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平成27年9月吉日
施設長　様

第31回東海北陸理学療法学術大会

大会長　寺田　　茂

第31回東海北陸理学療法学術大会出張許可のお願い

謹 啓

　秋涼の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

　平素より本会会員の理学療法士に格段のご指導ご鞭撻を賜り深く感謝申し上げます。

　さて、このたび下記のとおり第31回東海北陸理学療法学術大会を開催する運びとな

りました。

　つきましては、貴職員で本会会員理学療法士 　　　　　　　　　　　 氏の学術大会

出張につきまして、各段のご配慮をいただきますよう、謹んでお願い申し上げます。

 謹 白

記

1. 開催期日 平成27年10月3日（土）・10月4日（日）

2.開催場所  金沢市文化ホール（〒920‒0864 石川県金沢市高岡町15‒1）
金沢ニューグランドホテル（〒920 ‒0919 石川県金沢市南町4 ‒1）

3.内　　容 10月3日（土）　 大会長基調講演、特別講演、教育セミナー、
ランチョンセミナー、一般演題

  10月4日（日）　  大会特別企画シンポジウム、教育セミナー、
一般演題、市民公開講座

主　催： 公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会

担　当：公益社団法人 石川県理学療法士会

事務局： 〒920‒0293　石川県河北郡内灘町大学1‒1
金沢医科大学病院内
第31回東海北陸理学療法学術大会 事務局
TEL：（076）286‒3511（内線5291）
FAX：（076）286‒2381
E-mail：thpt@kanazawa-med.ac.jp
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■JR金沢駅から  タクシー……………約10分
　 バ　ス ……………約15分
　 金沢駅前（東口バスターミナル） 7～9番のりば ➡ 「南町」下車　徒歩約3分 
　 ※バスに関する詳細 : 北鉄バステレホンサービスセンター TEL（076）237-5115 

■小松空港から 空港連絡バス ……約60分　　「香林坊」下車　徒歩約5分
　 ※金沢駅直通バスは香林坊に停車しません。ご注意下さい。
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会場までのアクセス

金沢市文化ホール
 〒920-0864 石川県金沢市高岡町15番1号
 TEL（076）223-1221(代)　FAX（076）223-1299

金沢ニューグランドホテル
 〒920-8688 石川県金沢市南町4番1号（尾山神社正面･金沢市文化ホール前）
 TEL（076）233-1311(代)　FAX（076）233-1591

会場周辺案内図
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10月3日土1日目
金　沢　市　文　化　ホ　ー　ル

第 1会場 第 2会場 ポスター会場 企業展示会場
1F メインホール ３F 第5・6会議室 2F 　大　集　会　室 1F 展示室

金沢ニューグランドホテル
第 3会場
3F  パラッツオ

9：00～10：00

教育セミナー 1
講師：竹井 　仁

9：00～10：00

教育セミナー 2
講師：小林 　武

9：00～10：00

教育セミナー 3
講師：間瀬 教史

10：00～11：00
開会式
表彰式

大会長基調講演

10：00
〜

17：00　
　

企　
　

業　
　

展　
　

示

11：00～12：00

特別講演 1
講師：影近 謙治

12：00～12：50
ランチョン
セミナー

共催：　　　　　　
株式会社 帝人在宅医療

13：00～14：00

一般口述 1

運動器系
座長：舟木 一夫

13：00～14：00

一般口述 2

基礎系
座長：松崎 太郎

13：00～14：00
ポスター 1
運動器系
座長：　　
宮森 俊充

13：00～14：00
ポスター 2
神経系
座長：　　
森下 一幸

13：00～14：00
ポスター 3
生活環境
支援系
座長：　　
竹山 和宏

13：00～14：00

一般口述 3

教育管理系
座長：岩島 　隆

14：00～15：00

一般口述 4

神経系
座長：武田 好史

14：00～15：00

一般口述 5

生活環境支援系
座長：西嶋 　力

14：00～15：00
ポスター 4
運動器系
座長：　　
四谷 昌嗣 

14：00～15：00
ポスター 5
生活環境
支援系
座長：　　
杉浦 　徹

14：00～15：00
ポスター 6
運動器系
座長：　　
千葉 淳弘

14：00～15：00

一般口述 6

内部障害系
座長：庄司 陽介
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座長：狩山 信生

15：00～16：00
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ポスター 9
生活環境
支援系
座長：　　
藤本 　昭
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一般口述 9

内部障害系
座長：藤吉 健史

16：00～17：00

教育セミナー 4
講師：山田 英司

16：00～17：00

教育セミナー 5
講師：木原 秀樹

16：00～17：00

教育セミナー 6
講師：氏家 敏巳

次期大会長挨拶
17：10～18：10

特別講演 2
講師：奈良 　勲

8：20～9：00
受　付

8：20～12：30　ポスター貼付　　
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金沢ニューグランドホテル
第 3会場
3F  パラッツオ
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9：00～10：00

教育セミナー 9
講師：増田 芳之

10：00～10：50

一般口述 10

運動器系
座長：猪田 茂生

10：00～10：50
ポスター10
基礎系
座長：　　
岡田 　誠

10：00～10：50
ポスター11
生活環境
支援系
座長：　　
木村 繫文

10：00～10：50

一般口述 11

神経系
座長：向田 裕明

11：00～11：50

一般口述 12

生活環境支援系
座長：矢野 　透

11：00～11：50
ポスター12
教育管理系
座長：　　　
三宅わか子

11：00～11：50
ポスター13
内部障害系
座長：　　
亀井 健太

11：00～11：50

一般口述 13

内部障害系
座長：三川 浩太郎

13：00～14：20

大会特別企画
シンポジウム
村上 忠洋
鈴木 俊明
片田 圭一

14：20～15：00

閉会式

15：00～16：30

市民公開講座

講師：吉川 正英

8：20～9：00
受　付 8：20～9：00　　ポスター貼付　　

14：00～15：00　　ポスター撤去　　
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特別企画　プログラム

10月3日（土）

受　　付　8：20～9：00 第1会場（1F メインホール）

教育セミナー1（特別）　9：00～10：00 第1会場（1F メインホール）

司会：長田 勉（公立松任石川中央病院）

［ 筋・筋膜に対する徒手理学療法 ］
竹井　　仁　首都大学東京大学院

教育セミナー2（特別）　9：00～10：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

司会：藪越 公司（金沢医科大学病院）

［ 臨床研究を進めるコツ ］
小林　　武　東北文化学園大学

教育セミナー3（呼吸）　9：00～10：00 第3会場（3F パラッツオ）

司会：磯野 靖夫（富士宮市立病院）

［ 急性期呼吸理学療法 ］
間瀬　教史　甲南女子大学

開会式・表彰式　
大会長基調講演　10：00～11：00 第1会場（1F メインホール）

司会：槇林 優（木沢記念病院）

［ 臨床家としての研究活動への提言 ］
寺田　　茂　 第31回東海北陸理学療法学術大会 大会長

金沢赤十字病院 リハビリテーション科

特別講演1　11：00～12：00 第1会場（1F メインホール）

司会：後藤 伸介（やわたメディカルセンター）

［ 地域リハビリテーションの現状と未来 ］
影近　謙治　 金沢医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授
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ランチョンセミナー　12：00～12：50 第3会場（3F パラッツオ）

司会：出口 清喜（金沢大学附属病院）

［ 重症心不全に対する陽圧呼吸療法と心臓リハビリテーション ］
白石　裕一　京都府立医科大学附属病院 循環器内科・リハビリテーション科 講師

 共催：株式会社 帝人在宅医療

教育セミナー4（運動器）　16：00～17：00 第1会場（1F メインホール）

司会：矢野 昌充（専門学校金沢リハビリテーションアカデミー）

［ 変形性膝関節症の治療戦略 ］
山田　英司　回生病院関節外科センター

教育セミナー5（小児）　16：00～17：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

司会：烏山 亜紀（金城大学）

［ NICUから始まる理学療法　―新生児・乳児期の発達と予後 ］
木原　秀樹　長野県立こども病院

教育セミナー6（循環）　16：00～17：00 第3会場（3F パラッツオ）

司会：山本 千登勢（金沢医科大学病院）

 早期社会復帰を念頭に置いた心臓血管外科手術と 
心臓リハビリテーション

氏家　敏巳　新百合ヶ丘総合病院

次期大会長挨拶　17：00～17：10 第1会場（1F メインホール）

次期大会長：槇林　優　木沢記念病院

特別講演2　17：10～18：10 第1会場（1F メインホール）

司会：神戸 晃男（金沢医科大学病院）

 日本における理学療法半世紀の歩みと未来　 
 ―果てしなく夢を追い、今に生きて未来を読め―

奈良　　勲　 金城大学大学院リハビリテーション学研究科長



第31回東海北陸理学療法学術大会／石川　35

P-81 地域理学療法士ネットワーク参加者の実態と今後の課題
○丸居 夕利佳、川口 久美子、米田 由美、三ツ田 佳代、小原 毅、有川 康二郎、臼井 浩一、
小堺 武士、諏訪 勝志、北谷 正浩
石川県理学療法士会職能局業務推進部

ポスター13　11：00～11：50 ポスター会場（2F 大集会室）

［ 内部障害系 ］ 座長：亀井 健太（若狭医療福祉専門学校） 

P-82 入院透析患者に対する透析中の運動療法の実施を目的とした、適応・除外基準および 
介入プロトコルの作成
○矢部 広樹1）、森山 善文2）、櫻井 ひとみ3）、春日 弘毅4）、河野 健一5）

1）医療法人偕行会 名古屋共立病院 リハビリテーション課、 
2）医療法人偕行会 名古屋共立病院 ウェルネスセンター、3）医療法人偕行会 名古屋共立病院 透析室、 
4）医療法人偕行会 名古屋共立病院 腎臓内科、5）愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科

P-83 筋力・ADL改善目的に栄養療法を意識した腎不全期糖尿病性腎症の一例　 
BCAA含有飲料の摂取を試行して
○碓井 孝治1）、藤吉 健史1）、老松 紀子2）、中西 亜津子2）、山口 かおり3）、奥村 利矢3）、
中波 暁4）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、2）市立砺波総合病院 看護科、 
3）市立砺波総合病院 腎高血圧内科、4）市立砺波総合病院 リハビリテーション科

P-84 当院における血液内科疾患に対するリハビリテーションの現状と今後の課題
○土屋 忠大1）、新屋 順子1）、甲山 篤1）、内藤 健助2）

1）浜松医療センター リハビリテーション技術科、2）浜松医療センター 血液内科

P-85 血液透析患者の栄養状態と歩行自立度との関係 
―回復期リハビリテーション病院入院患者での検討―
○伊藤 剛、川口 正寿
医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 リハビリテーション部

P-86 血液透析患者の身体活動量の実態調査　1年後の身体活動量の変化について
○川端 友樹
伊賀市立上野総合市民病院 リハビリテーション課

P-87 体位ドレナージ、早期モビライゼーションが有効であった肺炎球菌肺炎に伴う 
肺膿瘍の一症例
○谷 拓也1）、上村 晃寛1）、大森 裕介1）、高橋 一臣2）

1）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、2）豊橋市民病院 呼吸器内科



大会長基調講演
司 会：槇林 優（木沢記念病院）

［ 臨床家としての研究活動への提言 ］
寺田　　茂

第31回東海北陸理学療法学術大会 大会長
金沢赤十字病院 リハビリテーション科

日 時：10月3日（土）　10：00～11：00

会 場：第1会場（1F メインホール）



特 別 講 演

1
司 会：後藤 伸介（やわたメディカルセンター）

［ 地域リハビリテーションの現状と未来 ］
影近　謙治

金沢医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授

日 時：10月3日（土）　11：00～12：00

会 場：第1会場（1F メインホール）

2
司 会：神戸 晃央（金沢医科大学病院）

 　　日本における理学療法半世紀の　　 
歩みと未来

―果てしなく夢を追い、今に生きて未来を読め―

奈良　　勲
金城大学大学院リハビリテーション学研究科長

日 時：10月3日（土）　17：10～18：10

会 場：第1会場（1F メインホール）



大会特別企画
シンポジウム
司 会：淺井 仁（金沢大学）　　　　　　
　 　　土山 裕之（金沢脳神経外科病院）

［ 臨床研究が理学療法を創る ］

1 臨床研究の意義とその重要性（教育の立場から）
村上　忠洋
中部リハビリテーション専門学校

2 基礎研究から臨床研究へ（研究の立場から） 
鈴木　俊明
関西医療大学大学院 保健医療学研究科

3 臨床研究の実際（臨床の立場から）
片田　圭一
石川県リハビリテーションセンター

日 時：10月4日（日）　13：00～14：20

会 場：第1会場（1F メインホール）



日 時：10月4日（日）　15：00～16：30

会 場：第3会場（3F パラッツオ）

市民公開講座
司 会：山崎 俊明（金沢大学）

［ 再生医療の現状と未来 ］
吉川　正英

奈良県立医科大学 病原体・感染防御医学講座 教授
奈良県立医科大学大学院・生体防御修復医学担当



教育セミナー
教育セミナー1（特別）　10月3日（土） 9：00～10：00 第1会場（1F メインホール）

 筋・筋膜に対する徒手理学療法
 竹井 仁（首都大学東京大学院）

教育セミナー2（特別）　10月3日（土） 9：00～10：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

 臨床研究を進めるコツ 
 小林 武（東北文化学園大学）

教育セミナー3（呼吸）　10月3日（土） 9：00～10：00 第3会場（3F パラッツオ）

 急性期呼吸理学療法
 間瀬 教史（甲南女子大学）

教育セミナー4（運動器）　10月3日（土） 16：00～17：00 第1会場（1F メインホール）

 変形性膝関節症の治療戦略
 山田 英司（回生病院関節外科センター）

教育セミナー5（小児）　10月3日（土） 16：00～17：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

 NICU から始まる理学療法　―新生児・乳児期の発達と予後
 木原 秀樹（長野県立こども病院）

教育セミナー6（循環）　10月3日（土） 16：00～17：00 第3会場（3F パラッツオ）

 早期社会復帰を念頭に置いた心臓血管外科手術と心臓リハビリテーション
 氏家 敏巳（新百合ヶ丘総合病院）

教育セミナー7（脳血管）　10月4日（日） 9：00～10：00 第1会場（1F メインホール）

 ニューロリハビリテーションの概念とその基本的戦略
 森岡 周（畿央大学）

教育セミナー8（地域）　10月4日（日） 9：00～10：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

  地域包括ケアシステム構築に向けた地域リハビリテーション支援体制づくり
～埼玉県地域リハビリテーション支援体制整備事業の取り組み～
 岡持 利亘（医療法人真正会 霞ヶ関南病院）

教育セミナー9（がん）　10月4日（日） 9：00～10：00 第3会場（3F パラッツオ）

 進行がん患者における心理・精神的対応
 増田 芳之（静岡県立静岡がんセンター）



ランチョンセミナー

ランチョンセミナー　10月3日（土） 12：00～12：50 第3会場（3F パラッツオ）

司会：出口 清喜（金沢大学附属病院）

［ 重症心不全に対する陽圧呼吸療法と心臓リハビリテーション ］
白石 裕一（京都府立医科大学附属病院 循環器内科・リハビリテーション科 講師）

 共催：株式会社 帝人在宅医療
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○倉形 友佳1）、中川 仁2）、堀脇 真人1）、八木 哲也1）、
鈴木 崇介1）、宮田 龍一1）

1）りゅう整形外科、 
2）星城大学リハビリテーション学院

【はじめに】 ソフトボールの投球ルールは、2013年以前は投
球板から軸足をずらして投球を開始し、投球板以外の地点を
蹴り出て投球すれば不正投球となっていた。つまり、ツース
テップ動作は不正投球となった。
　その後2013年にルールが改正され、軸足が投球板から踏
み出されその後軸足が一連の動作として動き続けている場合
はフォロースルーとみなす。リーピングから着地の一連の動
作の中で投球しても良いと変更された。つまり、ツーステッ
プ動作が認められた。
【目的】 本症例はルール改正後、ツーステップ動作に投球動
作を変更し、足関節内果骨折を受傷した稀な症例であると言
える。今回、本症例の治療を通してツーステップ動作の紹介
と危険性について報告する。
【症例紹介】 高校2年生・女性。ソフトボール部に所属しポ
ジションはピッチャーで右投げ・右打ち、スポーツ歴は5年
である。
　平成25年夏頃から、投球動作にて疼痛が出現する。10月
21日に当院を受診するも、レントゲン所見に問題なく、経過
観察となる。その後、10月27日の試合前の投球練習でツー
ステップ動作をした際に受傷し、救急病院にて足関節内果骨
折と診断される。4週のギプス固定の後、12月10日理学療法
開始となる。超音波療法と筋持久力訓練を週1回行った。
　平成26年2月に競技復帰し、3月からの大会に出場した。
発表に際し本症例に口頭にて説明し、書面にて同意を得た。
【考察】 ツーステップ動作はタイミングを変化させたり、球
速を上げたりと利点があり、ルール改正後に導入する選手が
増加している。本症例もこれらの利点の為、投球動作の変更
を決断した。
　しかし、変更前の投球動作では右側に過度の荷重をする動
作が無く、ツーステップ動作に変更したことで右側に過度の
荷重がかかる事となった。
　加えて、本症例の立位における下肢アライメントが内反変
形であること、大腿四頭筋・中殿筋の筋持久力低下が認めら
れることにより外側に重心が偏ると予測できる。外側に重心
が偏位した状態でツーステップ動作を行うと、足関節が強く
内転・内返しする可能性が考えられる。
【まとめ】 本症例は、ツーステップ動作の反復により足関節
の外傷には稀な内果骨折を受傷した。ツーステップ動作にお
いては下肢アライメント異常により、同骨折を受傷する危険
性がある事が分かった。

O-01 足関節内果骨折を呈した 
ソフトボール選手の一症例
ツーステップ動作に着目して

キーワード：足関節内果骨折、ソフトボール、ツーステップ動作

一般口述1　［ 運動器系 ］

○鈴木 崇介1）、中川 仁2）、堀脇 真人1）、倉形 友佳1）、
八木 哲也1）、宮田 龍一1）

1）りゅう整形外科、 
2）星城大学リハビリテーション学院

【目的】 結帯動作は、女性のA.D.L. において、背部における
女性用下着の着脱、エプロンの紐を結ぶ動作などに必要とな
る。結帯動作を運動学的に捉えると、肩関節伸展・内旋・外
転と肩甲骨の前傾と下方回旋の複合運動であると報告されて
いる。しかし、肩関節周囲炎に対する理学療法において、肩
甲上腕関節の関節可動域制限は改善するも、結帯動作が困難
となる症例を数多く経験する。
　そこで今回、Th12からTh9までの結帯動作が確保されて
いる女性において体幹回旋筋へのアプローチすることで、結
帯動作最終域における可動域改善につながる可能性について
の検討を行ったため、ここに報告する。
【方法】 対象は五十肩と診断された49才 -70才、平均58.5
才の女性患者13名。自動的運動により最終可動域まで上部
体幹を患側へ回旋させ（外腹斜筋伸張位）、外腹斜筋に最大
の等尺性収縮を2～3秒起こさせ、すぐに脱力を5回繰り返
した。治療前後で母指可動距離と体幹回旋可動域・外腹斜筋
筋硬度を計測した。
　統計処理として、母指可動距離及び、体幹回旋可動域にお
ける治療前後の t検定を行った。
【倫理的配慮・説明と同意】 対象者には、本研究の趣旨を口
頭と書面にて説明し、同意を得た。
【結果】 母指可動距離の t検定における、治療前後に有意な
差を認めた（p＜0.05）。また、体幹回旋可動域の治療前後に
有意な差を認めた（p＜0.01）。ストレッチによる筋硬度の改
善率は5.19%～24.3%であり、平均は、14.01%であった。
【考察】 本研究において、最大伸張位での等尺性収縮後の最
大弛緩により、体幹回旋可動域が向上し、母指可動距離も向
上する傾向がみられた。高見らは、結帯動作においてTh12
より高位ではL5からTh12の間と比べ肩甲骨前傾運動が減少
していることから、肩甲骨前傾運動による肩甲骨下角の浮き上
がりを抑制する目的で前鋸筋が活動すると報告している。今
回は、外腹斜筋の等尺性収縮訓練で、外腹斜筋と前鋸筋連結
部の伸張性が改善されたことにより、結帯動作における肩甲
骨の前傾が増加したため母指可動距離を増加させたと考えた。
　今後、症例数を増やし、外腹斜筋筋硬度低下による肩関節
可動域における関係性についても検討していきたいと考える。

O-02 外腹斜筋の筋伸張性が結帯動作に与える
影響

キーワード：外腹斜筋、結帯動作、体幹回旋可動域
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○小森 邦治、上田 佳史、木村 繁文
芳珠記念病院

【目的】 急性B型大動脈解離は急性期の病態が様々であり、
病態に応じた治療の選択が必要である。中でも臓器虚血を来
たした場合、より早急な対応が要求され手術後も厳重な血圧
管理のもとリハビリテーションを行わなければならない。今回、
急性B型大動脈解離に対し外科的治療を施行された後、3度
の偽腔径拡大が確認されたことで、厳重な血圧管理に加え栄
養面への考慮が必要となった症例を経験したので報告する。
【方法】 
〈患者情報〉 43歳男性、身長186 ㎝、体重72.3 ㎏（当院転院
時）、急性大動脈解離（Stanford分類B）、入院前ADLは全
自立。突然の胸背部痛を自覚し搬送、CTにて左鎖骨下～両
総腸骨にかけて解離伸展あり。左総頚動脈、左鎖骨下動脈入
口部にステントグラフトを挿入し、左総頚動脈～左鎖骨下動
脈へ人工血管バイパス術を施行された。また小腸2/3と胆囊
が壊死したため小腸切除術および胆囊摘出術を行い、人工肛
門増設、肝臓へは脾動脈～固有肝動脈にバイパス術が施行さ
れた。第6病日よりリハビリ開始された。短腸症候群に対し
て右鎖骨下静脈にポート挿入し、高カロリー輸液行われ、第
88病日目CTにて左鎖骨下動脈周辺に偽腔径拡大あり破裂
予防目的にコイル塞栓術、120病日、134病日にもコイル塞
栓術施行された。その後CTで胸部下行大動脈に認めていた
偽腔への血流は消失した。第180病日にリハビリ目的で当院
へ転院、収縮期血圧（SBP）120 ㎜Hg以下指示のもと理学療
法開始となった。初診時、ベッド上胡坐座位でSBP60 ㎜Hg、
心拍数（PR）95bpm、橈骨動脈拍動消失、めまい出現、起立
性低血圧症状が著明であった。
【説明と同意】 本人・家人に対して、報告の同意を得て行った。
【結果】 
〈治療経過〉 医師、薬剤師と相談の上、降圧剤を減量しめま
いは軽減したが運動時の SBP低下、PR上昇が見られた。
ベッド上でのエルゴメーター、短距離歩行でのインターバル
トレーニングと有酸素運動中心に実施し、安静時・運動時
PR減少、運動時SBP維持が可能となった。開始30日目に
平行棒内歩行、58日目には点棒把持で20 m歩行、148日目
には6分間歩行試験で520 m歩行可能となった。また体組成
の経過は開始70日目、162日目で体重81→82.9 ㎏、脂肪量
25.4→20.3 ㎏筋肉量52.6→59.4 ㎏と改善した。第360病日
に自宅退院となり、退院前CTでは左鎖骨下動脈の偽腔径は
縮小していた。
【考察】 血圧上昇は解離腔の拡大や伸展を生じる危険性があ
るため、大動脈解離後の血圧管理は極めて重要である。本症
例では、降圧剤と廃用症候群の影響と考える運動時SBP低
下、PR上昇がみられ医師、薬剤師と連携しリスク管理に努
めた。運動負荷では体組成にて筋肉量、脂肪量の変化を確認
し栄養士と連携しながら決定した。近年、大動脈疾患の進行
や悪化を予防するための食事指導や運動、生活指導を含めた
包括的リハビリが必要になっている。多職種協同で患者の変
化を数値化し、効果を示すことで患者の退院に対する意欲を
失わずに介入し続けられた症例であったと考える。

O-60 急性 B型大動脈解離、小腸切除に対し 
循環リスク、栄養面で多職種で介入し 
退院まで1年要した一症例

キーワード：大動脈解離、心臓リハビリテーション、栄養管理

一般口述13　［ 内部障害系 ］

○秋山 歩夢1）、辻村 康彦1）、平松 哲夫1）、 
三川 浩太郎1, 2）

1）平松内科・呼吸器内科 小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック、 
2）中部学院大学 看護リハビリテーション学部

【はじめに】 慢性呼吸器疾患における身体活動量は予後予測
因子として重要視されており、身体活動量の向上が呼吸リハ
ビリテーション（呼吸リハ）の新たな治療目標となっている。
呼吸リハで実施される筋力増強トレーニングやエルゴメー
ターを使用した有酸素トレーニングなどは筋力や運動耐容能
の向上に有効ではあるが、そのような運動療法が日常生活の
身体活動量の向上に繋がるかどうかは明確ではない。そこで
本研究は身体活動量に影響する因子を明らかにするため、当
クリニックに通院中の慢性呼吸器疾患患者の膝伸展筋力と6
分間歩行距離（6MWD）及び身体活動量との関係を調査した
【対象及び方法】 対象は当院に外来通院中の60歳以上の慢性
呼吸器疾患患者32名（平均年齢：71.9±6.4歳、男性：21名、
女性：11名、BMI：21.9±3.1、mMRC：1.4）。疾患内訳は
COPD：20名、気管支喘息：10名、非結核性抗酸菌症：2名。
調査期間は2015年3～5月、測定項目は膝伸展筋力、
6MWD、身体活動量とした。膝伸展筋力はハンドヘルドダ
イナモメーターを使用して加藤らの方法に準じて測定し、得
られたデータは体重比百分率（%㎏f）に換算し用いた。身体
活動量は対象者に2週間以上加速度センサー付き歩数計を装
着し、得られたデータの中から連続する7日間の平均歩数を
算出し、1日の身体活動量とした。検討内容は膝伸展筋力と
6MWD、身体活動量との関係を明らかにするためにピアソ
ンの相関分析を用いて解析した。
【倫理的配慮・説明と同意】 本研究実施にあたって対象者に
は十分に説明し、データ使用に関する同意を得た。
【結果】 対象者32名の平均膝伸展筋力（%㎏f）：53.2±
15.3%、1日の平均歩数：6310±2555歩、身体活動量の運動
負荷レベル割合は低強度：80.5%、中等度：18.2%、高強度：
1.3%、平均6MWD：457.1±72.9 mであった。
　膝伸展筋力と6MWD（r=0.42, p ＜0.05）、6MWDと身体
活動量（r=0.37, p ＜0.05）との間には有意な正の相関を認め
た。膝伸展筋力と身体活動量は相関しなかった（r=0.23, 
p=0.21）。
【考察】 本研究の結果から、膝伸展筋力と6MWD, 6MWD
と身体活動量は相関していた。6分間歩行テストが最大歩行
能力を評価するテストである以上、膝伸展筋力が強い方が有
利であり、結果は従来の報告と同様であった。また、身体活
動を長く継続するためには歩行能力が高い方が有利である。
先行研究においても6MWDと活動能力との関連が報告され
ている。一方、膝伸展筋力と身体活動量は相関しなかった。
これは今回の活動強度の大半が低強度であったこと、対象者
が歩行に必要な最低筋力以上の膝伸展筋力を有していたこと
が理由として考えられた。
　本研究の結果、呼吸リハによる筋力向上効果を歩行能力な
どの身体能力に結びつけることで身体活動量の向上効果が得
られると考えられた。また、呼吸リハにより高強度の活動が
増加した場合、膝伸展筋力と関連するのかは明らかにはなっ
ておらず、今後の検討が必要である。

O-61 慢性呼吸器疾患患者における膝伸展筋力
と6分間歩行距離及び身体活動量との 
関係

キーワード：膝伸展筋力、6分間歩行距離、身体活動量
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○坪井 優作、酒井 謙司、宮嵜 友和
医療法人桂名会 木村病院

【目的】 臨床において、訓練の一環として筋出力の賦活を行
うために様々な方法が導入されており、有用性を検討した先
行研究が見られる。その方法のひとつとして、弾性包帯を用
いた筋への圧迫刺激による筋出力の賦活があり、当院でも使
用されることが多々見られるが、症例によって効果に対する
様々な意見が聞かれる。今回、弾性包帯を用い、大腿四頭筋
への圧迫刺激を行うことで、膝伸展出力の向上が認められる
かを検討した。
【対象】 当院リハビリテーション部職員のうち既往に膝関節
疾患を持つ者、測定時に膝痛を訴えたものを除いた39名を
対象に行った。（男：19名27.3±4.6歳　女：20名26.1±
5.1歳）
【方法】 レッグエクステンションはミナト医科学株式会社の
ウェルトニックWT-L02を使用。
　検査側は右下肢とした。検査肢位は包括的高齢者運動ト
レーニングに基づいて行い、等尺性収縮力を各2回計測し、
高値を使用した。弾性包帯の圧迫部位は膝蓋骨上端から大腿
近位2/3までとした。
　1日目に通常の測定方法で計測した値をA値、2日目に大
腿部に弾性包帯を巻いて測定した値をB値、3日目に再度通
常の測定方法で計測した値をA’値とした。
　検定には StatViewVersion5.0を用い、A、B、A’ の値を
対応のある t検定にて比較し、有意水準を5%未満とした。
【倫理的配慮・説明と同意】 対象者に対し、測定時に十分な
説明を行った上、同意を得た。
【結果】 平均差、t値、p値の順に記載。＊= p＜0.05
　A. B（-1.256、-2.094、0.0430＊）
　A. A’（0.179、0.410、0,6840）
　B. A’（1.436、2.931、0.0057＊）
【考察】 今回の結果から、弾性包帯による筋圧迫刺激が膝関
節伸展筋力の賦活に有用であることが示唆された。文献より、
筋圧迫刺激により筋が伸張され、収縮力の補助になる効果が
推察されており、今回の結果も同様の結果が得られたと考え
られる。しかし、測定者のうちA値に比べB値が低値を示
した者もおり、「出力しにくかった」との意見が聞かれた。
このことにより、弾性包帯による筋圧迫刺激は全ての者に適
応ではく、適切な評価を基に行う必要があると考えられた。
今後は、客観的指標による適応の有無の調査を継続的に行っ
てゆきたい。

P-01 大腿四頭筋への圧迫刺激が筋出力に 
及ぼす影響

キーワード：レッグエクステンション、圧迫刺激、大腿四頭筋

ポスター1　［ 運動器系 ］

○松尾 英明1）、北出 一平1）、成瀬 廣亮1）、高山 マミ1）、
久保田 雅史1）、嶋田 誠一郎1）、杉田 大輔2）、 
根来 航平2）、小久保 安朗2）、内田 研造2）

1）福井大学医学部附属病院リハビリテーション部、 
2）福井大学医学部器官制御医学講座整形外科学領域

【目的】 人工股関節置換術（Total Hip Arthroplasty：
THA）後の股関節外転筋力は、歩行能力やADL能力の改善
のための重要な因子の一つであり、術後の理学療法において
積極的な筋力強化運動の対象となる。術前の評価や術直後の
単純X線画像から、術後の外転筋力の回復を予測する事は、
術後のリハビリテーションプログラムや目標の設定を行う上
で有用な情報になると考えられる。そこで本研究の目的は、
術後の外転筋力と身体的特性、術前外転筋力および術後の単
純X線画像で評価できるパラメーターの間の関連性ならび
に影響度を調査し、術後の外転筋力を予測する因子を検索す
る事とした。
【方法】 対象は2012年8月から2015年4月までに変形性股
関節症に対して、初回THAを施行された42例46股（男性5
例、女性37例、平均年齢66.1±10.6歳）であった。術前と
術後3週時に股関節外転筋力を評価した。股関節外転筋力の
評価は、Hand Held Dynamometer（μTasF-1、アニマ社
製）を使用し、背臥位にてセンサー部を膝関節外側上顆に当
て、股関節外転0°にて等尺性最大筋力を3回測定した最大
値を抽出した。股関節外転筋力は、計測した大腿長を乗じて
関節トルクとし、それを体重で正規化（Nm/㎏）した。単純
X線評価は、術直後の両股関節の正面像を使用し、先行研究
を参考に大腿骨頭中心から大腿骨骨軸間の距離である
Femoral off set（FO）、両側の涙痕を結ぶ線と術側の涙痕で
直交する線に大腿骨頭中心から下ろした垂線の距離である
Cup off set（CO）、FOとCOを加えたHip off set（HO）、大
腿骨頭中心から大腿骨小転子の高さに下ろした線の距離であ
るLeg length（LL）を計測した。解析には Spearman の順
位相関係数を用い、術後3週時の股関節外転筋力と年齢、身
長、体重、BMI、術前外転筋力、FO、CO、HO、LLとの
間の関連性をそれぞれ検討した。さらに、それぞれの関連性
を検索するために従属変数を術後3週時の股関節外転筋力と
して、重回帰分析（ステップワイズ法）を行い、有意水準を
5%とした。
【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に沿っ
た研究であり、対象者には研究の主旨を十分に説明し、同意
を得た。
【結果】 術後3週時の外転筋力と術前外転筋力、HO、LLの
間にはそれぞれ有意な正の相関関係を認め、その他の項目で
は関連性を認めなかった。有意な相関関係を認めた項目をス
テップワイズ法重回帰分析の独立変数として投入すると、術
前外転筋力とHOが術後3週時の外転筋力に影響する要因と
して選択された（R=0.66、p＜0.01）。
【考察】 本研究では、術前外転筋力と術後の単純X線画像で
計測できるHOから術後3週時の外転筋力を予測できる可能
性が示唆された。HOは、THA後における外転筋のレバー
アームとCupの位置を反映した値であり、THA後の股関
節外転筋の力学的な特性を反映していると推察され、術後の
外転筋力と関連性を認めたのではないかと考えられた。

P-02 人工股関節全置換術後患者における術後
の股関節外転筋力を予測する因子の検索

キーワード：人工股関節置換術、股関節外転筋力、単純 X 線画像



148　第31回東海北陸理学療法学術大会／石川

ポ
ス
タ
ー

第
2
日
目

○川端 友樹
伊賀市立上野総合市民病院 リハビリテーション課

【目的】 血液透析（以下HD）患者の身体活動量は健常人に比
べて低下していると言われている。また、週3回のHD治療
にかかる時間的制約、易疲労性や合併症の出現、加齢などに
より、さらなる身体活動量の低下を引き起こす悪循環に陥り、
ADLやQOLの低下を招く。本研究の目的はHD患者の身
体活動量を調査し、1年後の身体活動量の変化および透析日、
非透析日の身体活動量の実態を明らかにすることである。
【方法】 対象は、歩行での通院が自立している外来HD患者
27例（男性22例、女性5例、平均年齢64.9±7.7歳、平均
HD期間13.1±9.5年）とした。身体活動量の評価には、加
速度計付歩数計（ライフコーダGS、スズケン社製）を用いた。
装着期間は1週間（透析日2日・非透析日4日、合計期間6日
間）とし、1年後同時期に再調査した。筋蛋白量の測定には
In Body S10（バイオメット社製）を使用し、血液データは
カルテより後方視的に調査した。1年後の平均歩数を上昇群
と下降群に分け、2群間の各項目の統計処理には2標本 t検
定、Welch の補正による2標本 t検定、Mann-Whitney の
U検定を用い、有意水準を5%未満とした。
【倫理的配慮・説明と同意】 対象者に、本研究の目的を十分
に説明し、途中の辞退や協力しない場合でも、通常受けてい
る治療上不利益を被ることがないことを説明し、同意を得た。
【結果】 対象者全体の透析日（初回：1年後）/非透析日（初
回：1年後）の平均歩数は、3,963±3,280歩：3,446±3,056
歩 /5,208±4,800歩：4,956±3,935歩であった。年代性別
の透析日（初回：1年後）/非透析日（初回：1年後）の平均歩
数は60歳代男性（13名）で4,328±3,144歩：3,873±3,275
歩 /4,658±2,908歩：4,682±3,008歩、70歳代男性（6名）
で2,197±1,394歩：1,735±1,268歩 /3,604±3,670歩：
3,905±3,131歩、60歳 代 女 性（5名）で5,537±4,992歩：
4,295±4,026歩 /7,234±9,051歩：5,800±5,799歩であっ
た。同年代同姓健常者について、平成24年厚生労働省国民
健康栄養調査の結果と比較すると、60歳代男性では初回、1
年後は62.3%、60.3%、70歳代男性では初回、1年後とも
61.2%と低下していた。60歳代女性では初回100.4%、1年
後は79.4%と低下傾向を示した。1年後の平均歩数の上昇群
（13名）と下降群（14名）に分けて統計処理した結果、初回、
1年後とも年齢、BMI、HD歴、Hb、Alb、CRP、筋蛋白量
に有意な差はなかった。
【考察】 今回の結果より先行研究や文献が示す通り、HD患
者の身体活動量は低下していた。他要因により一概には言え
ないが、1年後の1日平均歩数は上昇群と下降群は半数ずつ
で、全体としての平均歩数は微減していた。ほとんどのHD
患者で非透析日の方が平均歩数は多かったが、初回、1年後
とも透析日の方が非透析日より平均歩数が多い患者が4名い
た。内容は透析日に病院まで歩いて通院していた方と元々低
活動量でHDを受ける通院自体が身体活動量の増加に繋がっ
ていた方であった。

P-86 血液透析患者の身体活動量の実態調査
1年後の身体活動量の変化について

キーワード：血液透析、身体活動量、透析日・非透析日

ポスター13　［ 内部障害系 ］

○谷 拓也1）、上村 晃寛1）、大森 裕介1）、高橋 一臣2）

1）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、 
2）豊橋市民病院 呼吸器内科

【目的】 肺膿瘍患者の体位ドレナージには状態悪化を招かな
いための注意が必要であり、急性期呼吸器疾患患者において
体位ドレナージ、早期モビライゼーションを実施することが、
退院時のADL改善に影響すると言われている。病状に合わ
せた体位ドレナージ、当院の基準に従った早期モビライゼー
ションを実施したことで安全に理学療法（以下PT）を行い
退院時ADLの改善につながった症例を経験したため若干の
考察を加え報告する。
【倫理的配慮・説明と同意】 症例患者には本学会に発表する
にあたり書面にて説明し同意を得た。
【症例】 症例は26歳男性、身長162 ㎝、体重49.8 ㎏、入院前
Barthel index（以下BI）100点。入院4日前より発熱があり、
前日呼吸困難感あり近医受診、第1病日呼吸困難感持続し酸
素化不良で当院ER受診し肺炎球菌肺炎にて当院呼吸器内科
入院、第2病日挿管・人工呼吸器装着、第5病日PT依頼あ
り体位ドレナージ開始、第11病日モビライゼーション開始、
第12病日抜管・人工呼吸器離脱、第13病日一般床転床、第
27病日自宅退院。当院ER受診時は SpO2 90%（酸素5L）、
収縮期血圧50 ㎜Hg台（NA使用）、心拍数157bpm、呼吸数
30/ 分、CRP44.24 ㎎/dL、SOFA スコア9点、APACHE2
スコア15点、左下葉に肺炎と肺膿瘍がみられた。PT開始
時はGCS E3VtM6、RASS-2、CPOT0、血圧132/69 ㎜Hg、
心拍数87bpm、SpO2 95%、人工呼吸器はBIPAPモード、
FIO2 0.4, PEEP8 ㎝H2O, PS8 ㎝H2Oで設定、呼吸数37/
min、TV100～350 mL、MV10L/min、P/Fratio239、聴診
で左肺呼吸音減弱を聴取、淡血色、漿液性の痰が多量にみら
れ、BI0点であった。痰が多量に吹き出すため、反対側への
流入に注意しながら、より軽症であった右肺を活かすために
左側臥位を中心に体位ドレナージより開始した。第11病日
には当院モビライゼーション開始基準を満たし呼吸循環動態
に合わせて段階的に進め、第18病日に独歩を開始した。退
院時は意識清明、聴診で左肺の呼吸音減弱を認め、努力様呼
吸はみられず、MMTは両股関節屈曲5、膝関節伸展5、足
関節背屈5、500 m以上連続自立歩行可能、運動後は心拍数
110bpm、SpO2 97%（室内気）、息切れ、呼吸困難感は認め
なかった。BI100点まで改善、CT画像上で一部壊死組織は
残存するも肺膿瘍は改善がみられた。
【考察】 野田らは肺膿瘍患者では細菌を健康な肺組織に散布
しないような注意が必要であると述べており、本症例は健康
な部位へ肺炎、肺膿瘍を拡大し呼吸状態を悪化させることな
く実施できた。また杉本らは早期モビライゼーションの実施
により、退院時のADL改善、ICU在室日数の減少傾向が見
られると述べており、本症例においては退院時BIが100点
へ改善、HCU在室日数は12日であった。高橋らは急性期呼
吸器疾患のPTにおけるリスク管理において低酸素血症、高
炭酸ガス血症、循環動態の管理の重要性を述べており、本症
例は当院モビライゼーション開始基準に基づき呼吸、循環動
態に合わせて安全に実施できたと考える。

P-87 体位ドレナージ、早期モビライゼーショ
ンが有効であった肺炎球菌肺炎に伴う 
肺膿瘍の一症例

キーワード：肺膿瘍、体位ドレナージ、早期モビライゼーション
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