大学院 医療系研究科　澁谷　真香

Ⅰ-6 健常者における最大換気量検査中の一回呼吸量、呼吸数と呼吸運動との 
関連性について

北里大学大学院 医療系研究科　山崎　丞一
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10月23日日

セッションⅡ　9：00～10：10 会場：C41

座長：薮越　公司（金沢医科大学病院）
相馬　俊雄（新潟医療福祉大学）

Ⅱ-1 大腿骨頚部骨折患者の術後の筋力・荷重率・歩行能力の推移と
その関係についての検討

金沢医科大学病院 心身機能回復技術部門 リハビリテーションチーム　有磯　美穂

Ⅱ-2 両側同時人工膝関節置換術後に両側大腿骨コンポーネント内側部破損を呈し 
再置換術を施行した症例

日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科　角田　　亘

Ⅱ-3 人工股関節置換術の術後早期における股関節外転・膝関節伸展・屈曲筋力の推移
金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハビリテーションチーム　村谷　俊幸

Ⅱ-4 人工膝関節全置換術後に重度関節可動域制限を呈し、観血的関節授動術を 
施行した4症例の検討

駿河台日本大学病院　脇田　洋平

Ⅱ-5 両側同時 UKA患者における膝関節屈伸運動に注目した術前歩行解析の報告
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科　高橋　龍介

Ⅱ-6 両 RA性膝関節症患者と両 KOA患者における退院時に椅子から立ち上がる 
動作加速度波形の分析報告

日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科　萩原　礼紀

Ⅱ-7 高度肥満症を呈する重度両側変形性膝関節症における歩行解析 
―立脚期における各関節角度に着目して―

日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科　龍嶋　裕二
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セッションⅢ　9：00～10：00 会場：C42

座長：高倉　保幸（埼玉医科大学）　　
岡田　　誠（藤田保健衛生大学）

Ⅲ-1 当院における脳卒中患者の動態変化について　―2000年と2010年の比較―
産業医科大学病院 リハビリテーション部　中元　洋子

Ⅲ-2 入院期脳卒中片麻痺患者の日常の病棟内移動手段の適否を歩行速度の推移から 
判断できるか？

沖縄リハビリテーションセンター病院　真喜屋奈美

Ⅲ-3 三次元動作解析装置を用いた片麻痺下肢機能評価の反応性の検討
藤田保健衛生大学病院 リハビリテーション部　宇佐見和也

Ⅲ-4 失調に対する軟性コルセットと弾性ストッキングの有効性 
―聴神経鞘腫により失調を呈した一症例を通して―

大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科　常盤紗恵子

Ⅲ-5 重症筋無力症患者の外科術後の筋力改善に着目した一症例
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部　若杉　樹史

Ⅲ-6 脳卒中片麻痺患者における快適歩行速度の推移とその規定因子に関する検討
北里大学大学院 医療系研究科　山川　諒太
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セッションⅣ　10：20～11：20 会場：C41

座長：松永　篤彦（北里大学）　　　　
上迫　道代（慶応義塾大学病院）

Ⅳ-1 学内リスク管理教育について：学生アンケート調査より
神戸国際大学 リハビリテーション学部 理学療法学科　小枝　英輝

Ⅳ-2 症例報告～超音波画像評価を用いた滑膜切除術後の理学療法～
東海大学医学部付属八王子病院 リハビリ訓練科　服部紗都子

Ⅳ-3 片脚立位における注意の焦点の違いが足圧中心の動揺に与える影響
帝京大学医学部附属病院 リハビリテーション部　須藤　大輔

Ⅳ-4 方向変換動作における予測的運動戦略の特徴
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部　瀬戸川　啓

Ⅳ-5 前十字靭帯再建術後患者の片脚跳躍能力に及ぼす要因
駿河台日本大学病院 理学療法室　富樫　俊文

Ⅳ-6 転院となった頸髄症術後患者の特徴
埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション科　國澤　洋介

セッションⅤ　10：20～11：20 会場：C42

座長：内　　昌之（東邦大学医療センター大森病院）
樋口　謙次（東京慈恵会医科大学附属病院）　

Ⅴ-1 廃用症候群患者の転帰に影響を与える因子の検討
自治医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 　山下　奈美

Ⅴ-2 維持血液透析患者のバランス機能の低下には末梢神経障害が強く関与している
北里大学大学院　阿部　義史

Ⅴ-3 糖尿病教育入院中の活動量が実生活と大きく乖離した一症例
大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科　朝日　梨恵
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Ⅴ-4 当院におけるリンパ浮腫治療の取り組み
～リンパ浮腫予防指導を行い早期発見・早期治療が可能であった1症例

大阪医科大学附属病院　矢島　美佐

Ⅴ-5 内科系疾患患者における下肢伸展挙上反復回数と膝伸展筋力および
歩行自立度との関係

兵庫医科大学病院 リハビリテーション部　山内　真哉

Ⅴ-6 維持血液透析患者の上肢を用いた日常生活活動における自覚的困難感を 
防ぐための運動機能の目標値

北里大学大学院 医療系研究科　室内　直樹

セッションⅥ　14：40～15：40 会場：C41

座長：岸川　典明（愛知医科大学病院）
木村　雅彦（北里大学）　　　　

Ⅵ-1 体位変換による呼吸機能への影響　～特に側臥位における特徴～
介護老人保健施設エスペランサ　横井　佑樹

Ⅵ-2 座位と背臥位における深呼気中の胸郭運動の違いについて
兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室　高山　雄介

Ⅵ-3 当院における急性心筋梗塞患者に対する入院中の患者教育の効果の検討
金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハビリテーションチーム　千綾美紗子

Ⅵ-4 男性心筋梗塞患者の運動耐容能と呼吸筋力　～MVVを用いての検討～
東京医科大学 茨城医療センター リハビリテーション療法部　大関　直也

Ⅵ-5 運動機能障害を合併している急性増悪した慢性心不全患者における 
日常生活活動の特徴

北里大学北里研究所メディカルセンター病院 リハビリテーションセンター　米澤　隆介

Ⅵ-6 高齢心臓弁膜症手術後患者における術後腎機能の特性と6分間歩行距離との関係
北里大学北里研究所病院 リハビリテーションセンター　南里　佑太
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セッションⅠ　10月22日土　14：30～15：30 座長：解良 武士（日本医療科学大学）・間瀬 教史（甲南女子大学）

Ⅰ-1 食道癌術後、早期離床及び運動耐容
能向上を目的とした理学療法 
― 2症例での検討―

○廣瀬 悠基1）, 清光 至1）, 吉谷 新一郎2）

1）金沢医科大学氷見市民病院 リハビリテーション部 
2）金沢医科大学氷見市民病院 一般・消化器外科

【はじめに】 食道癌は開腹、開胸及び開頚部の3領域を同時
に手術し、高度な侵襲を伴う。今回、周術期食道癌患者2症
例に対し早期離床及び運動耐容能向上を目的とした理学療法
を行い、その経過から術前の指導と術後の対応の有効性を検
討した。
【説明と同意】 本研究に先だち、2症例に本研究の主旨を説
明し同意を得た。
【症例と経過】 
症例1：80歳男性。2010年10月食道癌（T3N0M0, stageⅡ）
の診断を受ける。放射線治療を目的に転院後12月初旬手術目
的にて当院入院、術前理学療法開始。術前CEAは2.4ng/㎗、
アルブミン値は3.7g/㎗, BMIは23.8、喫煙歴は15本／日を
約60年間であった。%肺活量は104%、1秒率は79.3%、
6MWDは425m、最高酸素摂取量は17.69㎖/min/㎏であっ
た。12月中旬、胸部食道全摘、胃管再建術（胸骨後経路）を
施行、術後人工呼吸器管理となる。術後1日目より1日3回
の術後理学療法開始。術後2日目に挿管チューブ抜管。術後
4日目端座位、術後7日目歩行開始。術後8日目より訓練室
での理学療法となる。以後1日1回の理学療法を施行した。
術後25日目に自宅退院となった。退院時のアルブミン値は
3.8g/㎗, %肺活量は83%, 1秒率は75.6%, 6MWDは405m、
最高酸素摂取量は17.92㎖/min/㎏であった。
症例2：69歳男性。2011年2月食道癌（T1bN0M0, stageⅠ）
の診断を受ける。手術目的にて3月下旬入院、術前理学療法
開始。術前CEAは14.3ng/㎗、アルブミン値は4.1g/㎗、
BMIは21.6、喫煙歴は30本／日を約50年間であった。%肺
活量は84%、1秒率は72.1%、6MWDは350m であった。
入院後6日目に胸部食道全摘、胃管再建術（胸骨後経路）を
施行。術後1日目抜管。術後3日目端座位、立位。術後4日
目歩行開始。術後6日目訓練室での理学療法となる。術後34
日目に自宅退院となった。退院時のアルブミン値は4.1g/㎗、
%肺活量は75%、1秒率は68.3%、6MWDは361mであった。
【考察】 これら2症例に対して、周術期に術後呼吸器合併症
予防、運動耐容能維持、改善、呼吸仕事量軽減を目的に理学
療法を施行し、2例とも術後呼吸器合併症を惹起することな
く、速やかな離床へと導くことが可能であった。離床後は症
例1では、心肺運動負荷試験の結果より運動耐容能が十分に
回復したことを示すことが可能であった。また比較的早期に
退院が可能となった。症例2においては在院日数がやや延長
した。症例2において離床から退院までに若干の日数を要し
たのは、患者の回復過程での体調不良や退院後の生活への不
安などが混在した結果、スムーズな退院へとつながらなかっ
たことにあった。
　これらより周術期食道癌患者の理学療法の進め方について
評価と効果をもとに考察を加えてみる。

Ⅰ-2 上肢挙上角度の違いが chest wall
の体積・形状に与える影響

○高嶋 幸恵1）, 野添 匡史2）, 橋詰 裕美2）, 高山 雄介2）,  
松下 和弘2）, 間瀬 教史1）

1）甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 
2）兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室

【目的】 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の上肢挙上動作時に
おける呼吸困難は問題とされており、上肢挙上姿勢での肺気
量位の低下や呼吸補助筋の上肢運動への参与が報告されてい
る。しかし、安静呼吸時、上肢拳上角度の違いによって
chest wall の体積及びその形状がどのように変化するのか十
分明らかにされていない。本研究の目的は、安静呼吸時、上
肢拳上角度の違いによって生じる chest wall の体積及びそ
の形状の変化を三次元動作解析装置を用いて検討することで
ある。
【方法】 対象は健常男性7名（年齢23.2±3.5歳）で、研究の
趣旨を説明し、同意を得て実施した。測定に際し、chest 
wall の体積・形状を測定するための反射マーカーを体表面
に86個、上肢拳上角度を測定するための反射マーカーを右
肘頭に1個貼付し、3次元動作解析システム（Motion Analy-
sis 社製Mac 3D System）を用いて測定した。測定には8台
の赤外線カメラを使用した。測定は両上肢を体側に下垂した
立位（下垂位）、両肩関節90度屈曲位（水平挙上位）及び180
度屈曲位（最大挙上位）の3つの肢位で行った。各肢位にて
安静呼吸を1分間測定し、終末呼気位の平均座標を算出した。
得られた座標値から chest wall の体積を算出し、先行研究
に準じてchest wall を上部胸郭、下部胸郭、腹部の3部位に
分けて各部位の体積を算出し、各肢位における chest wall
の形状とともに検討した。統計学的検定はSPSS 12.0 j for 
Windowsを用いて二元配置分散分析法を行い、有意水準は
5%未満とした。
【結果】 下垂位における chest wall 体積を100%として下垂
位と比較して最大挙上位では2.5%（p＜0.01）増加した。上
部胸郭の形状は下垂位と比較して、水平挙上位では変化がな
いが、最大挙上位で体積は2.1%減少し、上部胸郭最上列の
形状は著しく変化した。下部胸郭は上肢挙上角度の増加に伴
い下垂位と比較して最大挙上位で体積は3.1%（p＜0.01）増
加し、その形状は前後、左右に拡張した。腹部は下垂位と比
べて水平挙上位では形状・体積ともに大きな変化はみられな
かったが、最大挙上位で体積は1.5%（p＜0.01）増加し、腹
部の形状は上下に拡張した。
【考察】 上肢挙上角度の違いによってchest wall 各部位の体
積や形状は異なっていた。上肢挙上に伴う chest wall 体積
の変化は、機能的残気量の増加を示唆しており、COPD患
者が上肢挙上動作時に訴える呼吸困難の一因と考えられた。
今回観察された上部胸郭の形状変化から、鎖骨・肩甲骨の運
動が関与している可能性が考えられた。また、下部胸郭で生
じた形状変化は、下部肋骨に起始を有する広背筋や前鋸筋が
肋骨を引き上げ、下部肋骨にいわゆる backet handle mo-
tionが生じたと考えられた。
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Ⅰ-4 健常若年男性における 
最大換気量検査後の 
呼気終末二酸化炭素分圧の変化

○伊東 真理1）, 木村 雅彦2）, 山崎 丞一1）, 澁谷 真香1）,  
高橋 佑太1）, 林 祐介1）, 松永 篤彦1）

1）北里大学大学院 医療系研究科 
2）北里大学 医療衛生学部

【背景】 最大努力呼吸を12秒間反復する検査によって得られ
る最大換気量（MVV）は、運動耐容能を規定する強力な因子
であることから、健常者の体力だけでなく呼吸器疾患患者の
病態を把握する指標としても活用されている。しかし、
MVV検査後に眩暈や痺れなどの症状を訴える被検者を経験
することがある。これらの自覚症状の出現には、呼吸数
（RR）と1回換気量（TV）が急速に増大し肺胞換気量が増大
することによって生じる動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）の
低下が関与していると推測されるが、PaCO2の経時的変化
を把握し、検査上の留意が必要か否かを検証した報告はない。
【目的】 MVV検査後のPaCO2と自覚症状の変化を把握する
目的で、RR, TVおよび呼気終末二酸化炭素分圧（PETCO2）
を測定し、更に努力呼吸が1回のみの換気量検査である肺活
量（SVC）検査および努力性肺活量（FVC）検査後の変化と
比較しその差異を明らかにすること。
【方法】 本研究は本学医療衛生学部研究倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象は同意が得られた男性健常大学生6例
（年齢22.7±1.0歳、身長171.1±4.2㎝、体重63.3±5.3㎏）と
した。座位で無作為順序に3つの換気量検査を行った。測定
には呼吸代謝測定装置とマウスピースを用い、検査前安静
15分間ならびに検査後10分間のRR, TVおよびPETCO2を
連続的に測定した。検査前、検査直後、検査後10秒、20秒、
30秒、1分、3分、5分および10分の9時点の値を解析値と
して、RR, TVおよびPETCO2について、検査法（3検査法）
と測定時間（9時点）の二要因の影響を分散分析を用いて解
析した。有意水準は危険率5%未満とした。
【結果】 検査に伴う自覚症状はMVV検査においてのみ全例
に認められた。RR, TVおよびPETCO2はそれぞれ、検査
法と測定時間の二要因の間に有意な交互作用を認めた（RR：
F=1.89, P ＜0.05, TV：F=5.05, P ＜0.01, PETCO2：
F=2.73, P ＜0.01）｡ SVC検査後とFVC検査後のRR, TV
およびPETCO2はいずれの測定時点においても、検査前と
比べて有意な変化を認めなかった。一方、MVV検査直後の
RRとTVは有意に高値（P＜0.01）を、またPETCO2は有
意に低値（P＜0.01）を示したが、検査後10秒以降の測定時
点においては、いずれの測定項目も検査前と比べて有意な差
を認めなかった。
【考察】 SVC検査とFVC検査では変化を認めなかったが、
最大努力呼吸を12秒間反復するMVV検査後では、検査前
に比べてRRおよびTVの有意な増大に伴ってPETCO2の
有意な低下を認め、PaCO2の低下が自覚症状の一因になっ
ていると考えられた。一方、今回の対象では10秒程度で検
査前値に回復しており、自覚症状は一過性に消失するものと
考えられた。

セッションⅠ　10月22日土　14：30～15：30 座長：解良 武士（日本医療科学大学）・間瀬 教史（甲南女子大学）

Ⅰ-3 立位体幹前傾姿勢での上肢支持の 
有無が chest wallの形状及び 
体積に与える影響

○金居 督之1）, 間瀬 教史2）, 高嶋 幸恵2）

1）介護老人保健施設エスペランサ 
2）甲南女子大学看護リハビリテーション学部

【目的】 慢性閉塞性肺疾患患者の重症例では、体幹を前傾し
て行う動作で息切れが生じやすい。一方、体幹を前傾させて
いても上肢を支持した姿勢では息切れが軽減しやすい。この
ように同じ体幹前傾姿勢であっても上肢支持の有無によって
息切れは増減する。その要因の一つとして、姿勢の違いで
chest wall の形状や呼吸運動が変化することが考えられるが、
体幹前傾姿勢での上肢支持の有無が chest wall の形状にど
のような影響を与えるかについて検討したものは少ない。本
研究の目的は、立位体幹前傾姿勢での上肢支持の有無が
chest wall の形状及び体積に与える影響を調べることである。
【方法】 対象は健常男性9名（年齢26.3±2.2歳）。各対象者
には、先行研究に準じて chest wall 全面に86個の反射マー
カーを取り付け、3次元動作解析システム（Motion Analysis
社製Mac 3D System）を用いて反射マーカーの座標を経時
的に測定することで行った。測定は立位、前傾位、支持位の
3条件で行った。支持位は固定式歩行器を把持させることで
行い、両膝伸展位で体幹を前傾させ、両肘伸展位で歩行器を
把持させた際に最も安楽な状態となるように歩行器の高さ及
び体幹前傾角度を設定した。また、前傾位は支持位から上肢
支持をなくした姿勢とし、体幹前傾角度は変わらないように
保持させた。各姿勢において1分間の安静呼吸の測定を行い、
経時的な座標データの変化から chest wall の体積を算出し
た。また、先行研究に準じてchest wall 体積は上部胸郭体積、
下部胸郭体積、腹部体積に分けた値も算出した。そして、
chest wall 及び各部位の体積変化から終末呼気位における体
積を算出し、同時に終末呼気位の座標データからフリーソフ
トであるgnuplot を用いて chest wall モデルを作成し、視
覚的な評価も行った。
【結果】 胸郭の形状を視覚的に評価すると、立位と比較して
前傾位、支持位では chest wall 全体に前方へ拡張していた。
また、前傾位と支持位を比較すると、支持位ではchest wall
全体が頭側へ拡張し、特に上部・下部胸郭で顕著であった。
終末呼気位における chest wall 及び各部位の体積について、
chest wall 全体と下部胸郭では立位、前傾位、支持位の順に
有意（p＜0.05）に増加した。また、上部胸郭と腹部につい
ては立位と前傾位では有意な差はなかったが、立位、前傾位
と比べて支持位では有意（p＜0.05）に増加した。
【考察】 前傾位におけるchest wall の前方への拡張や体積の
増加は、chest wall に対する重力の作用方向が変化したため
と考えられた。また、支持位ではchest wall は頭側へ拡張し、
前傾位よりもさらに体積が増加したが、これは上肢の重量が
他動的に支えられ、肩甲帯も内転位となったためと考えられ
た。さらに、支持位と比較して前傾位での下部胸郭・腹部体
積が小さいのは、肋間筋・腹筋群といった呼気筋群の筋活動
が姿勢保持のために動員され、拡張を制限したためとも考え
られた。
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Ⅰ-5 慢性呼吸器疾患者における身体活動
の持続時間の信頼性に関する検討

○澁谷 真香1）, 木村 雅彦2）, 山本 周平1）, 高橋 佑太1）,  
林 祐介1）, 伊東 真理1）, 壬生 和博1）, 山崎 丞一1）,  
田中 博幸3）, 松永 篤彦1）

1）北里大学大学院 医療系研究科 , 2）北里大学 医療衛生学部 
3）曙クリニック

【背景】 慢性呼吸器疾患者の身体活動量の低下は急性増悪に
よる入院率や全死亡率を強力に予測する因子であることが報
告されており、慢性呼吸器疾患者に対する疾患管理を適切に
進めていくためには、身体活動量を的確に把握することが重
要である。身体活動量を把握するための指標には、歩数や身
体活動を運動強度別に分けた時の累積時間が主に活用されて
おり、健常者だけでなく呼吸器疾患者に対してもその信頼性
が検証されている。一方、動的肺過膨張が主な原因で呼吸困
難を呈する閉塞性換気障害者は持続的な活動が制限されるた
め、持続して活動している時間を評価することが病態を把握
するうえで重要と考えられるが、身体活動の持続時間を測定
した報告は少なく、その信頼性を検討した報告は未だないの
が現状である。
【目的】 慢性呼吸器疾患者の身体活動における持続時間を連
続測定し、その測定の信頼性を歩数と累積時間の信頼性なら
びに健常者を対象とした信頼性と比較検証する。
【対象】 在宅慢性呼吸器疾患者（疾患群）20例（78±5歳 , %
努力性肺活量：69.9±24.2%, %一秒量：57.4±25.3%, 慢性
閉塞性肺疾患11例、陳旧性肺結核症7例、特発性間質性肺炎
2例）と同年代の健常高齢者（健常群）20例（76±4歳）とした。
【方法】 身体活動に関する測定項目は歩数、運動強度別｛低
強度（3METs 未満）、中強度（3～5METs）および高強度
（6METs以上）｝の累積時間および持続時間とした。測定器
機はライフコーダEx（スズケン）を使用して起床から就寝ま
での身体活動を記録し、累積時間は各強度における活動時間
の1日間の合計、持続時間は各強度において1日のうちで最
も長く連続した活動時間を求めた。測定回数は連続8日間と
し、初日と最終日を除く6日間（6回の繰り返し測定結果）を
解析の対象とした。統計的検討は、各指標の検者内信頼性を
級内相関係数（ICC）（1,6）を用いて検討し、0.7≦ ICC＜
0.8を「信頼性あり」、ICC≧0.8を「高い信頼性」と判定
した。なお、本研究は北里大学医療衛生学部研究倫理審査委
員会の承認を得て実施した。
【結果】 健常群に対する測定の信頼性は、歩数、低強度なら
びに中強度の累積時間と持続時間は「高い信頼性」、高強度
の累積時間と持続時間は「信頼性あり」であった。一方、
疾患群については、歩数と低強度の累積時間および持続時間
は「高い信頼性」、中強度の累積時間と持続時間は「信頼性
あり」と判定されたが、高強度の累積時間（ICC=0.49）と持
続時間（ICC=0.53）はともに信頼性は認められなかった。
【考察】 慢性呼吸器疾患者に対する身体活動持続時間の測定の
信頼性は歩数の測定や健常者を対象とした測定と比べて劣る
ものの、累積時間の測定と同程度の信頼性が得られた。高強
度の持続時間は累積時間同様、信頼性は得られなかったが、
持続時間は慢性呼吸器疾患者が日常で最も活動する低強度お
よび中強度の身体活動を捉えることができる指標と考えられた。

Ⅰ-6 健常者における最大換気量検査中の
一回呼吸量、呼吸数と呼吸運動との
関連性について

○山崎 丞一1）, 木村 雅彦2）, 伊東 真理1）, 澁谷 真香1）,  
高橋 佑太1）, 林 祐介1）, 松永 篤彦1）

1）北里大学大学院 医療系研究科 , 2）北里大学 医療衛生学部

【背景】 最大換気量（MVV）は運動耐容能を規定する因子で
あることから、健常者の体力や呼吸器疾患患者の病態把握に
用いられる指標である。MVV検査は12秒の最大努力呼吸
の反復によって行われるが、被験者自身の習熟度や努力およ
び技能の程度によっても結果が左右されるため、安定した検
査値を得るには一回呼吸量（TV）や呼吸数（RR）ならびに呼
吸運動の要点を示した反復呼吸努力の指導が重要であると考
えられる。しかし、過去には一定のTVやRRで一様に反復
呼吸努力をさせて得られた結果から導いた方法を推奨してい
る報告があるものの、実際にTVやRRが12秒の間にそれ
ぞれどのような動態を示すのか、また、その際に呼吸運動が
どのように変化するのかについての知見は極めて少ない。こ
のため、MVV検査で安定した測定値を得るために必要とな
る、反復呼吸努力の具体的な指導方法の立案には、実際の呼
吸運動の詳細を把握する必要がある。
【目的】 健常若年者を対象として、MVV検査中のTVと
RRならびに胸部と腹部運動を計測し、反復呼吸中の動態と
相互の関連性を明らかにすること。
【方法】 北里大学の研究倫理審査委員会の承認を得たうえで
実施した。対象は健常若年男性6名（%肺活量：103.0%, 1秒
率：80.1%）とした。MVV検査中の換気応答（TVおよび
RR）ならびに胸腹部運動（胸部および腹部周径差）を測定し
た。反復呼吸中の動態を明らかにするために、検査前ならび
に検査中1秒ごとの13時点の値を用いて、TV, RR、胸部周
径差および腹部周径差について分散分析を行った。また、換
気応答と胸腹部運動との関係を把握するために、13時点の
TVとRRの変化とそれに対応する胸部周径と腹部周径の関
連を順位相関係数を用いて検討した。
【結果】 対象のMVVは予測値に対して111.7±24.1% で
あった。MVV中の換気応答について、TVは検査前と比べ
てMVV開始2秒後から12秒まで有意な高値を示し（それぞ
れP＜0.05）、3秒時の値は12秒までほぼ一定に推移した。
一方、RRは開始3秒後から12秒まで有意に高値を示し（そ
れぞれP＜0.05）、3秒後以降も値は増加し続けた。胸腹部
運動について、胸部周径はMVV開始後2秒から12秒まで
有意な高値を示し（それぞれP＜0.05）、MVV開始後2秒
時の値は12秒までほぼ一定に推移した。一方、腹部周径は
検査前と比べてMVV開始後1秒から3秒まで有意な高値を
示したが（それぞれP＜0.05）、MVV開始後3秒目から5秒
目にかけては急速に減少に転じ、5秒目以降は維持された。
換気応答と胸腹部運動との関係については、RRと腹部周径
差（r=-0.26, P ＜0.05）、TV と胸部周径差（r=0.43, P ＜
0.01）および腹部周径差（r=0.38, P ＜0.01）の間において有
意な相関が認められた。
【考察】 MVV測定中は増加させたTVを保ったままRRを
増大させる呼吸運動を反復していた。その際、増加したTV
の維持には胸部運動および腹部運動の両方が関与しているも
のの、腹部運動は呼吸数増大によって制限されていると考え
られた。

セッションⅠ　10月22日土　14：30～15：30 座長：解良 武士（日本医療科学大学）・間瀬 教史（甲南女子大学）
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Ⅱ-1 Ⅱ-2 両側同時人工膝関節置換術後に 
両側大腿骨コンポーネント内側部 
破損を呈し再置換術を施行した症例

○角田 亘 , 萩原 礼紀 , 龍嶋 裕二 , 高橋 龍介
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

【はじめに】 人工膝関節置換術（以下TKA）後の再置換術施
行原因として、コンポーネント破損があげられるが、両側大
腿骨コンポーネント破損報告は少ない。これらの報告では、
内側部の破損が大半を占め、コンポーネント自体の脆弱性が
要因として述べられているが、個人因子やADLに着目した
ものは少ない。今回、極めて稀な両側同時TKA後の両側大
腿骨コンポーネント内側部同時破損を呈し再置換術を施行し
た症例の肥満度と活動性に主眼を置き、破損原因について考
察を行ったので報告する。
【症例紹介および理学療法経過】 症例は75歳女性で、身長
156.8㎝、体重75.8㎏、BMI30.8、肥満2度、合併症は高血圧、
既往歴は左半月板損傷で他に特記すべきものはない。再置換
術前の基本動作やADLは疼痛自制内で自立しており、歩行
は独歩であった。職業は自営業、趣味は卓球で週1回1時間
程度実施。医師からは減量を目的とした運動を推奨されてお
り、自己判断にて運動強度を決定していた。現病歴は、平成
12年に当院にて両変形性膝関節症に対し両側同時TKAを
施行。使用コンポーネントはナカシマメディカル社FNK・
CR型人工膝関節を使用し、セメントレスで行われた。8年
後の平成20年から両膝に動作時、荷重時痛が出現し、当院
整形外科外来受診。単純X線にてポリエチレンの磨耗を認
め、手術適応と判断された。平成23年2月に単純X線にて
両側大腿骨コンポーネント内側部破損を認めた後、両側同時
TKA再置換術を施行された。術後理学療法は、日大メソッ
ドにて実施し、当院における両側同時TKA例と遜色ない結
果となった。
【倫理的配慮】 本発表を含む学術報告に関し、主治医を通じ、
書面で同意を得た。
【考察】 本症例の特徴は肥満を呈していることと高い活動量
にある。肥満患者のTKA施行後10年以上の長期成績では
膝関節機能は有意に低下するとの報告もあり、コンポーネン
トへの過負荷が考えられている。趣味である卓球に関して、
米国のKnee Society ではTKA後のコンポーネントに過負
荷をかけず健康を維持する推奨スポーツとしているが、肥満
を呈する症例の活動性増大はポリエチレンの磨耗や、インプ
ラント界面のストレス増加となる危険性が考えられる。さら
には、運動強度を自己判断にて決定していたことから、減量
目的のために過負荷となる活動を増大させるという負の循環
があったと考えられる。本症例は、肥満による荷重ストレス
増加、スポーツによる衝撃力の作用、さらに前述のコンポー
ネントの脆弱性という3点が相乗したことが原因となり、両
側大腿骨コンポーネント破損に至ったと考えられた。肥満に
対する減量の啓蒙だけでなく、より具体的に安全性の高い動
作や活動に関する情報を提供し、希望するライフスタイルの
確立と人工関節長期使用のバランスをとることが重要となる。

セッションⅡ　10月23日日　9：00～10：10 座長：薮越 公司（金沢医科大学病院）・相馬 俊雄（新潟医療福祉大学）

Ⅱ-1 大腿骨頚部骨折患者の術後の 
筋力・荷重率・歩行能力の推移と 
その関係についての検討

○有磯 美穂1, 2）, 影近 謙治2）, 神戸  晃男1）, 千綾 美紗子1）,  
中木 哲也1）, 大野 洋一1）, 川原 誓子1）

1）金沢医科大学病院 心身機能回復技術部門 リハビリテーションチーム 
2）金沢医科大学病院運動機能病態学リハビリテーション科

【目的】 大腿骨頚部骨折（以下頚部骨折）患者は受傷前に歩
行可能であったとしても受傷後に歩行能力が低下するとの報
告が多い。また受傷後の歩行能力に影響する因子として筋力
低下などの様々な要因が重要とされている。本研究の目的は
術後早期の歩行速度、下肢筋力、荷重率の推移の関係を検討
することである。
【方法】 2007年10月～2009年7月に当院にて頚部骨折術後
にクリニカルパス（以下CP）が適応となった者のうち、脳血
管障害・両下肢において整形外科的手術を施行した既往のあ
るものを除外し、術後1週より評価が可能であった14名（男
性3名、女性11名、年歳77.93±6.61）を対象とした。術式
は人工骨頭置換術7名、骨接合術7名であり、術後は当院の
4週CPに準じ術後1～2日に全荷重を行い、術後4週で歩行
の再獲得と自宅退院を目標とし、リハビリテーションを施行
した。なお全ての対象者またはその家族に書面にて同意を得
た。術側大腿四頭筋の最大筋力の体重比（以下、下肢筋力）、
10m最大歩行速度（以下、歩行速度）、術側下肢への最大荷
重量の体重比（以下、荷重率）を測定した。術後1週毎に評
価を行ない、その平均値を一元配置分散分析にて比較し、有
意差を認めたものは多重比較検定を行った。また術後4週時
の下肢筋力と歩行速度、荷重率と下肢筋力、荷重率と歩行速
度においては、スピアマンの順位相関係数を用いて検定を
行った。なお全ての検定の有意水準を5%未満とした。
【結果】 術後に1・2・3・4週において、歩行速度はそれぞれ
3.2±2.7, 2.0±0.9, 1.7±0.6, 1.5±0.3m/sec であり、1週
と3週、1週と4週において有意差を認めた。下肢筋力はそ
れぞれ12.4±4.9, 16.4±6.6, 18.4±5.8, 19.7±5.9%であり、
1週と3週、1週と4週において有意差を認めた。荷重率はそ
れぞれ68.3±12.8, 69.5±20.0, 80.9±15.3, 85.8±12.9%で
あり、1週と4週において有意差を認めた。4週時の下肢筋
力と歩行速度、荷重率と歩行速度、荷重率と下肢筋力の間に
は有意な相関を認めなかった。
【考察】 本研究では、術後3週以降に下肢筋力・歩行速度が
向上し、4週以降に荷重率が向上した。この理由として筋線
維の修復が約2週であるため、3週以降に下肢筋力や歩行速
度が向上し、術後4週頃には下肢筋力増強により術側支持性
も向上し、更に術創部の治癒により術側下肢の荷重率が有意
に向上したと考える。諸家の報告では、歩行速度は下肢筋力
や術側の支持性などと相関があるが、本研究では歩行速度・
下肢筋力・荷重率の間に有意な相関を認めなかった。この理
由として外側広筋・大腿筋膜張筋・大殿筋などが手術侵襲を
うけたが、今回大腿四頭筋のみを下肢筋力として測定したた
め術後の筋力回復を反映しなかったと考えられる。また、先
行研究ではTUGと歩行速度に有意な相関が認められており、
バランス能力が歩行能力に強い影響を与えることが示唆され
ている。今後は測定方法の再検討と下肢筋力や荷重率以外の
他の要因について検討し、頚部骨折術後患者の歩行能力に影
響する要因を明らかにすることが必要である。
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Ⅱ-4 人工膝関節全置換術後に重度関節 
可動域制限を呈し、観血的関節授動
術を施行した4症例の検討

○脇田 洋平1）, 富樫 俊文1）, 小山 貴之2）

1）駿河台日本大学病院 , 2）日本大学文理学部

【はじめに】 人工膝関節全置換術（以下TKA）後の理学療法
において、関節可動域（以下ROM）の獲得は最も重要な目
標の一つである。しかしながら、理学療法の場面では関節内
を実際に覗くことはできず、触診や屈曲最終域での終末感な
どから制限因子を判断せざるを得ない。今回、平成16年4
月から平成23年4月までにTKA後の重度ROM制限に対
し観血的関節授動術を施行した4症例の授動術中所見および
理学療法の経過から若干の知見を得たので報告する。
【倫理面】 本演題の発表に際し、本演題の主旨、内容、およ
び本人が特定されないよう配慮する旨を説明し、同意を得た。
【症例紹介】 
症例1：右側TKAを施行した72歳女性（身長151㎝、体重
58㎏、BMI25.5）。TKA後6ヶ月で観血的関節授動術を行っ
た。膝屈曲ROMは授動術前が45°、授動術中が110°、理学
療法終了時（授動術後6ヶ月）が80°であった。術中所見は膝
蓋上嚢、膝蓋腱下での癒着が著明であり、膝蓋骨は低位・外
側偏位していた。また、両側谷部に線維組織を認め、内側谷
部では滑膜炎も認められた。
症例2：左側TKAを施行した61歳女性（身長152㎝、体重
51㎏、BMI22.7）。TKA後4ヶ月で観血的関節授動術を行っ
た。膝屈曲ROMは授動術前が35°、授動術中が115°、理学
療法終了時（授動術後7ヶ月）が75°であった。術中所見は膝
蓋上嚢の癒着、膝蓋骨の低位が著明であった。
症例3：左側TKAを施行した72歳女性（身長152㎝、体重
56㎏、BMI24.4）。TKA後1年2ヶ月で観血的関節授動術を
行った。膝屈曲ROMは授動術前が40°、授動術中が120°、
理学療法終了時（授動術後5ヶ月）が85°であった。術中所見
は膝蓋上嚢と膝蓋腱下の癒着が著明であり、また関節内は線
維性組織で充満していた。
症例4：左側TKAを施行した70歳女性（身長146㎝、体重
69㎏、BMI32.4）。TKA後7ヶ月で観血的関節授動術を行っ
た。膝屈曲ROMは授動術前が50°、授動術中が130°、理学
療法終了時（授動術後2年1ヶ月）が95°であった。術中所見
は膝蓋上嚢と外側谷部の癒着、膝蓋腱下および膝内側谷部で
も軽度の癒着を認めた。
【考察】 今回の4症例では、膝蓋上嚢と外側谷部の癒着、膝
蓋骨の低位が特徴的であった。また、4症例とも観血的関節
授動術後に一時的にはROMは獲得されるが、長期的には再
びROM制限をきたすことがわかった。理学療法を行う際に
は、今回の術中所見からも得られたような膝蓋上嚢、膝外側
谷部、膝蓋腱部の可動性を意識したアプローチが必要である
が、運動学的・解剖学的要因以外の要素も影響していること
が考えられる。

セッションⅡ　10月23日日　9：00～10：10 座長：薮越 公司（金沢医科大学病院）・相馬 俊雄（新潟医療福祉大学）

Ⅱ-3 人工股関節置換術の術後早期に 
おける股関節外転・膝関節伸展・ 
屈曲筋力の推移

○村谷 俊幸1）, 神戸 晃男1）, 桐山 真由美1）, 川原 正好1）,  
有磯 美穂1）, 影近 謙治2）, 兼氏 歩3）

1）金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハビ
リテーションチーム , 2）金沢医科大学 運動機能病態学 リハビリ
テーション科 , 3）金沢医科大学 運動機能病態学 （整形外科学）

【目的】 人工股関節置換術（以下THA）後、股関節外転筋力
は術後1週で有意に低下した後、2～3週で術前値まで回復
することが報告されている。しかし、手術侵襲の影響が少な
い膝関節伸展筋力に対する報告では、進入方法の違いにより
筋力回復の見解は一致していない。THA後早期の筋力推移
は下肢筋力の中でも手術侵襲によるものや、活動性低下に起
因する萎縮性のものなど、各筋間で差が生じている可能性が
ある。そこで本研究では術前から術後3週にわたり、術側股
関節外転・膝関節伸展・屈曲筋力の推移を把握し、術後1週
毎での各筋の筋力術前比率を比較することを目的とした。
【方法】 2009年10月から2011年5月までに当院整形外科に
て初回THAを施行した患者のうち、本研究に対して紙面に
て同意し、術前及び術後1週毎に測定可能であった31例の術
側下肢31脚を対象とした。全例女性（平均年齢60.61±6.96）
で、進入方法は全例後側方アプローチであった。等尺性外転
筋力測定ではアニマ社製徒手筋力測定機器μTasMF-01を
使用し、2回の測定の内トルク体重比の最大値を採用した。
等速性膝伸展・屈曲筋力測定では酒井医療社製BIODEX 
system3を使用し、角速度は60°/secを選択し、3回の測定
の内トルク体重比の最大値を採用した。術前・術後1・2・3
週の外転筋力・伸展・屈曲筋力をそれぞれ比較した。また、
術前値を基準とした筋力術前比率を算出し、週毎に各筋で比
較した。統計処理は分散分析後、多重比較を行った。
【説明と同意】 すべての対象者には本研究の主旨を説明し、
書面にて同意を得た。
【結果】 外転筋力は術前に比べ術後1週では有意に低かった
が、術後2週の時点で術前と有意差は認めなかった。伸展筋
力は術後3週の時点でも術前より有意に低かった。屈曲筋力
は術前と比較しすべての週に有意差を認めなかった。
筋力術前比率に関して、術後2・3週で外転筋力は伸展筋力
より有意に高く、屈曲筋力に関しては全ての週で伸展筋力よ
りも有意に高かった。
【考察】 他の筋に比べ伸展筋力のみが術後3週時点で術前値
まで回復していなかった。術前比率での比較では外転筋力や
屈曲筋力に比べ、伸展筋力の回復は遅延していた。伸展筋は
直接手術侵襲はないが、歩行や立ち上がりなどの荷重動作に
密接に関連しており、術後の荷重負荷量減少が抗重力筋であ
る大腿単関節筋の萎縮に関与し、筋力低下を引き起こしてい
ると考えた。外転筋は術前からの股関節変形による筋短縮位
での筋発揮効率の低下や疼痛のため、術前値は低下している
と考えられる。術後手術侵襲により一旦低下するが、炎症沈
静化とともに疼痛が減少し、また、中殿筋のレバーアームが
延長し、筋発揮効率が増してくると考えられた。一方、屈曲
筋に関しては直接手術侵襲がなく、二関節筋のため単関節筋
に比べ萎縮しにくく、廃用の影響が少ないと考えた。
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セッションⅡ　10月23日日　9：00～10：10 座長：薮越 公司（金沢医科大学病院）・相馬 俊雄（新潟医療福祉大学）

Ⅱ-5 両側同時 UKA患者における 
膝関節屈伸運動に注目した 
術前歩行解析の報告

○高橋 龍介 , 萩原 礼紀 , 龍嶋 裕二 , 角田 亘
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

【目的】 両側同時人工膝関節単顆置換術（以下Bil-UKA）対
象となる変形性膝関節症患者における術前の歩行分析を定量
的に測定した報告は少ない。今回、歩行周期中の矢状面にお
ける膝関節屈伸運動に注目し解析することを目的とした。
【対象】 当院整形外科にてBil-UKAを施行し、術前より独歩
可能な内反変形性膝関節症患者6例（全例女性、年齢71.8±
7.3歳、横浜市大分類全例Grade4、荷重時痛NRS右5.5±0.7、
左5.8±1.1）とした。身長150.3±4.5㎝、体重55.9±7.9㎏、
BMI24.7±2.7、FTA 右181.5±3.3°、 左181.8±3.8°、 膝
関節ROMは屈曲右134.2±4.5°、左130.0±5.8°、伸展右
-7.5±3.8°、左-7.5±5.6°であった。
【方法】 課題は、路上における10mの直線自由歩行とし、動
作を習熟させるために複数回施行した後に5回測定した。体
表面上に直径15㎜の反射標点を両側の大転子、腓骨頭、外
果、踵骨、第5中足骨頭の計10点に貼り付け空間座標デー
タを計測した。歩行が定常化する4歩行周期目以降の位置に、
測定域として2m3の補正空間を設定し、空間内を移動する
反射標点をサンプリング周波数120Hzで撮影した。解析は、
三次元動作解析装置により、1歩行周期を100%として正規
化し、5歩行周期を平均して一人の歩行データとした。計測
した矢状面における膝関節角度は、床面からの垂直線を90°
として、小数点2桁目を四捨五入した。
【説明と同意】 本研究の目的および方法について、十分に説
明し書面にて同意を得た。本研究は、本学医学部の倫理委員
会の承認を得て行った。
【結果】 各運動相における右左の膝関節角度は右HS8.0±
3.3°、FF12.0±7.2°、MS12.2±6.7°、HO11.7±6.8°、
TO31.0±14.7°、 左 HS5.3±3.0°、FF8.0±2.9°、MS7.8
±2.7°、HO6.3±2.4°、TO31.3±8.3°となり、1歩行周期
中の膝関節屈曲最大となった時点は右71.8±5.7%（53.3±
3.5°）、左69.6±4.4%（49.4±4.8°）となった。
【考察】 測定結果から、Bil-UKA対象患者では、HS後の膝
関節屈伸運動がほとんど起きていなかった。それは、膝関節
内側の変形により軟骨が変性摩耗し疼痛が出現していたため、
主動作筋と拮抗筋の同時収縮により立脚期の膝関節屈伸運動
を減少させることで、疼痛を回避していたと考えた。また、
HO-TOに膝関節屈曲が始まり、遊脚中期に約50°屈曲位と
なりその後は伸展方向への推移が観察された。これは、
UKAが適応となる患者では、膝関節の各靭帯機能が保たれ
ており、外側半月板や関節軟骨などの軟部組織が温存されて
いることから、より生理的な膝関節運動が起きたと考えた。
今後も症例数を重ねて検討していく必要がある。

Ⅱ-6

○萩原 礼紀 , 龍嶋 裕二 , 高橋 龍介 , 角田 亘
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

【目的】 両疾患は病態が違うため、人工膝関節置換術による
同様な機能再建後であっても、動作獲得時期や習得過程に差
異が生じる。一般にRAは全身疾患であるため、膝以外の
関節破壊を伴っていることが多く、日常動作上の不利益が多
いとされているが、立ち上がりや歩行の際に巧妙な体動作を
行っている場合がある。一方KOAは対象関節を再建すれば、
RAより円滑な動作が行えると考えられるが、実際には椅子
からの立ち上がりにも難渋するケースを経験する。これらを
考察するに当たって、両疾患患者が椅子から立ち上がる際の
動作を測定し、加速度成分分析と観測波形のパワースペクト
ル分析を実施したので報告する。
【対象・方法】 当院整形外科で両側人工膝関節手術を施行し
たOA患者24名（OAGrede4・5）RA患者18名全例女性を
対象とした。測定は退院時に3次元加速度計（Active tracer 
AC301：ACT, GMS社）を腰部（Jacoby line）中央に固定し、
椅子からの立ち上がり動作を遂行している際の動作加速度を
測定した。加速度は50Hzでサンプリングし、AcC3xA. exe
（処理プログラム）にて処理した。得られた測定値を切り出し、
時系列データファイルを作成した。観測された加速度時系列
を正規化し切り出し、被験者ごとに5回の平均値の時系列
データを作成した。得られた平均値データに対し、そのスペ
クトルの傾きを求めた。傾きを求める周波数帯域は0.5から
20Hzとした。各項目の統計学的検定は有意水準を5%未満
とした。本研究の開始にあたり本学臨床研究倫理委員会の許
可を得た。対象者には本研究の意義と目的、方法、予想され
る利益と不利益などについて十分な説明を行い、主治医同席
のもと書面にて同意を得た。
【結果】 KOA群の1動作における合成加速度は5.2G、3軸そ
れぞれの加速度は前後1.1G、左右1.6G、上下2.5G、加速度
成分は上下方向が単独で総体比48%と約半分を占め、前後方
向は、総体比21%と検出量が最も少なく左右方向は総体比
31%であった。RA群の1動作における合成加速度は5.8 G、
3軸それぞれの加速度は前後1.6 G、左右0.8G、上下3.3G、
加速度成分は上下方向が単独で総体比57%と約半分以上を
占め、左右方向は総体比14%と最も少なく、前後方向は総体
比28%であった。RA群の積算加速度はKOA群の112%で
あり、動作構成の主成分である上下方向のパワースペクトル
は、KOA-2.4とRA-2.8と類似していた。動作時間比較では、
RA群がKOA群の90%であった。RA群の立ち上がり動作
波形はKOA群と比較し、左右方向の成分が小さく、波形は
小刻みかつ2峰性であることが認められ、全体的に波形の振
幅が小さい中、上下方向のみ大きく滑らかな波形を示した。
【考察】 両者はパワースペクトル上類似しており、RA群は
KOA群より動作時間が短く活動量は多い。従ってRA患者
はKOA患者より、動作生成において効率的な運動方法を選
択している可能性があると推察された。

Ⅱ-6 両 RA性膝関節症患者と 
両 KOA患者における退院時に 
椅子から立ち上がる動作加速度波形
の分析報告
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Ⅱ-7 高度肥満症を呈する重度両側変形性
膝関節症における歩行解析
―  立脚期における各関節角度に 
着目して―

○龍嶋 裕二 , 萩原 礼紀 , 高橋 龍介 , 角田 亘
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

【目的】 変形性膝関節症（以下KOA）は組織の退行変性を基
盤とした疾患であり、多くの先行研究が肥満指数（Body 
Mass Index：以下BMI）が健常高齢者より高値の場合が多
いと報告している。今回、高度肥満症を呈する重度KOA患
者の歩行様式における基礎データの解析を行い、検討するこ
とを目的とした。
【方法】 当院入院中の重度両側KOA症例、女性4名、平均
年齢79歳±3歳、BMI30.5±1.1の肥満2度であり、右膝
Grade4が3例、5が1例、左膝Grade4が2例、5が2例の独
歩可能者を対象とした。FTAは右193°±7左192°±6. 
JOA は右45±10.8点、左45±12.2点、ROMは膝関節屈
曲右106±15°左108±22°、伸展右－5±6°左－5±6°で
あった。歩行解析は三次元動作解析装置（ライブラリー社製）
を用いて、下肢体表面上に直径15㎜の赤外線反射標点を貼
付し、課題は10mの直線歩行路上における自由歩行をサン
プリング周波数120Hzにて計測した。計測データは解析ソ
フトMoveTr32にて、歩行中の最大及び最小の股関節、膝
関節、足関節、骨盤回旋角度及び体幹の左右側方移動量を算
出し、各データは1歩行周期で正規化し、加算平均を算出し
たものとした。
【説明と同意】 当院の倫理委員会の許可を得た上で本研究に
おける概要を書面にて説明し、同意を得た。
【結果】 左右立脚期における下肢3関節角度を最大／最小角
度で平均を記載する。右立脚期の骨盤回旋角6.4±1.3°/0.3
±0.3°、右股関節屈曲27.8°±9.3°/5.8±3.3、右膝関節屈曲
28.9°±6.2/20.8°±5.0、右足関節背屈18.6°±3.1/0.6°±
9.4であった。左骨盤回旋角5.4°1.4/0.3°±0.3、左股関節屈
曲26.8°±7.1/6.4°±3.7、左膝関節屈曲27.8°±8.2/19.4°
±8.9、左足関節背屈13.8°±2.3/0.4°±2.1であった。体幹
側方移動量は右最大4.9㎝±1、左最大5.2㎝±1.2であった。
両側の足関節底屈及び股関節伸展はほぼ認められず、体幹側
方移動量は正常値を超える結果となった。
【考察】 結果から両側共に立脚期での股関節伸展及び足関節
底屈の関節運動がほぼ消失、骨盤回旋運動は低下していた。
健常成人の歩行における先行研究と比較し、両下肢3関節角
度の平均可動範囲は、骨盤回旋56%、股関節屈伸53%、膝
関節屈伸24%、足関節底背屈63%であった。BMI高値では
膝への荷重ストレスが大きく、疼痛回避目的に膝内反モーメ
ントを軽減させるために体幹を立脚側に傾斜させる必要があ
る。我々の先行研究では体幹最大傾斜角と骨盤回旋運動には
負の相関があり、これらから高度肥満症例の場合、体幹側方
移動量を増加させ、歩幅を狭くし、歩隔を広げる歩容を呈し
たと推察された。
【まとめ】 今回の歩行解析では4症例であり、歩行上の時間
的因子その他について触れていないため、今後引き続き検討
課題とし、深く研究していきたい。
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