
【まとめ】TKA 術後の下腿前外側近位1/2部に歩行

時痛を訴える症例を数例経験した。これに対し2症例
を通して共通する身体的特徴を述べ、痛みの要因を提
示した。痛みの要因として、TKA 後の下肢アライメ
ントの変化と偏平足という身体的特徴が大きく関連し
ているものと推測された。偏平足により距骨下関節の
過度回内と前足部の回内が強要され、その結果回外筋
である前頚骨筋の overuse が生じ、前頚骨筋の筋起始
部に痛みが生じていると考えられた。対応策としてソ
ルボ　タテアーチサポートによる内側縦アーチの補高
により偏平足の状態が改善され、前頚骨筋の負担が軽
減し、歩行時痛は速やかに改善されたと考えられた。

【目的】当院で実施している、外来、入院、訪問リ
ハビリテーション（以下リハビリ）の症例報告から
反省点や改善点を見出し、今後の治療に役立てる。

【方法】外来、入院、訪問リハビリの症例を提示し、
その経過・経験から反省点、改善点を報告する。

【結果】症例1　外来80代女性　診断名　右変形性
肩関節症　手術は H23.10.12に右人工肩関節置換術
を施行
既往歴は　腰椎椎間板ヘルニア、狭窄症　両膝
TKA 右肩腱板断裂　肘、頸部と多くの手術をされ
ている。
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当院での外来・入院・訪問のリハビリテーション

発　表　者 三好　拓也 北海道　鹿追町国民健康保険病院

共同研究者 白川　拓、奥田　智津子

結果     
 症例１  外来症例  ８０代  女性   
 診断名 右変形性肩関節症  （腱板断裂関節症） 
 手術名 右人工肩関節置換術（H23.10.12）  
  
   既往歴  
H7  腰椎椎間板ヘルニア      H16   両側人工膝関節
置換術      H17  右肩腱板縫合術     H18 肘手術 
H21  腰部脊柱管狭窄症   H22  胆石・頸部手術 
    

方法 

 外来、入院、訪問リハビリの症例を提示し、その
経過・経験から反省点、改善点を報告する。 

 当院で実施している外来・入院・訪問リハビリ
テーション（以下リハビリ）の症例報告から反省点
や改善点を見出し、今後の治療に役立てる。 

目的 

  【まとめ】       
• ＴＫＡ術後の術側下腿前外側近位1/2部に歩行時痛を
訴える症例を数例経験した。 

• これに対し2症例を通して共通する身体的特徴を述
べ、痛みの要因を呈示した。 

• 痛みの要因として、TKA後の下肢アライメントの変化
と、偏平足という身体的特徴が大きく関連していると
推測。 

• 偏平足により距骨下関節の過度回内と前足部の回内
が強要され、その結果回外筋である前頚骨筋の
overuseが生じ、前頚骨筋の筋起始部に痛みが生じ
ていると考えられた。 

• 対策としてソルボ タテアーチサポートによる内側縦
アーチを補高した事により、偏平足の状態が改善さ
れ、前頚骨筋の負担が軽減し、歩行時痛は速やかに
改善されたと考える。 
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【症例情報】ADL セルフケアは全て自立　週1回
　清掃のためヘルパーを依頼している。
活動的な方で、白寿大学に通っており、絵画、書道
など多趣味である。

【治療経過】術後約3か月　手術施行した整形外科
にて入院リハビリを実施され、H24.1退院し、当院
へ週3回通院されている。
術前の関節可動域は特に外転、内旋が他動に対して
自動可動域が低下している。

【治療経過2】退院時　他動可動域制限もあり、自
動可動域は著しく低下している。

【治療経過3】5/2の状況であるが、他動関節可動域
は改善したが、自動関節可動域は、特に挙上で回復
が緩徐である。
筋力は　肩甲骨周囲の筋に著しい低下がみられる。
腱板含め、上腕の挙上は2レベル。
疼痛は肩周囲の運動時痛　右上肢のしびれがある。

【治療経過3-2】肩の運動の特徴は　上肢挙上に先
行して、肩甲骨が前方突出する。挙上時、上腕骨頭
の関節窩への取り込み不十分。
リハビリプログラム　①筋リラクゼーション②筋力
トレーニング③肩甲骨固定と上腕骨の運動を促す、
協調運動の練習を実施する。

治療経過3 
現在  （5/2）    
ROM-T：屈曲  外転 1st外旋 2nd外旋 内旋 
他動  150°   145°  45°  60°    60° 
自動      45°     60°    50°  55°  55° 
 
MMT：三角筋前・中部2 前鋸筋・菱形筋2  
     僧帽筋上部4 
疼痛 ：肩周囲の運動時痛,右上肢のしびれあり 
 
 

治療経過2 
退院時    
ROM-T：屈曲    外転 1st外旋 2nd外旋 内旋 
   他動 100°  125°     30°  65°   50° 
 自動  30°     45°   20°  30°   25° 
 
 右肩の運動時痛、右上肢しびれあり、胸椎の可
動性低下、肩甲帯外転・前傾増強変わらず 

治療経過 
約3ヵ月間術病院で理学療法実施 
H24. 1 退院し当院へ3回/ｗ外来通院 
 
術前状況  
ROM-T：屈曲  外転 1st外旋 2nd外旋 内旋 
 他動 135° 115° 45°    60°  50°    
 自動 120° 70°   40°    50°  25° 
 
 

内科合併症 
 高脂血症・高血圧 
ADL セルフケア 自立レベル 
1/ｗ ヘルパー依頼（部屋、 
シンク、ガス台、風呂等清掃） 
 
活動  白寿大学生 
趣味  絵画、日本舞踊、書道 
     大正琴など 
 
 

症例情報    

治療経過4 
 上肢の挙上に先行して、肩甲骨が前方突出（外
転、挙上）する. 
 挙上時、上腕骨頭の関節窩へ取り込み不十分． 

 リハビリプログラム 
①筋リラクゼーション  ②筋力トレーニング 
③協調運動練習（肩甲骨と上腕） 
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【考察】反省点として肩機能の改善に時間がかかり、
満足を得られない。改善点は、治療者の知識、技術
の向上が必要。

【症例情報】症例2　入院症例80代女性　診断名　
右坐骨骨折（保存）
受傷機転は平成23年12月24日、自宅トイレで転倒
して受傷、市内病院に搬送され入院となる。

【治療経過】平成23年12月26日　リハビリ開始と
なり、平成24年1月4日　平行棒内歩行可能なレベ
ルで当院へ転院となる。

同日よりリハビリ開始　開始時は歩行器歩行連続
80m 見守りレベル　右鼠径部に荷重・運動時痛
VAS で6/10。筋力は右下肢2～3レベルで疼痛に
よる抑制と思われる。

【治療経過2】平成24年1月17日　独歩見守りで
屋外長距離歩行目指し、T 字杖歩行練習開始。杖
と下肢のタイミングが不慣れで見守り。
鼠径部痛は　内転筋部の突っ張り感へ変化している。
平成24年1月30日　杖歩行習熟され、方向転換や
継ぎ足歩行などの応用歩行も自立される。
2月4日、自宅外泊され2月8日、退院し終了となる。
退院時の PT 介入はなかった。
リハビリプログラムは内転筋部のリラクゼーション
と応用歩行等の歩行練習を実施した。

【考察】反省点は退院時に家屋改修の話があったと
後日病棟看護師より聞くが、PT 介入することなく
退院、終了となった。
改善点は退院情報を病棟看護師と共有し連携を図り、
家屋改修に介入できればより良い在宅生活へ移行す
る支援ができたと考えられる。

考察 
反省点 
 退院時に家屋改修の話があったようだが 
 PTが介入する間もなく退院、終了となった． 
 
改善点 
 退院時期の情報収集と病棟看護師との連携を
図り、必要があればケアマネージャーとも協力し
て家屋改修に介入できればより良い在宅生活へ
移行する支援ができる． 
 

治療経過2 
H24. 1.17   独歩見守りで可能、屋外長距離歩行
目指しT-cane歩行練習開始 不慣れな状況 
鼠径部痛は内転筋部の突っ張り感へ変化 
H24. 1.30   杖歩行習熟され、応用歩行（方向転換
等の歩行バランス）も自立レベルへ 
H24. 2. 4     自宅外泊 
H24. 2. 8     退院し終了  退院時PTの介入なし 
         
 リハビリプログラム 
①筋リラクゼーション   ②歩行練習  

治療経過 
H23.12.26 リハビリ開始 
H24.  1.  4   平行棒内歩行が可能なレベルで当院
へ転院となる 
 
 当院でのリハビリ開始 
開始時状況 
  歩行器歩行連続80ｍ見守りで可能 
  右鼠径部に荷重・運動時痛6/10あり 
  ROM-T：著明制限なし  
  MMT ：右下肢2～3（疼痛による抑制）             

症例情報 
 症例２ 入院症例    80代 女性 
 診断名 右坐骨骨折 （保存） 
 既往歴 皮膚癌、高血圧、右顔面神経麻痺、角
膜炎（視力低下） 
 受傷機転 H23.12.24 自宅トイレで転倒して受
傷、帯広市内病院に搬送、入院となる 
  
  

考察 
反省点 
 長期にわたり治療実施するも自動可動域の改
善が微小． 
 
改善点 
 治療者の知識、技術の向上が必要． 
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【症例情報】症例3　訪問症例80代女性　診断名　
悪性リウマチ　多発性関節破壊　骨粗鬆症
既往歴は糖尿病、高血圧、心不全がある。日常生活
自立度は寝たきり度 B-2である。
在宅生活継続と介助量軽減目的に平成22年10月よ
り、週2回で訪問リハビリを開始する。

【治療経過】開始時、血圧高めで体交により眩暈を
誘発する。
初期リハビリプログラムは①四肢筋リラクゼーショ
ン②四肢 ROMex ③下肢、体幹筋力トレーニング
④寝返り練習である。
平成22年11月　座位練習開始、実施毎に座位保持
時間の延長がみられた。
平成23年2月、寝返りからの起き上がり練習開始
し同5月には軽介助にて寝返りから起き上がり、端
坐位が可能となる。座位保持は介助で7分　見守り
は3分間可能である。

【治療経過2】H23年6月に下腿部の夜間痙攣（不
随意運動様）が増悪、リハビリ実施日の夜間に頻発
するとの事で、プログラムを見直し、筋リラクゼー
ション中止で軽減がみられる。
平成24年1月には座位保持による強い疲労感の訴
えと、体調不良の日が続き、座位保持時間を合計で
3分程度まで短縮する。
同時期、ヘルパー、家族のポータブルトイレ移乗時
に移乗バンドの摩擦、圧迫により左脇腹に痛みが起る。

【治療経過3】脇腹の痛みはレントゲン所見ない。
座位練習は強い痛みを伴うため中止して様子見るが、
改善みられず、体調も低迷したため、本人希望で週
1回へ頻度を減少させる。
現在は四肢の愛護的関節可動域運動と体調に合わせ
てベッドギャッジアップにて座位練習を3分ほど実
施するにとどまる。

治療経過2 
H23.  6  下腿部の夜間痙攣（不随意運動様）出現、   
     リハビリ実施日夜間に頻発する.リラク  
     ゼーション中止で軽減 
      血液検査データ参照も不明 
H24.  1  座位保持による疲労強く、保持時間短縮 
     介助、見守りで3分程度実施 
     ヘルパー、家族の移乗介助時にバンドの 
     摩擦、圧迫により左脇腹に痛み出現 
 

治療経過 
開始時状況：血圧高めで体交により眩暈が強い 
 初期リハビリプログラム 
①四肢筋リラクゼーション  ②四肢ROMex 
③下肢、体幹筋力トレーニング  ④寝返り練習 
 
H22.11 座位練習開始、実施毎に保持時間延長      
H23.  2 寝返りからの起き上がり練習開始 
H23.  5   軽介助にて寝返りから起き上がり、端            
     坐位が可能  介助7分 見守り3分可能 
 
 
 

   症例３ 訪問症例 ８０代 女性 
   診断名 悪性リウマチ  多発性関節破壊 
        骨粗鬆症 
   既往歴 DM、HT、心不全 
 日常生活自立度 寝たきり度B2 
 
 在宅生活継続と介助量軽減目的に 
H22.10  2回/ｗで訪問リハビリ開始 
 

症例情報 

治療経過3 
脇腹の痛み 
 X-P所見なし 座位練習中止して様子をみるが 
 長期間改善みられず、体調の低迷もあり 
 
 本人希望で1/ｗに訪問リハビリの頻度減らす 
  
 現在のプログラムは四肢ROMexと体調に合わ
せてベッドギャッジアップのみ実施している 
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【考察】反省点は一時は座位能力向上し、回復傾向
であったが、脇腹の痛みを訴え頻度も減少し、廃用
を進めることとなった。
改善点は家族、ケアスタッフと移乗についての方法
を検討する機会を設け、最良の方法を実施すること
で回避できた可能性がある。

【結論】治療者はより一層の治療技術、知識の向上
を目指す必要がある。MSW 不在のため、退院、転
院時の他院や在宅ケアスタッフ、家族との連携体制
を整える必要がある。
リハスタッフが少人数のため知識、技術の面も含め、同
地域のほか PT と相談し合える体制作りが必要と思われる。

【はじめに】 今回、脊髄梗塞により移乗動作が困難
となった症例を担当しました。
日常生活において移乗動作は、生活の切り替え点に
存在するといわれており、本症例でも移乗動作の獲
得が必要と考えました。
また、本症例は地域サービスを中心とした介護が必
要でした。

これらを踏まえ、在宅復帰に向けた多職種との連携
について報告します。
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入院生活から在宅生活へつなげるために
～対麻痺を呈し移乗動作が困難となった症例～

発　表　者 小川　いづみ 滋賀県　公立甲賀病院

共同研究者 吉村　拓真、中川　のぞみ、深江　冨美、山脇　みつ子

結論 
治療者はより一層の治療技術・知識の向上を目
指す必要がある． 
 
MSW不在のため退院、転院時の他院や在宅ケ

アスタッフ、家族との連携体制を整える必要が
ある． 

 
リハスタッフが少人数のため、知識、技術の面
も含め同地域他PTと相談し合える体制づくり． 

考察 
反省点 
 一時は回復傾向であったが、脇腹の痛みを訴え、
頻度も減少し、廃用を進めることとなった． 
 
改善点 
 家族、ケアスタッフと移乗についての方法の検
討等、事前に話し合い、共有することで回避でき
た可能性がある． 

はじめに 
 今回、脊髄梗塞により対麻痺を呈し移乗動作が困難
となった症例を担当した。 

 

 日常生活において移乗動作は、生活の様々な場面の
切り替え点に存在するといわれている。本症例でも今
後の生活動作に繋げるため、移乗動作獲得が必要と
考えた。 

 

 本症例は家人による介護力が乏しく、地域サービスを
中心とした介護が必要であった。 

 

 在宅復帰に向けた多職種との連携について報告する。 

１ 

入院生活から在宅生活へつなげるために 
～脊髄梗塞により対麻痺を呈し移乗動作が困難となった
症例～ 
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