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【 はじめに 】高齢大腿切断者では、合併症や身体機能低下
の問題から義足歩行は困難であり、車いす主体の生活が予
測されることから、義足処方に当てはまらないケースがみ
られる。また、視覚障害を有する大腿切断者の歩行予後に
関する報告は少ない。今回、左眼の明暗がわずかにわかる
光覚弁の方に義足や歩行練習の方法を工夫することで、複
数の合併症があったものの退院後の生活で大腿義足歩行が
可能となった症例を経験したため報告したい。
【 症例紹介 】60 歳代後半男性。20 年前に糖尿病性網膜症に
より視覚障害 2 級光覚弁となった。今回、第 4 趾壊疽から
蜂窩織炎、右足壊疽、二次感染となり、右大腿切断に至っ
た。循環器、内部疾患など複数の合併症あり。病前は、介
護ヘルパーの片手を持って歩行でプール利用、バス観光を
するなど社会参加の多い生活だった。術後 14 日目に回復
期リハビリテーション病棟へ転院。
【 経過 】理学療法は、本人から義足歩行にて病前のような
外出機会を得たいという強い要望があったため、義足装着
能力、介助歩行、階段昇降能力の獲得を目標に実施した。
断端長 24㎝、右股関節伸展制限あり。健側足部に痺れ感
あり。基本動作能力は、入院時より起居移乗動作自立、座
位保持可能。入院 4 週目に義足採型、翌週に納品。義足の
タイプは、四辺形ソケット・膝継手固定式の骨盤ベルト大
腿義足だった。手の触覚で装着しやすいように骨盤ベルト
に工夫をし、退院時にはベッドサイド立位で装着が可能と
なった。歩行は、平行棒内から開始した。懐中電灯の光を
用いて方向を誘導し、見守りで歩けるような環境設定で歩
行器歩行を行った。入院 8 週目には義足にて歩行器歩行が
連続 80 m 可能となった。入院 11 週目には、片松葉杖 + 片
手引き歩行を開始した。左下肢痛のため、屋内の連続歩行
距離は最長 100 m、屋外は連続 80 m だった。義足作製直
後から階段練習を開始し、片手すり + 片手引きにて 2 足 1
段で昇降可能となった。入院時 MMT は健側下肢 2 ～ 3、
患側下肢 2、退院時は健側下肢 4、患側下肢 3。HDS-R30
点。FAC は入院時 0 点、退院時 2 点。退院時は義足でフ
リーハンド立位保持が 2 分可能となった。入院 17 週目に
自宅退院された。退院後は、自宅内は車椅子で移動して外
出時に義足を装着し、介助下で自宅前階段昇降や通院先の
病院内を介助歩行されている。
【 考察 】本症例は高齢で光覚弁があり合併症に複数の疾患
がみられたが、認知機能が良好でベッド周辺の動作が自立
されており、断端の状態も良好で、早期から義足装着練習、
介助歩行練習、階段昇降練習が可能であった。また、入院
初期より下肢筋力が残存していたことや、恐怖心を強めな
い歩行補助具や光、歩行距離など課題設定を工夫すること
で、病前の歩行能力に近い状態まで獲得できたと考える。
【 倫理的配慮、説明と同意 】情報収集は、入院時に主治医
から本人に口頭で説明を行い、同意を得た。本症例報告は
当院の倫理委員会で承認されている。

【 目的 】音楽を流すことで運動療法における不整脈や突然
死のリスクを減少し、安全かつより積極的な運動療法を行
うことを目的とし、本研究では運動後の音楽聴取による脈
拍回復時間の男女差について検証した。
【 対象と方法 】対象は心疾患や不整脈の既往がない健常成
人 男 性 10 名（年 齢 21.1 ± 0.45 歳）
、 女 性 10 名（年 齢 21.1
± 0.5 歳）とした。なお、本研究は広島都市学園大学倫理
審査委員会の承認を得た。
（承認番号 2017008 号）
被験者にはエルゴメーター
（酒井医療製エアロバイク
75XLⅢ）上、座位にて 1 分間安静後、カルボーネン法に
基づき、40% の負荷（AT 以下）で運動を行い、その後音
楽（好みの音楽、またはクラシック音楽）を聴取した。そ
のときの、脈拍回復時間（安静時脈拍の値に戻る時間）を
比較した。
統計解析には、安静時脈拍と音楽のテンポとの相関を調
べるために、Pearson の相関係数を用い、好みの音楽とク
ラシック音楽において、脈拍回復時間の有意差を調べるた
め、分散分析（一元配置分散分析法）を用いて検討した。
また、2 種の音楽聴取後の反応に性差があるのか調べるた
め、X2 独立性の検定（2 × 2 分割表）を用いて検討した。
統計処理には Windows Excel2013 を使用し、有意水準を
5% とした。
【 結果 】安静時脈拍と音楽のテンポとの相関や、好みの音
楽とクラシック音楽の脈拍回復時間の有意差は認められな
かった。2 種類の音楽聴取後の反応では、好みの音楽とク
ラシック音楽聴取時の反応に男女間の有意差（X2 = 5.05；
p = 0.025；φ = 0.503）が認められ、男性は運動後、クラ
シック音楽を聴取した方が脈拍回復時間は速く、女性では
好みの音楽を聴取した方が脈拍回復時間は速かった。
【 考察 】運動後に好みの音楽を聴取することで脈拍回復時
間が速くなった群では、副交感神経が活性化し、脈拍回復
時間が速くなったのではないかと考える。男女差の要因と
しては、好みの音楽が歌詞付きであったことが理由として
考えられる。脳梁膨大には左右の半球を連絡する神経線維
が通っており、聴覚情報や言語情報を交換している。女性
の方が脳梁膨大の神経線維の数が多い、髄鞘形成が良好、
あるいはその両方の可能性（新井：2004）が指摘されてい
る。また、前交連にも男女差がみられ、女性の方が有意に
太い（Allen, et al：1991）
。前交連は情動反応に関連して
おり、情報交換の度合いが多いため、女性が男性に比べて
情緒的に細やかである（新井：2004）
。これらのことから、
女性は言語理解能力が高く、情緒的な表現に敏感であるた
め、歌詞付きの好みの音楽を運動後に聴取したことで、よ
りリラックスした状態になり、脈拍回復時間が速くなった
のではないかと考える。
以上より、男性の多い運動教室ではクラシック音楽を、
女性の多い運動教室では歌詞付きの好みの音楽を流すこと
で、脈拍において不整脈や突然死のリスクを減少し、安全
かつより積極的な運動療法を行えるのではないかと考える。
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転倒・転落アセスメントシートを作成して
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【 目的 】当院での転倒・転落発生率は年々増加傾向にあり、
2016 年度の転倒・転落件数が 307 件（月平均 25.58 件）で
あった。そこで、転倒・転落発生件数を減少させるべく、
看護師と共同で取り組んだので報告する。
【 方法 】2016 年度までは、転倒・転落評価を看護師のみで
評価し、危険度をⅠ～Ⅲに分類し、行動が危険な場合にセ
ンサーマットや体動センサー等の離床センサーを使用して
いた。2017 年度においては、新たに① 転倒・転落アセス
メントシート ②転倒・転落防止対策チェックシート ③転
倒・転落防止対策一覧表を作成した。入院時に、①を用い、
機能・認知状態を評価し、A ～ G のプランに分類し、各
プラン毎にセンサー装着等の防止対策が表記された③ を
もとに対策を実施した。それらの評価を療法士も同様に行
い、看護師の評価と相互に確認し、共有し合う体制にした。
また、分類された A ～ G までのプランを②に表記し、③
とともにベッドサイドに設置し、看護師が各勤務でチェッ
ク、または療法士がベッドサイドでリハビリを実施した際
に、患者の状態に合ったプランになっているかを日頃より
注意し合うようにした。対象は、2017 年 11 月～ 2018 年 1
月までの 3 ヶ月間に当院に入院となった 2,491 名（男性
1,449 名、女性 1,042 名、平均年齢 68.2 ± 20.4 歳）
、前年
同月に当院に当院に入院となった 2,359 名（男性 1,347 名、
女性 1,012 名、平均年齢 69.0 ± 20.4 歳）とした。また、上
記評価とは別に、転倒・転落評価に対して、多職種と連携
できているか否かのアンケートを転倒・転落アセスメント
シートの作成前後でとり、結果を比較した。結果に対して
統計学的処理を行い、有意水準 5% 未満とした。
【 結果 】上記の対策に対して、2017 年 11 月～ 2018 年 1 月
の転倒・転落発生件数を前年同月と比較した。2017 年 11
月～ 2018 年 1 月までの転倒・転落発生件数は 58 件、前年
同月では 87 件であり、有意に減少した。また、他職種と
連携できているかアンケートをとった結果、対策シート作
成前は「はい」が 148 名中 13 名（9%）であったのに対して、
対策シート作成後は 148 名中 35 名（24%）となり、有意な
改善を認めた。
【 考察 】転倒・転落アセスメントシートを用いて評価する
ことによって、プラン毎に明確な対策が可能となったこと
が、転倒・転落発生件数が減少した一因であると考える。
また、他職種連携ができている割合が増加し、看護師・療
法士が転倒・転落に対して相互に注意喚起できてきたこと
も、転倒・転落発生件数減少の一因であると考える。しか
し、その割合が 24% であり、まだまだ不十分な部分もあ
るため、今後も十分な連携をとって、さらなる転倒・転落
件数の減少に努めることが、今後の課題である。

【 はじめに 】特別支援学校の児童及び卒業生が、地域にお
いてスポーツ活動に参加できる機会は十分ではなく、継続
的にスポーツ活動を実施するのが困難な状況である。今回、
鳥取県の委託事業において特別支援学校の児童及び卒業生
を対象にした「皆生スポーツ広場」の運営に関わったこ
とで感じた理学療法士の役割について報告する。
【 障害者のスポーツ実施状況と課題 】特別支援学校卒業後
のスポーツ活動の場は、在学中に比べ運動機会が少ない。
成人障害者のスポーツ実施状況は、週 1 回以上スポーツを
行っている割合は 18.2% であり、一般成人の 47.5% と比
べても低く、体力低下による仕事への影響や生活習慣病、
二次障害が懸念される。これらを予防するためにも障害者
がスポーツを行うことは重要である。鳥取県米子市にある
メディカルフィットネスセンター CHAX（以下 CHAX）
は理学療法士を配置しているメディカルフィットネスであ
り、障がい者の健康増進やスポーツ参加、競技能力向上等、
障害特性に合わせたトレーニング指導を行っている。しか
し、移動や環境面等の問題で CHAX や地域の運動施設に
通えない障害者も少なくない。そんな中、H28 年度から
鳥取県の委託事業として、通い慣れた特別支援学校体育館
を使用し特別支援学校の児童及び卒業生がスポーツを楽し
む「皆生スポーツ広場」を開催した。
【 活動内容 】皆生スポーツ広場は、鳥取県立皆生養護学校
体育館を使用し毎月 1 回、土曜日の午前に 2 時間半、理学
療法士によるストレッチ指導、レクリエーションや障害者
スポーツを実施。参加費は無料。
【 活動期間 】H28 年 7 月～ 3 月、H29 年 7 月～ 2 月（計 17 回）
【 成果 】H28 ～ 29 年度の障害者参加数は 1 回 7 人程度、計
122 人であった。通い慣れた施設を使う事で交通手段の把
握、トイレや空調設備などの環境面でも安心して重度障害
者が参加することができた。様々な障害者スポーツを体験
し興味を持つことで、H29 年鳥取県障害者スポーツ大会
の陸上競技に 9 人が参加（初出場 4 人）し、内 3 人が全国障
害者スポーツ大会に出場した。また、地域のボッチャチー
ムに所属し全国大会を目指す参加者も 3 人、さらに、障害
者が指導者として参加し後輩を指導するなど活動の幅が広
がっている。活動を通じ、障害特性に合わせたプログラム
の立案や指導に合わせ、障害者の可能性を引き出し、地域
での活躍の場を提供していくことも理学療法士の役割であ
ると感じる。
【 課題 】皆生スポーツ広場は、県の委託事業として実施で
きたが、収益事業として独自で活動を継続するためには課
題が多い。しかし、参加者からは今回のような活動の場を
増やして欲しいとの声も多く聞かれ、地域での活動の場が
求められている。そのためにも理学療法士が病院から出て
地域で何ができるかを探し、必要性を行政に伝え連携して
いくことが重要ではないかと考える。
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【 はじめに 】腰痛を生じている症例は多く、疼痛が長期化
している症例が少なくない。腰痛が原因で日常生活に支障
をきたし、動作や仕事にも影響を及ぼす。また腰痛による
姿勢・動作の変化により他部位への影響をもたらす。今回、
長期にわたり腰部痛を生じている症例が、その後に頚部
痛・足部痛を生じ来院された患者に対しマッケンジー法・
足底板療法を施行し、疼痛の改善に至った症例を経験した
のでここに報告する。
【 症例 】60 代女性。診断名：腰椎椎間板症 アキレス腱周
囲炎 頚椎椎間板症。
腰部痛は 10 年以上前、頚部痛は 2 ～ 3 年前、アキレス腱
周囲炎は半年前より出現。
2 か月前に腰部痛、アキレス腱周囲の痛みの増強により
当院受診され運動療法処方。
介護職をしており腰部痛・頚部痛は仕事中に増強するこ
と多い。特に介助動作で疼痛増強する。仕事後は疼痛増強
した状態である。右アキレス腱周囲の痛みは歩行時の立脚
期に誘発されることと、坐位で右の脚を組んで靴下を履く
際に痛みあり。
圧痛：右長母趾屈筋の停止部に強く、走行にかけて痛み
誘発する。右膝外側から腸脛靭帯にかけて痛みあり。
【 介入 】1 ～ 2 週に 1 回の来院による運動療法実施。運動療
法開始時に入谷式足底板の直接的評価を行い足底板挿入。
数回の来院により足底板完成後にマッケンジー法にて腰
部・頚部への運動療法実施。来院時に症状のチェックによ
り体操・強度の変更、疼痛誘発動作の確認や生活動作の指
導によるフォローを行う。
【 結果 】足底板挿入により仕事中に靴を履いている状態で
は歩行時痛は徐々に軽減。腰部痛・頚部痛ともに減少し、
2 ヶ月経過後には頚部痛は消失。腰部痛は軽減。脚を組ん
でのアキレス腱周囲の痛みの消失。仕事後の靴を脱いだ際
の痛み消失。3 ヶ月後には他の靴でも痛み無く、仕事終了
まで下肢痛は出現せず。腰部痛は体操を反復することによ
り仕事中も疼痛の誘発を起こさなくなっている。
【 考察 】足底板療法による無意識下での動作のコントロー
ルを行うことで動作による足部からのメカニカルストレス
が軽減し、仕事中の足部痛は徐々に軽減されたと考える。
腰部痛・頚部痛においては仕事中の姿勢や動作による過度
の負荷によるものの原因が強く、運動による整復と、疼痛
誘発動作をコントロールすることで疼痛発生頻度の軽減と
緩和に繋がったものと考える。重要なことは自身が主体的
に疼痛を改善するように取り組むことである。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本報告にあたり、対象者には
研究の趣旨を口頭で説明し同意を得た。

【 目的 】認知症高齢者では食物の認識、食事への意欲、咀
嚼嚥下機能が低下することにより栄養不良となり認知およ
び身体機能に影響を与える危険性がある。本研究では口腔
内状態、腹囲、下腿周径、身体組成、ADL、バランス機
能を指標として相互の関連性をみる事により、認知症高齢
者の原因疾患により上記指標の関連性に差がみられるかを
検討した。
【 方法 】対象は介護老人保健施設入所の認知症高齢者 39 名
（男性 11 名、女性 28 名、年齢 84.7 ± 6.7 歳、アルツハイ
マー型認知症 30 名、脳血管性認知症 9 名）である。測定期
間は 2017 年 8 月 31 日～ 2018 年 3 月 1 日である。咬合力と
してオクルーザルフォースメーター GM10（ 長野計器製）
、
口腔内の湿潤度の計測として口腔水分計ムーカス（ヨシダ
製）を用いた。ADL は Barthel Index（BI）
、バランス機
能は Berg Balance Scale（ BBS）
、身体組成は体内脂肪計
（タニタ製 TBF-310）を使用し、巻尺で腹囲、下腿最大周
径を測定した。なお認知機能検査として Mini Mental
State Examination（MMSE）
、長谷川式簡易知能評価ス
ケール（HDS-R）を用い 0 点の者は対象から除外し、指示
が理解できた対象者について測定した。統計分析として、
スピアマンの相関およびピアソンの相関分析を用い有意水
準を 5% とした。
【 説明と同意、倫理的配慮 】全ての対象者に研究の内容、
目的について説明を行い、書面で同意を得た後に研究を開
始した。測定の際は、対象者の安全の確保、身体的負担の
軽減について十分考慮した上で行った。なお、本研究は広
島都市学園大学、医療法人ピーアイエーの倫理委員会にて
承認を得た。
【 結果 】対象者のうちアルツハイマー型認知症の HDS-R
は 3 ～ 26 点（中央値 12、最頻値 12）
、MMSE は 5 ～ 25 点
（中央値 14、最頻値 17）
、脳血管性認知症の HDS-R は 7
～ 24 点（中央値 10、最頻値 10）
、MMSE は 11 ～ 23 点（中
央値 16、最頻値 11）であった。疾患に関らず除脂肪量と
腹囲（アルツハイマー型認知症 rs = 0.61、脳血管性認知症
rs = 0.86）
、除脂肪量と下腿最大周径（アルツハイマー型認
知症 rs = 0.64、脳血管性認知症 rs = 0.78）に正の相関（ピ
アソンの相関）を認めた。また、アルツハイマー型認知症
で は 除 脂 肪 量 と 咬 合 力（rs = 0.47）
、咬合力と歯の数
（rs = 0.53）に正の相関（ピアソンの相関）
、脳血管性認知症
では口腔水分と BI（ rs = 0.74）
、口腔水分と BBS（rs = 0.80）
に正の相関（スピアマンの相関）を認めた。
【 考察 】疾患に関らず除脂肪量と腹囲、下腿最大周径に相
関が見られたことから、認知症高齢者の骨筋量低下の指標、
栄養状態の指標として腹囲、下腿最大周径は参考となる可
能性が示唆された。また口腔内状態との関連においては、
アルツハイマー病は咬合力、歯の数が、脳血管性認知症は
口腔内水分が機能低下と関連がある事が指摘できる。認知
症高齢者の機能を維持するために、今後さらに対象者数を
増やし身体機能低下の関連性を明らかにしたい。
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体外衝撃波療法の部位別除痛効果
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【 はじめに 】体外衝撃波療法（extracorporeal shock wave
therapy；以下、ESWT）は近年、整形外科領域でも注目
されている。当院でも昨年、体外衝撃波疼痛治療装置を導
入し、Dr. の指示のもと足底腱膜炎、上腕骨外側上顆炎、
上腕骨内側上顆炎などに対する治療を行っている。導入か
ら 1 年が経過し、患者に対して一定の効果が得られている
ことが推察される。そこで ESWT の除痛効果について治
療部位別に比較・検討したので報告する。
【 対象と方法 】2017 年 1 月から 2018 年 2 月までに Dr. の指
示のもと疼痛部位に対して ESWT を 1 週間毎に 3 回継続
して施行した 37 人（踵部：18 人、肘関節外側：15 人、肘
関節内側：4 人）を対象とした。Visual Analog Scale（ 以
下、VAS）を用いて各回の治療前後の疼痛に関して評価・
検討した。
【 統計学的解析 】部位別の VAS の平均値の比較は対応の
ある t 検定を、部位間の VAS の減少値の比較は一元配置
分散分析を用いて行った。
【 倫理的配慮 】本研究は患者プライバシー保護に関する指
針を遵守し、患者の承諾を得て行った。
【 結果 】1 ～ 3 回目、各々の治療後の VAS は優位に低値を
示した（p ＜ 0.01 ～ 0.1）
。3 回継続後の各部位の VAS の
減少値は踵部：3.1 ± 2.8、肘関節外側：2.3 ± 1.3、肘関節
内側：4.8 ± 0.8 であり、治療前と比較して VAS は優位に
低値を示した（p ＜ 0.01）が、部位間の減少値に有意差は
認められなかった。
【 考察 】ESWT の短期的な除痛メカニズムとして自由神経
終末の減少、神経伝達物質の減少などが報告されており、
各回治療後の VAS が優位に低値を示したと考える。また、
除痛効果は数週間継続することから 3 回継続後の VAS が
優位に低値を示したと考える。
踵部、特に足底腱膜炎に対する ESWT の治療効果は先
行研究で広く認められており、難治性足底腱膜炎は唯一の
保険診療適応疾患である。しかし、肘関節疾患については
ESWT が有効であったとの報告がある一方、有効性が認
められないという報告もある。踵部と肘関節における部位
別治療効果の違いに関する報告は見当たらない。本研究で
は各部位とも治療後に VAS が優位に低値を示した。加え
て部位間では VAS の減少値に有意差は認められなかった。
今回の ESWT 使用条件がその部位に最適かどうかは不明
であるため、条件によっては結果が異なる可能性はあるが、
今回の研究では足底腱膜炎と同程度の除痛効果が肘関節疾
患にも認められると考えた。
今回の研究の問題点として除痛効果の判定を VAS のみ
で行ったため評価が不十分な可能性があることである。ま
た、今回は対照群がないため治療部位間の検討にとどまっ
たが、今後対照群との比較により治療部位別での有効性を
比較・検討予定である。
【 結語 】ESWT は踵部だけでなく肘関節疾患に対しても除
痛効果があり、その程度にも差を認めなかった。

【 はじめに 】胸部ステントグラフト内挿術（以下 TEVAR）
後の重篤な合併症として Adamkiewicz 動脈（以下 AKA）
の閉塞や、術中術後の低血圧に伴う脊髄虚血による対麻痺
が報告されている。一般的な対麻痺の予防策として、術前
に AKA を同定し温存あるいは再建、術中術後の血圧維持、
大動脈遮断時間の短縮、脊髄液ドレナージなどが挙げられ
る。しかし、これらによって術後対麻痺を確実、完全に予
防することは困難であり、発症頻度は 8% 程度の症例で発
症している。また、術後対麻痺を合併すれば有効な治療法
は確立されておらず、その回復、予後は不良とされている。
今回急性大動脈解離 stanford B 型（以下 B 型解離）に対
して TEVAR を施行し、対麻痺を合併したが、歩行獲得
が可能であった症例を経験したため以下に報告する。
【 症例紹介 】70 歳代の男性。術前は独歩で歩行が可能であ
り、ADL は全自立。農業に従事されていた。心機能は左
室駆出率 62%、弁膜症なし、不整脈なし、冠動脈有意狭
窄なし。既往歴は高血圧、肺結核。
【 倫理的配慮 】本症例に症例報告の目的と趣旨について説
明を行い、同意を得た。
【 経過 】X 年 Y 月：B 型解離と右総腸骨動脈閉塞に伴う右
下肢虚血に対して、緊急で TEVAR を施行した。術後 1
日目：対麻痺症状と膀胱直腸障害を認め、徒手筋力テスト
（以下 MMT）では L2 より遠位の髄節レベルは 2 であった。
脊髄灌流圧上昇目的に昇圧管理（収縮期血圧 160 ～ 200 ㎜
Hg、平均血圧約 100 ～ 120 ㎜Hg）を開始。術後 3 日目：
MMT（L2 より遠位の髄節レベル）は 3 ～ 4 レベルまで改
善を認め、離床開始。術後 9 日目：対麻痺症状の改善を認
めたため、再解離、偽腔拡大の予防目的に降圧管理を行っ
ていたところ、対麻痺症状の増悪を認めた。MMT（L2 よ
り遠位の髄節レベル）は 2 ～ 3 と筋力低下を認め、再度昇
圧管理（収縮期血圧 160 ㎜Hg、平均血圧 80 ㎜Hg 以上）を
再開。術後 11 日目：対麻痺症状は改善傾向であり、MMT
（L2 より遠位の髄節レベル）は 3 ～ 4 に改善を認めた。術
後 36 日目：収縮期血圧 100 ～ 160 ㎜Hg、平均血圧約 70 ～
90 ㎜Hg で血圧管理を行い、MMT（L2 より遠位の髄節レ
ベル）は 4、歩行は T 字杖にて 200 m 歩行自立、Barthel
Index は 90 点（減点項目：入浴、階段昇降）まで改善を認
めた。術後 39 日目：リハビリ継続目的にて転院となった。
【 考察 】本症例では術後 1 日目より対麻痺症状を認め、発
症早期から脊髄灌流圧上昇目的に昇圧管理を行った。本症
例が歩行獲得に至った一番の要因として、昇圧管理に対し
ての治療反応が良く、脊髄虚血が改善し、MMT の早期改
善が得られたことが考えられる。本症例の理学療法経過か
ら、TEVAR 後に対麻痺を合併した症例において、発症
早期から脊髄虚血が改善し、筋力の改善が得られた症例で
は、歩行獲得が可能となる可能性が示唆された。
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【 はじめに 】過活動による心不全増悪で入退院を繰り返し
ていた慢性心不全患者に対し、在宅での活動量を制限した
生活、運動指導を実施し、再入院期間の延長が図れたが、
再入院時に ADL 低下をきたした症例を経験したため報告
する。
【 症例紹介 】対象は 80 歳代女性。平成 26 年 3 月にうっ血
性心不全の診断にて当院入院。自宅退院後の平成 26 年 4
月から平成 29 年 4 月の間に、心不全の増悪により 5 度の入
退院を繰り返していたため、平成 29 年 4 月より心不全再
発予防を目的に多職種による介入を開始。初期介入時の心
不全状況は NYHA 分類Ⅲ、脳性ナトリウム利尿ペプチド
66.8 pg/㎖、左室駆出率 55%。併存疾患は慢性心房細動。
身体所見に労作時呼吸困難と下腿浮腫を認めた。認知機能
は MMSE28 点。ADL は、Barthel Index（BI）は 100 点
で自立。独居、要介護 1 でサービス利用なし。活動量とし
ては、家事全般、庭の草むしりや買い物が主であった。
【 経過 】理学療法は、H29 年 4 月に病棟での歩行練習より
開始。3 病日には歩行自立となり、12 病日に退院となった。
退院時指導として、Borg scale11 ～ 13 の範囲で運動や生
活を行う、また、毎日の体重測定、浮腫の確認などの心不
全指導を行ったが、退院後 9 日後の 5 月初旬に再入院と
なった。理学療法は歩行練習より開始し、8 病日には歩行
が自立した。29 病日に住宅訪問を行い、自宅内 ADL 動作
の評価と最寄りのコンビニを確認し、距離、道順の選定を
行った。33 病日の退院時には、訪問看護、ヘルパー、福
祉用具レンタルなど、サービスを導入し、屋内生活での活
動量を制限するように指導した。しかし、9 日後の 6 月中
旬に再入院となった。新たに活動量の視覚化を図るため、
院内生活で歩数を計測し、記録を習慣づけた。31 病日より、
運動耐容能向上を目的に監視型運動療法を開始し、リカン
ベント式自転車エルゴメーター 20W を 20 分間実施した。
41 病日の退院時には、運動、生活指導を歩数を指標とし
て 2500 歩 / 日以内で指導した。しかしながら、退院後 10
日後の 8 月中旬に再入院となった。17 病日の退院時に多職
種協議のもと、実際の活動範囲より歩数を少なく提示した。
その後 4 ヶ月間再入院なく経過していたが、12 月に心不全
増悪にて再入院し、移乗動作、歩行動作において不安定性
を認め、BI80 点（減点項目：歩行、移乗、階段昇降、入
浴）と ADL 低下を認めた。
【 考察 】心不全増悪因子による再入院の誘因は患者個々に
より様々で、過活動は全体 3 位の 12% を占めている。過
活動による心不全増悪で再入院を繰り返すため、多職種と
連携しサービス導入、家族協力の強化を図り、1 日の歩数、
歩行距離などを数値化することで活動量を制限し、また日
常生活活動の制限も行った。以上の対策によって、再入院
期間の延長は図れたが、再入院時の ADL 低下を招く結果
となった。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本症例に症例報告の目的と趣
旨について説明を行い、同意を得た。

【 前書き 】臥床による廃用症候群予防の為には可能な限り
離床が必要である。今回、離床時の負荷を見直したことで、
状態が維持された症例を経験した。離床のリスク管理、中
止基準を検討する一助となることを期待し報告する。
【 症例情報 】 本症例は 90 代女性、施設入所中だった。
ADL は車いす介助、臥床傾向だった。腹痛を主訴に当院
受診し、イレウスと診断され、急性期病院へ転院。イレウ
ス解除術を施行され、術後理学療法が開始された。食事摂
取量が十割だったことから積極的な離床を試みたが身体機
能の改善はなく、覚醒度低下等が生じていたと情報があっ
た。当院転院時に血液データ等を基に主治医、看護師とカ
ンファレンスし、端座位等の負荷は控え、バイタルサイン
をみながらのギャッジアップ～リクライニング車いす離床
を開始した。
【 経過 】初期評価時は覚醒不明瞭、基本動作～移乗は全介
助。端座位時に強い腰痛の訴えがあった。下肢可動域低下
があり、著明な浮腫を伴っていた。四肢失調様症状を認め
た。四肢筋力はおおむね MMT2 レベル、体幹 MMT1、
足関節背屈 MMT0 だった。経過途中、脂肪便の下痢症状
が出現した。既往歴等を精査したところ吸収不良症候群の
可能性が示唆された。症状前後は端座位や立位は行わず、
リクライニング車いすで離床し、45°～ 60°座位で上下肢
自動介助運動、発声や唱歌等の認知機能賦活活動を行った。
当初は約 20 分で血圧低下、覚醒度低下や疲労感出現し、
風船キャッチボールも不可能だった。最終評価では失調様
症状の改善、下肢 MMT が部分的に 3 まで改善、握力左
右とも 0 ㎏から右 1.5 ㎏、左 0.5 ㎏となった。また介助下
での端座位 10 分、リクライニング車いす座位が連続 120
分以上可能となり、施設退院となった。
【 考察 】イレウス解除術後の吸収不良症候群を呈した症例
を経験した。侵襲を伴う手術後の症例に対し、栄養状態を
把握しての理学療法介入は重要である。本症例は発症前
Alb3.5 g/㎗と良好だったが術後情報は 1 g/㎗台が継続し
ていた。食思良好にて積極的な離床が進められたが、低
Na 血症、貧血、覚醒度低下などがみられていた。当院転
院後に負荷量を減らした介入を行った。その後 Alb2.4 g/
㎗台へと改善し身体機能の若干の改善を認めたが、ADL
は転院時と同様だった。本症例は食事摂取量、摂取カロ
リーともに十分だったが、吸収不良症候群、異化亢進状態
により栄養状態が改善しにくい状態だったと考えた。しか
し、負荷量を見直したことで、活動レベルの大きな改善は
なかったが身体機能を維持でき、施設復帰できた。高齢者
へ理学療法を行う上で、頻回な採血等を行わない施設等で
は、食事摂取量等で症例の栄養状態を検討することが多い
と考える。既往歴や現病歴を丁寧に調べ、その影響を考慮
することで、より安全かつ効果的な介入ができると考えた。
【 倫理的配慮、説明と同意 】家人に口頭により説明し同意
を得た。また個人情報が分からない配慮を行っている。
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