
【はじめに】当院リハビリテーション技術科では、
地域支援活動に力を入れており、昨年度は6か所か
ら年間145件の委託を受けました。
支援活動は、介護予防事業、老人介護施設での支援、
小児通所施設での発達支援事業です。
介護予防事業では、膝教室、転倒予防教室、リハビ
リ教室を行っています。
老人介護施設では、入所者への運動指導、介護ス
タッフへの介助方法指導・ポジショニング指導など
を行っています。
小児通所施設では、個別でのリハビリ、親・職員に
対する指導を行っています。

スライドは、平成17年から23年までの委託件数の
推移です。

今回は、地域支援活動の中から、介護予防事業であ
る膝教室について述べます。
中津川市付知町（以下付知町）では、平成14年より
65歳以上で膝に痛みのある方を対象に、介護予防
事業として膝教室をおこなっています。
膝教室での地域の保健師と当院理学療法士との連携、
参加者の経過状況の報告を行います。
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【膝教室の目的・対象】運動を習慣化し、筋力をつ
けることで膝の疼痛増強を防ぎ、歩行能力・日常生
活動作の維持を図ることを目的としました。
対象は、付知町在住の65歳以上で、膝に痛みのあ
るかたです。
各年度での参加人数はスライドの通りです。
膝教室開始から7年間で延べ参加人数は317名、う
ち5年以上継続参加者は37名でした。

【膝教室の開催方法】付知町内4会場にて開催しま
した。
教室開始時に、当院理学療法士が「日整会膝機能
評価表」を使用し、疼痛・関節可動域・自動伸展
不全・歩行能力・日常動作・10m 歩行速度を評価し、
評価結果に基づき個別に運動指導を行いました。
その後は毎月1回集まり、保健師が血圧・体重・体
脂肪測定、問診を行い、保健師指導のもと集団で運
動を行っています。
月に一回集まることで、運動が自主的に行えている
かを確認し、運動の継続を促しています。
現在、評価は9月と2月の年二回行っています。

評価に使用した「日整会膝機能評価表」です。

実際の評価時の様子です。

個別指導時の運動内容です。
運動は膝関節の疼痛増強を予防する目的で、膝関節
周囲筋の筋力強化をおこなうもの、転倒を予防する
ための股関節周囲筋の筋力強化をおこなうものを中
心に入れています。
この中から、参加者に必要な運動をピックアップし、
運動指導を行っています。この他にも、評価時に必
要と思われる運動の指導もおこなっています。

対象：付知町在住の65歳以上で膝に痛みのある方。 
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保健師指導での集団運動の一部です。
集団運動では、全身のストレッチ、足部のマッサー
ジ、ボールを使っての体幹・下肢の筋力強化、個別
運動で指導した運動などを行っています。

実際の集団での運動場面です。

【評価結果】膝教室開始以降、5年以上継続参加者
のそれぞれの評価項目ごとに、開始時の評価点数と
最終時の評価点数から改善率をだし、100% を維持、
100% 以上を改善、100% 以下を増悪とし、維持・
改善群と増悪群とに分けました。

総合点では、維持・改善群70%、増悪群30% でした。

日常動作では、維持・改善群78%、増悪群22% でした。
疼痛では、維持・改善群81%、増悪群19% でした。

自動伸展不全では、維持・改善群が100% でした。
関節可動域では、維持・改善群89%、増悪群11%
でした。

歩行能力では、維持・改善群86%、増悪群14% で
した。
歩行速度では、維持・改善群59%、増悪群41% で
した。

保健師による 集団運動 
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【考察】高齢者の膝の痛みは、関節の変形が原因で
あることが多いため、疼痛により筋力が低下すると、
関節にかかる負担が大きくなり、さらに疼痛が増強
しやすく、そのために歩行能力・日常動作能力が低
下すると考えられます。
今回の評価結果から、機能的評価である疼痛・自動
伸展不全の維持・改善により、日常動作や歩行など
能力面の維持・改善が得られたと考えました。
膝教室では、評価結果に基づき理学療法士が筋力強
化指導を行い、その後は、参加者が指導された運動
を自主的に行いました。そして、月に一度集まった
際に、自主運動ができているかを保健師が確認する
ことで、長期にわたり疼痛増強を防ぎ、歩行能力・
日常動作能力の維持ができたと考えました。
また、年二回の理学療法士評価により、参加者が身
体機能の状態を確認できたことも、運動継続の動機
付けとなり、よい結果に結びついたと考えられます。

【まとめ】

・膝教室における、地域の保健師と当院理学療法士
との連携、参加者の経過状況を報告しました。

・理学療法士・保健師が評価・指導を継続してきた
ことで、参加者の日常生活での自主運動が習慣化
されました。

・参加者の平均年齢が78.2歳と高齢になっても7割
以上が疼痛の増強を防ぎ、歩行能力・日常生活動
作能力を維持できています。

・病院業務だけでなく、地域に出向き、他職種との
連携のもと支援を行うことが介護予防・寝たきり
予防につながったと考えます。

ご静聴ありがとうございました。

（20年・21年委託件数↑は他の OT 派遣分の委託
を受けていたため）

評価全体では維持・改善群が70% 以上となってい
るが、歩行速度については、維持・改善群59%、
増悪群41% と他の結果と比べると増悪群が多いこ
とがわかる。
しかし、歩行能力は維持・改善群86%、増悪群
14% との結果となっており多くの参加者の歩行能
力が維持できている結果となった。
これは開始時の評価から5年から7年が経過し、高
齢となってきたことと歩行速度より転倒しない安定
した歩行を求めたためだと考えた。
筋力については徒手筋力測定評　マイクロ FET を
使用し測定していましたが、計測者が変わることで
測定結果にばらつきが出たため、途中から MMT
による筋力測定に変更したため今回の発表のデー
ターとしてはつかえませんでした。
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