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【 はじめに、目的 】心臓弁膜症（Valvar Heart Disease：
VHD）による心不全（Heart Failure：HF）は高齢者に多
く再入院率が高い。近年、開胸手術不適応な高齢者に対し
経カテーテル的治療も実施されるが、治療可能な施設は限
定され薬物治療・非薬物治療が中心となる。そこで VHD
が基礎疾患である HF 患者の心血管イベント・全死亡に影
響する要因を抽出する事を目的とし本研究を実施した。
【 方法 】対象は 2013 年 10 月から2016 年 5 月に循環器専門医
により VHD が HF の基礎疾患である事を確認した151 例と
し、Mitral Regurgitation（MR：逆流量≧60 mL/1beat, 逆
、Aortic Regur流率≧50%, 有効逆流弁口面積≧0.40 ㎝2 ）
gitation（AR：逆流量≧60 mL/1beat、逆流率≧50%, 有効
逆流弁口面積≧0.30 ㎝2 ）はⅡ度以上、Aortic Stenosis（ AS：
最高血流速度（m/s）≧4.0, 収縮期平均圧較差（㎜Hg）≧40,
弁口面積（㎝2 ）≦ 1.0）は severe の患者とした。転帰が不
明な症例、開胸手術例、データに欠損値がある 82 例を除
外した 69 例（event あり群 33 例、年齢 78.1 歳、男性 37 例
（54%）
、観察期間の中央値 344 日）を対象とした。アウト
カムは HF による再入院または全死亡とし、調査項目は、
患者背景（年齢、性別等）
、HF の病態・心機能、血液デー
タ値（退院時 Alb, Hb 等）
、内服薬、合併症、歩行能力の
可否を調査した。統計解析は、単変量 Cox 比例ハザード
回帰解析を実施し p ＜ 0.20 の要因と理学療法士により介
入可能な要因である歩行の可否を多変量 Cox 比例ハザー
ド回帰解析のモデルに投入した。多変量解析の結果、有意
差が生じた要因について Kaplan-Meier 曲線を作成し
log-rank test により累積イベント回避率を比較検討した
（p ＜ 0.05）
。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究は後ろ向きコホート研
究のため患者に直接同意を得ることはできなかった。その
ため、ヘルシンキ宣言、臨床研究の倫理指針を遵守し、患
者の匿名性に十分留意し調査を行った。
【結果】単変量 Cox 比例ハザード回帰解析により、性別、年
齢、退院時 Hb、ACE-I、ARB、AR と歩行の可否を加えた7
要因が選択され多変量 Cox 比例ハザード回帰解析を実施し
た結果、ACE-I（HR 0.327, 95%CI 0.128-0.834, p= 0.019）
、
ARB（HR 0.192, 95%CI 0.048-0.760, p = 0.019）
、Hb（ HR
0.835, 95%CI 0.710-0.983, p= 0.030）と な っ た。 最 後 に
Log-rank test を実施した結果、ACE-I（p= 0.335）
、ARB
（p= 0.134）
、
Hb（ p= 0.066）
となった
（HbはCut off 値
（14.1 ㎎
/㎗）
で2 値化）
。
【 結論 】手術不適応な中等度から重症 VHD 患者において
標準的 HF 治療が必須である事が明確となった。また、
Hb は運動耐容能を規定する因子であり、HF 患者の独立
した予後規定因子である事は既報の通りである。当院にお
いて、虚血性 HF と VHD 性 HF 患者の比較では VHD 患
者は高齢で身体機能が有意に低下していた。今後、運動機
能と予後を同時に測定し予防理学療法確立に向けた前向き
研究が必要である。

【 はじめに 】関節リウマチ（以下 RA）の関節破壊は発症早
期から進行することが明らかとなっており、そのため早期
からのリハビリテーション介入の重要性が報告されている。
しかし、当院のこれまでのリハビリテーション介入は、関
節破壊進行例に対する整形外科的手術術後に限られていた。
当院では 2016 年にリウマチセンターを開設し、今後は関
節保護指導の早期介入を計画している。関節保護指導の導
入に先立ち、当院通院中の RA 患者に対して、関節保護
の認知度に関する調査を行った。結果を考察し、今後の取
り組みについて検討したので報告する。
【 対象および方法 】当院リウマチセンターに通院中の RA
患者を対象にアンケート用紙による調査を実施した。設問
は「関節保護指導を受けたことがあるか（指導の既往の調
査）
」
「関節保護という言葉を聞いたことがあるか（指導の
認知度の調査）
」
「関節保護という言葉をどこで知ったか
（情報源の調査）
」とした。調査期間は 2017 年 10 月から同
年 12 月の 3 ヵ月間とした。
【 倫理的配慮 】本研究は、当院倫理委員会の承認（承認番
号：66）を受けた後、ヘルシンキ宣言に基づき、研究への
同意が得られた RA 患者を対象として行った。
【 結果 】124 例にアンケートを実施し、回答を得られた
123 例のアンケートを検討対象とした。性別は女性 88 例
（71.5%）
、男性 35 例（28.5%）であった。年齢は 60-70 歳
代が多く、罹病期間は半年以下から 20 年未満まで広く分
布していた。
関節保護の指導を受けた既往は「あり」が 7 例（5.7%）
、
「なし」が 116 例（94.3%）であった。次に、関節保護の指
導歴がない 116 例に対する指導の認知度の調査では、
「 知っ
て い る」 が 8 例（7%）
、
「知 ら な い」 が 108 例（93%）で
あった。最後に、関節保護指導の既往がある 7 例と既往が
ないものの関節保護を認知していた 8 例の計 15 例に対す
る情報源の調査では、病院が 10 例（66.7%）
、テレビ・イ
ンターネットがそれぞれ 2 例（13.3%）
、新聞・雑誌が 1 例
（6.7%）であった。
【 考察 】本研究では RA 患者における関節保護の認知度を
調査した。結果、関節保護指導を受けた既往、あるいは関
節保護に関する認知度ともに著しく低いことが明らかとな
り、関節保護指導をはじめとするリハビリテーション介入
に関する情報提供が十分にできていない現状がうかがえた。
一方、関節保護を認知する患者の多くが「病院」を情報
源としていたことから、医療従事者からの積極的な情報提
供が重要と思われた。現在、関節保護パンフレットの作
成・配布、外来・入院診療での関節保護指導介入などを開
始しており、関節保護に対する理解の向上に努めている。
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【 目的 】脳卒中患者は骨粗鬆症性骨折の発生率が高く、早
期からの対策が必要であるが、発症後早期の脳卒中患者の
骨量に関する報告はない。本研究の目的は回復期リハビリ
テーション病棟入院時の脳卒中患者における低骨量関連因
子を検討することである。
【方法】研究デザインは横断的観察研究である。2015 年11
月から2017 年 8 月までの期間に、回復期リハビリテーション
病棟に入院した脳卒中患者で脆弱性骨折の既往例、骨粗鬆
症の既診断例、意識障害例、閉経前女性、発症前歩行困難
例を除外した115 名（男性 58 名、女性 57 名、平均年齢 74.5
±9.5 歳）を研究対象とした。骨量評価は定量的超音波測定
法（quantitative ultrasound：QUS）を用いて麻痺側、非麻
痺側の踵骨の超音波伝搬速度（speed of sound：SOS）を入
院してから10日以内に測定した。関連項目として年齢、性
別などの基本属性、併存疾患、服薬状況、血清アルブミン値、
発症から転院までの期間を調査した。そのほかに動作能力の
指標として FIM（Functional Independence Measure）運
動項目、歩行能力の指標として Functional Ambulation
Category（FAC）を評価した。あわせて麻痺の重症度に関
する指標として下肢 Brunnstrom stage、麻痺側、非麻痺
側の等尺性膝伸展筋力を評価した。統計解析は SOS の骨
折リスク閾値である1497.5 m/sec を基準にそれ以下を低骨
量群、それ以上を正常骨量群として群分けし、両群の変数
を対応のない t 検定、Mann-Whitney 検定、χ二乗検定に
て比較した。そして低骨量の有無を従属変数、年齢・性別・
BMI・脳卒中再発・発症後期間・血清アルブミン値・
FAC・FIM 運動項目・麻痺側膝伸展筋力・非麻痺側膝伸
展筋力を独立変数とした二項ロジスティック回帰分析にて
低骨量との関連を検討した。
【 結果 】本患者群の SOS は両側ともに同年代平均値を下
回っていた。低骨量群は 52.2%（男性 25 名、女性 40 名、
年齢 76.2 歳）であった。低骨量群は年齢が高く、身長、体
重、血清アルブミン値が低値であった。発症後期間は低骨
量群が有意に長かった（27.8 ± 12.4 日 vs 21.6 ± 9.4 日）
。
運動機能では FIM 運動項目、FAC、麻痺側および非麻痺
側膝伸展筋力でいずれも低骨量群が低値であった。二項ロ
ジスティック回帰分析の結果、女性（Odds：6.60, 95%CI：
1.73-25.20）と発症後期間（Odds：1.08, 95%CI：1.02-1.15）
が低骨量の関連因子として抽出された。
【 結論 】回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者は麻痺
側、非麻痺側ともに低骨量であった。関連因子として発症
後期間が抽出されたことから本患者群は発症直後から不動
性の骨量減少が生じている事が考えられ、骨粗鬆症精査に
加え、骨量を維持するための抗重力活動を積極的に促して
いく必要性が示唆された。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究は鳥取大学医学部倫理
審査委員会の承認を得て行った（No.1510A062）
。研究内
容については書面と口頭にて対象者に説明し、署名にて参
加の同意を得た。

【 目的 】CT ナビゲーションシステム（以下、CT ナビ）を
使用した人工股関節全置換術（以下 THA）は、術前に CT
による三次元構築をして手術プランニングを立てる。それ
により生理的な可動範囲に生じるインピンジメントや脚長
差が、最小限になるような位置・角度にインプラントを設
置することが可能とされる。理論的な可動域、セーフティ
ゾーンが広いことが報告されているが、それによる QOL
の影響については定かではない。
そこで本研究では、THA 術後症例の主観的評価方法で
ある、日本整形外科学会股関節疾患評価質問票（Japanese
Orthopaedic Association Hip-Disease Evaluation
Questionnaire：以下、JHEQ）を用い、CT ナビを使用し
た THA 術後の QOL について調査した。
【 対象と方法 】対象は、H27.4 ～ H30.1 の期間で、当院に
て変形性股関節症で THA を施行した 89 例中、認知症合
併症例は除外し、本研究での調査可能であった 14 例（全
例女性）とした。手術内訳は、CT ナビを使用した THA
は 8 例（CT ナビ使用群、前側方侵入：平均年齢 66.3 ± 8.2
歳）
、CT ナビを使用していない THA は 6 例（CT ナビ非
使用群、前側方侵入：平均年齢 66.6 ± 5.5 歳）であった。
JHEQ は 20 項目、5 段階の質問で、疼痛、動作、メンタ
ルのスコアが算出される。両群ともに JHEQ を術後 3 ヶ
月に評価した。解析項目は、疼痛、動作、メンタルのスコ
アとした。また、CT ナビの有用性が動作に与える影響と
して、サブスケールの動作困難を評価する質問も解析項目
とした。
統計解析は、両群の差を 2 標本 t 検定、Mann-Whitney
の U 検定で解析し、有意な差のあった項目は効果量 r を
算出した。有意水準は 5% とした。
【 結果 】メンタルスコアにおいて、CT ナビ使用群（20.6
± 4.6 点）
、は CT ナビ非使用群（14.0 ± 4.9 点）と比較し
て有意に高値であった（r = 0.6）
。サブスケールの爪を切
る動作において、CT ナビ使用群（2.3 ± 1.3 点）
、は CT
ナビ非使用群（0.7 ± 0.8 点）と比較して有意に高値であっ
た（r = 0.6）
。
【 考察 】THA の QOL に影響する因子として、股関節複
合動作や股関節 ROM の獲得が報告されている（二木ら、
2009）
。本研究において、CT ナビ使用群では、CT ナビ
により股関節の機能的な運動が可能となることで、動作ス
コアで明らかな差はみられなかったものの、爪を切るなど
複合的な股関節動作が容易となりメンタルスコアに影響し
たと考える。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究は、ヘルシンキ宣言に
基づき計画し、対象者には本研究の趣旨、目的を十分に説
明し、書面にて同意を得た。
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【 目的 】我が国は超高齢社会の進行に伴い、85 歳以上のい
わゆる超高齢者が大腿骨近位部骨折を受傷することが多く
なっている。大腿骨近位部骨折は頚部骨折と転子部骨折に
大別され、解剖学的、血行動態的、生体力学的に異なると
されている。選択される手術法も異なり、頚部骨折では人
工骨頭置換術が施行され、転子部骨折では骨接合術（γネ
イル）が施行されることが多い。しかし、術後早期の理学
療法における歩行練習では、γネイル術者では人工骨頭置
換術者と比べ疼痛が強く、プロトコル通りに理学療法が進
まないことがある。大腿骨近位部骨折患者の術後の自宅復
帰に与える影響は、年齢、歩行能力、認知機能などが報告
されているが、手術法の違いを検討した報告は著者らが渉
猟した範囲では見当たらない。
そこで本研究は、超高齢女性における大腿骨近位部骨折
の手術法の違いが自宅復帰へ与える影響を検討することを
目的とした。
【 方法 】対象は、平成 24 年 6 月から平成 30 年 1 月の 5 年 7
カ月の期間、手術後に当院に入院した 85 歳以上の大腿骨
近位部骨折患者女性 184 名とした。対象は人工骨頭置換術
を施行した人工骨頭置換術群（以下、BHA 群）95 例、γ
ネイル術を施行したγネイル群 89 例に分けた。各群で受
傷前の生活場所と退院先、年齢、身長、体重、改訂長谷川
式簡易知能評価スケール（HDS-R）
、在院日数、入・退院
時の 10 m 歩行速度および術側の等尺性膝伸展筋力、機能
的自立度評価表（FIM）を調査した。統計学的分析は、調
査項目の比較は、まず正規性の検定を用い、正規性が認め
られた項目は等分散の検定後に t 検定を行った。正規性が
認められなかった項目は Mann-Whitney の U 検定を用い
た。いずれも危険率は 5% 未満を有意とした。
【 結果 】BHA 群の退院先は自宅 79 名（83%）
、施設 10 名
（10%）
、転院 6 名（7%）であった。γネイル群では同様に、
自 宅 68 名（76%）
、 施 設 14 名（15%）
、 転 院 7 名（7%）で
あった。
BHA 群の 10 m 歩行速度は、入院時 18.2 ± 7.5 秒、退院
時 11.8 ± 3.2 秒となった（p ＜ 0.05）
。γネイル群では、入
院 時 21.0 ± 12.3 秒、 退 院 時 13.2 ± 6.1 秒 と な っ た（p ＜
0.05）
。退院時の 10 m 歩行速度は BHA 群の方がγネイル
群に比べ有意に速く（p ＜ 0.05）
、術側の等尺性膝伸展筋力
も BHA 群の方がγネイル群に比べ有意に高かった（p ＜
0.05）
。在院日数は、BHA 群の方がγネイル群に比べ有意
に短かった（p ＜ 0.05）
。その他、身長、体重、HDS-R,
FIM で有意差はみられなかった。
【 考察 】BHA 群はγネイル群に比べ在院日数が短く、大
腿四頭筋筋力は強く、歩行能力は高いことが示された。海
老原らは、γネイル固定は人工骨頭置換術と比し骨接合部
が安定するまで荷重時痛が惹起されやすいとの報告から、
本対象でもγネイル群では強い荷重時痛によるプロトコル
の遅延や下肢筋力の回復の遅延により自宅復帰率が低下し
たと考える。
【 倫理的配慮、説明と同意 】対象とその家族には事前に本
研究の趣旨と測定内容に関する説明を十分に行い、紙面に
て同意を得た。本研究は、当院倫理委員会の承認を得て
行った（MRH18001）
。

Key word：人工膝関節全置換術、運動浴、健康関連 QOL

【 目的 】人工膝関節全置換術（以下、TKA）後、リハビリ
テーションの目的は身体機能と ADL を改善し、健康関連
QOL（以下、HRQOL）を向上させることである。今回の
目的は、TKA 術後患者の退院後 HRQOL に関連する要因
を明らかにすることを目的とした。
【 対象 】2015 年 1 月から 2016 年 12 月に、当院で TKA を
施行された患者を対象とした。TKA を施行した 55 例 55
膝（年齢 78.3 ± 5.8 歳、男性 14 名、女性 41 名）とした。
【 方法 】評価項目は Visual Analogue Scale（ 以下、VAS）
、
Pain Catastrophizing Scale（ 以下、PCS）
、日本整形外科
学会膝疾患治療成績判定基準（以下、JOA）
、日本版変形性
膝関節症患者機能評価表（以下、JKOM）
、SF［ 36 ［
］ T1 ］
。
評価時期は退院前、退院後 3 ヵ月を採用した。当院のクリ
ニカルパスに従い術後 7 日目を運動浴の開始とし退院日ま
での休日を除き、実施した日数を実施率とした。統計学的
分 析 は SPSS ver22 for windows（ IBM 社 製）を 用 い、
Spearman の相関分析を用いた。有意水準は 5% 未満とし
た。なお、相関があったものを中心に HRQOL を目的変
数とした仮説モデルを作成し、重回帰分析を行った。
【 倫理的配慮、説明と同意 】ヘルシンキ宣言に従い、患者
の個人情報へ配慮し当研究を行った。なお、本研究は当院
の医療倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【 結果 】身体的 QOL と相関があったものは、退院前の運
動 時 の VAS（r = -0.334）と 退 院 前 の PCS 総 得 点（r = 0.524）と退院前の JOA（r = 0.380）と退院後 3 ヶ月の JOA
（r = 0.414）と退院前の JKOM（r = -0.339）と退院後 3 ヶ
月の JKOM（r = -0.318）と運動浴の実施率（r = 0.464）で
あった（p ＜ 0.05）
。重回帰分析で強制投入法を行った結果、
運動浴の実施率のみ有意な関連を認めた。標準偏回帰係数
0.29、有意確率 0.01（ p ＜ 0.05）
、95% 信頼区間（0.01-0.1）
、
R² = 0.49 であった。
【 考察 】本研究結果から一般的な理学療法と同時に運動浴
の実施率と退院後の身体的 QOL が関連することが明らか
になった。
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O-06

認知症高齢者の足趾把持力とバランス
能力、身体組成との関連性（第 1 報）

O-07

○中村 萌子 1）、隴本 躍子 1）、嶌田 恵里 2）、田中 玲子 2）、
迫井 瑞樹 2）、笹谷 奈緒美 2）、平岩 和美 3）、平尾 文 3）

介護職員の腰痛回避行動の実施に
影響する身体・心理社会的要因の検討

○溝口 桂
JA 山口厚生連 周東総合病院 リハビリテーション科

1 ）医療法人ピーアイエー 老人保健施設まいえ、
2 ）医療法人ピーアイエー ナカムラ病院、
3 ）学校法人古沢学園 広島都市学園大学 健康科学部
リハビリテーション学科

Key word：腰痛回避行動、介護職員、腰痛

Key word：足趾把持力、Berg Balance Scale、
認知症高齢者の身体組成

【 目的 】認知症高齢者の数は高齢化とともに年々増加して
おり、その機能低下における介護負担により、若年層にも
大きな影響を及ぼしている。認知症高齢者の認知機能の低
下は身体機能に影響を与え、さらに身体機能の低下が認知
症の悪化を引き起こす。本研究では認知機能、バランス能
力、身体組成と足趾把持力を指標として相互の関連性をみ
ることにより、認知症高齢者の身体機能低下の詳細を明ら
かとする。
【 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）であり、歩行
あるいは立位保持可能な車椅子レベルの者とした。測定期
間は 2017 年 8 月 31 日～ 2018 年 3 月 1 日である。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）を用いた。足趾
把持力は足指筋力測定器（竹井機器工業製Ⅱ T.K.K3364）
を用い、指示が理解できた対象者について測定した。測定
肢位は端座位で股・膝関節 90 度、足関節底背屈 0 度とし、
測定は左右各 2 回行い最大値を分析に用いた。身体組成は
体内脂肪計（タニタ製 TBF-310）
、バランス能力は Berg
Balance Scale（ BBS）を測定した。統計分析として、スピ
アマン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
軽減に十分考慮した上で行った。なお、本研究は医療法人
ピーアイエー倫理委員会、広島都市学園大学倫理委員会の
承認を得た。
【 結果 】対象者の HDS-R は 3 ～ 26 点（中央値 11、最頻値
10）
、MMSE は 5 ～ 30 点（中央値 15、最頻値 14）であった。
足趾把持力と BBS は正の相関（スピアマンの順位相関係
数 rs = 0.41）を認めた。また、身体組成との関連性では足
趾把持力と除脂肪量に正の相関（ピアソンの相関係数
rs = 0.43）を認めた。
【 考察 】竹井ら（2009 年）や中江（2013 年）らによる健常女
性対象の先行研究では、足趾圧力よりも足趾把持力の測定
が立位バランス予測に役立つとされ、足趾把持力に肢位に
よる有意差は認めていない。今回、足趾把持力と BBS の
間に正の相関が認められたことにより、足趾筋力発揮に影
響する因子のある人は移動能力の獲得、用具・介助方法の
選択に注意を要すると言える。さらに、足趾筋力の向上を
図ることがバランス能力の向上に寄与すると推論される。
また、身体組成のうち筋肉量・骨量・体水分量の総計であ
る除脂肪量と足趾把持力の間に正の相関を認めたことから、
相互の関連性が指摘でき、足趾把持力測定により認知症高
齢者の身体機能や除脂肪量を簡便に推定できる可能性が示
唆された。今後、さらに対象者数を増やし、日常生活能力
との関係も明らかにしたい。

【 諸言 】職場における腰痛の発生には身体的要因のみでな
く心理社会的要因が関与するため、腰痛予防を目的とした
理学療法介入を検討する上で心理社会的要因にも注目する
ことが必要である。先行研究では、腰痛回避行動の実施に
は心理社会的要因の一つである「自尊心」の影響などが
報告されているが、その他の心理社会的要因に関しての検
討は十分でない。我々は過去に介護職員の腰痛回避行動の
実施に与える身体的要因、心理社会的要因について横断的
に検討したが、対象であった介護職員における腰痛回避行
動についての認知・認識度が一定でなかったことなどから
明白な結論が得られなかった。本研究では前回の研究での
対象を縦断的に調査し、腰痛回避行動の重要性を認識した
対象における腰痛回避行動の実施状況から、その行動を実
施する身体・心理社会的要因を検討した。
【 対象と方法 】対象は腰痛予防教室に参加した介護職員 94
名（年齢 44.5 ± 8.6 歳）である。対象は過去に我々が実施
した腰痛教室で事後調査に同意が得られ、腰痛回避行動に
ついて一定の認識が得られた対象である。腰痛予防教室か
ら 3 か月後に、アンケート調査を行い、腰痛回避行動の実
施状況と身体・心理社会的要因を調査した。腰痛回避行動
の実施は、姿勢・動作の注意、腰痛予防ベルトの使用、腰
痛体操、事前体操と定義し、その実践度を「0」から「10」
までの 11 段階の尺度で評価した。身体的要因は VAS、腰
痛歴、腰痛による機能障害（RDQ）を調査した。心理社会
的要因は SF-8、心理学的要因として自尊心（SES）と健康
統制感（MHLC）を調査した。また、一般事項として、年
齢、性別、身長、体重、経験年数を調査した。分析方法は、
まず、単変量解析により腰痛回避行動の実施と身体・心理
社会的要因、一般事項の関連を検討した。ついで、関連の
ある変数を選択し、腰痛回避行動の実施を目的変数、身
体・心理社会的要因、一般事項を説明変数とした重回帰分
析を行った。尚、分散拡大要因（VIF）が 2.0 以上は多重共
線性の問題から説明変数から除外した。有意水準は 5% と
した。
【 倫理的配慮 】臨床研究の倫理指針に準拠し、口頭と文書
で説明を行い書面にて同意を得た。
【 結果 】単変量解析の結果、腰痛回行動の実践度と関連の
あった項目は経験年数、VAS, SF8 の項目「健康状態」
、
SES, MHLC の下位項目 Internal-HLC であった。重回帰
分析の結果、腰痛回避行動の実践度に影響を与える要因と
して第 1 に IHLC, 第 2 に経験年数が選択され、決定係数
R2 は 0.71 となった。
【 考察 】本研究の結果より腰痛回避行動の実践度に関連す
る要因として経験年数、IHLC が重要であることが明らか
となった。本研究の限界としてあくまでも自己申告制の調
査であるため客観性に欠け、信頼性を検討できていない事
が挙げられる。今後は腰痛の再現性を検討すると共に自尊
心、健康統制感への働き掛けが腰痛発生率に寄与できるか
検討して行きたい。
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O-08

超高齢者にいたる身体機能の推移

O-09

○島 俊也 1）、浦辺 幸夫 2）、福井 一輝 1）2）、
利根川 直樹 1）2）、尾上 仁志 1）、仁井谷 学 3）

訪問看護・リハビリ介入による
介護度変化

○樺島 広貴、岩下 修、廣畑 淑郎
株式会社アール・ケア 訪問看護ステーション ママック

1 ）にいたにクリニック リハビリテーション科、
2 ）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科、
3 ）にいたにクリニック 整形外科

Key word：要介護、介護保険、在宅

Key word：超高齢者、介護予防、身体機能

【 目的 】2025 年には団塊世代が後期高齢者となるため、今
後はより高齢な対象の介護予防や自立度の改善が求められ
ると考えられる。介護が必要になる原因で、
「高齢による
衰弱」が占める割合は高齢になるにしたがって増加し、90
歳以上では 43.6% に上昇する（厚生労働省「平成 22 年国
民生活調査」
）
。身体活動量の増加は生活機能低下のリスク
を軽減させ（厚生労働省「健康づくりのための身体活動基
準 2013」
）
、身体活動量には下肢筋力や移動能力が関連す
ることが知られている（福男ら、2016）
（ 飛永ら、2016）
。
しかし、それらの体力要素が後期高齢者や超高齢者におい
てどのように推移するのかは、まだ調査が少ない。本研究
では高齢者の歩行能力や筋力が各年代でどのような推移を
とるのかを調査し、より有効な介護予防対策を講じる一助
とすることを目的とした。
【 方法 】対象は、医療機関に外来通院または通所している
65 歳以上で、介助なしに歩行可能なもの 70 名（男性 17 名、
女性 53 名、年齢 79.5 ± 7.9 歳）であった。脳血管障害等の
中枢神経系の疾患の既往があるものは除外した。測定項目
は 10 m 歩 行 時 間、 等 尺 性 膝 伸 展 筋 力、 握 力、Short
Physical Performance Battery（以 下、SPPB）と し た。
対象を 65 歳～ 69 歳（8 名）
、70 歳～ 74 歳（13 名）
、75 歳～
79 歳（12 名）
、80 歳 ～ 84 歳（18 名）
、85 歳 ～ 89 歳（11 名）
、
90 歳 以 上（8 名）の 6 群 に 分 け、多 重 比 較 検 定 の SteelDwass 法にて各群間の平均値の差の検定を行った。有意
水準 5% 未満を優位とした。
【 結果 】90 歳以上の対象の各項目の平均値は、10 m 歩行
時間は 13.5 ± 3.7 秒、等尺性膝伸展筋力は 2.6 ± 0.6N/㎏、
握力は 14.9 ± 2.8 ㎏、SPPB は 5.5 ± 2.9 点であった。90
歳代と各年代との差の検定の結果は、10MWT、SPPB は
80 ～ 84 歳より若い世代との間に有意差を認めた（p ＜
0.05）のに対し、等尺性膝伸展筋力と握力は 75 ～ 79 歳よ
り若い世代との間に有意差を認めた（p ＜ 0.05）が、80 ～
84 歳との差は認めなかった。
【 考察 】本研究における 90 歳以上群の SPPB は 5.5 点と
Guralnik ら（2000）が提唱するサルコペニアの診断基準の
8 点を下回っていた。各群間の身体機能の比較から、移動
能力を評価する 10 m 歩行時間や高齢者の全体的な身体機
能を評価する SPPB に先行して等尺性膝伸展筋力や握力
が低下する傾向があると考えられ、筋力強化プログラムな
どによる早期の予防的介入は有効かもしれない。引き続き
対象数を増やし、男女間の傾向の違いなどの詳細な検討を
実施していく。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究はヘルシンキ宣言に基
づき、研究の目的および研究方法を口頭および書面にて十
分に説明し、同意を得られた者を対象とした。なお本研究
は、にいたにクリニック倫理委員会の承認を得て実施した
（承認番号：NCL18001）
。

【 目的 】訪問看護ステーションからのリハビリテーション
及び看護サービス利用により、介護度がどのように変化す
るか調査を実施した。
【 対象 】岡山県玉野市在住の方（介護保険証の住所が玉野
市）で介護保険にてサービスを利用され、H26 年 12 月～
H29 年 11 月までの間に介護保険更新（変更申請も含む）が
対象。
【 調査方法 】介護度の変化がないケースを「維持」
、介護
度が下がったケースを「軽度化」
、介護度が上がったケー
スを「重度化」とする。また調査期間中にサービスを開
始したケースも含める。また上記を年代別、介護度別でも
調査する。
［ 更新前情報 ］介護保険更新者 249 名（同一人物の重複あ
り）男性 111 名 女性 138 名、男女比率 1：1.24
年代別割合 50 代以下 5.2% 60 代 18.1% 70 代 31.7%
80 代 34.9% 90 代以上 10.0%
介護度別割合 要支援 1：2.8% 要支援 2：17.3% 要介
護 1：32.1% 要介護 2：18.9% 要介護 3：12.0% 要介
護 4：9.2% 要介護 5：7.6%
【 結果 】更新結果は維持 137 名 55.0%、軽度化 37 名 14.9%、
重度化 75 名 30.1% であった。
［ 年代別調査 ］
軽度化は 70 代が最多 20.2%、80 代が最少 10.3%
維持は 50 代以下が最多 69.2%、70 代が最小 49.3%
重度化は 80 代が最多 37.9%、50 代以下が最小 15.3%
［ 介護度別調査 ］※介護保険更新前の介護度を記載
軽度化は要介護 3：23.3% が最多。次いで要介護 2：20.4%。
維持は要支援 2：65.1% が最多（変化が限定される要支援
1 及び要介護 5 は除く）
。
重度化は要介護 4：43.4% が最多。次いで要介護 2：40.8%。
【 考察 】各年の介護保険更新者の人数や男女比に大きな差
はない。年代別では、50 代以下、60 代は維持傾向、70 代
は軽度化も見込めるが重度化もしやすく、80 代、90 代以
上は重度化しやすい傾向にある。また、介護度別の変化で
は要介護 3 で軽度化、要介護 4 で重度化の割合が高い。こ
れらの結果から、要介護 3、4 かつ 70 代以上の方への適切
な介入が介護度変化に大きな影響を与えることが推察され
る。厚生労働省老人保健課が示している区分別の状態像に
よると、日常生活活動動作の項目において、要介護 3 以上
では寝返り、排尿、排泄、口腔清潔、上下更衣動作が
80% 以上の割合で低下と報告されている。特に排泄、排
尿は、その他の項目と異なり時間がよめないため、時間的
拘束により介護負担感が高まりやすく、また衛生面から双
方の精神的苦痛を伴いやすい。これにより、在宅生活の継
続にも支障をきたす可能性があるため、介護度の変化だけ
ではなく、在宅生活の継続という観点からも今後は排泄に
対して重点的にアプローチし、その効果を調査したい。
【 倫理的配慮 】本調査によって得られた情報は性別、介護度、
年代に留め個人が特定されないように十分に配慮しており、
対象者には考え得る不利益は存在しないと考える。また当
所属施設での発表により承認を得ている調査報告である。
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O-10

地域高齢者における転倒発生に対する
下肢筋肉量の関与
― GAINA study での
3 年間前向きコホート調査 ―
1）

1）

1）

O-11

肺切除術後の 6 分間歩行距離短縮は
術後 1 年以内の再入院に影響する

○馬庭 春樹、須山 竜二、武部 晃平、佐々木 順一
松江赤十字病院 リハビリテーション科

1）

○中祖 直之 、松浦 晃宏 、秋田 朋子 、仲田 奈生 、
松本 浩実 2）、萩野 浩 3）
1 ）大山リハビリテーション病院、2 ）川崎医療福祉大学、
3 ）鳥取大学医学部 保健学科
Key word：下肢筋肉量、転倒発生、前向きコホート調査

Key word：肺切除術、6 分間歩行、再入院

【 はじめに 】下肢筋肉量は 40 歳頃より加齢とともに減少し、
筋力もそれに伴い低下をきたす。加齢に伴う筋量減少症で
あるサルコペニアは、筋肉量の減少に加え、筋力低下また
は歩行速度の低下を有するもので、それにより転倒および
日常生活動作への支障、各種疾患との関連が多く報告され
ている。筋肉量と転倒との関連については、横断調査によ
る報告がほとんどで、前向きな調査が求められる。本研究
の目的は、下肢筋肉量が転倒発生の予測要因になりえるか、
3 年間の前向き調査で明らかにすることである。
【 方法 】対象は平成 26 年鳥取県日野町において集団検診を
受診したもののうち、要介護認定者、下記測定が不可能で
あったものを除外した 223 名とした。ベースライン調査と
して、基本項目、BMI、変形性膝関節症の有無、腰椎疾患
の有無、骨粗鬆症の有無、歩行速度、握力、骨折経験の有
無、骨密度（%YAM）
、アルブミン値、生体電気インピー
ダンス法による下肢筋肉量などを調査した。ベースライン
調査以降、毎年実施した追跡調査にて 3 年間で 1 回でも転
倒したものを転倒群、それ以外を非転倒群とした。ベース
ライン調査以降 3 年間の転倒の有無に対して、ベースライ
ン時に調査した項目が影響するか、ロジスティック回帰分
析を用いて検討した。年齢、性別、BMI は調整変数とし
て強制投入し、その他の変数の選択は、尤度比検定による
変数減少法を用いた。次にロジスティック回帰分析にて選
択された要因に対して、転倒群と非転倒群の差を比較した。
解析は SPSS を用いて行い、有意水準は 5% とした。
【 結果 】ベースライン調査に参加した 223 名中、追跡調査
に 3 年間連続参加した 87 名（73.2 ± 6.6 歳、男性 31 名、女
性 56 名）が解析対象となった。ベースライン調査以降の 3
年間で転倒を経験したものは、1 年後には 13.8%、2 年後
には 20.7%、3 年後には 33.3%（87 名中 29 名）であった。
ロジスティック回帰分析では、転倒の有無に影響する要因
として、下肢筋肉量が選択された（Odds：0.558, 95%CI；
0.347 -0.899, p = 0.016）
。下肢筋肉量の転倒群と非転倒群
の差は、男性で 14.68 ㎏ vs 16.68 ㎏（p = 0.015）
、女性で
10.16 ㎏ vs 10.84 ㎏（p = 0.044）
、ともに転倒群の下肢筋
肉量が非転倒群よりも有意に少ない結果であった。
【 結論 】歩行速度や握力による運動スキル、骨関節疾患を
加味しても、独立して下肢筋肉量が転倒発生の予測に関与
したことは、下肢筋肉量が低下していること自体転倒しや
すい状態にあることを示している。歩行速度や握力といっ
た運動項目が比較的保たれている場合であっても、下肢筋
肉量が少ない場合には転倒発生に注意が必要である。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究は鳥取大学医学部倫理
審査委員会で承認された（承認番号：2354）
。

【 背景と目的 】6 分間歩行距離（6MWD）は最大酸素摂取
量と相関があり、心不全患者や慢性閉塞性肺疾患患者の生
存率および再入院率の予測として有用であるとされている。
しかし、肺切除術を受けた患者においては 6MWD 短縮と
予後との関係を調べた研究は少ない。肺切除術後の
6MWD 短縮と予後との関係を明らかにすることで、予後
予測の一助となる可能性がある。本研究では、肺切除術後
の 6MWD 短縮が予後に与える影響を明らかにすることを
目的とした。
【 対象 】当院において 2015 年 4 月から 2018 年 2 月までに
肺がん（疑い含む）で肺切除術を受け、理学療法処方のあっ
た患者を対象とした。本研究は、松江赤十字病院倫理委員
会による承認を得て実施した（受付番号 374）
。
【 方法 】カルテより後方視的に患者属性、病期分類、術前
臨床データ、手術情報、手術前後の 6MWD、フォロー
アップ期間、死亡日、再入院日（予定入院は除外）を調査
した。そして対象を手術前後の 6MWD 短縮が 30 m 未満
である不変群と、30 m 以上である短縮群に振り分けた。
6MWD のカットオフ値設定には慢性閉塞性肺疾患におい
て生存率に影響するとされている最小変化量を用いた。2
群間にて全死亡・再入院における生存期間を KaplanMeier 曲線（Logrank 検定）で評価し、Cox 比例ハザード
回帰分析で関連因子を同定した。有意水準は 5% とした。
【 結果 】 研究期間中の連続症例 170 名中、手術前後で
6MWD を測定した 99 名（不変群 46 名、短縮群 53 名）が
解析対象となり、年齢中央値 71 才（43-86 才）
、男性 68 名
（68.7%）であった。2 群間で患者属性、病期分類、術前臨
床データの有意差は認めなかった。フォローアップ期間は
全死亡で中央値 17.8 ヵ月（0.6-35.3 ヵ月）
、再入院で中央
値 14.5 ヵ月（0.6-35.3 ヵ月）であった。この間での全死亡
率は 8.1%（不変群 4 例、短縮群 4 例、P = 0.89）
、再入院率
は 12.1%（不変群 1 例、短縮群 11 例、P = 0.002）であった。
再入院はすべて術後 1 年以内に生じていた（0.9-10.0 ヵ月）
。
Cox 比例ハザード回帰分析の結果、再入院率に影響する独
立した関連因子として 30 m 以上の 6MWD 短縮（HR：9.69,
95%CI：1.22-76.78, P = 0.03）と病期分類（stage Ⅲ・Ⅳ）
（HR：3.86, 95%CI：1.15-12.98, P = 0.03）が抽出された。
【 考察 】肺切除術前後での 30 m 以上の 6MWD 短縮は死亡
率には有意な影響を与えないが、術後 1 年以内の再入院率
には有意に影響した。よって 6MWD は肺切除術を受けた
患者に対する予後予測にも有用である可能性が示唆された。
ただし、本研究では死亡率・再入院率ともに低値（8.1%,
12.1%）であり、多変量解析の正確性向上に当たってはサ
ンプル数の増加が必要である。また術後の状態不良により
6MWD が測定困難であった患者の中には、死亡・再入院
の転帰を辿る者が少なくないと考えられ、理学療法時の連
続歩行距離など 6MWD 以外の指標を用いて検討する必要
がある。
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O-12

糖尿病患者の運動実態と関連要因の検討
〜フィリピン、マニラでの取り組み〜

○森田 鉄二 1）2）、青戸 春香 3）、Abir Majbauddin4）、
小林 伸行 4）、谷村 千華 3）

O-13

心肺停止となった急性心筋梗塞患者に
心リハ実施し、1 ヶ月で自宅復帰した
一症例

○堂垣 奈津香 1）、小幡 賢吾 1）、西本 めぐみ 1）、
溝渕 朝子 2）、福家 聡一郎 2）、齋藤 博則 2）、
佐藤 哲也 2）

1 ）鳥取県中部医師会立 三朝温泉病院 リハビリテーション科、
2 ）鳥取大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 博士前期課程、
3 ）鳥取大学医学部 保健学科、4 ）鳥取大学乾燥地研究センター

1 ）日本赤十字社 岡山赤十字病院 リハビリテーション科、
2 ）日本赤十字社 岡山赤十字病院 循環器内科

Key word：糖尿病、運動、QOL

Key word：心臓リハビリテーション、心肺停止、心肺蘇生後症候群

【 背景・目的 】近年フィリピンでは、糖尿病の増加が問題
となっている。原因として、食事回数や炭水化物、糖分、
安価なファストフード店が多いこと、野菜より肉が安価で
あること、文化として食事に幸福感を感じている人がとて
も多いことが影響していると考える。運動も糖尿病に関連
する大きな要因となっているがフィリピンでの研究報告は
少ない。その中で、身体活動量が多いと HbA1c が低値で
あると報告がある。しかし、運動内容や時間、運動意識に
ついてまでは報告されていない。そこで、フィリピン、マ
ニラで低所得者層のパテロスで糖尿病患者の実態調査を行
い、運動実態と関連要因を明確にすることを目的とした。
【 対象 】2017 年 3 月、パテロスの糖尿病患者会に登録され
た糖尿病患者 144 名を対象とした。
【 方法 】質問紙より、運動の有無や運動内容、運動時間を
聴取した。
血液データは、CLOVER A1c Self（Diabetes Management Technology, Philippines）と Lipid pro（ infopia, Philippines）と GluNeo Meter（ infopia, Philippines）を用いて、
HbA1C・TG・FBG を評価した。
体組成は、体組成計（DC-430A、タニタ社製）を用いて
測定を行った。筋肉量は身長（m）の 2 乗で割った値（SMI：
skeletal muscle mass index）を使用した。
QOL 評価は、MOS 8-item Short-From Health Survey
（以下、SF-8）を用いて総合得点・身体健康得点、精神健
康得点を算出した。
統計解析は、Unpaired t-test・Mann-Whitney U test
を用いて、有意水準 5% 未満とした。
【 倫理的配慮・説明と同意 】本研究は、鳥取大学医学部倫
理委員会の承認（承認番号：1608B013）を得て実施した。
【結果】体脂肪率は、東京慈恵医科大学の基準で高値群が男
性 26%、女性 37.7% であった。SMI の平均値は15.55 ㎏/m2、
体脂肪率の平均値は 35.42%、BMI の平均値は 25.81 で
あった。
ウォーキング・ジョギング群と運動未実施・その他の運
動群との間に身長（154.91 ± 8.89/150.71 ± 5.4）
・体脂肪
率（33.74 ± 7.54/36.53 ± 8.45）に有意差が認められた（P
＜ 0.05）
。
運動を 20 分以上群と 20 分未満群との間に、FBG（139.56
± 46.26/167.85 ± 77.76）
、TG（120.47 ± 67.55/155.79 ±
107.51）
、SF-8（ 総合得点（395.68 ± 32.7/375.65 ± 38.23）
、
身体的得点（48.45 ± 5.66/45.75 ± 7.44）
）に有意差が認め
られた（P ＜ 0.05）
。
【 考察 】パテロス市の糖尿病患者は日本人よりも筋肉量、
体脂肪共に多いことが分かった。有酸素運動を行なってい
る群は体脂肪率や筋肉量が良い数値であった。また、20
分以上の運動をしている人は血糖値が低く、QOL が高い
ことが分かった。

【 はじめに 】平成 28 年度版の消防白書よると心肺蘇生症例
の 1 ヶ月後の社会復帰率は 8.6% と記されている。今回、
急性心筋梗塞により心肺停止となったが、心肺蘇生後に独
歩まで獲得し退院した症例を経験したので報告する。
【 症例紹介 】60 代男性。A 病院にて wideQRS となったた
め、精密検査目的で B 病院に転院となる。しかし搬送途中
に急変し呼吸停止。心電図は VF であったため胸骨圧迫を
開始。緊急処置を要すると判断され当院へ搬送となった。
当院到着の時点で心拍は再開されていた。急性心筋梗塞と
診断されたが、心機能などの問題から人工呼吸器・PCPS
（経皮的心肺補助）を装着した後、緊急カテーテル検査（#5,
6, 7 100%、#11 75%）ならびにステント留置が行われた。
入院時の各種検査値としては、エコー検査では LVDd/Ds：
50/40、EF：45%、血液データは maxCK：9199、LDL-C：
139 ㎎/ ㎗、HDL-C：49 ㎎/ ㎗、TG：132 ㎎/ ㎗、BUN：
20.6 ㎎/㎗、クレアチニン：1.24 ㎎/㎗、HbA1C：8.9% で
あった。身体所見としては身長：171 ㎝、体重：60.2㎏、
BMI：20.6であった。冠危険因子は喫煙、糖尿病であり、
糖尿病に対してインスリンを自己注射していたが、コンプラ
イアンスは不良であった。職業はバスやタクシーの運転手。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本報告にあたり、対象者には
報告の趣旨を説明し同意を得た。
【 理学療法経過 】入院第 6 病日まで左右鼠径部に IABP（大
動脈バルーンパンピング）
、PCPS が装着中であったため、
リハ医師の指示により抜去後の第 7 病日より心臓リハビリ
テーション（以下、心リハ）を開始した。重症例のため当
院の急性心筋梗塞パスは用いず、病態に応じ適宜各種負荷
試験行い、安静度を拡大した。
心リハの内容としては、開始時はベッド上での四肢に対
しての運動療法のみを施行。各種負荷試験に伴い第 13 病
日に立位・移乗練習、第 15 病日に室内歩行練習、第 21 病
日に病棟内歩行練習、第 27 病日に心リハ室にて自転車エ
ルゴメーターによる有酸素運動を開始した。心リハ介入当
初より、耐久性が乏しく疲労感が強かったため、こまめに
疲労感を聴取ながら離床を進めた。退院後は自宅周囲の農
道にてウォーキングを実施するように指導した。通常の急
性心筋梗塞の症例と比べて、多くの時間を要したが、最終
的に第 28 病日に独歩にて自宅退院となった。
【 考察 】心肺停止症例であったが、心肺蘇生後症候群を来
さず独歩獲得し自宅退院できた。この症例では脳波や頭部
CT 評価で問題はないと判断されていたが、低酸素脳症を
来し得た病態であったことを念頭に、理学療法士の立場か
ら脳機能面についての評価を十分には行えていなかったこ
とは反省点である。
発症から 9 カ月後に検査入院をされた際に、退院後の運
動実施に関して聴取すると、毎日 1 時間のウォーキングを
継続しているとのことであった。入院中に心リハのパンフ
レットを用い、心リハの重要性について指導した事は良
かった点と考えられる。
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重症大動脈弁狭窄症を有す虚弱高齢心
不全患者に対し、運動療法を実施し
有害事象無く ADL 改善を認めた一症例
多職種連携下で低負荷強度インターバル
トレーニングを導入して
1）

1）

1）

O-15

若年健常者における
運動強度（ METs ）の検討
実測値と推測値の比較

○河本 佳佑
共済会 清水病院

1）

○荒木 直哉 、松浦 仁美 、中野 愛理 、日浦 雅則 、
櫻木 悟 2）
1 ）NHO 岩国医療センター リハビリテーション科、
2 ）NHO 岩国医療センター 循環器内科

Key word：METs、若年、体格

Key word：重症大動脈弁狭窄症、虚弱高齢心不全患者、
低負荷強度インターバルトレーニング

【 はじめに 】虚弱高齢心不全患者は寝たきりにならないよ
う運動療法の実施が一般的であるが、重症大動脈弁狭窄症
は運動療法の絶対禁忌である。今回、我々はそのような症
例に対し、低心機能患者に臨床的に用いられる低負荷強度
インターバルトレーニング（LIIT；Low-Intensity Interval
Training）
を理学療法と病棟生活場面で導入し、自宅退院が
可能なレベルまで ADL が改善した経験を得たので報告する。
【 倫理的配慮、説明と同意 】
「患者プライバシー保護に関
する指針」と「厚生労働省等による医学的研究指針」に
沿って進めた。患者・家族に対し、症例報告として応募・
発表する旨を説明し同意を得た。
【 症例 】90 歳代前半の女性。安静時呼吸困難感を主訴に受
診した。半年前までは畑仕事をしていたが、それ以降は
徐々に活動範囲が狭小し自宅内生活となっていた。既往歴・
家族歴は特記すべき事項はなし。大動脈弁石灰化著明、両
側肺野うっ血、肺炎を認めており、肺炎を契機とするうっ
血性心不全と診断され、当院循環器内科へ入院となった。
同日、ICU 入室し NPPV 管理、強心薬・利尿剤・抗生剤
が開始となり、リハビリが処方された。第 18 病日、強心薬
離脱。心不全症状は改善も、移動能力は介助を要した。
Barthel Index（BI）45 点、Short Physical Performance
Battery（SPPB）2 点、歩行速度 0.23 m/sec であった。
【 理学療法、第 18 病日以降 】患者は自宅退院を希望し、そ
のために手すりを把持し自宅内トイレ歩行が可能であるこ
とが条件であった。またシルバーカーを使用し屋外短距離
歩行ができることを要望された。これを踏まえ理学療法の
目標を自宅退院のための移動能力の向上とした。理学療法
は LIIT を 用 い て、 低 負 荷 強 度（Karvonen 法 の 係 数
k = 0.3-0.4、Borg11-12）の運動期を設定し、全身状態と
下肢筋疲労に留意し運動期：休息期比を 1：1-2 程度とし
た。運動期の内容としては、四肢自動運動や短距離の歩行、
バランス練習を実施した。当院心臓リハビリ部門の個別理
学療法は 1 患者 1 単位程度であり、運動療法時間の拡大の
ため看護師主導で病棟生活でも同様の運動療法を導入した。
その際、医療者間での指導内容を統一すること、排泄や食
事と運動療法が連続する等のダブル負荷を避けることを原
則に、運動中の呼吸循環動態ならびに自覚症状のモニタリ
ングを行いながら実施した。その他、多職種連携し薬剤・
栄養指導等を行い、セルフモニタリングや自己決定支援等
の包括的心臓リハビリテーションを進めた。
【 結果 】有害事象無く運動療法を継続することができた。
手すりを把持し 40 m 歩行の自立、シルバーカーを使用し
100 m 歩行が可能となった。その他、BI70 点、SPPB4 点、
歩行速度 0.44 m/sec となった。
【 結語 】重症大動脈弁狭窄症を有す虚弱高齢心不全患者に
おいて、LIIT が有害事象無く ADL の改善に有用な可能
性がある。一症例の検討にて、今後は症例数を重ね有効性
と安全性について検討する必要がある。

【目的 】運動強度は様々な方法で表すことができるが、
METs という単位が多く使用されている。一般的に METs
は、American College of sports Medicine（ ACSM）の基
準である 1MET = 3.5 ㎖/㎏/min で算出する。これは 40
歳代の白人男性（70 ㎏）の値を基準として求められた概算
値である。臨床適応する場合、様々な年齢層の方に適応さ
せて良いのかという疑問を感じる。
本研究では、実際に算出した酸素摂取量を用いた実測値
運動強度と ACSM の基準を用いた推測値運動強度を用い、
まず異なる年齢相で同一な運動強度となるのか、そして体
格・性差においても同一な運動強度となるのか検討した。
【 方法 】対象は運動習慣がなく、心肺機能及び身体機能に
特に問題のない若年健常者（21.1 ± 1.1 歳）30 名（男性 16
名、女性 14 名）であった。実測値運動強度の算出につい
ては、呼気ガス分析装置（ミナト医科学株式会社製）を用
いて計測した。安静時酸素摂取量については座位 5 分間の
酸素摂取量とした。その他の測定項目として血圧、脈拍お
よび Borg スケールを 1 分毎に測定した。
運動課題は、立ち上がりとし座面を両手で押しながら立
ち上がり、股関節と膝関節が完全伸展するように指示し、
再び椅子に殿部が接するまでを1 回とした。立ち上がり動
作を10 回 / 分の速さで 10 分間実施し、運動課題中も1 分
毎に安静時項目と同じ項目を測定した。立ち上がり動作は
測定開始前の 3 分間を除いた 7 分間の代謝量を解析に用い
た。運動強度について、安静時酸素摂取量をもとに算出し
た実測値運動強度と1MET = 3.5 ㎖/㎏/min をもとに推測
値運動強度を算出した。統計解析は Statcel3 を用い、有意
水準 5% として比較検討、体格においては関係性を検討した。
【 結果 】安静時と比較して運動時に、拡張期血圧を除くす
べての項目が上昇する傾向にあったが、酸素摂取量のみ有
意に増加した（P ＜ 0.05）
。また、実測値運動強度での
1MET の平均値は、4.2 ± 0.5 ㎖/㎏/min であり、推測値
運動強度の 3.5 ㎖/㎏/min と比較すると有意に高くなった
（P ＜ 0.05）
。立ち上がり動作の運動強度は、推測値運動
強度 2.9 ± 0.3METs に比べ、実測値運動強度では 2.4 ±
0.3METs と低値を示す結果となった。さらに、酸素摂取
量は安静時・運動時ともに身長、体重と正の相関が認めら
れ、身長と体重が大きければ酸素摂取量、METs も高く
なった。身長と運動時の酸素摂取量は、やや強い相関が
あった（r = 0.508）
。
【 考察 】若年健常者において、実測値運動強度は、ACSM
の基準である推測値運動強度より低い結果となった。この
結果より、ACSM を指標として運動処方を行う場合、年
齢の配慮を行なう必要があると考える。酸素摂取量に関し
ては、体格の影響があり、身長が高ければ換気量は増大す
ることから運動強度を決定する因子となりえる。今後は年
齢・体格を考慮した新たな基準作成が必要であると考える。
【 倫理的配慮 】被検者には本研究の趣旨を説明し、書面に
て同意を得られた者を対象とした。
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脳卒中患者における回復期リハビリ
テーション病棟退棟時の
歩行自立可否予測

O-17

― 入棟時の簡易な情報を用いた
決定木分析による検討 ―

脳卒中片麻痺患者に対する歩行練習が
左右対称性に与える効果

○上野 正寛、山出 宏一、長谷 浩行、松浦 和文、
加藤 祥一
山口リハビリテーション病院

○妹尾 祐太 1）、井上 優 1）2）
1 ）倉敷平成病院 リハビリテーション部 理学療法科、
2 ）吉備国際大学 保健福祉研究所
Key word：脳卒中、歩行、予後予測

Key word：脳卒中片麻痺患者、歩行練習、左右対称性

【 はじめに 】歩行能力は在宅復帰の可否や退院後の生活様
式に大きく影響するため、早期から退院時の帰結を正確に
予測する必要がある。在宅復帰を目的とする回復期リハビ
リテーション（以下、回復期リハ）病棟において、早期に
簡易な情報のみで、複雑な方法を用いることなく予測がで
きれば、臨床現場での有用性も高い。また、帰結を見越し
た理学療法プログラムを提供し、すみやかに退院計画・支
援を行える可能性がある。本研究では決定木分析を用いて、
回復期リハの対象となる脳卒中患者の歩行自立可否を、入
棟時に得られる簡易な情報から予測可能であるかを検討す
ることを目的とした。
【 方法 】対象は、平成 28 年 4 月1日から12 月 31日の間に当
院回復期リハ病棟を退棟した脳卒中患者のうち、両側性病
変、発症前より歩行が自立していない者、入棟後に脳卒中
の再発・骨折の診断を受けた者、データ欠損者を除く116
名とした。診療録の情報から、回復期リハ病棟入棟時に得
られる情報として、属性情報、診断名、脳卒中・骨折の既
往 歴、Japan Coma Scale, Brunnstrom Recovery Stage,
Functional Independence Measure（ 以 下、FIM）得 点、
感覚障害、高次脳機能障害の有無、認知機能（認知症高齢
者の日常生活自立度判定基準）
、下肢装具の有無、発症前
の生活状況、介護度、起算日から入棟までの日数、起算日
から離床開始までの日数を後方視的に調査した。退棟時の
歩行自立可否の評価は退棟時 FIM 歩行項目の得点を抽出
し、6 点以上の者を歩行自立群、6 点未満の者を歩行非自
立群に分類した。分類結果を従属変数、入棟時の情報を独
立変数とする Classification and Regression Trees を用
いた決定木分析により、歩行自立可否の予測に関連する要
因と予測モデルの精度を検討した。
【 倫理的配慮、説明と同意 】匿名化可能な患者情報の学術
目的の使用には、入院時に書面で同意を得ており、本研究
は倉敷平成病院倫理委員会の承認を得た上で行った（承認
番号：H28-002）
。
【 結果 】決定木分析により得られた歩行自立可否予測モデ
ルにおいて、脳出血患者では入棟時の FIM 運動項目合計
点が 47 点、脳梗塞・くも膜下出血患者では 51 点を境にそ
れぞれ 2 群に分岐した。さらに合計点が 51 点以下の脳梗
塞・くも膜下出血患者では、認知機能が関連要因として抽
出された。得られた予測モデルは感度 84.8%、特異度
90.0%、陽性的中率 91.8%、陰性的中率 81.8%、診断精度
87.1% であった。また陽性尤度比は 8.49、陰性尤度比は
0.17 であった。
【 考察 】本研究の結果、回復期リハ病棟入棟時に得られる
簡易な情報により、脳卒中患者の歩行自立可否を予測でき
る可能性が示唆された。本研究は後ろ向き研究であり、調
査可能な項目が限定されていた。認知機能が要因として抽
出されたが、今回選択した評価方法が最適とは限らないた
め、再検討し、より精度の高い予測モデルを作成する必要
がある。

【 はじめに 】一般に脳卒中片麻痺患者は歩容の左右非対称
性が特徴であり、左右対称性の獲得が歩行練習の目標の一
つである。この左右非対称性の原因として麻痺側下肢の立
脚期時間が短縮による前方への推進力が低下が挙げられる。
その問題に対して歩行練習の有用性が示されているが、介
入期間や対象の状態を考慮した効果の検証は少ない。そこ
で本研究の目的は脳卒中片麻痺患者に対する歩行練習が左
右対称性に与える効果について検証することとした。
【 方法 】対象は山口リハビリテーション病院に平成 29 年 4
月から平成 30 年 2 月までの間に入退院した脳卒中片麻痺
患者 101 名とした。除外対象は見守り以上の歩行が不能な
者、明らかな麻痺症状のない者、4 週間以上の歩行練習実
績のない者とした。研究デザインは後ろ向きコホート研究
とし、歩行速度、歩幅、一歩行周期における麻痺側・非麻
痺側の立脚期比率（Sp/Gc ratio）を計測した。計測時期は
入院後、見守り歩行が可能になった時点に開始し、それ以
降 2 週間おきに計測した。計測には足圧モニタインソール
PiT（リーフ）を使用し、結果の解析は Sp/Gc ratio の麻痺
側・非麻痺側差については反復測定分散分析を、歩行速度、
歩幅、Sp/Gc ratio に影響を与える因子の検討には、各目
的変数に対し説明変数を年齢、性別、Br. stage、発症から
初回評価までの日数、初回評価の結果、歩行練習期間とし
て重回帰分析を行った。統計学的有意水準は 5% とした。
なお本研究は山口リハビリテーション病院倫理審査委員会
の承認を得て実施した。
【 結果 】反復測定分散分析の結果、麻痺側と非麻痺側の
Sp/Gc ratio の経過に交互作用は認められなかった。単純
主効果として非麻痺側に有意な Sp/Gc ratio の減少を認め
たが、麻痺側には見られなかった。さらに麻痺側と非麻痺
側の間において非麻痺側が有意に高値を示した。重回帰分
析の結果では、歩行速度と歩幅、非麻痺側の Sp/Gc ratio
に発症から初回評価までの期間、初回評価の結果が有意に
影響した。歩幅では以上に加えさらに介入期間の影響を認
め、歩行速度についてはさらに年齢と介入期間が有意に影
響した。麻痺側の Sp/Gc ratio には有意な影響を与える変
数はなかった。
【 考察 】本研究の結果から非麻痺側の Sp/GC ratio が麻痺
側より有意に高値を示したが、歩行練習によって有意な減
少が見られたことから、歩行練習の効果は、麻痺側より随
意性の高い非麻痺側の動作改善によって得られることが示
唆された。また、重回帰分析の結果から発症から初回評価
までの日数が、歩行速度、歩幅と非麻痺側の Sp/Gc ratio
に影響を認めたことから、発症後より早期の改善が重要で
あることが分かった。各目的変数において初回評価の結果
が反比例的に影響していることから天井うち現象と考えた。
歩行速度に介入期間の影響が見られたことについては今回
の目的変数以外の要因が影響したことが考えられ、今後さ
らなる検証が必要である。
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O-19

○澤田 誠 1）2）、和田 健二 2）、花島 律子 2）、中島 健二 3）

重症心身障害児者に対する排痰補助装
置が経皮的動脈血二酸化炭素分圧へ
及ぼす影響

○三鴨 可奈子、吉田 安那、山﨑 さと子、川谷 歩、
大野 光洋、片桐 浩史、汐田 まどか

1 ）国立病院機構 鳥取医療センター リハビリテーション科、
2 ）鳥取大学医学部 脳神経内科、
3 ）国立病院機構 松江医療センター

鳥取県立総合療育センター

Key word：動脈血二酸化炭素分圧、重症心身障害、排痰補助装置
Key word：パーキンソン病、すくみ足、誘発法

【 目的 】パーキンソン病（PD）におけるすくみ足（Freezing
of gait：FOG）は転倒の主要因となり、ADL や QOL を
阻害する因子である。しかし、診察室で FOG を観察する
ことは稀で病態解明の障壁となっている。FOG の検出に
は自記式質問票が用いられる事が多いが、患者の主観によ
るため正確に検出できない可能性がある。近年、誘発課題
により FOG を検出する試みが示されている。今回は誘発
課題による FOG の臨床的有用性を検討した。
【 方法 】対象は、2015 年 4 月1日 -2017 年 12 月30日の期間
に当院神経内科を受診したパーキンソン病患者 128 名（男性
57 名、女性 71 名、平均年齢 70.0±8.4 歳）とした。独歩が
困難な患者、アンケートに回答できない患者は除外した。
FOG の有無は歩行診察、自記式質問票（New Freezing
of gait questionnaire：NFOG-Q）
、FOG 誘発法（Walking
with short steps rapidly（出来るだけ速く小刻みで 5 m 程
度歩行をする）
、Rapid full turn：その場で出来るだけ速
く一回転を行う）により評価した。FOG の判定は、歩行
診察中の不自然な休止を他覚的 FOG 陽性、NFOG-Q ス
コア 1 点以上を自覚的 FOG 陽性、誘発課題中の不自然な
休止を誘発 FOG 陽性とした。その他に Hoehn – Yahr
（HY）分 類、Unified Parkinson's Disease Rating Scale
（UPDRS）part Ⅲ、認知機能検査および種々の非運動症状
（うつ状態、気分障害、睡眠障害、レム睡眠行動異常、疲
労）を評価した。統計解析は IBM SPSS Statistics version
20 を用い、one-way ANOVA もしくは Kruskal-Wallis
検定を行い、その後 post hoc 検定を行った。
【 倫理的配慮 】本研究は、鳥取大学医学部倫理審査委員会
で承認された（承認番号：2518）
。
【 結果 】それぞれの評価における陽性者は、他覚的 FOG
陽性 22 例（17.1%）
、自覚的 FOG 陽性 61 例（47.6%）
、誘
発 FOG 陽性 53 例（41.4%）であり、52 例（40.6%）はいず
れの評価も陰性であった。他覚的 FOG 陽性患者のうち誘
発課題が陰性の患者は 1 例のみであった。他覚的に陰性で
且つ自覚的 FOG も陰性であった 54 人の中で 14 例（25.9%）
に誘発 FOG が認められた。自覚的 FOG 陽性 40 名中で誘
発法陰性が 22 例であり二つの方法の陽性は解離していた。
FOG 陰性群、自覚的 FOG のみ陽性群、誘発 FOG のみ陽
性群にて多重比較検定を行った。誘発のみ FOG 陽性群は、
FOG 陰 性 群 に 比 べ 寡 動・postural instability and gait
difficulty（PIGD）スコアが有意に高値であった。認知機能
や非運動症状に有意な差は見られなかった。
【 考察 】PD 患者に対して FOG 誘発課題を行う事で通常の
歩行診察よりも高率に FOG 現象が検出された。FOG 誘発
課題では歩行診察や自記式質問票では検出されない FOG
が検出され、FOG 検出において有用である可能性が示唆
された。ただし、誘発課題中のすくみ足現象の判定法は確
立しておらず、また、通常のすくみ足と同一現象によるも
のかは不明で下肢の寡動症状など疑陽性を含んでいる可能
性も考慮される。FOG 誘発課題の精度の改善が望まれる。

【 はじめに 】重症心身障害児者（以下重症児者）の多くは
呼吸障害を伴う。換気を改善するため、排痰補助装置の使
用、ポジショニングなどに取り組んでいる。排痰補助装置
やポジショニングの影響について動脈血二酸化炭素分圧
（PCO 2 ）をモニタリングした報告は少ない。この度、排痰
補助装置の影響を経皮的 PCO2 の変動から検証したので報
告する。
【 倫理的配慮 】対象となる症例及び保護者に対し、目的と
趣旨を説明し同意を得た。
【 方法 】使用した排痰補助装置は陽・陰圧体外式人工呼吸
器（RTX）と高頻度振動（スマートベスト）である。RTX は
バイブレーションとコフモードが組み合わさったクリアラ
ンスモードを使用した。また、脊柱・胸郭の強度の変形や
筋緊張亢進によりキュイラスの装着が困難な場合、スマー
トベストを使用している。経皮的血液ガス分圧測定器（セ
ンテックデジタルモニターシステム）を用いこれらの肺痰補
助装置を使用しながら経皮的 PCO2 をモニタリングした。
【 結果 】
症例 1：24 歳男性。痙性四肢麻痺、慢性呼吸不全。気管切
開し TPPV。腹臥位でスマートベスト（13Hz、10 分間）
は 48 から
を施行。腹臥位のみでは、経皮的 PCO（㎜Hg）
2
、PR（bpm）は横ば
10 分後には 42.9 となった。SPO（%）
2
いであった。腹臥位でスマートベストを施行すると PCO 2
は 48.1 から 44.1 となった。SPO2 は横ばい、PR は穏やか
に低下し多量の喀痰を認めた。
症例 2：5 歳女児。痙性四肢麻痺、慢性呼吸不全。気管切
開し TPPV。腹臥位で RTX を施行。腹臥位のみでは
PCO2 は 44 で横ばい、SPO2 も横ばいだったが PR は穏や
かに低下した。腹臥位で RTX を施行したところ筋緊張に
変動があったが PCO2、SPO2、PR ともに横ばいで、多量
の喀痰を認めた。
症例 3：16 歳男性。精神発達遅滞、てんかん。中枢性無呼
吸にて夜間のみ NPPV。腹臥位で RTX を施行。腹臥位の
みでは PCO2 は 58.1 から 55 に低下し SPO2、PR は横ばい
だった。腹臥位で RTX を施行するとバイブレーションで
は PCO2 が低下したが、コフモードでは同調できず息止め
をし上昇した。SPO2、PR は横ばいだった。スマートベス
トに変更すると息止めをすることなく PCO2 は低下し 54.7
から 51 となった。SPO2、PR は横ばいで多量の喀痰を認
めた。
【 考察 】腹臥位を行うことで経皮的 PCO2 が低下する症例
があった。スマートベストは経皮的 PCO2 への影響は不明
だったが排痰には効果があった。RTX では、コフモード
で呼吸が同調できない場合、経皮的 PCO2 が上昇してしま
う症例があった。重症児者に RTX を使用する際には、同
調し効果的に使用できているか確認しながら施行する必要
がある。排痰補助装置の使用により SPO 2 に変化がなくと
も経皮的 PCO2 には影響がある症例があった。経皮的
PCO2 の測定は、ポジショニングや排痰補助装置の選択を
検討するのに有効と考える。
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経頭蓋直流電気刺激による
障害物回避歩行における
二重課題コストの軽減効果
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大腿骨転子部骨折例における
歩行能力に影響を与える要因
術後運動機能は骨折型から独立して
歩行能力と関連するか？
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【 目的 】二重課題干渉の減少には、大脳皮質の背外側前頭
前野（DLPFC）が重要な役割を担うとされ、この領域の活
動性を調節することで二重課題実行機能が向上する可能性
がある。本研究は、
DLPFC へ経頭蓋直流電気刺激（tDCS）
を実施し、歩行中の障害物回避への認知負荷による二重課
題干渉を低下させるとともに、障害物回避への影響を調べ
ることを目的とする。
【 方法 】対象は健常成人 10 名（25.7 ± 5.0 歳）とした。対象
者は、単純課題（ST）として提示された 3 桁の数字より 7
ずつ減算する減算課題、1 周 15 m のコース上に高さ 7.5 ㎝
のハードルを 6 個設置した歩行路を 6 周する歩行課題、お
よび減算課題と歩行課題を同時に行う二重課題（DT）を実
施した。その後、左 DLPFC に相当する F3 領域（国際
10-20 法）への陽極 tDCS を実施した。tDCS は、2 mA の
刺激電流（実刺激）または無電流（偽刺激）で 20 分間刺激
し、刺激後に再び各課題を実施した。解析は、減算課題時
の 1 分間の減算正答数と二次元動作解析から求めた歩行課
題中の障害物回避時の足部高について、DT と ST の差を
ST で割った二重課題コストを算出し、刺激の有無と刺激
の前後を要因とする反復測定分散分析を行った。有意水準
は 5% とした。
【 結果 】DT における減算正答数は、偽刺激では 15.6 ±
4.25（ 刺激前）
、14.9 ± 4.23（ 刺激後）で、実刺激では 16.5
± 4.99 から 19.7 ± 4.99 に増加した。また、DT における
障害物回避時の足部高は、偽刺激では 12.14 ± 1.98（ 刺激
前）から 12.00 ± 1.79（ 刺激後）であったが、実刺激では
12.25 ± 1.97 から 10.7 ± 2.09 に減少した。二重課題コスト
を求めると、減算正答数のコストは、偽刺激前後に比べ実
刺激前後で減少し、有意な交互作用を示した（F（1, 9）
= 6.82, p ＜ 0.05、偽刺激 0.25 ± 0.13 から 0.28 ± 0.16、実
刺激 0.26 ± 0.13 から 0.15 ± 0.09）
。障害物回避時の足部
高のコストも、偽刺激前後に比べ実刺激前後で減少が大き
く、有意な交互作用を示した（F（1, 9）= 5.30, p ＞ 0.05、
偽刺激 0.14 ± 0.15 から 0.15 ± 0.08、実刺激 0.21 ± 0.13 か
ら 0.07 ± 0.11）
。
【 考察 】本研究結果は、左 DLPFC に対する tDCS が、歩
行時の障害物回避中に起こる二重課題干渉の影響を少なく
できることを示した。これは刺激により左 DLPFC の活
動性が増加することで、減算による認知的負荷を処理する
ための容量が増加し、二重課題コストが減少したためと考
えられる。この結果から、本法は歩行を伴う二重課題遂行
能力を改善する可能性を有することが示された。
【 倫理的配慮、説明と同意 】本研究は大山リハビリテー
ション病院倫理審査委員会の承認を受け、実施にあたって
は全ての対象者に同意を得て行った（承認番号：1609）
。

Key word：大腿骨転子部骨折、歩行能力、骨折型

【 目的 】大腿骨近位部骨折例における理学療法の目的とし
て早期の歩行獲得が挙げられる。われわれは大腿骨近位部
骨折例における歩行能力に影響を与える可変的要因として、
下肢筋力・疼痛といった要因が重要であることを過去に報
告した（川端ら、2014）
。大腿骨近位部骨折の中でも、転
子部骨折例における機能的予後はとりわけ不良であること
が知られており、臨床上も歩行獲得に難渋するケースが少
なくない。転子部骨折例の歩行能力に影響を与える要因と
しては、疼痛・筋力・可動域といった可変的な要因以外に
も骨折型・小転子骨片の転位の有無といった骨折そのもの
の影響が考えられる。しかしながらこれら可変的要因が骨
折型や小転子骨片転位の有無から独立して歩行能力に影響
を与えるか否かは明らかでない。そこで本研究では転子部
骨折例における術後運動機能が骨折型・小転子骨片の転位
の有無から独立して歩行能力に影響を与えるか否かを明ら
かにすることを目的とする。
【 対象 】転子部骨折の診断で当院へ入院となった連続 120
例のうち、除外基準（重度認知症例、受傷前歩行不能例、
中枢神経障害合併例、術後 4 週以内の退院例、保存的加療
例）に該当する 25 例を除く 95 例を最終的な対象とした。
【 倫理的配慮 】対象には本研究の趣旨、研究参加の任意性
について説明し同意を得た。本研究は当院倫理審査委員会
の承認を得て実施した（承認番号：H28-14）
【 方法 】調査項目は年齢、性別、受傷前における障害高齢
者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、骨
折型、小転子骨片転位の有無、術式、免荷期間とした。ま
た術後運動機能（術後 4 週）として疼痛（安静時・荷重時）
、
関節可動域（術側股屈曲・伸展・外転、術側膝屈曲）
、下肢
筋力（術側・非術側股外転、術側・非術側膝伸展）
、歩行能
力（0：歩行不能・1：平行棒・2：歩行器・3：杖・4：独歩
の 5 段階順序尺度）を評価した。Spearman の順位相関係
数を用いて歩行能力と上述した調査項目・術後運動機能と
の関連性を検討した。歩行能力を従属変数、相関分析で歩
行能力と有意な相関関係を認めた変数を独立変数として、
順序ロジスティック回帰分析を行い、歩行能力に影響を与
える要因を抽出した。統計学的解析には SPSS Statistics
ver21.0 を使用し、有意水準は 5% とした。
【 結果 】順序ロジスティック回帰分析の結果、術後歩行能
力に影響を与える要因として、骨折型・小転子骨片転位の
有無・受傷前における障害高齢者の日常生活自立度・認知
症高齢者の日常生活自立度から独立して、術側股外転筋力
2
。
が抽出された（p ＜ 0.05、疑似決定係数 R = 0.62）
【 結論 】大腿骨転子部骨折例における歩行能力に影響を与
える要因として、骨折型や小転子骨片転位の有無から独立
して術側股外転筋力が重要であることが明らかとなった。
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