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日本物理療法合同学術大会 2023 大会長 

山口 智史 

順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

 

 

物理療法は、なぜ臨床で⼗分に活⽤されないのか？物理療法に関わる臨床家、研究者、 
開発者、企業など多くの⼈が、抱えている⻑年の悩みであり、臨床における物理療法の普
及は⼤きな課題となっています。 

物理療法は、理学療法の定義において運動療法に並ぶ重要な治療戦略に位置づけられて
います。また、研究知⾒は増えており、国内の理学療法ガイドライン第 2 版や脳卒中ガイ 
ドライン 2021 においても、⼀部の物理療法は⾼いエビデンスが⽰されています。 

さらに、⼀般社団法⼈ ⽇本物理療法学会や⼀般社団法⼈ ⽇本理学療法学会連合 ⽇本物
理療法研究会は、学術活動の推進やセミナー開催などの情報発信を進めてきました。ま
た、国際物理療法学会（International Society for Electrophysical Agents in Physical 
Therapy: ISEAPT）に参加し、国際的な⽴場からも物理療法の普及を推進してきました。
それでも、臨床において物理療法の存在は薄くなっている現状があります。 

この背景には、「機器がない」、「使い⽅がわからない」、「時間がない」、「興味が持てな
い」などの複数の要因があります。さらに、物理療法が活⽤されない理由の１つに、『効果
が実感できない』という意⾒を聞くことがあります。この効果が実感できない理由は、患
者の病態を正しく計測し、病態を理解したうえで、物理療法の効果機序に基づいた治療選
択により、患者の病態を変えることができていないことがあると考えます。 

本学術⼤会ではこのような状況を鑑み、『物理療法の評価と治療‐測る・理解する・変え
る‐』と題しまして、物理療法を正しく選択・活⽤するための評価と治療に焦点を当てた
いと考えます。測る・理解する・変えるは、臨床実践そのものであり、また研究において
もそのプロセスは同じです。このような視座から、本学術⼤会が臨床と研究における物理
療法の活⽤と発展に向けた⼀助となればと考えております。本学術⼤会をとおして、我々
の最⼤の⽬的である患者のリハビリテーションにおいて、最⼤の効果が得られるように、
物理療法の実践と発展に寄与することができればと願う所存であります。 



日程表 

 
 

 



会場案内 

 

 会場までのアクセス 

 

順天堂大学御茶の水センタービル 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-12 

 周辺アクセス 

・JR 線「御茶ノ水」駅下車（御茶ノ水口） 徒歩 8 分 

・東京メトロ（丸の内線）「御茶ノ水」駅下車 徒歩 8 分 

  



 会場４階 

 

 

 会場６階 

 

 



 会場７階 

 

 

 会場８階 

 



 会場９階 

 

  



企業展示ブース 会場見取り図 

 

・順天堂大学 御茶の水センタービル 9 階 

 
① オージー技研株式会社 

② インターリハ株式会社 

③ オムロン ヘルスケア株式会社 

④ 酒井医療株式会社 

⑤ ミナト医科学株式会社 

⑥ 伊藤超短波株式会社 

⑦ 一般社団法人日本セルフケア研究会 

⑧ 住友ファーマ株式会社 / 株式会社メルティン MMI 

⑨ フランスベッド株式会社 

⑩ REMED JAPAN 株式会社 

⑪ 株式会社日本メディックス 

⑫ 電通国際情報サービス 

⑬ 株式会社 LIFESCAPES 

 



 一般情報 

下記の選択肢をクリックすると、該当の記載にジャンプします。 

○ ご参加の皆様へ 

○ 現地参加の皆様へ 

○ オンライン参加の皆様へ 

○ 座⻑・演者の皆様へ 

 
 
ご参加の皆様へ 
 
１）講演の形式について 

１．Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および後⽇オンデマンド配信の対象講演 
⼤会⻑講演、特別講演 1、教育講演、エキスパートレビュー、シンポジウムは現地で 
講演が実施されます。講演内容は、Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および後
⽇オンデマンド配信にて視聴可能です。 

２．オンデマンド配信ならびに当⽇現地での放映の対象講演 
特別講演 2、⼀般演題はオンデマンド配信ならびに当⽇現地での放映を⾏います。 
なお、⼀般演題は、開催 1 週間前から閲覧が可能となります。 

３．Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および現地開催の対象講演 
助成演題は、Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および現地講演が実施されます

（オンデマンド配信はありません）。ハンズオンセミナーは、現地開催のみとなります。 
 ４．オンデマンド配信のみの対象講演 
   ポストコングレスは後⽇オンデマンド配信による視聴のみとなります。 
 
２）オンデマンド配信について 

⼤会⻑講演、特別講演、教育講演、エキスパートレビュー、シンポジウム、ポストコング
レス、⼀般演題につきましては、期間限定でオンデマンド配信を⾏います。 
１. 配信期間 

2 ⽉ 11 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：⼀般演題 



    2 ⽉ 20 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：⼤会⻑講演、特別講演 1、特別講演 2、教育講演、 
 エキスパートレビュー、シンポジウム 

 ２．配信視聴⽅法  
発表動画は動画配信ページ（ https://www.jcbapt2023.com/oralpresentation ）にて 
共有し、視聴いただきます。 
動画視聴のパスワードは、メールで送付します。メールが届かない場合、他の受信 
フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、学術⼤会事務局 
（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

 ３．オンデマンド配信の質疑応答⽅法 
質疑応答はコミュニケーションツール（Slack）を使⽤して実施します。 
Slack の使⽤⽅法および質疑応答の⽅法は、学術⼤会 HP 内 
○参加者へのご案内（https://www.jcbapt2023.com/instruction） 
○演者・座⻑へのご案内（https://www.jcbapt2023.com/participants） 
に掲載してあります「⽇本物理療法合同学術⼤会 2023  Slack の使⽤⽅法」 
をダウンロードしご覧ください。 
Slack への招待については、メールで送付します。メールが届かない場合、他の受信 
フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、学術⼤会事務局 
（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

 
３）オンデマンド配信視聴に関する注意点 
以下の⾏為を発⾒した場合、厳正な対応を⾏います。 
１．講演や⼀般演題の内容を録画・撮影することは⼀切禁⽌です。 
２．講演や⼀般演題の閲覧に関するパスワードを他⼈に教えることは禁⽌です。 
３．⼀⼈の参加登録者のアカウントで、複数⼈で閲覧するという⾏為は禁⽌です。 

 
４）⽇本理学療法⼠協会、⽇本作業療法⼠協会の⽣涯学習ポイントについて 
⽣涯学習ポイントの申請には、当⽇の参加登録が必要です。当学術集会の講演は、期間限 
定でオンデマンド配信を⾏いますが、オンデマンド配信のみの視聴では⽣涯学習ポイント 
は付与されませんのでご注意ください。 

 
  



現地参加の皆様へ 
 
１）参加受付 
 １．参加受付⽇時・場所について 

⽇時：2 ⽉ 18 ⽇(⼟) 10:30〜17:00 
2 ⽉ 19 ⽇(⽇) 08:30〜14:00 

場所：4 階フロア 参加受付デスク 
 
２）現地参加受付の⽅法 

１．参加受付デスク（4 階）において、参加登録⽤の QR コードをご提⽰ください。 
QR コードは、Payvent 決済時に送信されたメールに表⽰されております。 

２．ネームプレートは各⾃印刷のうえ持参いただき、参加受付後に備え付けのネームホル 
ダーに⼊れてご使⽤ください。ネームプレートは、Payvent 決済時に送信されたメー
ルより、ダウンロードが可能です。 
※ Payvent からのメールを紛失された⽅は、参加受付デスクにお申し出ください。 

 
３）当⽇参加登録について 

当⽇の参加登録は、Payvent で可能です。参加登録後に、受付登録を⾏ってください。 
 
４）クロークについて 

4 階受付と同フロアにクロークを準備しておりますが、新型コロナウイルス感染予防対策
のため、⼿荷物は宿泊先に預けるなど、できる限り⾃⼰管理にご協⼒をお願いいたします。 

 
５）参加証、領収書の発⾏について 

参加証および領収書は、Payvent 決済時に送信されたメールより、ダウンロードが可能で
す（2023 年 2 ⽉ 28 ⽇まで）。 

 
６）感染症防⽌対策について 

１．来場前の確認事項 
以下の６項⽬で、１つでも「はい」が該当する場合は、来場をお控えください。 
① 新型コロナウイルスに感染し、現在隔離期間中である 
② 37.5 度以上の発熱がある 
③ 咳、咽頭痛、強いだるさ(倦怠感) 、息苦しさ(呼吸困難)がある 
④ 嗅覚異常や味覚異常がある 



⑤ 同居家族に上記②③④の症状がある 
⑥ 直近 5 ⽇間に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある 
２．会場でのお願い事項 
① ⼊館時は、⼊り⼝で必ず検温および⼿指の消毒をしてください。 
② 学会会場では、サージカルマスク（不織布）をご着⽤ください。 
③ 会場が混み合う場合には、⼊場の制限をおこなう場合がございます。また、動線を 

指⽰する場合がありますので、ご協⼒をお願いいたします。 
④ エレベータ内など、混み合う場所での会話は極⼒お控えください。 
⑤ ⾷事中の会話の⾃粛（黙⾷の徹底）をお願いいたします。 
⑥ 万が⼀体調が悪くなった場合、速やかにお近くのスタッフにお声がけください。 
３．会場側の感染予防対策 
① 検温器、⼿指消毒剤を設置いたします。 
② すべての参加者、運営スタッフ、関係者へマスク着⽤を徹底いたします。 
③ 講演会場、展⽰会場では換気を徹底いたします。 
※会場内の空気循環・換気のため、会場や時間帯によってドアを開放した状態で 

プログラムを進⾏する場合があります。妨げとならないよう静粛にお願いいたします。 
 
７）その他 
① ハンズオンセミナー会場（8 階）は⼟⾜厳禁となっております。靴を⼊れるビニール

袋を準備しますので、ご⾃⾝で管理ください。 
② 感染者発⽣時には、政府機関や⾃治体の要請により、個⼈情報を開⽰することがあり

ますので、ご了承ください。 
③ 感染症などの影響により、事務局の判断にて延期や中⽌となる可能性があります。旅

費および宿泊のキャンセルについては、参加者負担となりますので、予めご了承下さ
い。 

 
  



オンライン参加の皆様へ 
 
１）オンライン参加受付の⽅法 

各講演にて Zoom のチャット機能に配信される参加受付⽤の Google フォームから参加受
付を 1 度だけ実施してください。Google フォームが開けないなどの問題がございました
ら、事務局（butsuryo.2023@gmail.com）の⽅にお問い合わせください。 

 
２）参加証、領収書の発⾏について 

参加証および領収書は、Payvent 決済時に送信されたメールより、ダウンロードが可能で
す（2023 年 2 ⽉ 28 ⽇まで）。 

 
３）⽇本理学療法⼠協会、⽇本作業療法⼠協会の⽣涯学習ポイントについて 

⽣涯学習ポイントの申請には、当⽇の参加登録が必要です。当学術集会の講演は、期間限
定でオンデマンド配信を⾏いますが、オンデマンド配信のみの視聴では⽣涯学習ポイント
は付与されませんのでご注意ください。 

 
４）オンライン視聴に関する注意点 

以下の⾏為を発⾒した場合、厳正な対応を⾏います。 
１. 講演や⼀般演題の内容を録画・撮影することは⼀切禁⽌です。 
２. 講演や⼀般演題の閲覧に関するパスワードを他⼈に教えることは禁⽌です。 
３. ⼀⼈の参加登録者のアカウントで、複数⼈で閲覧するという⾏為は禁⽌です。 

 
５）Zoom の設定について 

１．Zoom の表⽰名は「所属 姓名」と設定してください。 
２．Zoom の URL およびパスワードはメールにてお知らせ致します。メールが届かない

場合、他の受信フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、
事務局（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

  



座⻑・演者の皆様へ 
 
１）発表時間 
 １．⼀般演題：動画放映７分（事前提出）、質疑応答３分 
 ２．助成演題：⼝述発表 10 分、質疑応答 5 分 
 
■ 座⻑の皆様へ 
・⼀般演題および助成演題の座⻑は１名ずつ選出されております。 
・セッション開始 10 分前までに各会場へお越しください。 
・ご担当いただくセッションの進⾏につきましては、上記の時間配分をご確認いただき、

時間内に終えていただけるようにお願い致します。 
・動画放映が終了いたしましたら速やかに質疑応答を開始いただきますようお願い致しま

す。 
・質疑応答時間は、⼿元の時計でのご確認をお願い致します。 
・発表の内容が抄録と⼤幅に異なる場合には、その場でご指摘いただくとともに、建設的

な指導でセッションを進⾏いただきますようお願い致します。 
 
■ ⼀般演題・助成演題演者の皆様 
１）スケジュール 
１．⼀般演題 
・2023 年 2 ⽉ 11 ⽇〜2 ⽉ 17 ⽇：動画のオンデマンド配信・質疑応答（Slack） 
・2023 年 2 ⽉ 18 ⽇・19 ⽇（当⽇）：動画の放映・質疑応答 
・2023 年 2 ⽉ 20 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：動画のオンデマンド配信・質疑応答（Slack） 
２．助成演題 
・2023 年 2 ⽉ 19 ⽇（⽇） 11:30〜12:30：演題発表・質疑応答 
 

２）現地発表される場合 
・セッション開始 10 分前までに各会場へお越しください。 
・ご⾃⾝の発表順になりましたらご登壇いただき、動画放映終了後、質問へ回答をおこな

ってください。 
 
３）オンライン発表される場合 
・セッション開始 10 分前までに Zoom に⼊室をお願い致します。 
・セッション開始前にパネリストの権限を付与させていただきます。 



・ご⾃⾝の発表順になりましたら、ビデオをオンにしてください。 
・動画放映終了後、ミュートを解除し、質問にご回答ください。 
・Zoom の表⽰名は「演者（演題番号）姓名」と設定してください。 

 
４）オンデマンド配信の質疑応答について（⼀般演題のみ） 
・学会会期前のオンデマンド配信では、コミュニケーションツール（Slack）を使⽤して質

疑応答を⾏います。 
・各演題番号が記載されたチャンネル（チャットルーム）がございますので、ご⾃⾝のチ 

ャンネルへ投稿された質問にお答えください。 



プログラム 

【2 ⽉ 18 ⽇（⼟）】 

12:10 〜 13:10 学術⼤会⻑講演                          第 1 会場（6 階） 

座⻑   吉川 義之（奈良学園⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科） 

物理療法の評価と治療 
順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  ⼭⼝ 智史 

 

13:20 〜 14:20 特別講演 1                             第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⼭⼝ 智史（順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

電気・磁気刺激治療の最前線 
              順天堂⼤学⼤学院 医学研究科 リハビリテーション医学 

順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  藤原 俊之 
 

14:30 〜 15:40 教育講演 1                             第 1 会場（6 階） 

運動制御の評価と治療 

    運動制御の捉え⽅とその定量化 
藤⽥医科⼤学 保健衛⽣学部 リハビリテーション学科  上原 信太郎 

    運動制御の改善を促す物理療法 
⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系 

リハビリテーション科学領域 理学療法科学講座  久保⽥ 雅史 
 

15:50 〜 17:00 教育講演 2                             第 1 会場（6 階） 

褥瘡の評価と治療 

    慢性腫瘍評価の最前線 
神⼾⼤学⼤学院 保健学研究科 保健学専攻  前重 伯壮 

創傷領域における物理療法 
奈良学園⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科  吉川 義之 

 

17:10 〜 17:40 エキスパートレビュー1                      第 1 会場（6 階） 

物理療法全般の最前線 
⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  中村 潤⼆ 

 



17:10 〜 17:40 エキスパートレビュー2                      第 2 会場（7 階） 

疼痛への物理療法最前線 
畿央⼤学 健康科学部 理学療法学科  瀧⼝ 述弘 

 

12:50 〜 13:40 ⼀般演題 1  神経・筋制御                    第 2 会場（7 階） 

座⻑   久保⽥ 雅史（⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系） 

 
O-1-1.    回復期⽚⿇痺患者の両側⼤腿四頭筋に対する神経筋電気刺激併⽤下の 

反復起⽴⾃主練習の実現可能性 -症例報告- 
九州看護福祉⼤学 看護福祉学部 リハビリテーション学科  宮良 広⼤ 

 
O-1-2.    脳卒中⽚⿇痺下肢への拡散型体外衝撃波による痙縮抑制効果の持続期間 

医療法⼈社団朋和会 ⻄広島リハビリテーション病院  渡邊 匠 
 
O-1-3.    運動療法を併⽤した低頻度の経⽪的電気刺激が不全頸髄損傷患者の 

痙縮に対して有効であった 1 例 
医療法⼈⾹庸会 川⼝脳神経外科リハビリクリニック  中野 拓哉 

 
O-1-4.    右被殻出⾎後の下腿三頭筋の痙縮に対し，物理療法と装具療法に併⽤して 

リドカインの筋⾁内注射を⾏うことにより歩⾏能⼒に改善を認めた症例 
済⽣会 東神奈川リハビリテーション病院  林 翔太 

 
O-1-5.    下肢電気刺激による脳筋間の機能的連結修飾効果 

信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 
 

13:50 〜 14:40 ⼀般演題 2  診断・評価                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   森下 勝⾏（城⻄国際⼤学 福祉総合学部 理学療法学科） 

 
O-2-1.    ⼤腿⾻近位部⾻折患者における Phase angle と歩⾏速度，膝伸展筋⼒との関連 

社会医療法⼈平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課  森川 雄⽣ 
 

O-2-2.    加齢および虚弱が⻑内転筋の筋硬度におよぼす影響 
⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 理学療法学分野  中川 晃⼀ 

 
O-2-3.    握⼒発揮における浅指屈筋・深指屈筋の筋厚変化  

−超⾳波画像診断装置を⽤いた評価− 
   広島都市学園⼤学 健康科学部 リハビリテーション学科  ⽯倉 英樹 



O-2-4.    超⾳波筋⾁可視化装置を⽤いた⼤腿四頭筋断⾯積測定の信頼性について 
〜脳卒中患者における検討〜 

 伊丹恒⽣脳神経外科病院 リハビリテーション部  真島 和希 
 
O-2-5.    Mirror visual feedback が腕神経叢不全損傷者の脳−筋コヒーレンスへ及ぼす影響 

 JCHO星ヶ丘医療センター リハビリテーション部  ⽊下 栞 
 

14:50 〜 15:40 ⼀般演題 3  疼痛管理                      第 2 会場（7 階） 

座⻑   瀧⼝ 述弘（畿央⼤学 健康科学部 理学療法学科） 

 
O-3-1.    膝の痛みを有する後期⾼齢者に対する経⽪的電気刺激療法の即時除痛効果と 

歩⾏機能に与える影響についての検討 
 株式会社 早稲⽥エルダリーヘルス事業団  伊藤 太祐 

 
O-3-2.    膝痛に対する経⽪的神経電気刺激（TENS）が⽇常⽣活活動および⼼理⾯に及ぼす効果 

−1年間の⻑期介⼊による症例報告− 
畿央⼤学⼤学院 健康科学研究科  徳⽥ 光紀 

 
O-3-3.    経⽪的電気神経刺激(TENS)の電極貼付法と刺激強度が鎮痛効果とストレスに及ぼす影響 

弘前⼤学⼤学院 保健学研究科  本⽥ 聖弥 
 
O-3-4.    内視鏡下腰椎後⽅除圧術後に⼀時的に増悪した両下肢痛に対して 

微弱電流療法と超⾳波療法の介⼊が著効した⼀症例 
東前橋整形外科病院 リハビリテーション科  藤井 浩 

 
O-3-5.    脊髄炎後下肢神経障害性疼痛に対するしびれ同調経⽪的電気神経刺激の効果：症例報告 

⻄⼤和リハビリテーション病院  ⽣野 公貴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15:50 〜 16:50 ⼀般演題 4  神経・筋制御                    第 2 会場（7 階） 

座⻑   ⿑藤 慧（新潟医療福祉⼤学 医療技術学部 理学療法学科） 

 
O-4-1.    神経筋電気刺激療法の電極接続の⽅法が中間広筋の収縮時筋厚に与える影響 

社会医療法⼈ 平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課  中⼭ 直樹 
 
O-4-2.    局所振動刺激の併⽤は下腿三頭筋持続的筋収縮後の筋腱複合体スティフネスの増加を抑制する 

星城⼤学 リハビリテーション学部  越智 亮 
 
O-4-3.    局所振動刺激を併⽤した下腿三頭筋筋⼒トレーニング後の筋厚，筋輝度の即時的変化について 

星城⼤学⼤学院 健康⽀援学研究科  村上 ま⽐呂 
 
O-4-4.    ⾜部内在筋に対する⾎流制限下神経筋電気刺激トレーニングは即時的な筋腫脹を増加させる 

：単盲検ランダム化⽐較試験による検証 
県⽴広島⼤学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース  岡村 和典 

 
O-4-5.    ⾜部内在筋に対する神経筋電気刺激 遠⼼性収縮併⽤トレーニングは即時的な筋腫脹を 

⽣じさせる：単盲検ランダム化⽐較試験による検証 
因島医師会病院 リハビリテーション科  福⽥ 謙吾 

 
O-4-6.    重症慢性閉塞性肺疾患を有し著明な⼤腿四頭筋筋⼒低下を呈する胸椎圧迫⾻折患者 

〜神経筋電気刺激による⼤腿四頭筋筋⼒と移乗動作の介助量への影響〜 
河村病院 リハビリテーション部  清⽔ 基紀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【2 ⽉ 19⽇（⽇）】 

9:00 〜 10:00 特別講演 2（オンデマンド配信）                  第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⼭⼝ 智史（順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

Motor learning and Neurorehabilitation 

Motor learning, neuroplasticity, and neurorehabilitation 
University of Copenhagen, Department of Neuroscience  Jens Bo Nielsen 

 

10:10 〜 11:20 教育講演 3                             第 1 会場（6 階） 

疼痛の評価と治療 

    痛みの脳内情報処理と評価 
新潟医療福祉⼤学 リハビリテーション学部 理学療法学科  ⼤鶴 直史 

    物理療法による疼痛の治療戦略 
平成記念病院 リハビリテーション課 

畿央⼤学⼤学院 健康科学研究科  徳⽥ 光紀 
 

13:00 〜 14:30 シンポジウム                           第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⽣野 公貴（⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部） 

物理療法をどのように使うのか・使わないのか 

    基礎的知⾒から病態に適した⾻格筋電気刺激を再考する 
県⽴広島⼤学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース  ⾦指 美帆 

    スポーツ理学療法における物理療法 
順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  相澤 純也 

    患者の価値観を踏まえた物理療法の意思決定に向けて 
⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  尾川 達也 

 

        ポストコングレンス（オンデマンド配信）         閉会式終了後から配信予定   

学術誌投稿のすゝめ 
信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 

 
 
 
 



11:00 〜 12:00 企業協賛ハンズオンセミナー1            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   インターリハ株式会社 

 
⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  中村 潤⼆ 

12:10 〜 13:10 企業協賛ハンズオンセミナー2            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   オージー技研株式会社 

 
信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 

 

13:20 〜 14:20 企業協賛ハンズオンセミナー3            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   酒井医療株式会社 

 
酒井医療株式会社 リハビリテーション推進部  ⾼橋 智⼠ 

 

11:30 〜 12:30 助成演題                             第 1 会場（6 階） 

座⻑   植村 弥希⼦（関⻄福祉科学⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科） 

 
J-1.      異なる設定下における筋輝度測定−正規化⽅法の提案− 

⻄九州⼤学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科  中村 雅俊 
 
J-2.      超⾳波と低周波振動の糖代謝促進効果の⽐較検証 

東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⽼年看護学／創傷看護学分野  幅 ⼤⼆郎 
 
J-3.       超⾳波療法の周波数の違いが深部組織の循環動態に与える影響 

医療法⼈社団快晴会 すがも北⼝整形外科クリニック  野村 真嗣 
 
J-4.       中枢神経障害によるしびれ感に対するしびれ同調経⽪的電気神経刺激の効果検証 

−マルチプルベースラインデザイン− 
⻑崎⼤学 ⽣命医科学域（保健学系）  ⻄ 祐樹 

 
 
 
 
 
 
 
 



9:00 〜 9:50  ⼀般演題 5  神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   平賀 篤（帝京科学⼤学 医療科学部 理学療法学科） 

 
O-5-1.    下垂⾜を呈した腰部脊柱管狭窄症患者に対する末梢神経感覚刺激と 

課題指向型練習の併⽤効果−シングルケースデザインによる検討− 
医療法⼈ 札幌⿇⽣脳神経外科病院 リハビリテーション部  居橋 拳児 

 
O-5-2.    COVID-19後の維持期において反復末梢性磁気刺激が下肢筋⼒向上につながった⼀症例 

川崎医療福祉⼤学⼤学院  紙上 真徳 
 
O-5-3.    痙縮の反射性要素と⾮反射性要素に対して神経筋電気刺激および 

反復末梢磁気刺激を実施した急性期脳卒中患者の⼀例 
⼭形市⽴病院済⽣館 リハビリテーション室  本間 ⼤智 

 
O-5-4.    視覚フィードバックと機能的電気刺激療法を併⽤した 

トレッドミル歩⾏練習により歩容の修正を図った脳梗塞症例の報告 
総合リハビリテーションセンター・みどり病院  古⻄ 幸夫 

 
O-5-5.    上肢運動機能回復に⼿掌への振動刺激が奏功した脳卒中急性期の⼀例 

⿅児島⼤学病院 リハビリテーション部  豊栄 峻 
 

10:00 〜 10:50 ⼀般演題 6  その他領域                       第 2 会場（7 階） 

座⻑   藤⽥ 峰⼦（神奈川県⽴保健福祉⼤学 保健福祉学部 リハビリテーション学科） 

 
O-6-1.    ⾼周波温熱療法によるリラクゼーション効果の検討 

京都⼤学⼤学院 医学研究科 ⼈間健康科学系専攻 理学療法講座  松下 晴菜 
 
O-6-2.    ロボット⽀援腹腔鏡下前⽴腺全摘除術の術後尿失禁に対する 

術前指導に超⾳波画像を併⽤した場合の即時効果 
 豊橋市⺠病院 リハビリテーションセンター  神⾕ 昌孝 

 
O-6-3.    意識障害に対する Right median nerve electrical stimulationの実践⽅法の検討 

-重症低酸素脳症患者 2 症例から得た経験- 
 医療法⼈せいわ会 彩都リハビリテーション病院  初瀬川 弘樹 

 
O-6-4.    電気刺激が⾻格筋肥⼤と⾎管新⽣の分⼦シグナルに及ぼす効果は糖化ストレスにより減弱する 

  岡⼭医療専⾨職⼤学  ⽥中 雅侑 
 



O-6-5.    介護施設における物理療法ケアプログラムの有⽤性の検討 
―物理療法に関するアンケート調査より― 

帝京平成⼤学 健康医療スポーツ学部  ⼩野澤 ⼤輔 
 

11:00 〜 12:00 ⼀般演題 7  神経・筋制御、その他領域               第 2 会場（7 階） 

座⻑   本⽥ 祐⼀郎（⻑崎⼤学 医⻭薬学総合研究科） 

 
O-7-1.    術側に軽度運動⿇痺がある⼤腿⾻頚部⾻折術後患者に対する機能的電気刺激が 

歩⾏能⼒へ与える影響：症例報告 
河村病院 リハビリテーション部  平川 雄⼀ 

 
O-7-2.    右⼤腿⾻偽関節術後に対しNMES Hybrid法を使⽤ししゃがみ込み動作獲得に⾄った症例 

医療法⼈医誠会 摂津医誠会病院 リハビリテーション科  岩元 悠起 
 
O-7-3.    ⼈⼯膝関節全置換術術後の神経筋電気刺激を併⽤した⼤腿四頭筋筋⼒運動の効果検討 

-表⾯筋電図を⽤いたランダム化⽐較試験- 
産業医科⼤学病院 リハビリテーション部  村上 武史 

 
O-7-4.    ⼈⼯膝関節全置換術後の腫脹が神経筋電気刺激における筋収縮の誘発に与える影響 

医療法⼈寿⼭会 喜⾺病院  安積 裕⼆ 
 

O-7-5.    上腕⾻内側上顆剥離⾻折に対してリハビリテーションと拡散型体外衝撃波療法の併⽤が 
早期競技復帰につながった成⻑期野球選⼿ 3 例 

社会医療法⼈黎明会 北出病院 リハビリテーション科  宮⼾ 涼介 
 
O-7-6.    不均衡な咬合は遠隔促通効果へ影響を及ぼす：⻘斑核と脊髄興奮性で検討 

新潟医療福祉⼤学 リハビリテーション学部 理学療法学科  平林 怜 
 

12:40 〜 13:30 ⼀般演題 8  神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   宮良 広⼤（九州看護福祉⼤学 看護福祉学部 リハビリテーション学科） 

 
O-8-1.    反復性末梢磁気刺激を⽤いた⾮侵襲的神経筋モデュレーション法の検討  

-総腓⾻神経に対する磁気刺激はヒラメ筋Hoffmann反射を低下する- 
東京国際⼤学  諸⾓ ⼀記 

 
O-8-2.    異なる電流⽅向による経頭蓋直流電気刺激と⽴ち座りトレーニングの併⽤が 

運動パフォーマンスと⽪質興奮性に及ぼす影響 
東京湾岸リハビリテーション病院 リハビリテーション部  佐藤 孝嗣 



O-8-3.    律動刺激と経頭蓋直流電気刺激の併⽤が⼩脳梗塞後症例の⽴位姿勢バランスに及ぼす影響： 
トレーニング中の姿勢制御に着⽬して 

宝塚リハビリテーション病院 療法部  松永 綾⾹ 
 
O-8-4.    側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電流刺激が脳卒中患者の⽴位姿勢バランスに及ぼす影響： 

症例報告 
宝塚リハビリテーション病院 療法部  松尾 梨恵 

 
O-8-5.    側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電気刺激が脳卒中患者の歩⾏安定性および 

規則性に及ぼす影響 −シングルケーススタディ− 
医療法⼈尚和会 宝塚リハビリテーション病院 療法部  ⼤⻄ 空 

 

13:40 〜 14:30 ⼀般演題 9  疼痛管理                       第 2 会場（7 階） 

座⻑   ⽵内 伸⾏（⾼崎健康福祉⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

 
O-9-1.    重度感覚鈍⿇の⿇痺側下肢にしびれ感を呈した脳卒中症例に対する 

しびれ同調 TENSの効果：症例報告 
医療法⼈社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院  ⽴⽯ 貴樹 

 
O-9-2.    ⽉経随伴症状に対する経⽪的電気刺激療法の影響―シングルケースデザイン― 

学校法⼈響和会 和歌⼭リハビリテーション専⾨職⼤学  福井 直樹 
 
O-9-3.    断端周囲筋への電気刺激は幻肢の運動経験を強化できるか？ 

畿央⼤学⼤学院 健康科学研究科  ⼤住 倫弘 
 
O-9-4.    神経筋電気刺激とマッサージの併⽤が肩峰⾻頭間距離増⼤に寄与した症例 

医療法⼈社団NALU えびな脳神経クリニック  渡邉 郁海 
 

O-9-5.    肩関節周囲炎患者に対する拡散型圧⼒波治療の即時的効果 
⾜と歩⾏の診療所 荻窪院  中村 謙介 

 
 
 
 
 
 
 

 



14:40 〜 15:30 ⼀般演題 10 褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御             第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⽥中 雅侑（岡⼭医療専⾨職⼤学 健康科学部 理学療法学科） 

 
O-10-1.   超⾳波照射はマクロファージ内のイタコン酸産⽣を促進して過剰炎症反応を抑制する 

神⼾⼤学⼤学院 保健学研究科  ⼭⼝ 亜⽃夢 
 
O-10-2.   電気刺激はマクロファージのHIF-1αを抑制し細胞内代謝を 

変化させることで抗炎症・抗酸化作⽤を発揮する 
神⼾⼤学 保健学研究科 リハビリテーション科学領域  植村 弥希⼦ 

 
O-10-3.   超⾳波治療はラット膝関節における術後癒着を軽減する 

京都⼤学⼤学院 医学研究科 先端理学療法学講座  中原 崚 
 
O-10-4.   電気刺激誘発性単収縮運動は PGC-1α/VEGF pathwayを介して筋性拘縮の進⾏を抑制する 

⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 理学療法学分野  本⽥ 祐⼀郎 
 

O-10-5.   超⾳波療法により慢性期脳卒中患者の関節可動域制限拡⼤と⽪膚障害が改善した症例 
医療法⼈錦秀会 阪和記念病院リハビリテーション部  ⼾⽥ 拓志 

 

14:40 〜 15:30 ⼀般演題 11 神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   福井 直樹（和歌⼭リハビリテーション専⾨職⼤学 健康科学部 リハビリテーション学科） 

 
O-11-1.   超⾳波エラストグラフィを⽤いた腰部疲労筋に対する温熱療法効果に関する検討 

ちょう整形外科クリニック  奥村 崇幸 
 
O-11-2.   脳卒中後上肢機能障害に対する外⾻格型ロボットを使⽤した課題指向型練習の効果の 

多⾓的検討：シングルケーススタディ 
医療法⼈友紘会 ⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  内沢 秀和 

 
O-11-3.   期待された歩⾏機能の改善が得られなかった慢性期脳卒中症例 

−筋電図解析によるその要因の検討− 
茨城県⽴医療⼤学付属病院 リハビリテーション部  ⽯橋 清成 

 
O-11-4.   重度⿇痺症例におけるバーチャルリアリティを⽤いた運動課題の試み：症例報告 

⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系  久保⽥ 雅史 
 

O-11-5.   VR技術を⽤いたリハビリテーション⽤医療機器の活⽤について 
医療法⼈真正会 霞ヶ関南病院  ⾺崎 昇司 



学術大会長講演     

2 月 18 日（土）12：10〜13：10 

 

物理療法の評価と治療 

 

 

山口 智史 

順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

 
 
『物理療法には効果があるのか，ないのか？』，『物理療法には，エビデンスがあるのか，

ないのか？』．同じように，『運動（療法）は，XX に効果がある（ない）』．『運動（療法）
は，XX 疾患に有効である（ない）』．このような質問や議論がなされることがある．しか
し，これまで蓄積されてきた多くの学問から，物理エネルギーや運動が⼼⾝に作⽤するこ
とは明⽩である．⼀⽅，臨床で物理療法や運動療法を⾏っても，期待した効果が得られる
ことや，得られないことがある．このギャップは，なぜ⽣じるのであろうか． 

例えば，⽇常⽣活で「この靴を履けば，速く⾛れるようになりますか？」，「このメガネ
をつければ，良く視えるようになりますか？」と聞かれれば，使⽤する⼈の能⼒に余地や
不⾜があれば，靴やメガネが能⼒を補助もしくは促進してくれることが想像できる．他
⽅，「このメガネをつければ，速く⾛れるようになりますか？」では，メガネと⾛る速さに
関係がないと考えるかもしれない．しかし，視⼒が低いことで周囲環境が把握できないこ
とで速く⾛れない場合には，メガネを使⽤することで速く⾛ることが可能となる．このよ
うに，使⽤する⼈の能⼒と影響を与える物の作⽤が合致していれば，期待した効果が得ら
れる． 

物理療法においても，患者の病態を正しく計測し，病態を理解したうえで，物理療法の
効果機序に基づいた治療選択により，患者の病態を変えることができ，患者の⽇常⽣活動
作を改善できるのではないだろうか．すなわち，物理療法を正しく選択・活⽤するために
は，評価と治療が重要である． 
 ⼀⽅，物理療法を発展させていくには，患者を良くするための臨床的な側⾯だけでな
く，学術的な側⾯や社会的な側⾯などを複合的に考える必要がある．本講演では，物理療
法を発展させていくために，どのような側⾯から物理療法が抱える問題を測り・理解し
（評価），変えるのか（治療），臨床，学術，社会の側⾯から整理することで，今後の物理
療法の発展性を提案したい．  



特別講演 1     

2 月 18 日（土）13：20〜14：20 

 

電気・磁気刺激治療の最前線 

 

 

藤原 俊之 

順天堂大学大学院 医学研究科 リハビリテーション医学 

順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

 
 

リハビリテーション医学は Dysmobility を治療する学問である．運動機能だけでなく，感
覚機能，⾼次脳機能，⾔語機能などに関してもその制御は神経の電気的活動により⾏われて
いる．よってリハビリテーション医学において神経⽣理，電気⽣理学は根本的な学問であり，
その治療的応⽤である電気・磁気刺激治療はリハビリテーション治療において重要な治療法
の⼀つである．電気・磁気刺激治療の適応と効果を理解するためには神経⽣理学が重要であ
り，神経⽣理学的知⾒にもとづいたパラメータの決定が重要である． 

本講演では，電気・磁気刺激治療の最前線について，その機序と効果について概説する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特別講演 2      

2 月 18 日（土）9:00～10:00 

Motor learning and Neurorehabilitation  

Motor learning, neuroplasticity,  

and neurorehabilitation 

Jens Bo Nielsen 

University of Copenhagen, Department of Neuroscience 

 
 
It is important to establish strong scientific evidence of the efficiency and benefit of 
neurorehabilitation therapies and interventions to ensure optimal recovery of function 
following brain and spinal cord injuries. However, it is a challenge that it takes a long time and 
is very costly to provide this evidence, and the necessary scientific evidence is consequently 
not available for the majority of neurorehabilitation interventions. It is, therefore, equally 
important that neurorehabilitation is based on a sound scientific framework that may provide 
sufficient probability of the efficiency and benefit of interventions in the meantime. The 
growing understanding of motor learning and neuroplasticity provides such a scientific 
framework from which general principles for an efficient and beneficial neurorehabilitation 
program may be derived. 
One such principle is that improved motor abilities require active participation. Passive 
procedures have only limited efficiency. Improved performance also requires intensive and 
progressive training for a long time, which may be difficult and costly to ensure in a central 
setting. This points to decentralized training as part of the daily life of patients in their own 
home. However, goal-setting, reward and experience of success, which are essential to 
maintain motivation and drive motor learning and recovery of function, require supervision 
and interaction with a trained therapist. This may be facilitated by new tele-technologies that 
enable the therapist to supervise training and provide motivating feedback and adjustment of 
training at a distance. The influence of biological rhythms should also be considered in the 
daily training program and the significant role of sleep in consolidating motor learning should 
be exploited. Healthy nutrition should always be a part of any neurorehabilitation program. 
I will present how these principles may guide neurorehabilitation and be adjusted to 

individual needs to make a basis for individualized training programs. I will encourage that 
the efficiency of this approach is validated by recording neurorehabilitation procedures with 
relevant outcome measures in multi-center international adaptive clinical trials. 



 

教育講演 1      

2 月 18 日（土）14:30～15:40 

運動制御の評価と治療 

運動制御の捉え方とその定量化 

 

上原 信太郎 

藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科 

 

 

 
リハビリテーションの対象者の多くは，⼿を伸ばす，⽴ち上がる，歩くといった私たちが

⽇常⽣活をおくる上で必要な基本的な運動能⼒に⽀障をきたしている．これは，運動⿇痺，
筋⼒低下，疼痛など，健常時とは異なる疾患特異的な⾝体状況を呈することに起因する．こ
れに対しリハビリテーションは，適切な運動課題の提供を通じて対象者が新たな運動制御⽅
略を学習できるよう促す．このため，リハビリテーションの介⼊効果を検証するためには，
運動制御の適切な評価が不可⽋となる．本講演では，運動制御の捉え⽅とその定量的指標に
ついて上肢の運動を例に挙げながら概説する． 
上肢に求められる運動の中で最も基本的かつ重要なものは，⽬標位置への到達運動である．
到達運動の⽬的は⼿先を⽬標位置に正確に移動させることにあるため，時々刻々と変化する
⼿先の空間位置から軌跡⻑を求めることでその制御の質の概要を定量化できる．さらに，到
達運動は運動初期とそれ以降とで関与する制御機構が異なり（フィードフォワード制御とフ
ィードバック制御），それぞれ個別に定量化することもできる．各制御機構は到達運動の速
度がピークに達する時間を境に分解でき，例えば初期の運動⽅向と⽬標位置との間の⾓度誤
差によってフィードフォワード制御の成分が，速度プロファイルのピークの数によってフィ
ードバック制御の成分が定量化されることがある．⼀⽅で，運動の種類や成分によっては運
動の質（正確性）と速度との間にトレードオフの関係性が成⽴することがある．この場合，
⼀⽅の数値化だけでは制御を正確に捉えることができないことにも注意したい．このように，
運動制御を評価する際には，対象となる運動の特性を⼗分に理解したうえで適切な評価指標
を選択することが重要となる． 
 

  



教育講演 1      

2 月 18 日（土）14:30～15:40 

運動制御の評価と治療 

運動制御の改善を促す物理療法 

 

久保田 雅史 

金沢大学 医薬保健研究域保健学系 

リハビリテーション科学領域 理学療法科学講座 

 

 
ヒトが⾏う⾝体活動は，環境に合わせて常に運動を適切に制御することが求められており，
随意性の向上や粗⼤な動作能⼒向上に加え，微細な関節運動や筋出⼒のコントロールが重要
である．物理療法は，運動制御機能を⾼め，運動学習を促進する⼿法の⼀つとして⽤いられ
ており，近年その有効性が検証されてきている．本教育講演では，物理療法に期待される運
動制御機能の向上に注⽬して，その理論的背景や実際を概説する． 

経頭蓋微弱電気刺激は，頭蓋⽪膚上に貼付した電極パットから微弱な電気刺激を⾏い，脳
内の神経活動を⾮侵襲的に調整（neuromodulation）する⼿法である．微弱な直流電流で刺
激する経頭蓋直流電気刺激（tDCS）は，陽極直下の脳⽪質の興奮性を⾼め，陰極直下の脳
⽪質の興奮性を抑制することが知られている．脳卒中症例において損傷側M1への陽極刺激
や，⾮損傷側M1 への陰極刺激も含めた Dual-tDCSによって上肢の動作正確性や動作スピ
ードが改善するとともに，運動学習を促通する． 
反復性経頭蓋磁気刺激（rTMS）は，磁気刺激を⽤いて⾮侵襲的に neuromodulationを⽣

じさせる．⾼頻度 rTMSは脳活動を賦活させ，低頻度 rTMSは脳活動を抑制させる． 
末梢神経への電気刺激は，筋収縮を引き起こす遠⼼性効果のみでなく，電気刺激が求⼼性

に伝わる求⼼性効果が期待されている．刺激パラメータによって興奮性の促通⼜は抑制とし
て働く．機能的電気刺激（FES）は，合⽬的動作を再建するために，随意運動出⼒のタイミ
ングで電気刺激を⾏い，歩⾏機能や上肢機能を⾼める． 

そのほかにも，ロボット，視聴覚のバイオフィードバック療法，バーチャルリアリティ（仮
想現実）を⽤いた運動制御トレーニング，脳活動を読み取ってコンピューターから神経に直
接刺激を送る BMI(Brain machine Interface)などの⼿法も運動制御機能を⾼める⼿段である．
我々理学療法⼠は，症例の病態を理解し，アウトカムを明確にし，より良い介⼊⼿法を選定
していくことが求められる． 
  



教育講演 2      

2 月 18 日（土）15:50～17:00 

褥瘡の評価と治療 

慢性潰瘍評価の最前線 

 

前重 伯壮 

神戸大学大学院 保健学研究科 保健学専攻 

 

 

 
リハビリテーション専⾨職が関わる代表的な慢性潰瘍として，褥瘡と糖尿病性潰瘍が挙
げられる．2022年の診療報酬改定において，糖尿病性⾜病変が運動器リハビリテーション
の算定疾患として追加されたため，理学療法⼠による慢性潰瘍の評価，管理の普及が必要
である．褥瘡の評価として DESIGNが従来から⽤いられ，創傷の深さ・滲出液・⼤きさ・
炎症/感染・⾁芽組織・壊死組織・ポケットの項⽬で病態を評価するものである． 
近年 DESIGN-R○R2020に改定され，深部組織損傷（DTI）と臨界的定着疑いが追加さ

れ，褥瘡がさらに厳密に評価されている．臨界的定着は感染徴候を⽰さないが細菌によっ
て創傷の治癒が阻害されている状態であり，近年その状態を可視化する評価⽅法が開発さ
れ，細菌による創傷治癒阻害を制御する研究が加速している．糖尿病性⾜潰瘍では，褥瘡
とは異なり歩ける患者で発⽣することが多く，その成因から創傷が⼤別される．神経障
害，⾎管障害，感染を指標にした神⼾分類が主な指標であり，潰瘍の成因に基づいてリハ
ビリテーションプログラムを組み⽴てなければ，逆に創傷を悪化させる． 
慢性創傷患者に対しては，創傷局所だけでなく，患者の全⾝状態を管理する必要があ

り，その代表的な因⼦として接触圧がある．褥瘡リスク患者では，主に臥位や座位での接
触圧が測定され，糖尿病性神経障害患者では⾜底圧が評価される．接触圧は⼿のひらサイ
ズの簡易体圧測定器とシート状の圧分布解析システムに⼤別され，さらに圧分布システム
にも圧感知機構やセルの細かさ，シートの柔軟性等が異なるため，導⼊にはそのセンサー
シートの特徴を把握することが必須である．⾜底圧評価については，体圧センサーと⽐較
して機器が限定的であるが，近年⽐較的安価な商品も開発されている．また，⾜底の胼胝
や靴の裏の摩耗を観察して，圧・ずれの局在や変化を分析する視点も重要である．本講演
が創傷患者評価の⼀助となれば幸いである． 
  



教育講演 2      

2 月 18 日（土）15:50～17:00 

褥瘡の評価と治療 

創傷領域における物理療法 

 

吉川 義之 

奈良学園大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 

 

 

 
創傷領域における物理療法は，「創治癒を促進する物理療法」と「創傷発⽣予防の物理療

法」がある． 
前者の「創治癒を促進する物理療法」では，⽇本褥瘡学会による「褥瘡予防・管理ガイ
ドライン第 5版」やヨーロッパ褥瘡諮問委員会， ⽶国褥瘡諮問委員会，PPPIA（Pan 
Pacific Pressure Injury Alliance）が合同で作成した「褥瘡の予防と治療：診療ガイドライ
ン 2019」においても有効性が⽰されている．具体的には電気刺激療法，超⾳波療法，光線
療法などについての記載がある．また，近年我々が取り組んでいる単相性パルス微弱電流
刺激療法においても創の縮⼩が確認されている（Yoshikawaら，2022）．さらに，Melotto
ら（2022）や Kwanら（2013）は，糖尿病性潰瘍に対する電気刺激療法の効果をシステマ
ティックレビューで報告している．このように，創傷領域において物理療法は創の治癒を
促進する補完療法として期待されている． 

⼀⽅，後者の「創傷発⽣予防の物理療法」においては，健常成⼈の歩⾏中の前脛⾻筋へ
の電気刺激が⾜底圧を低下させ（Moriguchi ら，2018），この現象は糖尿病患者の歩⾏中の
⾜底圧も減少させた（論⽂投稿中）．それゆえに，糖尿病患者の⾜底圧上昇に対する前脛⾻
筋への電気刺激療法が下肢潰瘍の予防につながることが期待されている．また，坐⾻褥瘡
予防としては，Smit ら（2012）は脊髄損傷患者の⼤殿筋とハムストリングスへの電気刺激
療法が坐⾻部圧を減少させたと報告している．我々はこの現象がベッド上でも同様に起こ
ると考え，ベッド上臥位時に⼤殿筋への電気刺激を実施し，臀部圧が減少することを確認
している． 

本教育講演では，「創治癒を促進する物理療法」と「創傷発⽣予防の物理療法」について
現在取り組んでいることも含めて紹介する．  



教育講演 3     

2 月 19 日（日）10:10～11:20 

疼痛の評価と治療 

痛みの脳内情報処理と評価 

 

大鶴 直史 

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 

 

 

 
様々な脳機能イメージング⼿法の発達によって，痛みの脳内情報処理に対する理解は深

まってきている．痛みの処理には⼀次体性感覚野，⼆次体性感覚野，島⽪質，前部帯状⽪
質，前頭前野など多様な領域が関与していることが知られている．しかしながら，各領野
がどのような機能を担っているかに関しては，いまだに不明な点も多い． 

また，痛みは⼼理的要因や社会的要因からも強い影響を受けることが知られている．私
たちが臨床で苦慮する難治性の痛みを抱える対象者は，少なからずこのような要因から影
響を受けていると考えられる．よって，痛みに対する介⼊を⾏う際に，これらの点を考慮
に⼊れることは⾮常に重要であることは間違いない．「物理療法」というコントロールされ
た物理的刺激を⽤いて対象者に介⼊する際の効果も，このような要因で左右されることも
⼗分に想定される． 

本講演では，痛みに関連する神経科学的知⾒をベースに，痛みを抱える⼈にどのように
関わっていく必要があるか，治療効果を⾄適化するための議論ができればと考える． 
  



教育講演 3      

2 月 19 日（日）10:10～11:20 

疼痛の評価と治療 

物理療法による疼痛の治療戦略 

 

徳田 光紀 

平成記念病院 リハビリテーション課 

畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

 
物理療法による疼痛治療は，各々の物理療法の特性や物理的刺激に対する⽣体の反応を

把握して選択・実践することが重要である．また，疼痛の発現メカニズムは，急性期・慢
性期のそれぞれの病期において異なっているため，疼痛に対する治療アプローチは病期に
よって適切に選択しなければならない．したがって，病期別の疼痛メカニズムを⼗分に理
解したうえで，物理療法を適切に選択・実践する必要がある． 
急性期では，著明な疼痛と炎症症状が⾝体機能の予後不良に繋がる⼤きな要因となるこ

とから，消炎・鎮痛作⽤を有する物理療法が選択されるべきである．さらに，疼痛の遷延
化は慢性痛を引き起こす要因となることや，⾝体に痛みを有する状態での運動療法は学習
効果を低下させることが明らかにされていることを考慮すると，物理療法で可能な限り疼
痛を軽減させた状態で運動療法を実施することが望ましい．⼀⽅で，慢性期では，疼痛シ
グナルによる体性感覚系の⻑期的修飾，患肢の不使⽤や代償運動による感覚‐運動機能の
低下が⽣じており，“中枢神経系の可塑的変化に伴う病的疼痛”を引き起こすことが報告さ
れている．このような慢性疼痛に対する介⼊においては，“痛みの改善よりも⾝体機能の改
善を優先させるべきである”という指針が提唱されており，疼痛に対する直接的な作⽤を求
めるだけでなく，運動療法をアシストするような間接的な役割が可能な物理療法を選択す
ることも含めて治療戦略を考えるべきである． 

本講演では，病期別の疼痛メカニズムや疼痛管理に応⽤できる物理療法について概説す
るとともに，疼痛の評価と物理療法による治療を結びつけて，“臨床で実践できる”疼痛に
対する物理療法の治療戦略を紹介したいと考えている． 
  



シンポジウム      

2 月 19 日（日）13:00～14:30 

物理療法をどのように使うのか・使わないのか 

基礎的知見から病態に適した 

骨格筋電気刺激を再考する 

金指 美帆 

県立広島大学 保健福祉学部  

保健福祉学科 理学療法学コース 

 

 
物理療法に関する知⾒や技術は⽇々アップデートされており，リハビリテーション医療

における物理療法の適⽤や有⽤性はますます広がりつつある．⼀⽅で，様々な物理的刺激
が⽣体にもたらす作⽤メカニズムについては未解明な部分が多く，臨床で広く使⽤されて
いる既存の物理療法においても，標的とする組織や細胞の刺激応答性について依然として
未知な部分が存在する．物理療法による治療効果を最⼤限に引き出すためには，標的とな
る組織・細胞で⽣じる応答を解明し，適切な刺激条件・⽅法で介⼊することが求められ
る． 

物理療法の標的器官の 1つである⾻格筋は，廃⽤や加齢，疾患等により萎縮を呈する⼀
⽅で，電気刺激による筋萎縮予防・治療効果が広く認められている．しかし，⾻格筋電気
刺激の作⽤機序については健常な⾻格筋を対象に検証されたものが多く，治療対象となる
廃⽤や疾患を有する⾻格筋での検証は少ない．⾻格筋の量は筋タンパク質の合成と分解の
出納バランスにより調整されており，⾻格筋電気刺激においてもレジスタンス運動と同様
に，刺激強度を上げ⾼強度の筋収縮を促すことで筋タンパク質合成を⾼め筋量が増加す
る．⼀⽅で，廃⽤性筋萎縮モデル動物や糖化ストレス状態にあるモデル動物おいては，電
気刺激により筋収縮を促しても筋タンパク質の合成が得られ難いことを発⾒した．加齢や
廃⽤，がん悪液質や糖尿病などの病態によりタンパク質合成抵抗性が惹起されることが指
摘されており，病態に応じて電気刺激療法の⽅法や刺激条件を⾒直し，治療戦略を再考す
る必要があるのではないだろうか． 

本講演では，廃⽤や病態の影響下にある⾻格筋が物理的刺激に対してどのような応答性
を⽰すのかという点に着⽬し，これまでに得られた基礎的知⾒や様々な研究グループによ
る報告を紹介する．そしてそれらの知⾒を踏まえ，特に電気刺激療法の適⽤や⽅法につい
て，議論させていただきたい．  



シンポジウム      

2 月 19 日（日）13:00～14:30 

物理療法をどのように使うのか・使わないのか 

スポーツ理学療法における物理療法 

 

相澤 純也 

順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

 

 
アスリートやスポーツ愛好家は，理学療法に対して，症状緩和，治癒促進，機能改善，
ひいてはパフォーマンス向上や再発予防を期待している．コーチやスポーツドクターが理
学療法⼠に期待することも同様といえる．これらの期待に⼗分に応えるためには物理療法
が重要な選択肢の⼀つとなっており，これに関する知識はスポーツ分野における理学療法
⼠にとって重要である． 
 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会では，選⼿村総合診療所内に理学療
法室が設置された．世界各国のアスリートの様々なニーズに応える中で，物理療法が重要
な役割を果たした．アスリートの中には低出⼒レーザー，超⾳波，⾼周波など特定のモダ
リティの使⽤（⾮使⽤）を希望する者も少なくなかった． 
各競技団体の合宿や遠征においても物理療法は実際に使⽤されている．組織治癒を促進

するための微弱電流，除痛のための⾼圧電流，炎症コントロールのための寒冷，浮腫改善
のための空気圧などが挙げられる．実際のスポーツ現場では，携帯・使⽤できるモダリテ
ィの種類や設定に限界があるが，近年の医療機器の開発によりポータブル機器が増加傾向
にある． 

本シンポジウムでは東京 2020⼤会選⼿村総合診療所での理学療法サービスや，競技団
体でのトレーニング・試合帯同における経験や根拠を踏まえて「物理療法をどのように使
うのか、使わないのか」を整理し，ご参加の皆様と議論を深めたい． 
  



シンポジウム      

2 月 19 日（日）13:00～14:30 

物理療法をどのように使うのか・使わないのか 

患者の価値観を踏まえた 

物理療法の意思決定に向けて 

尾川 達也 

西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

 

 
臨床現場の中で，理学療法⼠が物理療法を治療として意思決定する要因を調べた興味深

い研究がある．この中で，意思決定に影響する因⼦として，機器の⼊⼿可能性が最も影響
し，次いで物理療法の教育や使⽤経験，エビデンスの有無，機器操作に関する問題であっ
た．そして，最も影響⼒の低い因⼦として患者の価値観が挙げられていた．つまり，“物理
療法を使う”と決める場⾯では，主に機器の存在や理学療法⼠の知識，経験が依存してお
り，患者の価値観は⼗分に考慮されていない可能性が指摘されている． 

では，患者の価値観を踏まえた意思決定とはどういうことだろうか．リハビリテーショ
ン専⾨職の中では，Evidence-Based Medicine（以下，EBM）が治療を決める⽅法として
⼀般的に知られている．EBMは，「最善のエビデンス」を基に，「臨床家の専⾨性・経
験」，「患者の価値観」，「患者や臨床環境の多様性」を統合し，より良い医療を⽬指すため
の⽅法と定義されている．そして，この「価値観」とは複数ある治療選択肢の中からどの
治療を希望するかという意味があり，我々が患者の⾃律性を尊重するためにも不可⽋な要
素である． 
近年，この価値観を含め EBMを適切に実践するためのコミュニケーション⽅法として
Shared Decision Making（以下，SDM）が提唱され，リハビリテーション医療における多
くの臨床場⾯で Informed Consent に置き換わる⽅法として期待されている．そして，効果
のメカニズムが基礎研究から検証され，機器を⽤いるため臨床研究の信頼性も⽐較的⾼い
物理療法は，他のリハビリテーション治療と⽐較し SDMが実践しやすい領域であると考
える． 

本シンポジウムでは，物理療法の使⽤に関する患者との意思決定場⾯に焦点を絞り，倫
理的な視点も含めた話題提供を⾏う．特に，物理療法の経験がない，もしくは知識がない
ような患者とどのように協働で意思決定を進めていくのかについて私⾒も交えて考えてみ
たい．  



エキスパートレビュー１                              2 月 18 日（土）17:10～17:40 

 

物理療法全般の最前線 

 

 

中村 潤二 

西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

 

 

 
近年の医療技術の発達とともに物理療法に関する研究は年々増加しており, 新たな物理

療法モダリティやエビデンスの確⽴など進歩を遂げている. 新たなモダリティとしては, 迷
⾛神経刺激や体外衝撃波療法(Extracorporeal shock wave therapy: ESWT)の報告が増加して
いる. 迷⾛神経刺激は, 侵襲的に迷⾛神経に電極を留置する⽅法や, 経⽪的に⽿介を刺激す
ることで⾮侵襲的に迷⾛神経を刺激する⽅法があるが, いずれも⾃律神経系に影響を与え
ることで, 頭痛, うつ病, 脳卒中後の上肢運動障害, パーキンソン病の運動障害やすくみ⾜
など, 広範な領域においてその影響が調査されている.  
ESWTは, 発⽣させた衝撃波や圧⼒波を経⽪的に照射する⽅法であるが, 中でも拡散型
圧⼒波療法は侵襲性が低く, 広範な刺激が可能であるため, リハビリテーション医療に適し
ているとされる. ESWTは肩関節周囲炎や変形性膝関節症の鎮痛や⾝体機能の改善に影響
する. また脳卒中などの痙縮に対しても実施されており, 薬物療法と⽐較して⾮劣性であ
り, 副作⽤の少ない⽅法として報告されている. また基礎研究において超短波と併⽤するこ
とで, 柔軟性が向上することも⽰されており, さらなる発展が期待される領域の⼀つであ
る.  

また従来から⽤いられる電気刺激療法に関しては, エビデンスのアップデートが進み, 脳
卒中, ⼈⼯膝関節全置換術, ⼤腿⾻頚部⾻折, ICU-acquired weakness, 嚥下障害, 褥瘡など
疾患横断的かつ様々な障害や病期において効果が認められており, その適応範囲は拡⼤し
ている.  

本講演では, 物理療法全般の最前線というテーマで, 最新の物理療法モダリティに関する
研究報告や臨床に活かせる研究知⾒をレビューし, 研究, 臨床に活⽤できる物理療法の可能
性について⽰したい. 
  



エキスパートレビュー２                   2 月 18 日（土）17:10～17:40 

 

疼痛への物理療法最前線 

 

 

瀧口 述弘 

畿央大学 健康科学部 理学療法学科 

 

 

 
国際疼痛学会は疼痛を「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する,

あるいはそれに似た,感覚かつ情動の不快な体験」と定義しており，疼痛病態を侵害受容性
疼痛，神経障害性疼痛，痛覚変調性疼痛(nociplastic pain)の 3つの機構に分類している．
疼痛への物理療法は電気刺激療法，レーザー治療，温熱療法，寒冷療法があり，疼痛病態
を捉えた上で物理療法を選択し，適切な⽅法で実施すべきである．そのためには，物理療
法の作⽤機序の理解が必要である．これら物理療法の鎮痛効果は Visual analogue scaleや
Numerical rating scaleを⽤いた主観的疼痛評価のみならず，様々な疼痛検査法を⽤いて検
証されており，作⽤機序が明らかにされてきている．特に経⽪的電気神経刺激は報告が多
く,臨床効果,効果的なパラメータ設定,神経⽣理学鎮痛機序,レスポンダー分析,遺伝⼦学的解
析も報告されている．これらの最前線の報告を参考にし，患者の⽰す疼痛病態に対して，
適切な⽅法で物理療法を実施すべきであるが，明らかにすべき課題も多い． 
近年では， 錯覚による鎮痛効果をもたらすバーチャル・リアリティや，⽪膚上から衝撃
波を照射する拡散型体外衝撃波療法も疼痛への物理療法として研究報告が増えている．特
に，迷⾛神経を経⽪的に刺激する経⽪的迷⾛神経刺激(transcutaneous Vagus Nerve 
Stimulation: tVNS)は，臨床研究，基礎研究が急速に進められている．tVNSは,⽚頭痛や実
験的疼痛に対する効果が報告されており，疼痛への物理療法としても着⽬されている． 

本レビューでは，疼痛への物理療法の最新知⾒，近年報告されている新しい物理療法を
紹介し，明らかにすべき課題を検討したいと考えている． 
 



J-1   助成演題 

 

異なる設定下における筋輝度測定－正規化方法の提案－ 

 

 

中村雅俊 1), 吉田麗玖 2)，笠原一希 2)，村上優太 2) 

 

1)西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 

2)新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 

 

キーワード：超音波画像診断装置，echo intensity，ファントム 

【はじめに（背景・⽬的）】超⾳波画像診断装置を⽤いた評価では筋の量的な評価として筋厚や筋断⾯積の測定，筋の質的評価とし

て筋輝度（echo intensity）の測定が可能である．筋厚・筋断⾯積の測定においては，超⾳波画像診断装置の機種や設定が異なる場

合においても⽐較が可能であるが，筋輝度に関しては，機種や設定の差異により数値に影響がある．そのため，筋輝度を解析する

場合は，同⼀の超⾳波画像診断装置を使う場合においても周波数や Gain を統⼀した状態で撮像する必要があった．しかし，綺麗な

画像を描出する場合には，周波数や Gain などを微調整することが多くあるため，異なる設定においても筋輝度を⽐較できる⽅法

を構築する必要がある．今回，我々はこの問題を解決するために，均⼀の素材であるファントムを撮像し，その値で正規化するこ

とで，異なる周波数・Gain で撮像した超⾳波画像の筋輝度を⽐較することが出来るのではないかと考えた．本研究の⽬的は，異な

る周波数・Gain で撮像した超⾳波画像から算出した筋輝度をファントムで正規化することで⽐較することが可能か否かを明らかに

することである． 

【⽅法】対象は健常成⼈ 10 名の利き腕側の上腕⼆頭筋とした．超⾳波画像診断装置（Logiq e, GE ヘルスケア・ジャパン株式会社）

を⽤いて撮像した．超⾳波画像診断装置の設定は，1) Gain を 60 に統⼀した条件で 3 つの周波数（8MHz，10MHz，12MHz）で撮

像，2) 周波数を 8MHz に統⼀した条件で 3 つの Gain（40，60，80）で撮像した．加えて，超⾳波ファントム（京都科学社製）を

同様の設定で撮像した．筋輝度の解析は，撮像した超⾳波画像より image J を⽤いて解析を⾏った．ファントムにおける正規化に

ついては，同様の設定で撮像した画像から算出した輝度で除することで正規化を⾏った．統計処理はそれぞれの条件において，⽣

値同⼠の⽐較，およびファントムでの正規化後の値同⼠の⽐較は Bonferroni 法を⽤いた多重⽐較検定を⾏った． 

【結果】Gain を 60 に統⼀した条件で 3 つの周波数（8MHz，10MHz，12MHz）で撮像した画像より算出した筋輝度においては周

波数間で有意な差は認められなかった．⼀⽅，周波数を 8MHz に統⼀した条件で 3 つの Gain（40，60，80）で撮像した画像より

算出した筋輝度では，Gain の設定が⼤きくなるほど，筋輝度は有意に増加した．しかし，ファントムで正規化した後，異なる Gain

間での有意な差は認められなかった． 

【考察】本研究では同⼀超⾳波画像診断装置を⽤いて異なる設定で撮像された画像より算出した筋輝度の正規化について，均⼀の

物体であるファントムを⽤いて正規化に挑戦した．本研究の結果より，Gain が異なる画像においてもファントムを⽤いることで数

値を⽐較することができる可能性が⽰された．今後は，対象筋を変えた検討や異なる超⾳波画像診断装置間での⽐較を⾏う必要が

ある． 

【結論】異なる設定で撮像された超⾳波画像から算出した筋輝度について，同じ設定で撮像したファントム画像より輝度を算出し，

正規化することで⽐較することが可能である． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は新潟医療福祉⼤学倫理委員会の承認を受けた．承認番号：17677 

また，本研究はヘルシンキ宣⾔に則っており，実験開始前に対象者に本研究の内容を⼝頭にて⼗分に説明し，同意を得たうえで⾏

われた． 

【利益相反】なし 

 



J-2   助成演題 

 

超音波と低周波振動の糖代謝促進効果の比較検証 

 

 

幅大二郎 1,2), 峰松健夫 3), 真田弘美 3), 仲上豪二朗 1,4) 

 

1)東京大学大学院 医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野 

2)日本学術振興会 特別研究員 DC2 

3)石川県立看護大学 

4)東京大学大学院 医学系研究科附属 グローバルナーシングリサーチセンター 

 

キーワード：超音波，低周波振動，脂肪細胞 

【背景・⽬的】局所低周波振動療法(LFV)は⾎管拡張に伴う⾎流促進により，糖尿病⾜潰瘍(DFUs)の治癒を促進する．しかし本来

⾼⾎糖に起因する⾎管拡張障害のため DFUs では LFVによる⾎管拡張は起きない．そこで，局所 LFVが局所⾼⾎糖を改善し⾎管

拡張障害を是正するという仮説を⽴て，LFVによる脂肪細胞でのAMPK活性由来糖取り込み促進効果を発⾒した(Haba et al., 2021)．

その LFV条件を基に作製したウェアラブル振動被覆材が，糖尿病ラットで局所糖代謝改善と⾎流促進による創傷治癒促進効果を⽰

した(幅ら, 第 10 回看護理⼯学会, 2022)．⼀⽅，超⾳波(US)による糖取り込み促進は確認されておらず，低周波と⾼周波による⾼

⾎糖改善効果は⽐較されていない．本研究では，LFVとUSでの脂肪細胞における糖取り込み作⽤を⽐較検証した． 

【⽅法】3T3-L1脂肪細胞対して，超⾳波機器(ソニックタイザーSZ-100T, ミナト医科科学株式会社)を⽤いて，過去の US 照射実

験を参考に 3 MHz，各強度 0.1, 0.5, 1.0, 3.0 W/cm2, 照射時間率 20%, 10分/⽇のUSを 5 ⽇間照射した．条件の中で最も細胞⽣存

率の⾼い条件を次の実験に使⽤した①．続いて対照群(Ctrl)，現⾏の振動器を⽤いた LFV群，US群に分け，50 Hz, 1000 mVpp, 40

分/⽇の LFVと，①条件のUS照射をそれぞれ 5 ⽇間与え，Ctrl 群に対する糖取り込み量を⽐較した． 

【結果】0‒1.0 W/cm2では脂肪細胞の形態変化が⾒られなかった．3.0 W/cm2では形態変化，脂肪滴の減少が観察され，脂肪滴量は

有意に減少した．細胞⽣存率では各強度で有意差はなかったため 1.0 W/cm2を選択し糖取り込み実験を⾏った．Ctrl 群，LFV 群，

US群での細胞⽣存率に有意差はなかった．糖取り込み量評価では，LFV群で有意に増加し，US群では増加せず，インスリン添加

時には LFV群で有意に増加し，US群では増加しなかった．AMPK阻害剤添加時には各群で有意な差がなかった． 

【考察】US照射により膜透過性の亢進，脂肪細胞における脂質放出，脂肪量の減少が報告されている(Zhou et al., 2017)．本実験

でも細胞形態変化，脂肪滴量減少など，⾼強度USが脂肪滴分解を促進していた．低強度USは脂肪滴を分解しなかったが，糖取り

込みを促進しなかった．今回，脂肪細胞における LFVとUSによる糖取り込み促進メカニズムは解明できなかったが，メカノレセ

プター受容の違いが糖取り込みに影響を与える可能性があり，今後調査が必要である． 

【結論】脂肪細胞への LFVは糖取り込みを促進したがUS照射では糖取り込みを促進しなかった．LFVでは糖取り込み促進に伴う

⾼⾎糖改善効果が期待できる． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は in vitro実験であり，実験動物に対する代替法を活⽤している． 

【利益相反】なし 

  



J-3   助成演題 

 

超音波療法の周波数の違いが深部組織の循環動態に与える影響 

 

 

野村真嗣, 奥田詩奈 , 古谷洋之, 石井文久 

 

医療法人社団快晴会 すがも北口整形外科クリニック 

 

キーワード：超音波療法，周波数，血流速度 

【はじめに（背景・⽬的）】超⾳波療法の局所への作⽤として，深部組織の温度上昇や局所循環の増進，コラーゲン繊維の伸張性増

加などが多くの基礎研究で⽰されている．⼀⽅，その臨床効果は，コクランシステマテイックレビューの結果，超⾳波療法がプラ

セボや他の治療と⽐べて効果的とする報告は⼀部であり，その殆どにおいて明確な有効性が⽰されていない．その要因として，実

際の臨床場⾯では，治療部位や対象の体格によっては深達度が不⾜しているのではないかと考えられる症例を多く経験する．臨床

で多く⽤いられる 1MHz の周波数は⽪下 2〜5cm の組織に適応するとされるが，より深層を対象とする場合は，さらに⼩さな周波

数を選択する必要があると考えられる． 

本研究では，0.75MHz，1MHz の周波数を⽤い，周波数の違いが深部の循環動態に与える影響について調査した． 

【⽅法】対象は，下肢や循環器に疾患のない成⼈男性 22 名（年齢 25.7±6.5歳，BM I23.3±3.2）とした．測定部位は⼤腿後⾯と

し，超⾳波画像診断装置（SNiBLE yb，コニカミノルタ）を使⽤して，⽪膚から⼤腿動脈までの距離が 6cm となる位置とした．超

⾳波治療器（ULTRASON，⽇本メディックス）を⽤い，腹臥位にて，プラセボ照射の後，1MHz もしくは 0.75MHz の周波数にて

超⾳波照射した．各照射時間は 10分間とし，超⾳波の強度は 1.0W/cm2，照射範囲は有効照射⾯積の 2倍（10cm2）とし，移動法

にて照射した．循環動態は，超⾳波画像診断装置で，時間平均の最⼤⾎流速度（Vm）と⾎流量（Fvol）を測定した．プラセボ照射

から各周波数照射の変化量を分析対象とし，群間で対応のない t-検定にて⽐較した．有意⽔準は 5%とした． 

【結果】Vm変化量は 0.75MHz 群が 1.9±1.7cm/s で 1MHz 群の-1.4±3.1cm/s より有意に増加し，Fvol 変化量は 0.75MHz 群が

17.5±21.9ml/cm2で 1MHz群の-21.2±45.7ml/cm2より有意に増加した (p<0.05)． 

【考察】 超⾳波療法は深部組織の循環増進に寄与するとされ，0.75MHz では 1MHz より深部へ到達する．⽪下 6cm の位置では，

0.75MHz の周波数を⽤いることで⾎流速度と⾎流量が増加した．⼤腿動脈の⾎流速度や⾎流量は，周囲の軟部組織の局所循環の影

響を受けると考えられ，照射部位周囲の軟部組織において 0.75MHz の周波数で局所循環がより増進したと考える． 

【結論】0.75MHz の超⾳波照射は 1MHz の照射より深層に到達し，深部組織の循環を増進する可能性がある． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に則って⾏い，研究の趣旨と⽬的を対象者に説明のうえ，⽂書にて同意を得

た． 

【利益相反】なし 

  



J-4   助成演題 

 

中枢神経障害によるしびれ感に対するしびれ同調経皮的電気神経刺激の効果検証 

－マルチプルベースラインデザイン－ 

 

西祐樹 1,2)，生野公貴 3)，南川勇二 3)，中田佳佑 3)，大住倫弘 2)，森岡周 2) 

 

1)長崎大学 生命医科学域（保健学系） 

2)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

3)西大和リハビリテーション病院 

 

キーワード：しびれ感，経皮的電気神経刺激，中枢神経障害 

【はじめに（背景・⽬的）】多様な神経疾患で⽣じるしびれ感は，体系的な介⼊が確⽴されていない問題がある．我々は経⽪的電気

神経刺激（Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS）の周波数および刺激強度をしびれ感に⼀致させるしびれ同調 TENS

によって即時的にしびれ感が改善したことを報告している（Nishi et al, 2022）．本研究では，しびれ感を呈する中枢神経系疾患にお

けるしびれ同調 TENSの効果をシングルケース実験デザインにより検証することを⽬的とした． 

【⽅法】しびれ感を呈する脳卒中患者 2 名（罹患期間 4・5か⽉），多発性硬化症患者 1 名（罹患期間 20年），脊髄損傷患者 2 名（罹

患期間 4・6 か⽉）の 5名における上肢計 8部位を対象とした．介⼊⼿続きは，マルチプルベースラインデザインを採⽤し，Baseline

期，介⼊期，Follow-up 期を 28⽇間の間で設定した．介⼊期は 7 ⽇間とし，低周波治療器（ESPURGE，伊藤超短波株式会社）を

⽤いてしびれ感に同調した TENSを 1時間/⽇で実施した．各期において，しびれ感の強度をNumerical Rating Scale にて毎⽇聴取

した．Baseline期と介⼊期，Baseline期とFollow-up期の効果量として階層線形モデルを⽤いたケース間標準化平均値差（BC-SMD）

を算出した．また，各症例の効果量を Tau-Uにて算出した． 

【結果】BC-SMD において，しびれ同調 TENS によりしびれ感は有意に改善し，その効果量も⾼いことが⽰された（BC-

SMD:−7.77,p<0.01）．また，Follow-up 期においても，効果量は低下しているもののしびれ感は有意に改善していた（BC-

SMD:−4.70,p<0.01）．⼀⽅，各症例における介⼊効果は介⼊期では全症例において⾮常に⾼い効果量（Tau: −1.00,p<0.01）を認

めたが，脊髄損傷患者 1 名の両⼿指は同⼀疾患の他症例と類似した重症度にもかかわらず，Follow-up 期で有意な改善を認めなか

った（右 Tau: −0.36,p=0.16/ 左 Tau:−0.49,p=0.06）． 

【考察】介⼊期，Follow-up 期ともに多くの症例で介⼊効果を⽰したが，同⼀疾患においても Follow-upで効果が持続しなかった症

例も存在した．⼀⽅で，20年来の多発性硬化症症例においては Follow-up 期においても効果が持続したことから，しびれ感の重症

度や罹患期間に規定されない別の要因が効果の持続を阻害している可能性がある． 

【結論】しびれ同調 TENSは，中枢神経障害によるしびれ感に対して有効である可能性を⽰唆したが，介⼊効果に関わる要因につ

いて詳細な調査が必要である． 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔に基づき対象者の保護には⼗分留意した上で，施設の個⼈情報保護の規定により被験

者において，⼝頭および書⾯による説明と同意等の⼿続きを⾏い，必ずそれに準ずる倫理的な配慮を⾏った．データに関しては個

⼈が特定出来ないように匿名化処理を⾏った後，データの解析分析を⾏った．なお，本研究は⻄⼤和リハビリテーション病院の研

究倫理委員会の承認を得ている． （承認番号：0031） 

【利益相反】なし 

 

 



O-1-1   一般演題 1  神経・筋制御 

 

回復期片麻痺患者の両側大腿四頭筋に対する神経筋電気刺激併用下の反復起立自主練習の 

実現可能性 -症例報告- 

 

宮良広大 1,2), 坂元顕久 3), 宮田隆司 3), 大濵倫太郎 3), 下堂薗恵 3) 

 

1)九州看護福祉大学 看護福祉学部 リハビリテーション学科 

2)鹿児島大学病院 リハビリテーション部 

3)鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 リハビリテーション医学 

 

キーワード：回復期脳卒中片麻痺, 神経筋電気刺激, 自主練習 

【はじめに（背景・⽬的）】脳卒中患者に対する起⽴や歩⾏の反復練習による歩⾏能⼒向上が報告されている。⼀⽅，神経筋電気刺

激 (以下，NMES) のホームエクササイズの試みとして，歌川ら (2020) は訪問リハビリテーション利⽤者に対する実現可能性を

調査している。今回，脳梗塞後に右⽚⿇痺を呈した回復期症例に対し，リハビリテーション病棟 (以下，リハ病棟) 転棟後の早期

からNMESを併⽤した反復起⽴の⾃主練習を追加し，その実現可能性と有⽤性を検討した。 

【⽅法】症例は 60 代，男性。診断名: アテローム⾎栓性脳梗塞。障害名: 右⽚⿇痺。現病歴: 右⽚⿇痺が出現し救急搬⼊，脳梗塞

と診断。第 13病⽇に当院リハ病棟へ⼊棟。初期評価: MMSE22点。右⽚⿇痺は BRS上肢Ⅴ，⼿指Ⅴ，下肢Ⅳ。下腿三頭筋 MAS1。

表在・深部感覚正常。MMTは⾮⿇痺側下肢 4，⿇痺側股屈曲 2，膝伸展 2，⾜背屈 2。基本動作は監視〜軽介助。歩⾏能⼒は FAC2，

10m歩⾏テストと 6MDは測定不可。FIM は 97点であった。  

理学療法は 1 時間/⽇，週 6 ⽇とし，振動・NMES 併⽤下での促通反復療法と筋⼒増強練習，反復起⽴と歩⾏練習を実施した。今

回，転棟 1週後よりさらに 30分/⽇の起⽴練習を加え，A1-B1-A2-B2デザイン (各期 2週間，A期は起⽴練習のみ，B期はNMES

を併⽤) にてNMES併⽤⾃主練習の実現可能性，有⽤性を検討した。 

【結果】NMES併⽤による有害事象は観察されず，患者⾃⾝にて刺激設定やセット数の調整も⾏えた。患者は初回のNMES併⽤時

に「⽴つときにすごく楽。」と満⾜感を⽰した。A1-B1-A2-B2 の変化は，FMA: 23，24，24，25点，⿇痺側膝伸展MMT: 3，4，4，

4，⾻格筋量: 10.5，10.2，10.2，10.3kg/m2，5回椅⼦⽴ち上がりテスト: 11.6，11.4，8.4，8.5秒，BBS: 42，45，49，51点，FAC: 

3，3，3，4点，10m歩⾏テスト: 0.36，0.67，0.60，0.97m/秒，6MD: 205，265，260，354m に改善が得られた。 

【考察】反復起⽴の⾃主練習にNMESを併⽤することで，NMESによる中枢性効果が促進され，早期の下肢筋⼒と歩⾏能⼒改善に

繋がった可能性が⽰唆された。 

【結論】NMES併⽤下での反復起⽴は，回復期脳卒中⽚⿇痺例に対し安全かつ有⽤な⾃主練習⼿段の⼀つとなり得る。 

【倫理的配慮（説明と同意）】患者には定期評価や介⼊⽅法の⽬的，症例報告について⼗分説明し，⽂書による承諾を得て実施した。 

【利益相反】なし 

 

 

 

 

 



O-1-2   一般演題 1  神経・筋制御 

 

脳卒中片麻痺下肢への拡散型体外衝撃波による痙縮抑制効果の持続期間 

 

 

渡邊匠, 松下信郎, 田中直次郎, 岡本隆嗣 

 

医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院 

 

キーワード：痙縮, 拡散型体外衝撃波, 持続効果 

【はじめに（背景・⽬的）】痙縮を有した脳卒中⽚⿇痺患者の下肢に対して拡散型体外衝撃波（Radial Shock Wave：以下RSW）を

⽤いた治療を⾏い、実施前後から実施 2⽇後までの経時的変化を評価し、痙縮抑制効果の持続期間を検証した。 

【対象】回復期病棟に⼊院中の痙縮を有する脳卒中患者 6 名（年齢 58.5±6.8歳、男性 4 名、⼥性 2 名）とした。 

【⽅法】RSWには拡散型体外衝撃波治療器（インテレクト RPWモバイル、Storz Medical AG 社製）を⽤い、⾜関節底屈筋群を対

象に実施した。評価項⽬には、痙縮評価に Modified Ashworth Scale（以下MAS）、関節可動域評価に他動的関節可動域検査（Passive 

Range of Motion test：以下 P-ROM)を⽤いた。各評価は、RSW実施前後、実施 1⽇後、実施 2⽇後に⾏い、即時効果および効果

の持続性を検討した。MASの値は統計学的解析のために、グレードを 0、1、1+、2、3、4 を各々、0、1、2、3、4、5として処理

した。統計学的解析は Friedman 検定を⽤い、多重⽐較の調整には Bonferroni の⽅法を使⽤した。統計ソフトは IBM SPSS Statistics 

Ver.24.0 を⽤い、有意⽔準は 5%未満とした。 

【結果】MASは RSW実施前と⽐較すると、実施直後、1⽇後で有意に低下を認めたが、2⽇後には有意差を認めなかった。また、

P-ROM では実施直後で有意な増加を認めたが、1⽇後、2⽇後には有意差を認めなかった。 

【考察】本研究では RSWによる痙縮抑制効果の持続期間を検証し、RSW実施から１⽇後まで痙縮抑制効果が持続する可能性が⽰

唆された。また、RSW実施前と⽐較すると、MAS・P-ROM共に実施２⽇後も改善傾向は⽰していることから実施 1⽇後以降も⼀

定の有効性があると考えられた。今後も症例数を蓄積し、RSW実施時の痙縮の重症度による効果や効果期間の違いについて検証し

ていく必要がある。 

【結論】脳卒中⽚⿇痺下肢における RSWの 1 度の介⼊は、実施 1⽇後まで痙縮抑制効果の持続期間があることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は当院倫理委員会の承認を得た上で、対象者に研究の趣旨を説明し、⽂書による同意を得て実

施した。 

【利益相反】なし 

  



O-1-3   一般演題 1  神経・筋制御 

 

運動療法を併用した低頻度の経皮的電気刺激が不全頸髄損傷患者の痙縮に対して 

有効であった 1 例 

 

中野拓哉 1), 壹岐伸弥 1), 知花朝恒 1), 瀧口述弘 2), 石垣智也 1,3), 川口琢也 1) 

 

1)医療法人 香庸会 川口脳神経外科リハビリクリニック 

2)畿央大学 健康科学部 理学療法学科 

3)名古屋学院大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 

 

キーワード：transcutaneous electrical nerve stimulation, 痙縮, 不全頸髄損傷 

【はじめに（背景・⽬的）】Transcutaneous electrical nerve stimulation(以下,TENS)は,脊髄損傷患者を含め様々な疾患に対して痙

縮を軽減させることが報告されている｡TENSの介⼊頻度は先⾏研究において,週 5回と⾼頻度の報告が多い｡しかし,⽣活期では

様々な理由によりそのような介⼊頻度を確保することが難しい｡本報告の⽬的は,⽣活期頸髄損傷患者の介⼊経過から運動療法を併

⽤した低頻度の TENSの有効性について明らかにすることである｡ 

【⽅法】症例は外傷性頸髄損傷により,不全⿇痺を呈した 40歳代の男性である｡受傷後 51病⽇に当院での外来リハビリテーション

(以下,外来リハビリ)が開始となった｡外来リハビリ開始時は屋外歩⾏および⽇常⽣活動作ともに⾃⽴していた｡下腿三頭筋の痙縮の

定量的評価 Composite Spasticity Index(以下,CSI)は左右①tendon jerk4/4,②Resistance to passive flexion4/8,③Clonus3/3 の合計

11/16点と中等度の痙縮を⽰した｡30秒間⾜関節背屈⾃動運動は右 31 回,左 36 回であった｡⾜関節背屈可動域は左右 0°,歩⾏評価

は快適 10m歩⾏速度で 1.29m/s,歩数 17歩であった｡外来リハビリ初期は歩⾏練習や体幹･下肢に対する運動療法を中⼼に週 2

回,60分,約 1ヶ⽉間実施した(以下,A期)｡しかし,各評価に変化を認めなかった｡そこで,運動療法中⼼の介⼊から A期と同様の内容

に TENSを併⽤し週 3 回,60分,8週間(以下,B期)へ介⼊内容を変更した｡電気刺激機器は低周波治療器(イトーESPURGE,伊藤超短

波社製)を利⽤した｡設定はパルス幅 250μsec,周波数 100Hz,電流 15mA(感覚閾値),電極位置は,総腓⾻神経と前脛⾻筋のモーター

ポイントに貼布した｡ 

【結果】B期の介⼊後には CSIは左右①tendon jerk2/4,②Resistance to passive flexion2/8,③Clonus2/3 の合計 6/16点に減少し,痙

縮の重症度が中等度から軽度に改善した｡30秒間⾜関節背屈⾃動運動は,右 40 回,左 60 回に向上したものの右⾜関節背屈運動時の

みクローヌスが残存した｡⾜関節背屈可動域は左右 5°,快適 10m歩⾏速度は 1.4m/s,歩数 15歩へ短縮した｡ 

【考察】15 セッションの⾼頻度 TENSのみを実施した先⾏研究(Aydin G,et al.2005)では平均 5点の CSIの改善を⽰している｡⼀

⽅,本症例では運動療法を併⽤した TENSにより週 3 回であっても同程度の CSIの改善を認めた｡TENSは,脊髄レベルの抑制機構

を促進することで過剰な興奮性を低下させることが⽰唆されており,運動療法を併⽤した低頻度の TENSにおいても同様なメカニ

ズムを⽰すことが推察される｡ 

【結論】⽣活期において運動療法を併⽤した TENSは,低頻度の介⼊であっても屋外歩⾏かつ⽇常⽣活動作が⾃⽴している不全頸

髄損傷患者の痙縮軽減に対して有効性を⽰す可能性が考えられた｡ 

【倫理的配慮（説明と同意）】本報告に際し,症例には⼝頭および書⾯で説明し同意を得た｡ 

【利益相反】なし  



O-1-4   一般演題 1  神経・筋制御 

 

右被殻出血後の下腿三頭筋の痙縮に対し，物理療法と装具療法に併用してリドカインの 

筋肉内注射を行うことにより歩行能力に改善を認めた症例 

 

林翔太, 岡田紘佑，鈴木俊幸  

 

済生会 東神奈川リハビリテーション病院 

 

キーワード：痙縮, 脳卒中, 歩行 

【はじめに（背景・⽬的）】脳卒中者の下肢痙縮筋に対して，局所振動刺激や経⽪的電気刺激療法，下肢装具の使⽤が推奨されてい

るが，これらの⼿法を⽤いてもその対応に難渋することがある。その際，リドカインを痙縮筋に注射することによる治療法を併⽤

することがあるが，リドカインによるモーターポイントブロックと物理療法・装具療法を併⽤した報告は⾒当たらない。本報告の

⽬的は，回復期脳卒中者において，物理療法，装具療法に加えてリドカインの筋⾁内注射を併⽤した介⼊が下腿三頭筋の痙縮と歩

⾏能⼒に与える影響を症例考察から検討することとした。 

【⽅法】症例は 29病⽇で当院の回復期病棟に転院した右被殻出⾎後の 50歳代男性である。⼊院時より下腿三頭筋の痙縮に対して

局所振動刺激や，電気刺激を併⽤した理学療法を⾏った。117 病⽇で⿇痺側下肢の Fugl Meyer Assesment の運動項⽬は 22点，⾜

関節底屈筋の Modified Ashworth Scale（MAS）2，歩⾏は短下肢装具と杖を使⽤して Functional Ambulation Category（FAC） 3 で

あり，20m ほど歩⾏すると⾜クローヌスが⽣じる，遊脚初期で⾜先が引っかかることから歩⾏⾃⽴が難しい状況にあった。10m歩

⾏は 65.8秒，52歩であった。 

この時点で担当医により 1%リドカインを腓腹筋の外側頭に 2.5mlと内側頭 5.0ml，ヒラメ筋 2.5ml施注した。施注の前⽇と直後で

⾜関節底屈筋の MAS の評価に加え，歩⾏時の下腿三頭筋の筋活動を表⾯筋電計（TS-MYO，トランクソリューション株式会社）

を⽤いて計測した。また，施注から 1 か⽉後の MAS，FAC，10m歩⾏を評価した。  

【結果】⾜関節底屈筋の MASは施注後には 2 から 1+になり，歩⾏時の⾜クローヌスや⿇痺側下肢の遊脚期での⾜先の引っ掛かり

が消失し，遊脚期での腓腹筋の筋活動が減弱した。1 か⽉後の MASは 1+，FACは 4（平地歩⾏⾃⽴）で，10m歩⾏は 44.6秒，35

歩であった。 

【考察】リドカインによるモーターポイントブロックにより過剰な伸張反射が抑制されることで，即時的に歩⾏時の⾜クローヌス

や遊脚期での引っ掛かりなどの阻害因⼦がなくなった。その後，物理療法や装具を⽤いた運動療法を継続することで痙縮が改善さ

れたことにより，1 か⽉後の歩⾏能⼒改善に⾄ったと考えられる。 

【結論】下腿三頭筋の痙縮が歩⾏の阻害因⼦となる回復期の脳卒中症例に，物理療法と装具療法に加えてリドカインの筋⾁内注射

を併⽤した介⼊が有⽤となる可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本報告にあたり，症例の個⼈情報とプライバシーの保護に配慮し，⼗分な説明を⾏った後に⼝頭およ

び書⾯で同意を得た。 

【利益相反】なし 

  



O-1-5   一般演題 1  神経・筋制御 

 

下肢電気刺激による脳筋間の機能的連結修飾効果 

 

 

野嶌一平, 堤聖斗 

 

信州大学 医学部保健学科 

 

キーワード：下肢電気刺激, 脳波, 筋電図 

【はじめに（背景・⽬的）】末梢神経電気刺激の臨床での使⽤⽬的の⼀つとして、神経筋機能の再建が挙げられる。先⾏研究におい

ても、体性感覚野と運動⽪質の直接的/間接的連結が電気刺激により強化されることで、運動関連領域の興奮性変化が報告されてい

る。脳機能の評価に関しては、MRIや TMSなどが主に⾏われてきた。⼀⽅で、実際の運動を制御する脳筋間の機能的な連結を評

価することも重要である。本研究では、脳波と筋電図の周波数特異的な相関分析であるコヒーレンス解析を実施し、末梢電気刺激

前後の脳筋間の機能的連結性の変化を検討する。 

【⽅法】健常成⼈ 12 名を対象、低周波治療機器 Solius（ミナト医科学）を 15 分間実施した。刺激条件では Solius の推奨する⽅法

に準じ、臥位肢位で両下肢に最⼤刺激と最適刺激を交互に実施した。対照条件では、15 分間の安静臥位とした。研究デザインはク

ロスオーバーデザインを採⽤し、介⼊の実施はランダムに⾏った。 

介⼊による効果を検討するため、右膝関節伸展運動時の脳波および筋電図（NVX24）を計測した。脳波 16チャンネル、筋電図 2チ

ャンネルから計測した。運動課題は最⼤膝伸展運動を 5秒間 3セット⾏い、休憩をはさんで最⼤筋⼒（MVC）の 50%の⼒で 30秒

間膝伸展運動を維持する課題とした。膝伸展筋⼒値は眼前のモニターで被験者に提⽰し、被験者は 50％MVC を維持するよう⽀持

された。 

【結果】データ計測の不備を除き 11 名を解析対象とした。運動機能に関しては、最⼤筋⼒値、ターゲット出⼒（50%MVC）から

の差、中間周波数など、介⼊による有意な変化は⾒られなかった。また脳筋間コヒーレンス解析においても、介⼊による各周波数

帯域における群間での差は認めなかったが、⽪質脊髄路活動を反映すると考えられるβ帯域において電気刺激条件で増⼤傾向が⾒

られた。 

【考察】脳卒中患者の⿇痺側上肢への末梢電気刺激により、運動機能の改善とγ帯域のコヒーレンス値の増⼤が報告されている（Lai 

et al. 2017）。⼀⽅本研究では、健常成⼈を対象としたための運動機能の天井効果、下肢への刺激による効果出現メカニズムの違い、

計算パラメータの問題などにより明らかな効果を⽰すことができなかった。 

【結論】末梢電気刺激による運動機能改善効果の⽣理学的な機序を明らかにする⼀つの⼿法として脳筋コヒーレンス解析は有⽤な

⼿段であると考えるが、最適な課題やパラメータを明らかにしていく必要がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は、信州⼤学医学部⽣命科学・医学系研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：4587）。

また対象者には事前に⼝頭で内容を説明し、同意を得て実施した。 

【利益相反】なし 

  



O-2-1   一般演題 2  診断・評価 

 

大腿骨近位部骨折患者における Phase angle と歩行速度，膝伸展筋力との関連 

 

 

森川雄生 1), 唄大輔 2,3), 池本大輝 1), 岡村将輝 1), 黒田琴葉 1), 藤沢直輝 1), 寺田奈穂 1), 中山直樹 1), 徳田光紀 1,3) 

 

1)社会医療法人平成記念会 平成記念病院リハビリテーション課 

2)横浜市スポーツ医科学センター リハビリテーション科 

3)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：大腿骨近位部骨折, Phase angle, 歩行速度 

【はじめに（背景・⽬的）】⼤腿⾻近位部⾻折術後の歩⾏速度は⽣命予後に影響があることが報告されている。⽣体電気インピーダ

ンス法（Bioelectrical Impedance Analysis : BIA 法）は⽣体組成評価として様々な分野で⽤いられており，BIA法で位相⾓（Phase 

angle : PhA）を測定することが可能である。PhAは，細胞膜の抵抗を表した⾓度で，低栄養状態や地域在住⾼齢者の⾝体機能，⽣

命予後と関連する指標として有⽤であることが報告されている。⼤腿⾻近位部⾻折術後においては，⼊院時の PhAの低下が術後 2

週⽬の歩⾏能⼒やバランス能⼒の悪化と関連すると報告されているが，歩⾏速度や筋⼒との関連は明らかとなっていない。⾼齢者

において歩⾏速度の低下は PhAや下肢筋⼒低下と関連していることから，術後において歩⾏速度の計測が困難な症例に対して臥位

で計測が可能な PhAと歩⾏速度の関連性が明らかとなれば介⼊⽅法や予後予測を検討する上で有⽤な指標になり得ると考える。そ

こで本研究の⽬的は，⼤腿⾻近位部⾻折術後の PhAと歩⾏速度や膝伸展筋⼒との関連を検討することとした。 

【⽅法】対象は当院で⼿術を施⾏した⼤腿⾻近位部⾻折 60 例（頸部⾻折 44 例，転⼦部⾻折 16 例）とした。取り込み基準は受傷

前に歩⾏補助具の使⽤有無を問わず屋内外歩⾏が⾃⽴していたものとし，既往に脳⾎管疾患や⾻関節疾患があり，明らかな歩⾏障

害を有する者は除外とした。評価は 2週⽬と退院時に PhAと両側の膝伸展筋⼒を測定し，退院時には歩⾏速度も測定した。PhAは

体組成計（seca525，seca 社）を⽤いて安静背臥位にて測定し，膝伸展筋⼒はハンドヘルドダイナモメーター（µtas F-1，アニマ社）

を⽤いて測定し，トルク体重⽐（Nm/kg）を算出した。10m 歩⾏速度は快適速度にて測定した。統計解析は JASP を使⽤した。

Shapiro-Wilk 検定を使⽤し正規性を確認後，2週⽬，退院時PhAと各変数の関連性を検討した。患側膝伸展筋⼒に対しては Pearson

の積率相関係数，健側膝伸展筋⼒，歩⾏速度に対しては Spearman の順位相関係数をそれぞれ使⽤した。有意⽔準は 5%とした。 

【結果】2週⽬ PhAと 2週⽬の健側膝伸展筋⼒（r= 0.44， p< 0.01），患側膝伸展筋⼒（r= 0.45， p< 0.01），退院時の健側膝伸展

筋⼒（r= 0.48， p<0.01），患側膝伸展筋⼒（r= 0.51， p<0.01），歩⾏速度（r= -0.56， p<0.01）に中等度の相関がみられた。退

院時PhAと退院時の健側膝伸展筋⼒（r= 0.56， p<0.01），患側膝伸展筋⼒（r= 0.61， p<0.01），歩⾏速度（r= -0.64， p<0.01）

に中等度の相関がみられた。 

【考察】2週⽬ PhAと退院時歩⾏速度に関連を認めたことから，PhAは術後 2週⽬で歩⾏速度の計測が困難な症例に対して歩⾏速

度を反映する指標として有⽤であること可能性が⽰唆された。 

【結論】PhAは⼤腿⾻近位部⾻折患者における歩⾏速度は膝伸展筋⼒と関連する指標であることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は所属機関の研究倫理委員会の承認を得て⾏った（承認番号：15-1）。被験者には本研究の趣

旨について⼝頭及び⽂書にて⼗分な説明を⾏い，書⾯にて同意を得た。 

【利益相反】なし 

 

 



O-2-2   一般演題 2  診断・評価 

 

加齢および虚弱が長内転筋の筋硬度におよぼす影響 

 

 

中川晃一 1,2), 片岡英樹 1,2), 井上凛子 2), 近藤祐太朗 1,2), 野元祐太郎 1,2), 後藤響 1,2), 山下潤一郎 2),  

西祐樹 1,3)，本田祐一郎 1,3), 坂本淳哉 1,3), 沖田実 1,3) 

 

1)長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 理学療法学分野 

2)社会医療法人長崎記念病院 リハビリテーション部 

3)長崎大学 生命医科学域（保健学系） 

 

キーワード：Strain Elastography, 筋硬度, 関節可動域制限 

【背景・⽬的】関節可動域（ROM）制限の主要因の⼀つである⾻格筋の伸張性低下は筋硬度の増加を特徴としており，これは超

⾳波エラストグラフィ（Elastography）によって⾮侵襲的に評価が可能である。われわれはこれまでに若年健常者と虚弱⾼齢者を

対象に，Strain Elastography 装置を⽤いて股関節外転 0°における⻑内転筋の筋硬度と股関節外転ROM との関連性を検討してき

た。その結果，虚弱⾼齢者は若年健常者と⽐較して⻑内転筋の筋硬度が⾼く，股関節外転の ROM制限も著しく，この両者には関

連があることを明らかにした。しかし，先⾏研究によれば筋硬度は加齢や虚弱といった被験者特性に加え，測定時の関節⾓度によ

っても変化するとされている。そこで，本研究では若年健常者，健常および虚弱⾼齢者を対象に⻑内転筋の筋硬度を異なる関節⾓

度で測定し，加齢および虚弱が筋硬度におよぼす影響を検討した。 

【⽅法】対象は若年健常者 16 名（若年群，24.6±2.4歳），健常⾼齢者 18 名（健常群，79.5±6.5歳），虚弱⾼齢者 19名（虚弱

群，81.8±5.3歳）とした。健常群の Clinical Frailty Scale は 1〜3 が 16 名，4〜6 が 2 名であり，虚弱群では 1〜3 が 1 名，4〜6

が 6 名，7〜8 が 12 名であった。評価項⽬は股関節外転ROM および Strain Elastography内蔵の超⾳波画像装置（JS2，メディケ

アー）を⽤いて測定した⻑内転筋の Strain Ratio（SR）とした。SRは短軸像を基にカプラメントに対する⻑内転筋の歪み⽐を算

出し，外転 0°および最終域で測定した。なお，SRは低値であるほど筋硬度が⾼いことを意味する。統計処理には Kruskal-Wallis

検定（事後検定：Steel-Dwass 検定）と Spearman の順位相関係数を適⽤し，有意⽔準は 5%未満とした。 

【結果】ROM および外転最終域の SRは若年群と⽐較して他の 2群は有意に低値で，虚弱群は健常群に⽐べ有意に低値であっ

た。⼀⽅，外転 0°の SRは若年群と健常群で有意差は認められなかったが，この 2群に⽐べ虚弱群は有意に低値であった。ま

た，外転 0°の SRと ROM には有意な相関は認められなかったが，最終域の SRと ROM には有意な正の相関が認められた。 

【考察】今回の結果から，⾻格筋が伸張されていない状態（外転 0°）での筋硬度には虚弱のみが影響するのに対し，⾻格筋が伸

張された状態（外転最終域）の筋硬度には加齢と虚弱の両者が影響することが⽰唆された。また，ROM制限を反映する筋硬度の

評価は最終域での測定が妥当といえよう。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は所属⼤学院の倫理委員会の承認を受けて実施した（許可番号；21080503）。また，ヘルシ

ンキ宣⾔および⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針に従い実施し，⼝頭と書⾯にて説明し，同意を得た上で⾏

われた。 

【利益相反】なし  



O-2-3   一般演題 2  診断・評価 

 

握力発揮における浅指屈筋・深指屈筋の筋厚変化 －超音波画像診断装置を用いた評価－ 

 

 

石倉英樹 

 

広島都市学園大学 健康科学部 リハビリテーション学科 

 

キーワード：超音波画像診断装置, 握力, 骨格筋 

【はじめに（背景・⽬的）】リハビリテーションの臨床現場において，握⼒測定は頻繁に測定される評価であり，簡便かつ有効な指

標として様々な動作遂⾏能⼒の基準となる。また，超⾳波画像診断装置を⽤いた評価は，⾮侵襲的に⾻格筋の形態や伸張性を被験

者⾃⾝へフィードバックでき，リハビリテーションの臨床で活⽤できる。そこで本研究では，握⼒発揮と浅指屈筋・深指屈筋の形

態変化の関係について調査を⾏った。 

【⽅法】対象は，健常成⼈ 11 名とした。評価は，⾮利き⼿側の握⼒測定・⾻格筋形態測定を⾏った。握⼒測定は，デジタル握⼒計

（GRIP-D，⽵井機器⼯業）を使⽤し，事前に筋電図モニタリング上で軽度，中等度，最⼤を被験者に練習させ，測定を⾏った。測

定肢位は⽴位とし，肘関節最⼤伸展位，前腕回内外中間位，⼿関節軽度背屈位，近位指節間関節屈曲 90°とした。⾻格筋形態測定

は，超⾳波画像診断装置（FAMUBO-W，誠鋼社）を⽤い，前腕筋群（浅指屈筋・深指屈筋）の形態を評価した。統計解析では，握

⼒発揮時の浅指屈筋・深指屈筋厚について，Peason相関係数を⽤いて評価した。 

【結果】握⼒と浅指屈筋厚は，⾮利き⼿で有意な正の相関を認めた（r = 0.391）が，利き⼿側で有意差を認めなかった。握⼒と深

指屈筋厚は，⾮利き⼿側で有意な正の相関を認めた（r = 0.383）が，利き⼿側で有意差を認めなかった。 

【考察】超⾳波画像上における筋厚の変化については，⼤腿四頭筋や⺟指対⽴筋などとの相関が報告されている。今回，本研究で

は握⼒発揮と浅指屈筋・深指屈筋の筋厚について調査を⾏ったところ，⾮利き⼿側で正の相関を認めたものの，利き⼿側では相関

を認めなかった。⾮利き⼿側では，浅指屈筋・深指屈筋が同程度の相関係数となっており，握⼒発揮時に 2 つの筋が協調して動く

ことが⽰唆された。⼀⽅で利き⼿側では，統計的な有意差を認めなかった。これは，利き⼿に⽐べ，⾮利き⼿の⽅でトレーニング

効果が発揮された可能性や，握⼒の発揮に⼿指屈曲以外の上肢全体の動きが関係した可能性が考えられた。 

【結論】⾮利き⼿側において浅指屈筋・深指屈筋は，正の相関を認め，2 つの筋が協調して握⼒発揮の調節に関係していた。⼀⽅

で，利き⼿側では，握⼒発揮に浅指屈筋・深指屈筋以外の影響が⼤きいことが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は，広島都市学園⼤学倫理委員会により承認を受けて実施した（第 2022005 号）。すべての対

象には，ヘルシンキ宣⾔に基づき研究内容を書⾯および⼝頭で説明し，同意を得た上で研究を実施した。 

【利益相反】本研究は，JSPS科研費（課題番号 21K17504）の助成を受けた。 

  



O-2-4   一般演題 2  診断・評価 

 

超音波筋肉可視化装置を用いた大腿四頭筋断面積測定の信頼性について 

～脳卒中患者における検討～ 

 

真島和希 1), 野添匡史 2), 古賀千尋 1), 久保宏紀 1), 島田真一 3) 

 

1)伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部 

2)甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 

3)伊丹恒生脳神経外科病院 脳神経外科 

 

キーワード：超音波画像診断装置, 大腿四頭筋, 脳卒中 

【はじめに（背景・⽬的）】超⾳波画像診断装置を⽤いた⾻格筋評価は，簡便かつ侵襲が少ないため，脳卒中や⾼齢者などでも⽤い

られており（Akazawa, et al 2018, 2021），特に近年はサルコペニア診断も含めた⾻格筋機能評価としても注⽬されている（Kara, et 

al. 2021）。⼀⽅，測定における信頼性の問題や測定部位が限られるといった問題もあり，⼗分臨床応⽤されている状況とはいえず，

測定⽅法は依然確⽴していない。本研究の⽬的は，新たに開発された超⾳波筋⾁可視化装置を⽤いて，脳卒中患者における⼤腿四

頭筋断⾯積測定の信頼性を検討することである。 

【⽅法】回復期脳卒中患者 15 例（年齢＝68±9 歳（平均値±標準偏差））を対象とした。超⾳波筋⾁可視化装置（古野電気（株）

社製）を⽤いて対象者の両側⼤腿四頭筋断⾯積を測定した。測定は 3MHz のセクタプローブを⽤いて，2 名の独⽴した評価者がそ

れぞれ 3 回測定した。測定肢位は座位とし，対象者の上前腸⾻棘から膝蓋⾻上縁を結ぶ中間点の周囲を摺動速度約 2cm/秒でプロ

ーブを動かして測定し，独⾃の画像合成技術によって⼤腿四頭筋断⾯像を作成し断⾯積を算出した。⿇痺側及び⾮⿇痺側の⼤腿四

頭筋断⾯積の測定精度は，級内相関係数（intraclass correlation coefficients: 以下 ICC）を使⽤し，検査者内信頼性 ICC(1,1)，ICC(1,3)

および検査者間信頼性 ICC(2,1),ICC(2,2)をそれぞれ算出した．統計解析は SPSSver22.0 を⽤いて⾏い，ICC>0.7 のとき信頼性が

⾼いと判定した。 

【結果】ICC(1,1)は，⿇痺側 0.986(95%信頼区間：0.968-0.995)，⾮⿇痺側 0.971(0.934-0.989)，ICC(1,3)は⿇痺側 0.995（0.989-

0.998），⾮⿇痺側 0.990(0.977-0.996)であり，⾼い信頼性が確認された。ICC(2,1)は⿇痺側 0.944(0.842-0.981)，⾮⿇痺側

0.967(0.908-0.989)，ICC(2,2)は⿇痺側 0.971(0.914-0.990)，⾮⿇痺側 0.983(0.952-0.994)であり，同様に⾼い信頼性が確認された。 

【考察】脳卒中者における超⾳波画像診断装置を⽤いた⾻格筋評価に関して，⿇痺側における信頼性の低さが懸念されていたが

（Coralie, et al.2011），超⾳波筋⾁可視化装置を⽤いた⼤腿四頭筋断⾯積測定は，⿇痺側・⾮⿇痺側に関わらず，検査者内および検

査者間ともに⾼い信頼性が確認された。今後は，他の部位における信頼性の検討，妥当性の検討，臨床的な有⽤性の検討などを⾏

う必要があると考えられた。 

【倫理的配慮（説明と同意）】全対象者に研究の⽬的・⽅法を説明し書⾯にて同意を得た。また，本研究は甲南⼥⼦⼤学研究倫理委

員会の承認を得て実施した。 

【利益相反】なし 

  



O-2-5   一般演題 2  診断・評価 

 

Mirror visual feedbackが腕神経叢不全損傷者の脳－筋コヒーレンスへ及ぼす影響 

 

 

木下栞 1,2), 大住倫弘 2) 

 

1)JCHO 星ヶ丘医療センター リハビリテーション部 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：ミラーセラピー, 脳－筋コヒーレンス, 腕神経叢不全損傷 

【はじめに（背景・⽬的）】腕神経叢損傷後に⽣じる求⼼路遮断性疼痛は，運動機能の改善とともに緩和することが明らかになっ

ているため，不全⿇痺領域の運動機能を向上させることの意義は⼤きい。運動機能の改善を⽬的としたリハビリツールの１つに

Mirror visual feedbackが知られているが，その効果を⽣体信号ベースに定量評価した研究は少ない。本研究では，複数領域の脳波

信号とターゲットとなる筋電信号とのコヒーレンスを解析して Mirror visual feedbackの効果を定量化することを⽬的とした。 

【⽅法】対象は，左⼿関節背屈運動が不⼗分ながら可能な左腕神経叢不全損傷者１名とした。対象者に，①ミラーなしで両⼿関節

を背屈する運動課題と，②⾝体正中線上のミラー越しに健肢の運動を⾒ながら両⼿関節を背屈する運動課題を各 3分実施させた。

この時の⼿関節背屈運動では，対象者の疲労感を考慮して任意のペースで実施させた。脳波信号は国際 10-20 法の電極配置に基づ

いて 32ch で計測し，筋電信号は左右橈側⼿根伸筋に電極を貼付して計測した。そして，これらの⽣体信号を使って脳−筋コヒーレ

ンスを分析した。 

【結果】ミラーなし条件ではα帯域とγ帯域でコヒーレンスのピークが出現していたが，ミラーあり条件ではα帯域のコヒーレ

ンスピークは低下し，ミラーなし条件ではピークが⾒られなかった β 帯域のコヒーレンスピークが出現し，γ 帯域のコヒーレン

スピークが増⼤していた。また，β帯域においては，対側運動野だけでなく広範囲にわたる脳領域でコヒーレンスの増⼤が認めら

れた。 

【考察】β帯域での脳−筋コヒーレンスは運動の学習過程に出現すると考えられていることに加えて，運動⿇痺を有する症例では

広範囲な脳領域にβ帯域での脳−筋コヒーレンスのピークが認められることが多い。これらのことより，本症例における脳−筋コ

ヒーレンス解析の結果は，対側半球の運動野だけでなくその周辺の脳領域が代償しながら運動学習を進めている過程を表現してい

ることが考えられる。 

【結論】脳−筋コヒーレンス解析を⽤いることで，Mirror visual feedback中の運動学習プロセスを定量化できる可能性が⽰唆され

た。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に従い，対象者に研究⽬的と内容を説明し同意を得たうえで 

実施した。 

【利益相反】なし 

 

  



O-3-1   一般演題 3  疼痛管理 

 

膝の痛みを有する後期高齢者に対する経皮的電気刺激療法の即時除痛効果と 

歩行機能に与える影響についての検討 

 

伊藤太祐 

 

株式会社 早稲田エルダリーヘルス事業団 

 

キーワード：後期高齢者, 膝, 経皮的電気刺激療法 

【はじめに（背景・⽬的）】全国約 44,000 箇所のデイサービスにおいて，膝の疼痛が⼗分な運動療法の妨げとなっている利⽤者が

⼀定数存在する。この疼痛を軽減し，運動療法が制限なく⾏えることは，歩⾏機能を維持する上で重要である。経⽪的電気刺激療

法（TENS）が即時的に運動時痛の緩和や歩⾏距離向上に寄与する報告はあるが，対象を後期⾼齢者に限局し，その使⽤下での即時

除痛効果と歩⾏機能に与える影響を検討した報告は⾒当たらない。本研究の⽬的は，膝の疼痛を有する後期⾼齢者を対象に，TENS

の使⽤効果について，疼痛軽減と歩⾏機能の観点から検証することとした。 

【⽅法】東京都内の介護予防特化型デイサービス利⽤者において，膝の疼痛を有する 32 名（男性 3 名，⼥性 29名，84.6±4.4歳，

要⽀援 1〜要介護 2）を対象とした。膝に特化した TENSとして，ひざ電気治療バンド（HV-F971, オムロンヘルスケア社製）を使

⽤した。TENS 使⽤前および使⽤下において，安静時，歩⾏時およびマシン運動（レッグプレス等）時の膝の痛み（NRS）と歩⾏

機能（10m快適歩⾏）を計測し各パラメータを⽐較した。歩⾏機能は 3軸加速度センサ（AYUMI EYE，早稲⽥エルダリーヘルス

事業団製）を⽤いて，歩⾏速度，歩幅，RMS（加速度の Root Mean Square），歩⾏周期とそのばらつき，左右の接地時間とその左

右差等を算出した。統計処理はWilcoxon の符号付順位和検定を⽤いた。また Spearman の順位相関係数を⽤いて相関関係を検討し

た。有意⽔準は 5％未満とした。 

【結果】TENS使⽤下において有意に疼痛が軽減した（安静時：1.71±2.57 vs 0.69±1.69，歩⾏時：4.29±2.95 vs 1.25±1.95，マ

シン運動時：2.32±2.60 vs 1.30±1.73）。また使⽤前の歩⾏時痛と，使⽤下から使⽤前の歩⾏時痛を差し引いた値との間に有意な負

の相関関係があった。使⽤下で歩⾏周期（1.09±0.22 vs 1.07±0.19）が有意に短縮した。また使⽤前と使⽤下での歩⾏周期の差と，

使⽤前の左右の接地時間の⻑さは，それぞれ負の相関関係にあった。 

【考察】デイサービスでは，利⽤者の運動機能維持が重要である。本結果では後期⾼齢者において TENSは有効であったため，運

動量確保に寄与できる可能性がある。また歩⾏周期の有意な短縮により，速く歩けるようになった様⼦が⽰唆された。TENS 使⽤

前に歩⾏時痛が強い⼈ほど疼痛軽減効果が強く，接地時間が⻑い⼈ほど歩⾏周期の短縮がしやすかった。 

【結論】膝の疼痛を有する後期⾼齢者において，TENS使⽤は歩⾏時痛を軽減し，歩⾏機能に影響を与える可能性が⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は，オムロンヘルスケア株式会社倫理審査委員会の承認を得て実施した（IRB-2157）。全対象

者に対し研究の趣旨，個⼈情報保護について⼗分に説明し，書⾯にて同意を得た。 

【利益相反】本研究はオムロンヘルスケア株式会社の資⾦提供および物資の提供を受けた。 

  



O-3-2   一般演題 3  疼痛管理 

 

膝痛に対する経皮的神経電気刺激（TENS）が日常生活活動および心理面に及ぼす効果 

－1年間の長期介入による症例報告－ 

 

徳田光紀 1), 瀧口述弘 2), 吉川義之 3), 佐藤哲也 4), 高松昇三 4), 山口智史 5) 

 

1)畿央大学大学院 健康科学研究科 

2)畿央大学 健康科学部 理学療法学科 

3)奈良学園大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 

4)オムロンヘルスケア株式会社 

5)順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

キーワード：TENS, 膝痛, 長期介入 

【はじめに（背景・⽬的）】膝痛を有した 1症例に対して経⽪的神経電気刺激（Transcutaneous electrical nerve stimulation: TENS）

を 1年間の⻑期介⼊した際の鎮痛および⽇常⽣活活動量（活動量）や⼼理⾯に及ぼす効果について報告する。 

【症例紹介】症例は 5年来の膝痛を有した 70歳代⼥性である（Kellgren-Lawrence分類グレード 2）。TENSにはひざ電気治療バン

ド（HV-F710，オムロンヘルスケア社製）を使⽤した。本機器はパルス幅 60μs，周波数 1〜250Hz変調，強度のみ調整できるパラ

メーター設定で，バンド形状となった機器を膝関節下⽅に巻くことで電極がデルマトーム L3,4領域に貼付されるように設計された

ワイヤレス電気治療器である。普段の⽇常⽣活で膝痛が⽣じた際に，強度を不快でない最⼤強度で使⽤するように指導し，具体的

な使⽤場⾯や頻度，時間は指⽰せず，対象者に⼀任して 1年間継続して介⼊した。評価は、介⼊前および 3ヶ⽉毎に 4 回（計 12ヶ

⽉）実施した。各回で評価期間を 2週間に設定し、以下の項⽬を評価した。膝痛は 1⽇の平均したNumerical Rating Scale(NRS)に

て記録し，活動量は活動量計（HJA-750C，オムロンヘルスケア社製）にて⽣活活動エクササイズ（活動強度×時間）を測定した。

活動量計は毎⽇起床してから就寝するまでの間，⼊浴時以外は装着するように指導した。各データは各期間の平均値を算出した。

また，疼痛⽣活障害を Pain Disability Assessment Scale(PDAS)，疼痛破局的思考を Pain Catastrophizing Scale (PCS)，不安とうつ

を Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)，運動恐怖を Tampa Scale for Kinesiophobia(TSK)にて評価し，内省報告も調査

した。なお，本研究期間中に，転倒などによる外傷や⼊院を要するような体調不良はなく，薬物療法の変更もなかった。 

【結果】各結果（介⼊前，3，6，9，12ヶ⽉⽬）は，NRS（5.1，4.2，4.2，4.8，4.4），⽣活活動エクササイズ（1.1，1.5，1.6，1.4，

1.5）， PDAS（45，39，38，40，39），PCS（47，43，42，43，43），HADS（20，14，14，16，14），TSK（54，45，45，47，

45）となった。また，「電気機器を使っている間は，膝痛が楽になって，動くことが億劫でなくなる。使い始める前よりも膝痛の不

安がなくなった」との内省報告が得られた。 

【考察】介⼊前と⽐較して，3ヶ⽉⽬では膝痛が軽減し，活動量の増加や疼痛に対する⼼理⾯の改善も認めた。また，それらの効果

は 12ヵ⽉間の連続介⼊においても認めた。9ヶ⽉⽬のように疼痛が増加する時期も認めたが，介⼊前よりも活動量や⼼理⾯は改善

した⽔準で維持できていた。内省報告も踏まえると，膝痛が⽣じた際の TENSによる鎮痛経験が⻑期的な活動量の増加や⼼理⾯の

改善の効果に寄与したと考えられた。 

【結論】膝痛を有した 1症例に対する⻑期的なTENS介⼊は，鎮痛効果および活動量の増⼤や疼痛に対する⼼理⾯の改善に寄与し，

それらの効果は⻑期的な連続介⼊においても認めることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔を遵守し，対象者に⼗分な説明を⾏い，書⾯にて同意を得た．  

【利益相反】本研究はオムロンヘルスケア株式会社より TENS機器の貸与を受けて実施した．  



O-3-3   一般演題 3  疼痛管理 

 

経皮的電気神経刺激(TENS)の電極貼付法と刺激強度が鎮痛効果とストレスに及ぼす影響 

 

本田聖弥, 吉田英樹 

 

弘前大学大学院 保健学研究科 

 

キーワード：2chTENS, 両側 TENS, ストレス 

【はじめに（背景・⽬的）】1組の電極を貼付して電気刺激を実施する TENS(以下，1chTENS)に⽐べて、左右対称部位を刺激する

TENS(以下，両側 TENS)と同側に 2 組の電極を貼付して⾏う TENS(以下，2chTENS)で，鎮痛効果が優れている可能性が指摘さ

れている。また、筋の収縮を伴わない強度で実施する TENS(以下，感覚レベル TENS)よりも，筋の収縮を伴う強度で実施する

TENS(以下，運動レベル TENS)の⽅が，鎮痛効果が⾼いことが知られている。しかし，感覚レベル TENSも含めて，電極貼付法の

違いが鎮痛効果やストレスに及ぼす影響については検討されていない。よって，TENS の電極貼付法と刺激強度の違いが鎮痛効果

とストレスに及ぼす影響を検討することを⽬的とした。 

【⽅法】対象は，健常⼤学⽣ 39名とした。1chTENS(1)，2chTENS(2)，両側 TENS(B)を，刺激強度をそれぞれ運動レベル(M)と

感覚レベル(S)で実施する 6 条件(以下，S1 条件の様に記載する)と TENS施⾏しない条件(C)の全７条件を実施した。TENSは 30

分間実施するが，TENS 開始 3分前，3分後，10分後から 10分おきに 60分後までの各時点で圧痛閾値(PPT)と主観的ストレスを

0(最⼩)〜10(最⼤)で評価した。 

【結果】TENS 開始 3〜60分後で，C条件より全 TENS条件で PPTが有意に⾼かった。TENS 開始 20〜30分で，M2 条件より，

S1 条件と M1 条件と S2 条件と SB 条件より PPTが有意に⾼かった。TENS 開始 30分で，M2 条件と MB 条件が SB 条件より主観

的ストレスが有意に⾼かった。 

【考察】M2 条件で PPTが⾼かった理由として，電荷量が⾼いことから鎮痛効果が向上した可能性が考えられる。PPTは，S2 条

件と SB 条件では，電極貼付数の増加により，M1 条件と同等の鎮痛効果が得られた可能性あると考えられる。主観的ストレスは，

運動レベル TENSの中でも，電極貼付数を増加させた M2 条件と MB 条件で，ストレスを上昇させられることが⽰唆された。 

【結論】運動レベル 2chTENSで TENS施⾏中の鎮痛効果は優れていることが⽰唆された。感覚レベル 2chTENSと感覚レベル両

側 TENSでは，運動レベル 1chTENSと同等の鎮痛効果が得られる可能性が考えられた。運動レベル 2chTENSと運動レベル両側

TENSでは，ストレスは上昇することが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】全ての対象候補者に対しては，本研究の⽬的や本研究への参加の同意及び同意撤回の⾃由，プライバ

シー保護の徹底等について予め⼗分に説明し，書⾯による同意が得られた時点で本研究の対象とした。なお，本研究は，弘前⼤学

⼤学院保健学研究科倫理委員会の承認を受けた（整理番号 2020-012）。 

【利益相反】なし 

  



O-3-4   一般演題 3  疼痛管理 

 

内視鏡下腰椎後方除圧術後に一時的に増悪した両下肢痛に対して微弱電流療法と 

超音波療法の介入が著効した一症例 

 

藤井浩 1), 小保方祐貴 1), 西亮介 1）, 青柳壮志 1,2), 角田大介 3), 真鍋和 3) 

 

1)東前橋整形外科病院 リハビリテーション科 

2)順天堂大学 スポーツ健康医科学推進機構 

3)東前橋整形外科病院 整形外科 

キーワード：微弱電流療法, 超音波療法, 腰椎術後歩行時痛 

【はじめに（背景・⽬的）】微弱電流療法（以下，MENS）と⾮温熱超⾳波療法(以下，US)は，⽣理学的作⽤は異なるが炎症鎮静化・

浮腫軽減・組織修復効果があり，電気刺激療法とUSの併⽤は介⼊時間を減少できると報告されている。 術後急性期の報告として，

MENSは肩腱板修復術後患者，USは腰椎術後患者に対しての報告があるが，MENSと USを併⽤した報告は我々が渉猟しうる限

りない。 

【⽬的】腰椎術後 8⽇⽬で両下肢痛が⼀時的に増悪した両下肢痛に対し MENSとUSを使⽤し著効した症例を報告する。 

【対象】70歳代男性，腰部脊柱管狭窄症に対して内視鏡下腰椎椎⼸切除術(左 L4/5)を施⾏。 

【術後経過】術後 2 ⽇⽬より離床し歩⾏器歩⾏⾃⽴。4 ⽇⽬， CTにて左脊柱起⽴筋に浮腫＋。7 ⽇⽬，独歩練習開始するも重度

の両⼤腿後⾯痛により独歩困難。8⽇⽬，創部周囲に著明な浮腫と熱感を認めた。疼痛はNumerical Rating Scale（以下，NRS）に

て⽴位 10，独歩 10 であり,疼痛はすべて両⼤腿後⾯に認めた。 

【⽅法】物理療法は，術後 8⽇⽬から計 3⽇実施した。①US単独，②MENS＋USの順で実施し，すべて同⼀条件で実施した。US

（EU-910，ITO製）は左側 L4/5椎間関節部に 1MHz，DUTY30％，0.4W/㎠で 10分間照射した。MENS（ES-5000，ITO製）は

L2棘突起から左右 5cm 側⽅に陰極，創部直下 1cm左右 5cm 側⽅に陽極を設置した。MENSの設定は，出⼒モードコンスタント，

治療周波数 10Hz，出⼒ 50μAで 10分間照射した。同時にUSを創部尾側直下に①と同様の設定で照射した。物理療法は 1⽇ 2 回

実施した。アウトカムとして，介⼊前後における⽴位・独歩時のNRSにて評価した。 

【結果】介⼊ 1⽇⽬は介⼊前後で⽴位時NRS10 から 0へ消失し，独歩時に変化はなかった。2⽇⽬は介⼊前後で独歩時NRS8 から

6へ減少した。介⼊ 3⽇⽬には，介⼊前後で独歩時 NRS4 から 3へ減少した。創部周囲の浮腫は軽度残存するも熱感は改善した。

独歩⾃⽴したため術後 12⽇⽬以降は物理療法を終了した。  

【考察】本症例の⽴位・独歩時痛は，神経周囲組織の浮腫により神経症状を惹起し⼤腿後⾯痛を引き起こしたと考えられた。本症

例では，US単独，MENS＋USの順で実施したことで，MENSの浮腫・腫脹軽減効果を効果的に発揮したものと考えられる。本臨

床研究の限界として，アウトカムが疼痛（NRS）のみであり，MENS，USの併⽤の効果か単独の効果か断定できないことが挙げら

れる。 

【結論】腰椎術後急性期における MENSとUSの介⼊は，炎症による浮腫や疼痛の改善に効果がありその有効性が⽰唆された。 

【倫理的配慮，説明と同意】ヘルシンキ宣⾔の趣旨に則り⾏った。なお，症例には本発表の趣旨，個⼈情報の取り扱いについて⼝

頭にて説明し同意を得た。 

【利益相反】なし 

 

 

 



O-3-5   一般演題 3  疼痛管理 

 

脊髄炎後下肢神経障害性疼痛に対するしびれ同調経皮的電気神経刺激の効果：症例報告 

 

 

生野公貴 1,2), 福西優 1)，井川祐樹 1,2)，中田佳佑 1)，西祐樹 3,4) 

 

1)西大和リハビリテーション病院 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

3)長崎大学 生命医科学域保健学系 

4)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

 

キーワード：神経障害性疼痛，下肢，脊髄炎 

【はじめに】神経障害性疼痛は QOL 低下が著しいものの，有効な治療⼿段が乏しいのが現状である．上肢のしびれ同調経⽪的電

気刺激(TENS)は神経障害性疼痛の緩和に有効である可能性があるが，下肢に対する効果は不明である．今回，下肢神経障害性疼痛

の緩和にしびれ同調 TENSが有効か，また継続的な介⼊により痛みや運動機能が改善するかを検証した． 

【症例紹介】症例は脊髄炎発症後 5年経過した 50代の外来患者である．歩⾏は⾃⽴であったが，上下肢に著明な神経障害性疼痛を

認め，両下肢のNeuropathic pain symptom inventory(NPSI)は⾃発痛(焼け付く 9/10)，誘発痛(寒冷 10/10)，異常感覚(しびれ 5/10)

であり，歩⾏時に痛みが増強していた．両側の前脛⾻筋筋⼒は MMTにて 3レベル，感覚は表在，深部ともに左は中等度鈍⿇，右

は重度鈍⿇であった．20 秒間の⾜タッピング課題では，右 17 回，左 40 回であり，右に失調症状を認めた．10ｍ歩⾏時間は 11.7

秒(26歩)であり，動揺歩⾏を認めた．しびれ同調 TENSには低周波治療器(ESPURGE，伊藤超短波)を⽤い，パルス幅は 50μs と

し，周波数と強度を調整して痛みの改善度を評価した．TENSは 1 回 30分を毎⽇任意回数にて 4週間実施した． 

【結果】しびれ同調 TENSは周波数 100Hz，強度 50mAで鎮痛効果を認め，TENS 実施中は⾃発痛(3/10)，誘発痛(5/10)，異常感

覚(0/10)が著減した．⾜タッピングでは，TENS 実施中に右 45回，左 46 回に改善したが，強度または周波数を半減させると痛み

が出現し⾜タッピング数が低下した(右 25回，左 40 回)．10ｍ歩⾏は TENS 実施中に 10.7秒(18歩)と改善を認めたが，表在およ

び深部感覚の変化はなかった．痛みおよび下肢運動機能は 1 回介⼊終了後 1分程度で元に戻った．4週間後，NPSIでの⾃発痛(7/10)

は介⼊前より軽減したが，誘発痛と異常感覚に変化はなかった．⾜タッピングは右 57回，左 59回，10ｍ歩⾏時間は 9.3秒(18歩)

と運動機能は改善していたが，感覚障害は変化がなかった． 

【考察】下肢の神経障害性疼痛に対するしびれ同調 TENSは⾄適パラメータでのみ著効し，かつ運動機能に対しても効果が確認さ

れた．1 回介⼊後の持ち越し効果はなく，⻑期介⼊においても疼痛軽減効果は乏しかったが，運動機能は⼤きく改善していたこと

から，本症例における下肢運動障害は痛みによる運動制御の低下と推察され，しびれ同調 TENSと運動療法の併⽤により神経障害

性疼痛由来の運動障害を軽減させる効果がある可能性が考えられた． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本報告にあたり，症例の個⼈情報とプライバシーの保護に配慮し，⼗分な説明を⾏った後に⼝頭およ

び書⾯で同意を得た．なお，本介⼊⽅法の実施に関しては倫理委員会の承認を受けている（承認番号：0031）． 

【利益相反】なし 
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神経筋電気刺激療法の電極接続の方法が中間広筋の収縮時筋厚に与える影響 

 

 

中山直樹 1), 池本大輝 1), 徳田光紀 1,2) 

 

1)社会医療法人 平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：神経筋電気刺激療法, エコー, 中間広筋 

【はじめに（背景・目的）】神経筋電気刺激療法(Neuromuscular Electrical Stimulation:NMES)は膝伸展筋力を効果的に増強させ

るが，膝伸展筋力は中間広筋(Vastus intermedius:VI)の筋横断面積が関与すると報告されている。NMES の実施方法に関してパラ

メーターを検討した報告は散見されるが，電極接続の方法が収縮時筋厚へ与える影響を検討した報告は少ない。近年,超音波画像診

断装置(エコー)による筋厚測定は妥当性と信頼性が報告されている。そこで本研究の目的は，NMES の電極接続の方法の違いが VIの

収縮時筋厚に影響するのかエコーを用いて検討することとした。 

【方法】対象は健常成人男性 20 名の右下肢とした。VI 収縮時筋厚の評価には,エコー(LOGIQeV2,GE 社製)で上前腸骨棘から膝蓋骨

上縁の中点の短軸画像を描出した。測定肢位は背臥位,膝関節伸展位とした。電極は, 上前腸骨棘から膝蓋骨上縁の中点の高さと遠

位 1/4 の高さの内側広筋（Vastus medialis: VM）と外側広筋（Vastus lateralis: VL）に自着性電極 5cm×9cm(PALS,Axelgaard 社

製)を縦に 2 枚ずつ,計 4 ヶ所貼付した。電極接続は VM 同士と VL 同士の長軸接続を type1, 同高さの VM と VL の短軸接続を type2

とした。電気刺激は電気刺激治療器(ESPURGE,伊藤超短波社製)で,パルス幅 300μs,周波数 80Hz,電流強度 30mA,持続時間 10秒とし

て被験者に随意収縮しないよう指示した。安静時 VI筋厚の測定後,type1 から type2 の順で VI筋厚を動画撮影した。画像解析ソフ

ト ImageJで 3,6,9 秒時点の VI 筋厚を計測し,安静時からの変化量を算出した。統計解析は EZR で VI 筋厚変化量を線形混合効果モ

デルで分析した。また各時間の type 間の差を対応のある t検定で調査し,G*power で効果量を算出した。有意水準は 5%とした。 

【結果】線形混合効果モデルの結果,type の主効果（p<0.01）のみ有意性を認めた。t 検定の結果,3 秒(d=1.01,p<0.01),6 秒

(d=0.97,p<0.01),9 秒(d=0.98,p<0.01)であり,すべての時間で type1 の VI 筋厚が大きく,大きな効果量がみられた。 

【考察】電極接続方法の違いにより有意に type1 の VI 筋厚が大きくなった。これは接続方法が電流深達度や電流方向に影響し,収

縮筋に変化が生じた可能性がある。しかし,本研究は筋電図解析を実施しておらず VI 筋厚変化が筋活動増加によるものかは不明で

あり,さらなる検討が必要である。 

【結論】大腿四頭筋に対する NMES は，VM 同士と VL 同士の長軸接続で実施すると効果的に VI 筋厚が大きくなる可能性が示唆され

た。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し,対象者に十分な説明を行い,書面にて同意を得た。 

【利益相反】なし 
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局所振動刺激の併用は下腿三頭筋持続的筋収縮後の筋腱複合体スティフネスの増加を抑制する 

 

 

越智亮 1,2), 村上ま比呂 2,3), 林尊弘 1,2) 

 

1)星城大学 リハビリテーション学部 

2)星城大学大学院 健康支援学研究科 

3)メイトウホスピタル リハビリテーション科 

 

キーワード：局所振動刺激, スティフネス, 筋収縮 

【はじめに（背景・⽬的）】持続的な筋収縮やレジスタンストレーニングによって筋疲労が⽣じると，同名筋の筋腱複合体スティ

フネス（以下，MTS）が増加するとされ，この MTSの増加は筋の腫脹や遅発性筋痛と関連があるとされる。⼀⽅，筋への局所振

動刺激（以下，LV）は MTSを減少させる作⽤を持つとされる。今回，下腿三頭筋における持続的筋収縮中の LV併⽤が MTSに

及ぼす影響について調査した。 

【⽅法】健常⼤学⽣ 31 ⼈を対象とした。対象者の利き⾜を検査対象肢とし，腓腹筋内側頭とヒラメ筋に電極を貼付し，表⾯筋電

計（Ultium，Noraxon 社製）を⽤いてサンプリングレート 2 kHz で PCに取り込んだ。3分間の両側踵挙上保持課題を対象者に実

施させた。17名の対象は踵挙上のみ（以下，CR群），16 名は家庭⽤マッサージ機（AX-HXL195，ATEX社製，振動周波数 57 

Hz）を下腿に巻きつけて腓腹筋筋腹部に LVを適⽤し踵挙上を⾏った（LV群）。踵挙上保持課題の前後で対象者に臥位をとらせ，

特別製作した受動トルク測定器（⽵井機器社製）を⽤いて利き⾜側の⾜関節底屈最⼤等尺性筋⼒発揮時の 2 筋のピーク筋活動量

（以下，EMG），⾜関節背屈最⼤関節可動域，そして約 5，10，15，20°の 4 つの⾜関節背屈⾓度における⾜関節底屈⽅向の受動

抵抗を計測した。得られた 4 つの⾓度―抵抗曲線の傾きを MTSとした。なお，最⼤等尺性筋⼒発揮は 2 回実施させた。全てのデ

ータは Shapiro-Wilk検定を⽤いて正規性を確認した。踵挙上課題の前後（群内⽐較），および CR群と LV群（群間⽐較）のそれ

ぞれの⽐較に Bonferroni の多重⽐較法を⽤いて検討した。全ての統計学的有意⽔準は 5%とした。 

【結果】有意差が認められたのは腓腹筋内側頭 EMG の CR群の前後⽐較，および MTSの CR群の前後⽐較のみで，それ以外の

項⽬において有意差を認めなかった。MG EMG は，CR群において踵挙上課題後に有意に低下した（CR；391 ± 183 uVから

17.4%減少，p< 0.05，LV；377 ± 140 uVから 2.4%減少，p= 0.79）。スティフネスは，CR群において踵挙上課題後に有意に増

加した（CR；2.43 ± 1.29 N/deg から 34.6%増加，p< 0.01，LV；2.87 ± 1.26 N/deg から 3.1%減少，p= 0.74）。 

【考察】筋への⾼周波数帯の LVは，筋紡錘に働きかけて緊張性振動反射を⽣じさせ同名筋の筋活動量を促進させる。⼀⽅，低周

波数帯においては筋へのリラクゼーション効果を持つ。本研究の結果は，⽤いた LVの周波数が低いことに起因する可能性があ

る。 

【結論】下腿三頭筋に対する LVを併⽤した持続的筋収縮トレーニングは，その後の MTSの増加を抑える効果があることから，

レジスタンストレーニング後の筋腫脹や遅発性筋痛を抑えることができるかもしれない。 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔に従って⼗分に説明を⾏い，各参加者から書⾯による同意を得た。本研究は星城⼤

学の研究倫理委員会によって承認された（承認番号：2022C0010）。 

【利益相反】なし 
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局所振動刺激を併用した下腿三頭筋筋力トレーニング後の筋厚，筋輝度の即時的変化について 

 

 

村上ま比呂 1,2)，越智亮 1,3)，林尊弘 1,3) 

 

1)星城大学大学院 健康支援学研究科 

2)メイトウホスピタル リハビリテーション科 

3)星城大学 リハビリテーション学部 

 

キーワード：局所振動刺激, 筋厚, 筋輝度 

【はじめに（背景・⽬的）】近年，筋⼒トレーニングに神経筋電気刺激や振動刺激を併⽤することで筋肥⼤の効果を促進させるハイ

ブリッドセラピーが臨床現場でよく⾏われている。神経筋電気刺激に⽐べて先⾏研究は少ないものの，局所振動刺激(以下，LV）の

併⽤で筋⼒と⾝体能⼒のより⼤きな改善効果があることが報告されている。本研究では，下腿三頭筋の持続的筋収縮中の LV 併⽤

がトレーニング効果を⾼めるかどうか，超⾳波エコーを評価に⽤いて検討した。 

【⽅法】健常⼤学⽣ 27名を対象とした。対象者に 3分間の両側踵挙上保持課題を実施させた。13 名の対象は踵挙上のみ(以下，CR

群)，14 名は家庭⽤マッサージ機(AX-HXL195，ATEX社製，振動周波数 57Hz）を下腿に巻きつけて，腓腹筋筋腹部に LVを適⽤

した(以下，LV群）。 

 筋⼒トレーニングの直前と直後に，超⾳波エコー(Canon 社，Viamo100，9.0MHzリニア型プローベ)を⽤いて，対象者の利き⾜

の腓腹筋内側頭の Bモード短軸像を描出した。深度は下腿三頭筋が⼗分に描出できる深度(5〜6cm）で対象者に応じて対応した。

ゲインは 160dB に統⼀し，運動課題前後で 3 回ずつ測定した。測定肢位は座位で，股関節，膝関節 90°屈曲位とし，測定部位は膝

関節内側裂隙から腓⾻内果までの距離の近位 30%とした。筋厚評価は，エコーに内蔵されているデジタルメジャーを使⽤し，筋輝

度評価は lmage Jソフトウェアを使⽤し測定した。いずれも，⾻や筋膜を除いた筋実質部で評価した。統計学的分析には，⼆元配置

分散分析を⽤いて群の違いとトレーニング前後の変化について検討した。 

【結果】筋厚，筋輝度ともに LV併⽤による変化の違いは認められなかった。筋厚は CR群，LV群ともに運動課題実施後に有意に

増加し（CR：p=0.031，LV：p=0.015），筋輝度については CR群，LV群ともに有意に減少していた（CR：p=0.010，LV：p=0.002）。 

【考察】筋⼒トレーニングの後，筋厚の増加や筋輝度の変化が⽣じ，この即時的変化は筋線維の微細損傷，炎症，⾎流増加等によ

る筋腫脹に起因し，筋厚の即時的増加量はトレーニングの強度に依存するとされている。今回の CR群に対する LV群の筋厚，筋輝

度の結果から，LV併⽤トレーニングの有効性は明らかにできなかった。 

【結論】LV 併⽤トレーニングと通常の下腿三頭筋筋⼒トレーニングとの間で筋厚，筋輝度の即時変化に違いは認められなかった。

今後は LV の設定条件を変えた研究が必要である。 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔に従って⼗分に説明を⾏い，各参加者から書⾯による同意を得た．本研究は星城⼤学

の研究倫理委員会によって承認された（承認番号：2022C0010）。 

【利益相反】なし  
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足部内在筋に対する血流制限下神経筋電気刺激トレーニングは即時的な筋腫脹を増加させる： 

単盲検ランダム化比較試験による検証 

 

岡村和典 1), 濱口真波 2), 金井秀作 1) 

 

1)県立広島大学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース 

2)県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科 

 

キーワード：足部内在筋，神経筋電気刺激，血流制限 

【はじめに（背景・⽬的）】⾜部内在筋（IFM）トレーニングは⾜部アライメントの是正や転倒予防などに重要である。しかし IFM

トレーニングは技術的に難しく適切に⾏えない場合も多い。神経筋電気刺激は対象の技術に関わらず IFM の収縮を誘発できる⼀

⽅，⾜底は疼痛閾値が低く筋肥⼤が期待できる強度の筋収縮を誘発することは難しい。⾎流制限下では低強度の筋収縮でも筋肥⼤

が⽣じるため，これを IFMへの神経筋電気刺激に応⽤することで，対象の技術に依存せずかつ効果的な筋肥⼤トレーニングとなる

ことが予想される。本研究では IFM に対する⾎流制限下神経筋電気刺激トレーニングの⻑期効果を検証する前段階として，将来的

な筋肥⼤と相関する初回トレーニング直後の筋腫脹の程度を確認することを⽬的とした。 

【⽅法】健常⼤学⽣ 48 名を⾎流制限下神経筋電気刺激群（BFR+NMES 群），⾎流制限下偽刺激群（BFR 群），神経筋電気刺激群

（NMES 群）にランダムに振り分けた。BFR+NMES 群は利き⾜の⼤腿近位に巻いたベルトにより 70%の動脈閉塞圧で⾎流を制限

した状態で，⺟趾外転筋に対し疼痛を感じない最⼤強度での神経筋電気刺激（on4秒，off8秒，80Hz）を 75回実施した。BFR群

も同様に⾎流制限を実施したが電気刺激の強度は感覚閾値とした。NMES 群は⾎流制限を⾏わず BFR+NMES 群と同じ電気刺激の

み実施した。⾎流制限には Smart Cuffs® PRO（Smart Tools）を，電気刺激にはイトーESPURGE（伊藤超短波）を使⽤した。群を

盲検化された検者がトレーニング前後で⺟趾外転筋の筋横断⾯積を超⾳波画像診断装置 SONIMAGE MX1（コニカミノルタ）によ

って測定し，分割プロットデザインの分散分析と対応のある t 検定，Tukey HSD法を⽤いて主効果の検定を⾏った。また各群のト

レーニングに伴う筋横断⾯積の増加率（%トレーニング前）を⼀元配置分散分析と Tukey HSD法により⽐較した。 

【結果】BFR+NMES 群と BFR 群でトレーニング後に筋横断⾯積が増加した（p<0.01）。筋横断⾯積の増加率は BFR+NMES 群

（8.8±4.0%）が BFR群（3.3±3.8%）とNMES 群（1.4±4.0%）に⽐べ⼤きかった（p<0.001）。 

【考察】IFM に対する⾎流制限下神経筋電気刺激トレーニングは即時的な筋腫脹を増加させたため，これを継続することで筋肥⼤

が⽣じる可能性が⽰唆された。 

【結論】IFM に対する⾎流制限下での神経筋電気刺激は，対象の技術に依存しない筋肥⼤トレーニングとして期待できる。 

【倫理的配慮（説明と同意）】対象には事前に⼝頭および書⾯にて本研究について説明を⾏い，同意を得たうえで実験を⾏った。本

研究はヘルシンキ宣⾔に基づいて実施しており，また県⽴広島⼤学研究倫理委員会の承認を受けている（承認番号：第 22MH038

号）。 

【利益相反】なし 

 

 

 



O-4-5   一般演題 4  神経・筋制御 

 

足部内在筋に対する神経筋電気刺激 遠心性収縮併用トレーニングは 

即時的な筋腫脹を生じさせる：単盲検ランダム化比較試験による検証 

 

福田謙吾 1,2), 吉岡聖真 1), 岡村和典 3), 金井秀作 3) 

 

1)因島医師会病院 リハビリテーション科 

2)県立広島大学大学院 総合学術研究科 

3)県立広島大学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース 

 

キーワード：足部内在筋, 神経筋電気刺激, 遠心性収縮 

【はじめに（背景・⽬的）】代表的な⾜部内在筋である⺟趾外転筋(AbH)は内側縦アーチを⽀持する重要な筋として注⽬されている。

扁平⾜症例は内在筋の萎縮が報告され，我々は内在筋と⾜部障害の関係性に注⽬し，内在筋が発達しているものは障害が発⽣しに

くいという仮説を⽴てている。そこで AbH のトレーニング⽅法に Short foot exercise や Toe spread out があげられるが運動の難易

度が⾼く習得が難しい点に課題が残っている。我々は簡便で効果的なトレーニング⽅法として神経筋電気刺激(NMES)と遠⼼性収

縮(ECC)を併⽤したトレーニング⽅法(NMES ECCトレーニング)に注⽬している。近年，トレーニング効果の可能性を即時的に検

討する⽅法として筋腫脹を測定している報告が散⾒される。トレーニング直後の筋腫脹は代謝性ストレスによって誘発され，この

ストレスの蓄積は⻑期トレーニングにより筋肥⼤を促進することが考えられている。本研究では超⾳波画像を⽤いて NMES ECC

トレーニング後の筋腫脹を測定し，トレーニング効果の可能性を予備的に検討する。 

【⽅法】除外基準（6ヵ⽉以内の下肢の整形外科的既往，神経障害，⾜部の⼿術既往）に該当しない健常成⼈ 26 名を NMES ECC

トレーニング群(介⼊群)，コントロール群(無介⼊群)にランダムに振り分けた。介⼊群には AbH に対して疼痛を感じない最⼤強度

で NMES・ECCトレーニング（on5秒，off10秒，100Hz）を 60 回実施した。このトレーニングは伸張性のない幅約 3cm のヒモ

を⺟趾基節⾻にひっかけ NMES 通電中に⺟趾を内転⽅向に引っ張り ECC を実施した。⼀⽅の無介⼊群は 15 分間待機とした。電

気刺激にはイトーpostim(伊藤超短波)を使⽤した。群を盲検化された検者がトレーニング前後で超⾳波画像計測装置（Aplio i700，

Canon）を⽤いて AbH の筋厚を測定し反復測定分散分析を実施した後，対応のある t 検定で⽐較した。またトレーニング前後の筋

厚の増加率をWilcoxon符号付順位和検定で⽐較した。 

【結果】介⼊群はトレーニング後に筋厚が増加した(p<0.01)。筋厚の増加率は介⼊群(6.9[3.65/9.4])が無介⼊群(0.5[0/0.8])に⽐較

して⼤きかった(p<0.01)。 

【考察】AbH に対するNMES ECCトレーニングは筋厚を増加させ，筋腫脹を⽣じさせた可能性が⽰唆された。トレーニング前後

の筋厚⽐較では効果量が 0.82 と⼗分で，有⽤なトレーニング⽅法である可能性が考えられた。今後は⻑期間のトレーニングを実施

し効果を検証する必要がある。 

【結論】新たに考案したNMES ECCトレーニングで AbH の筋腫脹が確認され，⻑期間のトレーニングにより筋肥⼤効果が期待さ

れた。 

【倫理的配慮（説明と同意）】対象には事前に⼝頭および書⾯にて本研究について説明を⾏い，同意を得たうえで実験を⾏った。本

研究はヘルシンキ宣⾔に基づいて実施した。 

【利益相反】なし 
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重症慢性閉塞性肺疾患を有し著明な大腿四頭筋筋力低下を呈する胸椎圧迫骨折患者 

～神経筋電気刺激による大腿四頭筋筋力と移乗動作の介助量への影響～ 

 

清水基紀 1), 小山総市朗 2), 武田和也 2), 平川雄一 1), 直井佑生 1), 岩井將修 1), 本谷郁雄 1), 田辺茂雄 2) ， 

櫻井宏明 2), 金田嘉清 2) 

 

1)河村病院 リハビリテーション部 

2)藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科 

 

キーワード：慢性閉塞性肺疾患，神経筋電気刺激，大腿四頭筋 

【はじめに（背景・⽬的）】慢性閉塞性肺疾患では，呼吸訓練に加えて下肢筋⼒増強運動も重要である。特に⼤腿四頭筋の筋⼒増強

運動は，移乗動作の介助量軽減に向けて重要である。神経筋電気刺激 （Neuromuscular Electrical Stimulation; NMES）を併⽤した

⼤腿四頭筋の筋⼒増強運動の有効性が報告されている。今回，重症慢性閉塞性肺疾患を有し著明な⼤腿四頭筋筋⼒低下により移乗

動作が全介助であった患者⼀例に対し，⼤腿四頭筋へのNMESを併⽤した膝伸展運動を実施したため経過を報告する。 

【⽅法】症例は多発性胸椎圧迫⾻折患者⼀例（70歳代男性）。Body mass index（BMI）は 16.4。重症慢性閉塞性肺疾患を有してい

た。MRC息切れスケールは Grade5。病棟内での移乗動作は全介助であり，修正 Borg スケールは 9/10。⽴位保持時間は前⽅から

の腋窩介助にて 10 秒。ゴールは移乗動作の介助量軽減。NMES は ESPURGE（伊藤超短波株式会社）を⽤いた。電極貼付位置は

両側の⼤腿神経，⼤腿直筋，内側広筋，外側広筋。パルス幅 300µsec，周波数 50Hz，刺激強度は疼痛が⽣じない最⼤強度。刺激時

間はオン 10秒，オフ 20秒とし，オンに合わせて，背臥位にて膝屈曲位からの伸展運動を実施。介⼊は 1⽇ 1 回から 2 回，各 20

分間，計 8週実施。評価は⼤腿四頭筋筋⼒の体重指指⽰数（weight bearing index: WBI），⼤腿周径（膝上 15㎝）とし，2週ごとに

実施。 

【結果】運動実施率は本介⼊実施時において 100%であった。介⼊ 7週から 8週までの期間は，新型コロナウイルス感染状況の確

認のため実施困難であった。介⼊前から 2週ごとに退院時まで，⼤腿四頭筋筋⼒のWBI（kgf/kg）は，右が 0.07，0.11，0.18，0.24，

0.17，左が 0.08，0.11，0.13，0.20，0.17，⼤腿周径（cm）は，右が，35.0，35.0，35.2，35.0，35.0，左が，36.9，37.0，36.9，

36.5，36.3 となった。また，病棟内での移乗動作は 6週後には中等度介助となり⽴位保持時間は⾒守りにて 20秒となった。 

【考察】⼤腿四頭筋筋⼒のWBIが向上し移乗動作介助量の軽減に繋がったと考えられる。⼀⽅で⼤腿周径には変化が⾒られなかっ

た。したがって，⼤腿四頭筋筋⼒のWBI 向上は中枢神経要因における作⽤が考えられる。また，本症例は低栄養状態であったこと

が⼤腿周径に変化が⾒られなかった要因として考えられる。 

【結論】本症例に対して⼤腿四頭筋への NMESを併⽤した膝伸展運動を実施した結果，⼤腿四頭筋筋⼒のWBIが向上し移乗動作

介助量が軽減した。また，低栄養状態である患者に対しては，栄養状態の管理も含めた⻑期的な介⼊が必要であると考える。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本症例の家族に⽬的，⽅法等を⼗分に説明し，書⾯にて同意を得た上で実施した。 

【利益相反】なし 

 

  



O-5-1   一般演題 5  神経・筋制御 

 

下垂足を呈した腰部脊柱管狭窄症患者に対する末梢神経感覚刺激と課題指向型練習の併用効果 

－シングルケースデザインによる検討－ 

 

居橋拳児 

 

医療法人 札幌麻生脳神経外科病院 リハビリテーション部 

 

キーワード：末梢神経感覚刺激，腰部脊柱管狭窄症，下垂足 

【はじめに】末梢神経感覚刺激（Peripheral nerve sensory stimulation：PSS）は，感覚閾値強度で末梢神経を刺激する治療法であ

り，運動⽪質の興奮性増⼤や運動学習の促進効果が報告されている。しかし先⾏研究では脳卒中症例を対象としたものが多く，脊

髄疾患に対しての報告は少ない。本研究では，腰部脊柱管狭窄症により下垂⾜を呈した 1症例を対象とし，PSSと課題指向型練習

（Task-related Training：TRT）の併⽤効果を検証した。 

【⽅法】症例は腰部脊柱管狭窄症と診断された 70歳代⼥性。前脛⾻筋（TA）の MMTは右 3／左 5，歩⾏⾃⽴だが初期接地での踵

接地困難，遊脚期でのトゥクリアランス低下を認めた。研究⽅法は ABA型シングルケースデザインとし，各期を 7 ⽇間とした。ベ

ースライン期（A1期，A2期）では TRTを中⼼とした標準的理学療法を 1⽇ 60分実施，介⼊期（B期）では TRTに PSSを併⽤

した。PSS には低周波治療器（ESPURGE，伊藤超短波社）を使⽤，電極を総腓⾻神経と TA に貼付し，周波数 100Hz，パルス幅

500μsec，感覚閾値レベルで持続的に約 50分間刺激した。評価は歩⾏時の TA筋活動，初期接地時の⾜関節背屈⾓度，最⼤歩⾏速

度，6分間歩⾏距離，歩⾏対称性（Symmetry Index：SI）とし，介⼊前と各期終了時の計 4 回実施。筋活動は表⾯筋電計（TS-MYO，

トランクソリューション社）で計測，背屈⾓度は画像解析ソフト Image J を⽤いて計測した。 

【結果】筋電評価では A1，A2期と⽐較し B期で荷重応答期の TA筋活動が増加。背屈⾓度は介⼊前，A1期，B期，A2期でそれ

ぞれ−17.2°，−12.5°，0.9°，2.4°であり，B 期でより改善した。最⼤歩⾏速度は 1.05m/s，1.35m/s，1.4m/s，1.38m/s であ

り，B期での改善を認めなかった。6分間歩⾏距離は 375m，395m，440m，455m と B期でより改善した。SIは−7.4，−10.0，−

1.8，−3.7であり，A1，A2期で低下，B期で改善した。 

【考察】A1，A2期と⽐較して B期で TA筋活動や⾜関節背屈⾓度，歩⾏耐久性，対称性が改善した。PSS併⽤により運動⽪質や

⽪質脊髄路の興奮性が増⼤し，TA筋活動を増⼤させ，⾜関節背屈機能が向上した可能性がある。また課題遂⾏に伴う体性感覚⼊⼒

の増⼤が運動学習を促進し，筋活動パターンや歩⾏能⼒の改善に寄与したと考えられる。 

【結論】本研究の結果から，PSSと TRTの併⽤は，腰部脊柱管狭窄症による TAの機能低下に伴う下垂⾜を改善させる可能性が⽰

唆された。 

【倫理的配慮】本研究は当院の倫理審査委員会の承認を得て⾏った。対象者にはヘルシンキ宣⾔に基づき，研究の趣旨や安全性，

個⼈情報の取り扱いについて⼝頭と書⾯にて説明し，同意を得た。 

【利益相反】なし 
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COVID-19後の維持期において反復末梢性磁気刺激が下肢筋力向上につながった一症例 

 

 

紙上真徳 1,2), 伊藤智崇 3) , 椿原彰夫 3） 

 

1)川崎医療福祉大学大学院  

2)デイサービスかがやき  

3)川崎医療福祉大学 

 

キーワード：磁気刺激, 筋力強化, COVID-19 

【はじめに（背景・⽬的）】反復末梢性磁気刺激（以下，r-PMS）は，少ない痛みで筋⾁を収縮することができる刺激⽅法である。

COVID-19 後患者の⻑期的な経過報告は少ないものの，廃⽤症候群や筋の炎症により筋⼒低下が⽣じると報告されている。今回，

COVID-19後の維持期患者に r-PMSを施⾏し，下肢筋⼒及び起⽴・歩⾏能⼒が向上した症例を経験したので報告する。 

【⽅法】対象は，X⽇に COVID-19 感染後，呼吸困難により⼈⼯呼吸器装着，その後 COPD，廃⽤症候群を併発し，X+54⽇に⼈

⼯呼吸器離脱，X+225 ⽇に気管切開部縫合後に退院，X+239⽇にデイサービスの利⽤を開始された 70歳代男性であった。約 6 か

⽉間デイサービス内にて通常の機能訓練が⾏われたが，⾝体機能や動作能⼒の変化は認めなかった。r-PMSの装置には，磁気刺激

装置（Talent pro，REMED 社製）を⽤いた。刺激箇所は両側⼤腿四頭筋とし，計 20 分間刺激した。周波数は 30Hz，刺激時間 3

秒，休息時間 6秒とし，装置の最⼤出⼒（1.47Tesla）の 80%の強度にて刺激を⾏った。施⾏期間は 1 か⽉とし，週 3 回，計 12 回

施⾏した。膝関節伸展筋トルク（以下，KET）は，最⼤随意収縮時（以下，MVC）と r-PMS 中に測定した。また，⼤腿周径の計測

や 30秒椅⼦⽴ち上がりテスト（以下，CS-30），FIM（歩⾏），スパイロメーターを⽤いた肺機能検査を⾏った。 

【結果】施⾏開始 1 か⽉前と施⾏直前の間で MVCに変化はなかった。施⾏前の MVCの平均値は右 33.7Nm，左 36.2Nm であり，

r-PMS 中の KETは両側 0Nm，CS-30 は実施困難，FIM歩⾏ 2点（耐久性 30m）であった。施⾏後，MVCの平均値は右 41.4Nm，

左 40.7Nm となり，r-PMS 中の KETは右 6.5Nm，左 4.7Nm，CS-30 は 1 回実施可能，FIM歩⾏ 6点（耐久性 60m）となった。

⼤腿周径や肺機能検査の結果に関しては変化を認めなかった。 

【考察】r-PMSを⽤いた介⼊により KETや活動電位，筋断⾯積の増加が認められた先⾏研究では，2週間から 8週間の介⼊期間で

合計 22,500発から 108,000発の刺激を⾏っている。本症例は 4週間で合計約 144,000（30Hz×400秒×3⽇×4週間）発の刺激を

⾏っており，先⾏研究よりも多い刺激回数であったことから，同様に筋⼒増強効果が得られたと考えられる。COPD患者を対象と

した先⾏研究では，リハビリテーション施⾏後の KETの Minimally important difference は 7.5Nm と報告されている。本症例で

は右下肢の KETが約 7.6Nm 増加したことから，⽣活動作に必要な筋⼒増強効果が得られた可能性がある。 

【結論】COVID-19後の患者に対する r-PMSは，簡易的に下肢筋⼒を向上させることが可能であり，⽴ち上がりや歩⾏能⼒といっ

た⽣活動作にも影響を与える可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】被験者には趣旨を⼝頭および書⾯にて⼗分に説明し，理解を得た上で署名による参加の同意を得た． 

【利益相反】本学とオージー技研株式会社との間に共同研究契約を締結し，機器の試作ならびに研究費の提供を受けた。 
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痙縮の反射性要素と非反射性要素に対して神経筋電気刺激および反復末梢磁気刺激を実施した 

急性期脳卒中患者の一例 

 

本間大智 1), 加藤直也 1) , 金内ゆみ子 2） 

 

1)山形市立病院済生館 リハビリテーション室  

2)山形市立病院済生館 リハビリテーション科  

 

キーワード：脳卒中，急性期，痙縮 

【背景】脳卒中後痙縮の病態について，反射性要素と⾮反射性要素が指摘されており，物理療法と運動療法の併⽤が注⽬されてい

る。急性期において痙縮の各要素に着⽬した物理療法の報告はなく，発現後早期の動作能⼒への影響に関しても⼀定のコンセンサ

スはない。 

【⽅法】50代男性。放線冠のラクナ梗塞で⼊院，2病⽇より理学療法開始。左⾜底屈筋の Modified Ashworth Scale 1+で歩⾏時内

反尖⾜により歩⾏速度が低下していた。底屈筋の痙縮を問題点とし，Modified Tardieu Scale の R2-R1 および V1 と V3 のQMRを

測定し各要素を判別した。伸張速度が V1（できるだけゆっくり）と V3（できるだけ速く）で規定されており，V3 での ROM を

R1，V1 での ROM を R2 とし，R2 と R1 の差（R2-R1）が⼩さければ⾮反射性要素，⼤きければ反射性要素の影響が⽰唆される。

QMRは他動運動時の抵抗感を主観的に評価し，V1 と V3 で各要素を識別する。反射性要素の影響が⼤きい場合は拮抗筋への機能

的電気刺激（NESS L300，フランスベッド）や感覚閾値強度の電気刺激を併⽤した課題指向練習を実施し，⾮反射性要素の影響が

⼤きい場合は痙縮筋への反復末梢磁気刺激（Pathleader，酒井医療）を併⽤した他動伸張を実施した。各介⼊は週 5 ⽇ 20分間⾏っ

た。その他に Fugl-Myer Assessment下肢（FMA-LE），最⼤歩⾏速度（MWS）を 3，10，17，24病⽇に測定した。 

【結果】歩⾏時内反尖⾜は経時的に消失。3，10，17，24病⽇で R2-R1 は各々15，0，0，10 で，V1 のQMRは 2，2，1，1 で，

V3 では 3，4，4，4 となった。それらを勘案し，3〜9病⽇と 17〜23病⽇の期間は反射性要素に，10〜16病⽇は⾮反射性要素に介

⼊した。 FMA-LE は 17，29，31，31 で，MWS（m/s）は 0.35，1.04，1.21，1.28 となった。 

【考察】10病⽇に R2-R1 が低下，MWSは向上したため，拮抗筋への電気刺激と課題指向練習の併⽤は，反射性要素や歩⾏能⼒に

影響する可能性がある。17 病⽇には V1 のQMRが改善し，低下していた R2-R1 が 24病⽇で再増加したことから，痙縮筋への磁

気刺激と他動伸張の併⽤は⾮反射性要素に効果がある可能性が考えられる。歩⾏時内反尖⾜は消失したものの，V3 のQMRは悪化

し速度依存の安静時筋緊張異常への効果は乏しかった。また急性期の期間で FMA-LE が向上しており，⿇痺の改善が各指標に影響

した可能性がある。 

【結論】急性期脳卒中に対する物理療法と運動療法の併⽤は，痙縮の各要素や発現後早期の歩⾏能⼒に対して影響する可能性があ

る。 

【倫理的配慮（説明と同意）】患者本⼈に対し，本症例報告の⽬的，⽅法，参加は⾃由意志で拒否による不利益はないこと，および，

個⼈情報の保護について，⽂書と⼝頭で説明を⾏い，書⾯にて同意を得た。本報告は，患者の個⼈情報を匿名加⼯することによっ

て，患者が特定されないよう配慮した。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 



O-5-4   一般演題 5  神経・筋制御 

 

視覚フィードバックと機能的電気刺激療法を併用したトレッドミル歩行練習により 

歩容の修正を図った脳梗塞症例の報告 

 

古西幸夫, 田巻督広 , 熊木純一，浜辺政晴 

 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 

 

キーワード：視覚フィードバック，機能的電気刺激療法，トレッドミル歩行 

【はじめに（背景・⽬的）】理学療法ガイドライン第 2版では，歩⾏可能な慢性期脳卒中者への視覚フィードバック（視覚 FB）の

併⽤を提案している。リハビリテーション⽀援ロボット（ウェルウォークWW-2000Ⓡ；WW，トヨタ⾃動⾞）はモニターに姿勢を

表⽰することで視覚 FB を併⽤したトレッドミル歩⾏が可能である。また，近年では機能的電気刺激療法（FES）を併⽤した歩⾏練

習の報告が散⾒されるが，失調歩⾏に対する報告は少ない。今回，視覚 FB と中殿筋への FESを利⽤したトレッドミル歩⾏練習を

実施したため報告する。 

【⽅法】症例紹介：左延髄外側の脳梗塞により当院回復期病棟へ⼊院している 70歳代男性 1 名である。160病⽇の評価は左下肢の

Brunnstrom recovery StageⅤ，SIAS motor 4-5-5，徒⼿筋⼒検査は股関節外転右 5左 4，Scale for the Assessment and Rating of Ataxia 

6.5点，Berg Balance Scale 50点であった。フリーハンド歩⾏が⾃⽴していたが，左⽴脚期に股関節が屈曲，内転し，⽴脚時間の短

縮がみられていた。 

介⼊：歩容修正を⽬的に，160病⽇から視覚 FB を併⽤したWWトレッドミル歩⾏練習を実施した。A期と B期に分け，B期のみ

左中殿筋への FESを併⽤した。期間は各 6⽇間，30分/⽇とした。視覚 FB はモニターに前額⾯・⽮状⾯姿勢を提⽰して，歩容修

正を指⽰した。FES（IVES，OG Wellness）はパワーアシストモードに設定し，痛みの⽣じない最⼤強度とした。評価は 6 分間歩

⾏試験（6MWT），10M歩⾏試験（10MWT），時期は介⼊前⽇と各期終了⽇（Pre/A/B）とした。 

【結果】歩⾏練習は疲労感に合わせて合計 500m/⽇ほど実施した。6MWT（m）298/355/363，10MWT（最⼤）13秒 24歩/9 秒

20歩/8秒 18歩，10MWT（快適）17秒 31歩/14秒 23歩/11秒 22歩であった。歩容は A 期前⽇と⽐べて，左⽴脚期の股関節屈

曲の軽減と，⽴脚時間の延⻑がみられた。 

【考察】A 期前後で⼤幅な歩⾏能⼒の改善がみられ，視覚 FB に応じた歩容の修正が内部モデルの形成に繋がった可能性が考えら

れる。B 期前後は前期に⽐べて歩⾏能⼒の改善が⼩さく，中殿筋の筋出⼒低下が歩⾏能⼒低下の主原因でなかった可能性が考えら

れる。本報告から，軽度運動失調による歩⾏障害に対して，視覚 FB を併⽤した歩⾏練習の有効性が⽰唆された。⼀⽅で，視覚 FB

の有無では⽐較していないため，今後検証していく必要がある。 

【結論】視覚 FB を利⽤した歩⾏練習は，短期間で歩⾏能⼒を向上させる可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究に際して，対象者に対してヘルシンキ宣⾔に基づき⼗分に説明を⾏い，書⾯と⼝頭にて同意を

得た。 

【利益相反】なし。 

 
 
 
 

  



O-5-5   一般演題 5  神経・筋制御 

 

上肢運動機能回復に手掌への振動刺激が奏功した脳卒中急性期の一例 

 

 

豊栄峻 1), 松元秀次 2) , 宮良広大 3）, 松原貴哉 4), 小塚和豊 5) 

 

1)鹿児島大学病院 リハビリテーション部 

2)筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 

3)九州看護福祉大学 看護福祉学部 リハビリテーション学科 

4)名戸ヶ谷病院 リハビリテーション科 

5)町屋整形外科 リハビリテーション科 

 

キーワード：脳卒中急性期, 上肢麻痺, 振動刺激 

【はじめに (背景・⽬的)】運動機能回復を⽬的として振動刺激が⽤いられている。今回，上肢運動機能回復に⼿掌への振動刺激が

奏効した脳卒中急性期の⼀例を経験したので報告する。 

【⽅法】患者は 60歳代後半の右利き，男性。⾃宅内で転倒し左⽚⿇痺を⾃覚したが経過観察していた。第 12病⽇に A病院に搬送

され，アテローム⾎栓性脳梗塞（病巣は右中⼼前回と中⼼後回）の診断で⼊院となった。第 14病⽇から作業療法が開始となった。

初期評価時，認知機能は保たれ，明らかな⾼次脳機能障害は認めなかった。運動⿇痺は Brunnstrome stage で上肢Ⅳ，⼿指Ⅴ，下

肢Ⅴであった。患者の上肢挙上は 30 度以下であったが，療法⼠が患者の⿇痺側⼿掌と⼿背を挟み握ったとき⼀時的に挙上が 80 度

程度まで可能になる現象を⾒出した。この現象から，Shirahashi らの報告を参考とし⼿掌振動刺激による運動機能改善の仮説を⽴

て，第 15-16 病⽇の 2 ⽇間において，1 分間の⼿掌振動刺激前後（1 分振動前後）で評価し効果を検討した。評価は Fugl-Meyer 

Assessment（FMA）と握⼒，Box and Block Test（BBT），⺟指探し試験，Semmes-Weinstein Monofilament Test（SWT），2点識

別覚とした。なお，SWTと 2点識別覚は⽰指先端で評価した。 

【結果】1分振動前後で FMAは 1⽇⽬に 39から 47点，2⽇⽬に 51 から 66点，握⼒は 1⽇⽬に測定不能（5kg未満）から 8.9kg，

2⽇⽬に 13.0 から 24.8kg，BBTは 1⽇⽬に 5から 38個，2⽇⽬に 33 から 54個，⺟指探し試験は 1⽇⽬に 2 度から正常，SWT

は 1⽇⽬に 3.61（軽度鈍⿇）から 2.88（正常），2点識別覚は 1⽇⽬に 10mm（異常）から 5mm（正常）と変化が得られ，感覚検

査の変化は 2⽇⽬も維持された。患者は介⼊直後に「上肢が軽くなり動かしやすくなる」と⾼い満⾜感を⽰した。この即時効果よ

り，40分間の作業療法に，10分間の持続的⼿掌振動刺激下の物品操作訓練を組み⼊れて実施した。2週後，1分振動前後の評価で

FMAは 58 から 66点，握⼒は 21.9から 33.2kg，BBTは 51 から 57個と変化を得た。 

【考察】本研究の参考とした Shirahashi らの症例は，⼿掌への振動刺激で上肢挙上改善と感覚⽪質の⾎流増加を報告している。本

症例においても⼿掌振動刺激によって運動感覚機能の評価値で改善を得ており，病巣周囲の運動感覚⽪質機能において良好な変化

が⽣じた可能性が考えられる。 

【結論】⼿掌振動刺激は，上肢⿇痺患者の運動機能回復を促進させるための治療⼿段となる可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】患者には治療⽬的と⽅法，定期評価，症例報告について⼗分説明し，書⾯にて同意を得ている。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 



O-6-1   一般演題 6  その他領域 

 

高周波温熱療法によるリラクゼーション効果の検討 

 

 

松下晴菜 1), 石塚（井上）真実 1)，谷間（長井）桃子 1），青山朋樹 1），中村雅俊 2） 

 

1)京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 理学療法講座 

2)西九州リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 理学療法専攻 

 

キーワード：高周波温熱療法，自律神経活動，唾液アミラーゼ活性値 

【はじめに】深部温熱療法として⾼周波温熱療法（Capacitive and Resistive Electric Transfer：Cret）が注⽬されている。Cret は⾼

周波を体内に通電させ，体内深部の加温を可能とする。先⾏研究では可動性の改善，運動後の筋柔軟性回復促進など筋・⾻格系へ

の有⽤性が報告されている。⼀⽅で，温熱療法の作⽤の⼀つであるリラクゼーション効果について明らかにした論⽂はない。そこ

で本研究では⾃律神経指標として唾液アミラーゼ活性値（Salivary amylase activity：sAMY）を⽤い，Cret によるリラクゼーション

効果について検討した。 

【⽅法】健常⼥性 30 名（22.8±2.3歳）を対象とし，Cret介⼊群，ホットパック（Hot Pack：HP）介⼊群に無作為に群分けした。

Cret介⼊には⾼周波治療器（INDIBA avtiv801，INDIBA S.A），HP介⼊にはホットパック（エスパックCLS-12，酒井医療株式会

社）を使⽤した。また sAMY測定には唾液アミラーゼ式交感神経モニタ（COCORO MATER，ニプロ株式会社）を使⽤した。実験

⼿順は，10分間の安静臥位の後，介⼊前の sAMY測定（PRE）を⾏い，その後各群に 20分の介⼊を⾏い再び sAMY測定（POST）

を⾏った。統計処理は PRE と POSTの sAMY測定値の⽐較をWilcoxon の符号付順位検定，変化率を Mann-Whitney U検定にて

統計学的有意⽔準を 5%とし⾏った。 

【結果】PRE，POSTの sAMY測定値⽐較では，POST測定において Cret群では有意に減少した（p=.01）。しかし HP 群では有

意な変化を認めなかった（p=.17）。変化率について Cret群では−48.7±13.5％，HP群では−19.7±40.4％であり，Cret群の変化

率が HP群と⽐較し，有意に⼤きな変化率を⽰した（p=.04）。 

【考察】本研究では，Cret群にのみ sAMYの有意な減少が確認された。⾃律神経反射には組織温度が上昇することで交感神経が抑

制されるという反射がある。本研究で使⽤した Cret 機器は，HPと⽐較し⽪下 20㎜での温度上昇が有意に⼤きいとの報告がある。

温度上昇が⼤きい Cret では，⾃律神経に影響を与え反射を促進させることが⽰唆される。また sAMY は交感神経抑制により減少

するため，Cret は交感神経の抑制，リラクゼーションへ寄与することが考えられる。 

【結論】本研究では HPと Cret が⾃律神経へ与える影響について，sAMY測定を⽤いて検討した。結果 Cret により sAMYは有意

に減少した。これにより交感神経を抑制させリラクゼーション効果があることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は「ヘルシンキ宣⾔」ならびに「⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針」に

基づき実施された。また，新潟医療福祉⼤学研究倫理委員会（#18584）の承認を受けたうえで⾏った。実験開始前に，⼝頭にて本

研究内容について⼗分に説明し，書⾯での同意を得た。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 
 



O-6-2   一般演題 6  その他領域 

 

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の術後尿失禁に対する術前指導に超音波画像を 

併用した場合の即時効果 

 

神谷昌孝 1)，古橋孝美 1)，谷拓也 1)，寺島 康浩 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 泌尿器科 

 

キーワード：ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術，術前指導，超音波画像 

【はじめに（背景・⽬的）】前⽴腺がんに対する外科治療はロボット⽀援腹腔鏡下前⽴腺全摘除術(RARP)が開発され主流となって

いるが術後尿失禁は依然⼤きな課題である。術後尿失禁に対しては⾻盤底筋訓練が⼀般的に⾏われるが,我々が事前に当院で実施し

た調査では,パンフレットのみを⽤いた指導では⾻盤底筋収縮時にいきみを伴うケースが多くみられた。⼀⽅,術後尿失禁に対して

は⾻盤底筋訓練を⾏う際に超⾳波画像(エコー)を⽤いた視覚バイオフィードバック療法を併⽤することが有⽤であるとの報告がみ

られた。当院では排尿ケアチームの療法⼠が⼊院期間中の⾻盤底筋訓練の指導を担当しており, エコーを⽤いた⽅法であれば前述

した臨床課題についても対処可能ではないかと考えた。しかしながら,⼊院中における導⼊効果(患者満⾜度を含む)については先⾏

研究を調べても不明であった。本研究の⽬的は⼊院中の⾻盤底筋訓練指導時にエコーを併⽤した場合の即時効果を検証することで

ある。 

【⽅法】当院で RARPが施⾏された 16 名を対象とした。今回,⼊院⽇に⾻盤底筋収縮が適切に⾏えているか主観的,客観的に評価し

た。客観的評価にはエコー(Noblus,⽇⽴アロカメディカル株式会社）を⽤い⾻盤底筋収縮時の膀胱底変位⽅向を経腹法にて評価を

⾏い,膀胱底がいきみにより背側へ移動した場合,もしくは全く動きがみられない場合は正しく⾏えていないと判断した。なお,当院

では⼊院前に泌尿器科外来にてパンフレットを⽤いた⾻盤底筋訓練指導(従来法)が実施される。患者満⾜度に関連する項⽬として

従来法とエコーを併⽤した⽅法のそれぞれについて主観的有⽤性を Numerical Rating Scale(NRS)を⽤いて聞き取りを⾏い,2 群間

の⽐較検討を⾏った。Wilcoxon の符号順位検定を⽤い,有意⽔準を 5%とした。 

【結果】主観的には⾻盤底筋収縮が正しく⾏えていると答えた症例は 16 名中 13 名(81%)であった。しかしながら, 客観的に⾻盤

底筋収縮が正しく⾏えていた症例は 16 名中 8 名(50%)であった。主観的有⽤性は NRSにて従来法の平均値が 4±1点,エコーを併

⽤した場合が 8±2点であり,統計学的有意差が認められた。 

【考察】エコーを併⽤することにより,いきみ等の誤学習による術後尿失禁症状を軽減させる可能性が⽰された。また主観的有⽤性

も⾼く,術前指導にエコーを併⽤することは有⽤であると考えられた。 

【結論】従来法に加えエコーを併⽤することにより術前指導の質および患者満⾜度を⾼め得ることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】研究対象者が研究の内容をよく理解したことを確認したうえで、⾃由意思による研究参加の同意を研

究対象者から⽂書で得て実施した。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 
 



O-6-3   一般演題 6  その他領域 

 

意識障害に対する Right median nerve electrical stimulation の実践方法の検討 

-重症低酸素脳症患者 2症例から得た経験- 

 

初瀬川弘樹 1)，安彦鉄平 2)，深田光穂 1)，松村晃秀 1) 

 

1)医療法人せいわ会 彩都リハビリテーション病院 

2)京都橘大学 健康科学部 

 

キーワード：意識障害，低酸素脳症，Right median nerve electrical stimulation 

【⽬的】低酸素脳症による遷延性意識障害は，⼀般的に予後不良である。意識障害に対する介⼊⼿段として Right median nerve 

electrical stimulation (以下：RMNS)の有効性は⽰されているが，Cooper らの提唱する 1⽇ 8時間の実施は本邦の臨床現場におい

ては実践しづらい。そこで本研究は，意識障害に対する RMNSの実践⽅法について後⽅視的に検討した。 

【⽅法】対象は低酸素脳症により意識障害を呈した脳梗塞患者 2 名とした。症例 A は 74 歳の⼥性で第 60 病⽇に当院に転院，

Glasgow Coma Scale(以下：GCS)は E3/V1/M3，FIM は 18点であった。症例 B は 48歳の男性で第 68病⽇に当院に転院，GCSは

E3/V1/M3，FIM は 20 点であった。介⼊内容は，RMNS を実施しながら下肢装具や免荷装置を使⽤して起⽴練習や⽴位練習，歩

⾏練習を⾏った。RMNSは電気刺激装置（ESPURGE,伊藤超短波製）を使⽤して，右前腕掌側遠位の正中神経に⾃着性電極（PALS, 

Axelgaard 社製, 5cm×5cm）を 2 枚貼り付け，刺激パラメーターはパルス持続時間 300μs，周波数 40Hz，強度 20mA とした。

Cooper らの報告ではオン時間を 20 秒，オフ時間を 40 秒としていたが，本研究では介⼊時間に合わせて実施時間を 1 セッション

40分に短縮させて，オフ時間を設けずに実施した。  

【結果】RMNSの介⼊は，症例 Aが第 63病⽇〜第 139病⽇の 77 ⽇間で 58セッション，症例 B が第 70病⽇〜第 92病⽇の 23⽇

間で 18セッションであった。症例Aは第139病⽇には GCSが E4/V1/M6，FIM が 24点となり，第239病⽇には GCSが E4/V1/M6，

FIM が 30点となった。症例 B は第 92病⽇には GCSが E4/V1/M4，FIM が 20点となり，第 242病⽇には GCSが E4/V2/M6，

FIM が 24点となった。2症例とも RMNSによる有害事象は認めなかった。 

【考察】意識障害を呈した重症低酸素脳症患者に対する RMNS の実践⽅法について後⽅視的に調査した結果，2 症例とも RMNS

実施期間後に GCS が改善する傾向があり，退院までに FIM は少しずつ向上した。2 症例ともポータブルタイプの電気刺激装置を

袋に⼊れて使⽤することで運動療法を阻害することなく RMNSを実施することができた。Liuらは回復期の意識障害患者 6例を対

象に RMNS を 3 ヶ⽉間実施した結果，全例で脳⾎流の改善と 4 例で意識障害が改善した。本研究は先⾏研究よりも短い実施時間

と期間であることから，RMNSと意識障害の改善との因果関係については⾔及できない。しかし低酸素脳症による意識障害が予後

不良であることを考慮すると，退院まで 2症例が改善し続けたことには RMNSが影響した可能性はある。 

【結論】低酸素脳症患者の意識障害に対する RMNSは積極的運動療法と組み合わせることが可能であり，意識障害改善の⼀助とな

る可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】対象者の家族には紙⾯および⼝頭にて研究の⽬的と趣旨を説明し，書⾯にて同意を得た。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 



O-6-4   一般演題 6  その他領域 

 

電気刺激が骨格筋肥大と血管新生の分子シグナルに及ぼす効果は糖化ストレスにより減弱する 

 

 

田中雅侑 1)，金指美帆 2)，近藤浩代 3)，藤野英己 4) 

 

1)岡山医療専門職大学 

2)県立広島大学 

3)名古屋女子大学 

4)神戸大学 

 

キーワード：電気刺激，骨格筋，糖化ストレス 

【はじめに（背景・⽬的）】⾻格筋への電気刺激は肥⼤や代謝能向上に有⽤な運動に代わる物理療法である。糖尿病患者や⾼齢者の

⾻格筋では健常若年者の⾻格筋と⽐較して運動による効果が得られ難く，この背景に糖化ストレスの関与が⽰唆されている。⼀⽅，

⾻格筋への電気刺激の効果が糖化ストレスの影響を受けるか否かについては不明である。そこで，本研究では電気刺激による⾻格

筋の肥⼤や⾎管新⽣に関わる分⼦応答が，糖化ストレスの⼀因である終末糖化産物前駆体のメチルグリオキサール（MGO）の影響

を受けるかどうか明らかにすることを⽬的とした。 

【⽅法】8週齢の雄性SDラットを 0.5%の MGOを含む飲料⽔を⾃由摂取させる群（MGO群）と対照群の 2群に区分した。10週

間経過後，⿇酔下で左側の前脛⾻筋に対して経⽪的電気刺激（ES-360，伊藤超短波）による等尺性の超最⼤収縮を施した（ES側）。

電気刺激条件は，刺激周波数 100 Hz，刺激電流値 40〜50 mAとして，1セット当たり 3秒オン 7秒オフを 10 回繰り返し，3分間

の休憩を挟み 5 セット⾏った。⼀⽅，右側は刺激を⾏わない⾮ ES側とした。最後の刺激から 6時間後に両側の前脛⾻筋を採取し

た。また，SUnSET法により筋タンパク質合成速度を測定するため，前脛⾻筋を採取する 15 分前に Puromycin溶液（0.04 μM）

を腹腔内投与した。採取した筋試料から⾻格筋の肥⼤と⾎管新⽣に関わるタンパク質発現量をウエスタンブロッティング法で測定

した。 

【結果】⾮ ES側に対する ES側の筋タンパク質合成速度は，対照群で有意に増加したが，MGO群では有意な増加は認められなか

った。また，筋タンパク質合成経路の主要なシグナル分⼦である p70S6Kと S6rpの活性化は，両群共に⾮ ES側に対して ES側で

有意に⾼値を⽰したが，ES側の測定値は対照群に⽐べて MGO群で有意に低値を⽰した。さらに，⾎管新⽣に関与する因⼦である

VEGF-Aの発現量は，対照群で⾮ ES側に対して ES側で有意に増加したが，MGO群では有意な増加を認めなかった。 

【考察】⾻格筋電気刺激に伴う筋タンパク質合成や⾎管新⽣を促す分⼦反応は，終末糖化産物前駆体MGOの摂取により減弱した。

これらの結果から，糖尿病や加齢による糖化ストレス負荷の強い⾝体状態では，⾻格筋電気刺激による筋肥⼤や⾎管新⽣を促す反

応が減弱する可能性が考えられる。 

【結論】電気刺激による⾻格筋の筋肥⼤シグナルおよび⾎管新⽣シグナルの分⼦応答は，糖化ストレスの負荷により減弱すること

が明らかとなった。 

【倫理的配慮（説明と同意）】全ての実験は⼤阪⼈間科学⼤学（筆頭演者前所属先）における動物実験に関する指針に従い，動物実

験委員会の承認を得たうえで実施した（⼈科⼤ 2019-2）。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 



O-6-5   一般演題 6  その他領域 

 

介護施設における物理療法ケアプログラムの有用性の検討 

―物理療法に関するアンケート調査より― 

 

小野澤大輔 1,2)，森川由基 1,3)，森川梢 3,4)，金島裕樹 2,4)，安田秀喜 1) 

 

1)帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 

2)デイサービスセンター サンタの森 

3)秋田大学大学院 医学系研究科 

4)帝京平成大学 ヒューマンケア学部 

 

キーワード：デイサービス，ケアプログラム，後療法 

【はじめに（背景・⽬的）】国⺠の 4 ⼈に 1 ⼈が 65歳以上という超⾼齢社会を迎える中で、わが国では様々な対策が取られている。

しかし平均寿命と健康寿命には約 10年の差があり、その差は近年ほとんど変化していない。2000年に介護を必要とする⼈を社会

全体で⽀えるために介護保険制度が導⼊されたが、健康寿命の延伸に向けた取り組みに対する問題は、未だ⼭積している。本研究

では、デイサービス利⽤者の運動機能や⼼⾝機能の向上をもたらし、⽣活の質（QOL）改善を⽬指すことのできる物理療法ケアプ

ログラムの有⽤性の検討を⽬的とした。 

【⽅法】埼⽟県 A市のデイサービス利⽤者と職員を対象に、物理療法に関するアンケートを実施した。そのうち物理療法機器を⽤

いた施術の同意が得られた 30 名（男性 18 名、⼥性 12 名）に対して、デイサービス中に物理療法機器（ミナト医科学：Super Kine 

SK-8、スーパートラック、バイサタイザー）を⽤いた施術を⾏い、機器を⽤いた施術の体感などに関するアンケート調査を実施し

た。また、職員（機能訓練指導員 2 名、看護師 1 名、介護福祉⼠ 2 名）に対しては、機器を⽤いた施術の安全性に関するアンケー

ト調査を実施した。 

【結果】本研究の結果、利⽤者の多くは物理療法機器を⽤いた施術の経験があり、物理療法を受けている時に不安や危険を「感じ

ない」「あまり感じない」と回答した割合は 93.3％だった。また、物理療法プログラムに「満⾜」「やや満⾜」と回答した割合は 86.7％

で、物理療法プログラムを「また受けたい」「ややまた受けたい」と回答した割合は 90％だった。通常のデイサービス中に物理療法

機器を⽤いたプログラムを「安全に組み込む事ができる」と全職員が回答した。 

【考察】物理療法機器を⽤いた施術に対する不安は少なく、利⽤者のリラクゼーションに繋がったことから、デイサービス事業所

における物理療法機器の導⼊は利⽤者満⾜度を⾼め、通所意欲を向上することで⾼齢者の閉じこもりを予防でき、社会参加の促進

による QOL 改善が健康寿命の延伸に繋がると予想された。さらに、物理療法機器を⽤いた施術は、職員の負担軽減にも繋がり、

利⽤者情報の確認や物理療法機器の注意事項の遵守などにより、安全性の確保も可能であることがわかった。 

【結論】物理療法機器を⽤いた施術は、通常のデイサービスプログラムに⽐較的安全に組み込む事が可能であり、運動機能や⼼⾝

機能の向上にも有⽤であることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】施術所管理者に研究の意義や公表予定である事を説明して、ケアプログラム実施会議にて許可を得た。

また、研究に際して、利⽤者本⼈と利⽤者家族に対して研究の意義と内容を説明し、同意を得た。帝京平成⼤学倫理審査委員会に

て承認を得た（倫理審査承認：26-069）。 

【利益相反】なし 

 

  



O-7-1   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

術側に軽度運動麻痺がある大腿骨頚部骨折術後患者に対する機能的電気刺激が 

歩行能力へ与える影響：症例報告 

 

平川雄一 1), 武田和也 2), 小山総市朗 2), 直井佑生 1), 岩井將修 1)，本谷郁雄 1)，田辺茂雄 2)，櫻井宏明 2)，金田嘉清 2) 

 

1)河村病院 リハビリテーション部 

2)藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科 

 

キーワード：大腿骨頚部骨折，機能的電気刺激，歩行能力 

【はじめに（背景・⽬的）】⼤腿⾻頚部⾻折は既往に脳卒中があることで発⽣率が 2-4倍増加する。さらに，⼤腿⾻頚部⾻折患者の

歩⾏能⼒は既往の脳卒中によって⾃⽴度が阻害されやすい。歩⾏能⼒の改善には機能的電気刺激（functional electrical stimulation: 

FES）が広く⽤いられている。その適応疾患は幅広く，脳卒中患者，⼤腿⾻頚部⾻折患者の下肢筋⼒や歩⾏能⼒の改善に有効である

とされている。今回，術側に軽度運動⿇痺がある⼤腿⾻頚部⾻折患者 1例の歩⾏能⼒の改善を⽬的に FESを⽤いた歩⾏練習を実施

したため報告する。 

【⽅法】症例は右⼤腿⾻頚部⾻折を受傷し観⾎的⾻接合術を施⾏された 80歳代の男性。左橋梗塞発症後，転倒により右⼤腿⾻頚部

⾻折を受傷。病棟内歩⾏⼿段は歩⾏器を⽤いて⾃⽴。ゴールは独歩⾃⽴。症例は右中殿筋と右⼤腿四頭筋の筋⼒低下があり，歩⾏

時にトレンデレンブルグ徴候と膝折れが出現していた。それら初期評価に基づいて FESを⽤いた歩⾏練習を 1 回 20分，1⽇ 2 回，

計 3 週間実施。その後 4 週間は歩⾏練習のみを実施。介⼊の移⾏期に中間評価，介⼊終了時に最終評価を⾏った。FES は DRIVE

（株式会社デンケン）を⽤いた。電極は右中殿筋と右⼤腿四頭筋に貼付した。パルス幅は 100μsec，周波数は 50Hz，刺激強度は

疼痛が⽣じない最⼤強度とした。FESはハンドスイッチを⽤いて⽴脚期に通電した。評価は右中殿筋筋⼒の体重⽀持指数⽐（weight 

bearing index: WBI），右⼤腿四頭筋筋⼒のWBI，10m歩⾏速度，Timed up and go test（TUG）を⽤いた。 

【結果】初期，中間，最終評価の順に記載。右中殿筋筋⼒のWBI（kgf/kg）は 0.08，0.20，0.24，右⼤腿四頭筋筋⼒のWBI（kgf/kg）

は 0.16，0.25，0.30，10m歩⾏速度（m/sec）は 0.74，0.87，0.98，TUG（sec）は 13.69，12.56，11.14 であった。病棟内歩⾏⼿

段は歩⾏器，杖，独歩となった。 

【考察】右中殿筋と右⼤腿四頭筋への FES を⽤いた歩⾏練習によって筋出⼒が向上したことが歩⾏能⼒の改善に寄与したと考え

る。さらに，歩⾏動作の学習を得られたことが最終評価での歩⾏能⼒の改善に寄与したと考える。 

【結論】術側に軽度運動⿇痺がある⼤腿⾻頚部⾻折患者 1例に対して FESを⽤いた歩⾏練習を実施した結果，歩⾏能⼒の改善によ

り独歩⾃⽴に⾄った。  

【倫理的配慮（説明と同意）】本症例に⽬的，⽅法等を⼗分に説明し，書⾯にて同意を得た上で実施した。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



O-7-2   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

右大腿骨偽関節術後に対し NMES Hybrid法を使用ししゃがみ込み動作獲得に至った症例 

 

 

岩元悠起, 川薫 

 

医療法人医誠会 摂津医誠会病院 リハビリテーション科 

 

キーワード：神経筋電気刺激，NMES Hybrid法，復職 

【はじめに】右⼤腿⾻偽関節術後の安静度が免荷指⽰と重錘・徒⼿抵抗禁忌の指⽰により,筋⼒増強訓練に別の⽅法を選択する必要

があり,既往歴に左下腿除圧術後の固定期間による左⾜関節背屈制限が著明な症例を担当した。右下肢筋⼒低下と右膝関節ROM制

限に対しNMES Hybrid法を,左⾜関節背屈制限に対し超⾳波療法を使⽤した。結果,復職に必要なしゃがみ込み動作獲得に⾄ったた

め報告する。 

【⽅法】症例は,40代男性。X-2年 右⼤腿⾻偽関節診断,X年 Y⽉ Z⽇ 右⼤腿⾻偽関節に髄内釘施⾏。  

Z+15 ⽇ 当院へ転院。術後 6週間免荷,重錘と徒⼿抵抗での筋⼒増強訓練が禁忌の下で介⼊開始。 

既往歴 X-17年頃左下腿除圧術。Hope は復職。復職にしゃがみ込み動作が必要。 

Z+16⽇ ROM（右/左：°）膝関節屈曲 80/140⾜関節背屈 20/0 筋⻑ Test（右/左） Elyテスト+/-  MMT（右/左）股関節伸展

2/5膝関節伸展 3/4 ⾜関節底屈 2/4 周径（右/左：cm）膝蓋⾻上縁 0㎝：34.0/34.0 上縁 5㎝：34.7/36.5上縁 10㎝：36.5/40.5 

上縁 15㎝：40.0/44.5。 

しゃがみ込み動作：右膝関節屈曲が不⾜し最⼤屈曲位まで動作困難。左踵離地あり。 

Ｚ+17 ⽇~43⽇（免荷期間）NMES Hybrid法で右下肢筋⼒増強訓練・右膝関節ROM訓練実施。 

Z+44⽇（全荷重） 超⾳波療法で左⾜関節ROM訓練実施した。 

NMESは（Postim伊藤超短波社製) を⽤い,設定を周波数 50Hz,パルス幅 300μs,強度 20~25mA 

股・膝・⾜関節⾃動運動 20 回×2セット,週 4 回を 4週間実施。 

【結果】Z+44⽇（NMES Hybrid法実施後） ROM（右/左：°）膝関節屈曲 140/140 筋⻑ Test（右/左）Elyテスト-/-  MMT（右

/左）股関節伸展 4/5 膝関節伸展 4/5 ⾜関節底屈 4/5 周径（右：cm） 膝蓋⾻上縁 0㎝：34.0 上縁 5㎝：36.5 上縁 10㎝：40.4 

上縁 15㎝：44.3 と変化。Z+45~65 ⽇（超⾳波療法実施後） ROM（右/左：°）⾜関節 20/5と変化。しゃがみ込み動作：右膝関

節屈曲ROM向上し遂⾏可能。左踵離地は残存。 

【考察】本症例は,NMES 使⽤し右下肢筋⼒と右膝関節 ROM 向上し,しゃがみ込み動作可能となった。NMES による筋⼒向上

は,Hybrid法で重錘と同等の負荷量で運動単位を賦活させ,筋⼒増強に必要な遠⼼性収縮にて実施し筋⼒向上が得られた。また,年齢

も若く元々活動量が⾼い点も関与したと考えた。さらに,NMSE での相反抑制と筋伸張実施し ROM向上を得られた。左⾜関節背屈

制限への超⾳波療法は,深部温熱で軟部組織柔軟性向上しROM向上したが,三か⽉以上の不動による影響が⼤きく,制限が残存した。

これには,補⾼を使⽤し⼆次障害予防を図った状態での復職動作の実施を提案,調整し復職に⾄った。 

【結論】重錘・徒⼿抵抗に代わる筋⼒増強訓練として,NMES Hybrid 法を免荷期間中より使⽤し復職に必要なしゃがみ込み動作獲

得に⾄った。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本症例に⽬的,⽅法等を⼗分に説明し,⼝頭にて同意を得た上で実施した。 

【利益相反】なし 

 
 
 



O-7-3   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

人工膝関節全置換術術後の神経筋電気刺激を併用した大腿四頭筋筋力運動の効果検討 

-表面筋電図を用いたランダム化比較試験- 

 

村上武史 1), 川崎展 2), 舩津康平 1), 樋口周人 1), 久原聡志 1)，伊藤英明 3)，佐伯覚 3) 

 

1)産業医科大学病院 リハビリテーション部 

2)産業医科大学 整形外科 

3)産業医科大学 リハビリテーション医学講座 

 

キーワード：人工膝関全置換術，神経筋電気刺激，大腿四頭筋筋力 

【はじめに（背景・⽬的）】⼈⼯膝関節全置換術（TKA）術後患者では，疼痛や炎症症状に伴い⼤腿四頭筋筋⼒の低下し，歩⾏機能

や⽇常⽣活（ADL）の低下を引き起こす。また筋⼒の低下は，術後 3 か⽉まで遷延すると報告されている。近年では，TKA術後急

性期において神経筋電気刺激（NMES）を導⼊することによる⼤腿四頭筋筋⼒の低下を予防することが報告されている。しかし，

その多くは，⼤腿四頭筋筋⼒値を検討した報告がほとんどで，表⾯筋電図を⽤いての筋の質を検討した報告はほとんどない。本研

究の⽬的は，TKA 術後⼤腿四頭筋筋⼒増強運動と NMES を併⽤における効果および機序に関して表⾯筋電図を⽤いて明確にする

ことである。 

【⽅法】対象は 2016年 12⽉から 2017年 3⽉までに当院で TKAを施⾏された 21 名のうち本研究の趣旨を⼝頭および⽂書で説明

し，同意を得た 14 名（男性 4 名，⼥性 10 名，年齢 71.2±9.9 歳）とした。対象者はブロック法を⽤いて，無作為に⼤腿四頭筋筋

⼒増強運動と NMESを併⽤した群(NMES 群)と通常の理学療法介⼊群（コントロール群）に割り付けた。評価項⽬は，患者特性，

⾝体機能，術前と術後 2週の膝関節伸展筋筋⼒及び表⾯筋電図による筋機能とした。表⾯筋電図による被検筋は⼤腿直筋および内

側広筋，術前の最⼤収縮時の積分値(IMEG)を 100%として正規化し，術後の%IMEG を算出した。統計解析は，2群間における群

間⽐較および効果量を算出した。統計学低有意⽔準は 5%とした。 

【結果】術前の患側膝関節伸展筋筋⼒は，両群間で有意差を認めなかった。術後 2週時では，患側⼤腿四頭筋筋⼒値は，コントロ

ール群と⽐較して NMES 群で有意に⾼値であった(p<0.05，効果量 r=0.7)，表⾯筋電図による内側広筋，⼤腿直筋の術後%IMEG

は両群間で有意差を認めなかったが，⼩さい効果量を認めた(r=0.29)。 

【結論】NMES導⼊群では，コントロール群と⽐較して TKA術後 2週時の⼤腿四頭筋筋⼒値および筋機能の低下を予防した。TKA

術後における理学療法では，術後の侵襲や炎症症状に配慮し早期よりNMESを併⽤した⼤腿四頭筋の筋⼒増強運動を導⼊すること

が望ましいと⽰唆される。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に則り実施した。また本研究の内容に関しては，産業医科⼤学倫理委員会に

承認（承認番号H26-243）を得ている。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 
 
 



O-7-4   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

人工膝関節全置換術後の腫脹が神経筋電気刺激における筋収縮の誘発に与える影響 

 

 

安積裕二 1,2), 井尻朋人 1), 鈴木俊明 3), 庄本康治 2) 

 

1)医療法人寿山会 喜馬病院 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

3)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

 

キーワード：神経筋電気刺激，腫脹，筋収縮の誘発 

【はじめに（背景・⽬的）】⼈⼯膝関節全置換術(TKA)後の機能改善に神経筋電気刺激(NMES)が⽤いられており，効果的な強度設

定は強縮性トルクを誘発する程度の⾼強度刺激が望ましいとされている｡しかし術後早期の NMES は，⾼強度の刺激でも筋収縮が

⽣じない場合がある｡その要因として腫脹の影響が⽰唆されるが術後の腫脹と NMES の関係について検討された報告は少ない｡本

研究の⽬的は TKA後の腫脹がNMES 時の筋収縮誘発に与える影響を検討することとした｡ 

【⽅法】対象は当院にて TKAを施⾏した症例 12 名(75.3±7.4歳)とした｡TKA前⽇と TKA翌⽇，1週間後にNMESと⼤腿中央部

の腫脹の程度を評価した｡NMESは電気刺激治療機器(ESPURGE，伊藤超短波社製)を⽤い，周波数 50Hz パルス幅 200μ秒に設定

した｡電極貼付部位は⼤腿神経⾛⾏部位及び⼤腿直筋，外側広筋，内側広筋のモーターポイントを探索して決定し，⾃着性電極を各

1枚（合計 4枚）貼付した。刺激強度は少しずつ上げていき，筋収縮が⽣じた最⼩刺激強度（運動閾値）と，最⼤耐性強度を記録し

た。腫脹の評価には超⾳波画像診断装置を⽤い，上前腸⾻棘から膝蓋⾻上縁を結ぶ線の中点で⽪下から⾻までの厚み（⼤腿中央厚）

を記録した。また，⼤腿中央厚を筋厚と⽪下組織厚に分けて記録した｡統計解析は術前後の運動閾値および各組織厚の変化をみるた

めに⼀元配置分散分析を実施した｡また術前後の運動閾値の変化量と⼤腿中央厚，筋厚，⽪下組織厚の変化量の関連度をみるために

相関係数を求めた｡全ての検定の有意⽔準は 5％とした｡ 

【結果】運動閾値と⼤腿中央厚は術前と⽐較して術後翌⽇に有意に増⼤したが，術後翌⽇と術後 1週後には変化がなかった｡筋厚は

術後翌⽇，術後 1週後ともに有意に増⼤したが，⽪下組織厚には変化がなかった｡⼿術前後の運動閾値の変化量と⼤腿中央厚の変化

量との相関を求めたところ，術前と術後翌⽇および術前と術後 1週後のそれぞれの変化量に有意な正の相関を認めた｡ 

【考察】術前と⽐較して術後翌⽇に運動閾値と⼤腿中央厚に有意な増⼤を認めた｡それぞれの変化量に正の相関があったことから，

術後腫脹が⼤きいほど運動閾値が⼤きくなることが考えられた｡また，術前後で⽪下組織厚には変化がなかったことから運動閾値の

増⼤は筋の腫脹の影響が⼤きい可能性が⽰唆された 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に沿って実施した。また、事前に研究内容等の説明を⼗分に⾏った上で、同

意を得てから計測を実施した。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



O-7-5   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

上腕骨内側上顆剥離骨折に対してリハビリテーションと拡散型体外衝撃波療法の併用が 

早期競技復帰につながった成長期野球選手 3例 

 

宮戸涼介 1)，湯田智久 1)，阪田武志 2) 

 

1)社会医療法人黎明会 北出病院 リハビリテーション科 

2)社会医療法人黎明会 北出病院 整形外科 

 

キーワード：投球障害肘，上腕骨内側上顆剥離骨折，拡散型体外衝撃波療法 

【はじめに（背景・⽬的）】成⻑期野球選⼿における上腕⾻内側上顆剥離⾻折（剥離⾻折）は，⾻癒合を⽬的とした治療で予後が良

好とされている。しかし，剥離⾻折患者では早期競技復帰を希望する症例が多く，短期間での除痛や⾻癒合，競技復帰が求められ

る。近年，拡散型体外衝撃波療法（rESWT）が⾻癒合の促進や腱障害の除痛に効果的であることが部分的に報告されている。今回，

剥離⾻折に対してリハビリテーションと rESWTを併⽤し，早期の競技復帰に⾄った 3例を報告する。 

【⽅法】症例は 11〜13歳の男性 3例。全例投⼿兼内野⼿で，右肘内側痛を主訴に受診。右剥離⾻折と診断され投球禁⽌，5 ⽇以内

にリハ開始となった。初期評価時，症例 1 は右上腕⾻内側上顆の圧痛および右肘関節屈曲・伸展最終域で痛みを認め，moving valgus 

stress test（MVST）陽性，超⾳波エコーでは ring-down artifact（RDA）陽性，⾻⽚転位距離（転位）は 1.80mm であった。症例 2

は右上腕⾻内側上顆に圧痛を認め，転位は 1.64mm であった。症例 3 は異常な⾝体所⾒を認めず，転位は 1.87mm であった。リハ

は肘関節外反制動機能向上を⽬的とした前腕回内屈筋群トレーニングや全⾝の機能低下部へのトレーニング，投球動作の確認に加

え，rESWT（BTL6000 トップライン，BTL Japan 株式会社）を⾏った。rESWTは週に 1 度，剥離部に圧⼒ 2.0bar・周波数 10Hz

の強度で 2000発照射した。 

【結果】症例 1 は 11⽇で疼痛消失，MVST・RDA陰性，28⽇で⾻癒合を認め投球再開，75 ⽇で投⼿復帰となった。症例 2 は 26

⽇で圧痛が消失，⾻癒合は認めなかったが 61⽇で投球再開，105 ⽇で投⼿復帰，117 ⽇で⾻癒合を認めた。症例 3 は 49⽇で⾻癒

合を認め投球再開し，92⽇で投⼿復帰となった。全例有害事象は認めなかった。 

【考察】3例の⾻癒合は 28〜117 ⽇（約 1〜4ヶ⽉）で，競技復帰は 75〜105 ⽇（約 2.5〜3.5ヶ⽉）であった。先⾏研究の 6ヶ⽉

以内で 73％が⾻癒合，平均 3.8ヶ⽉で競技復帰との報告と⽐較して良好であった。リハにおける肘関節周囲筋の強化や柔軟性の向

上，投球動作指導は肘関節にかかるストレスの軽減が期待でき，rESWTでは⾃由終末の破壊による除痛や⾻および腱の組織修復効

果が期待できるとされている。症例に応じてこれらの治療を組み合わせることで，早期の競技復帰につながったと考える。 

【結論】剥離⾻折に対するリハと rESWTの併⽤は有害事象を認めることなく，3症例の早期競技復帰につながった。 

【倫理的配慮（説明と同意）】医師によりリハと rESWTの処⽅が出された剥離⾻折患者に，研究者より⼝頭で研究の説明をし，同

意を得たものが研究に参加した。 

【利益相反】なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



O-7-6   一般演題 7  神経・筋制御、その他領域 

 

不均衡な咬合は遠隔促通効果へ影響を及ぼす：青斑核と脊髄興奮性で検討 

 

 

平林怜 1,2)，江玉睦明 1,2)，山田勇輝 2)，阿部明日香 1)，大河内偉琉 1)，中島早紀 1)，横田裕丈 1)，関根千恵 1,2)，大西秀明 1,2) 

 

1)新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 

2)新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 

 

キーワード：H反射，瞳孔径，電気刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】咬合は，咬合圧の刺激による⻭根膜受容体からの三叉神経⼊⼒や，咀嚼筋による筋紡錘からの求⼼性イ

ンパルスによって，⻘斑核と脊髄を活性させる遠隔促通効果が認められている。しかし，左右の不均衡な咬合圧は，⻘斑核と脊髄

に対する遠隔促通効果が不均衡に⽣じるか不明である。そこで，本研究の⽬的は，不均衡な咬合圧バランスが遠隔促通効果に及ぼ

す影響を検討することとした。 

【⽅法】対象は健常成⼈として，不正咬合者を除外した正常咬合者 18 名とした。まず，最初に最⼤咬合による左右の咬合圧を計測

した。次に，下記に⽰す 6 条件で左右の脊髄興奮性と⻘斑核の活動指標である左右の瞳孔径を計測した。咬合圧計測は，咬合⼒，

左右の咬合圧バランスを計測して，咬合圧が⾼い側を hyper 側，低い側を hypo 側とした。筋電図電極は両側の咬筋，ヒラメ筋に貼

付した。咬合条件は⻭列の接触がない no-bite 条件，⻭列の接触はあるが噛みしめていない接触あり条件，右咬筋最⼤随意収縮（MVC）

の 12.5%，25%，50%MVC条件と max条件の 6 条件とした。脊髄興奮性は H 波を⽤いて評価した。H 波の計測は両下肢の脛⾻神

経に電気刺激をした。また，⻘斑核の活動指標として左右の瞳孔径を計測した。解析項⽬は各咬合条件での各筋の筋活動，左右の

H 波振幅値，左右の瞳孔径とした。統計処理として，各条件間の⽐較では多重⽐較検定の Bonferroni 法を⾏い，hyper 側と hypo 側

の⽐較では対応のある t 検定を⾏った。いずれも有意⽔準は 5%とした。 

【結果】脊髄興奮性と瞳孔径は no-bite と⽐較して 12.5%，25%，50%MVC，max条件で有意に⾼値を⽰した（p < 0.05）。また，

脊髄興奮性は max条件で hypo 側と⽐較して hyper 側が有意に⾼値を⽰した（p < 0.05）。瞳孔径は 12.5%，25%，50%MVC，max

条件で hypo 側と⽐較して hyper 側が有意に⾼値を⽰した（p < 0.05）。 

【考察】本研究の結果より，左右の咬合圧バランスの不均衡は，⻘斑核と脊髄興奮性の活動にも不均衡が⽣じた。⻘斑核や脊髄興

奮性の不均衡は，認知機能や運動機能に悪影響を及ぼすことが報告されていることから，咬合圧バランスの補正が重要である可能

性が⽰唆された。 

【結論】咬合圧バランスの不均衡は遠隔促通効果にも不均衡が⽣じることが明らかとなった。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に基づいたものであり，本学の倫理委員会（承認番号：18618-210528）の承

認を得て実施した。また，対象者には実験内容及び対象者の権利についての説明を書⾯および⼝頭で⼗分に⾏い，実験参加への同

意を得た上で実験を実施した。 

【利益相反】なし 

 

 
 
 
 
 
 

  



O-8-1   一般演題 8  神経・筋制御 

 

反復性末梢磁気刺激を用いた非侵襲的神経筋モデュレーション法の検討  

-総腓骨神経に対する磁気刺激はヒラメ筋 Hoffmann 反射を低下する- 

 

諸角一記 1)，森下勝行 2), 一寸木洋平 1)，戸島美智生 1)，猪俣高志 1) 

 

1)東京国際大学 

2)城西国際大学 

 

キーワード：反復性末梢磁気刺激，ヒラメ筋 Hoffmann反射，相反性Ⅰa抑制 

【はじめに】末梢磁気刺激は，電磁誘導による過電流を⽣体内に発⽣させるため⽪膚侵害受容器に対する影響が低い物理療法を提

供できる。反復性末梢磁気刺激（repetitive peripheral magnetic stimulation rPMS）療法は，中枢神経障害の理学療法において，中

枢神経系の可塑性を根拠とした運動療法の補完性と代替性を有している。本研究は，rPMS による末梢神経・筋を介した脊髄神経

内メカニズムの変化を捉え，神経回路機能の修飾法について検討する。今回は，総腓⾻神経に対する rPMS のヒラメ筋 Hoffmann

反射（H 波）への影響について報告する。 

【⽅法】対象は，健常成⼈ 24 名（年齢 18−22 歳，平均⾝⻑：平均±S.D.  170.7±6.1cm，平均体重 63.5±8.6kg），磁気刺激群

（rPMS 群）12 名，Control 群 12 名とした。ヒラメ筋 H 波の測定は，筋電図・誘発電位検査装置（MEB-9400ニューロパック，

⽇本光電社）を⽤い，右膝窩部脛⾻神経にパルス幅 1ms，周波数 0.3Hz で刺激し，20 回 H 波最⼤振幅と潜時を計測し加算平均し

た。rPMS 群においては，多連発⾻格筋磁気刺激装置（パスリーダー，IFG 社）を⽤いて右腓⾻頭直下の総腓⾻神経部へパルス幅

350µs，周波数 50Hz を痛覚閾値下で 10分間刺激した。両群測定肢位は，背臥位で股・膝屈曲 10 度位，⾜底背屈 0 度位とした。両

群は 10分間の安静後に，介⼊前後およびコントロール安静 10分間前後に H 波を測定した。対象者には，実験中開眼を保持し聴覚

刺激であるホワイトノイズを聞かせた。統計処理は，反復測定による⼆元配置分散分析，事後検定に対応のある t 検定（有意⽔準

5%）を⽤いた。 

【結果】Ｈ波振幅の結果は，rPMS 群と Control 群において有意（p<.05）な交互作⽤が認められ，rPMS 群は刺激後に有意（p<.05）

に低下した。潜時の結果は，群間における交互作⽤は認められなかったが，rPMS 群では刺激後に有意(p<.05)に遅延した。 

【考察】rPMS 群における磁気刺激後の振幅と潜時の変化は，総腓⾻神経に対する磁気刺激が影響し，Ⅰa感覚線維の興奮が上⾏し

脊髄内のシナプスを介した運動神経に対する相反性Ⅰa抑制の結果と考える。 

【結論】rPMS は末梢神経・筋を介して脊髄内神経回路に影響した。中枢神経系の可塑性を根拠とした運動療法の補完性や代替性

について⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は，「ヘルシンキ宣⾔」および「⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針」に

⼗分に配慮し研究計画を⽴案し，所属施設研究倫理審査委員会へ研究計画を申請し承認された。研究参加者には，研究の⽬的と内

容，個⼈情報の保護，本研究で想定されるリスクの内容，対応および補償，参加の拒否と撤回などについて説明⽂書を基に説明を

⾏い，参加者から書⾯にて同意を得た。 

倫理委員会承認番号：課題番号 21-2号 

【利益相反】なし 

 

 

 

 

 



O-8-2   一般演題 8  神経・筋制御 

 

異なる電流方向による経頭蓋直流電気刺激と立ち座りトレーニングの併用が 

運動パフォーマンスと皮質興奮性に及ぼす影響 

 

佐藤孝嗣 1,2,3)，片桐夏樹 1,2), 菅沼早紀 1,2)，Ilkka Laakso4)，田辺茂雄 5)，大須理英子 6)，田中悟志 7)，山口智史 8) 

 

1)東京湾岸リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

2)山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科 

3)順天堂大学大学院 医学研究科 医科学専攻 

4)Aalto University Department of Electrical Engineering and Automation 

5)藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科 

6)早稲田大学 人間科学学術院 人間科学部 

7)浜松医科大学 医学部 医学科 

8)順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 

 

キーワード：一次運動野，補足運動野，非侵襲的電気刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】経頭蓋直流電気刺激（tDCS）は標的脳部位直上に設置した電極から微弱な電流を与えることで，脳活

動を変調し，下肢運動パフォーマンスを改善する（Tanaka et al., 2009）。⼀⽅，tDCSの作⽤源である電界（空間における電流の強

さ）に重⼤な影響を与える電極配置については，⼗分に検討されていない。今回，磁気共鳴画像（MRI）から電界シミュレーショ

ンを⾏い，下肢⼀次運動野（M1）・補⾜運動野（SMA）で最⼤電界値となる電極配置を決定し，電流⽅向の違いが運動パフォーマ

ンスと⽪質興奮性に与える影響を検討した。 

【⽅法】対象は健常若年者 36 名（⼥性 18 名，平均年齢 21±3歳）とした。研究デザインは，3 重盲検法（対象者者・評価者・解

析者）を⽤いた。標準脳MRIの T1・T2 を使⽤した電界シミュレーションにより，国際 10-20 法に基づく FCz と POz に電極配置

を決定した。この電極配置において，1）前⽅（FCz）から後⽅（POz）へ通電する群（A-P群），2）後⽅（POz）から前⽅（FCz）

へ通電する群（P-A群），3）偽刺激群（Sham群）に無作為に 12 名ずつ割り付けた。刺激強度は 2.0 mAとし，課題前に 10分間実

施した。課題は 20cm台からの 1分間の⽴ち座り反復運動を 1セットとし，計 5 セット実施し，5 ⽇間実施した。運動パフォーマ

ンス評価は，⽴ち座り回数と膝関節屈伸ピークトルク値を計測した。⽪質興奮性評価は，経頭蓋磁気刺激法により⽪質内抑制（SICI）

を計測した。統計解析は，介⼊と時間を 2 要因とする混合モデルによる分散分析と多重⽐較検定（Bonferroni補正した t 検定）を

⽤いた。有意⽔準は 5％とした。 

【結果】A-P 群は，Sham群と⽐較し，5 ⽇後の⽴ち座り回数が有意に増加した。P-A 群は，Sham群と⽐較し，5 ⽇後の膝屈曲ピ

ークトルク値が有意に増加し，SICIは初回介⼊直後および 5 ⽇後に有意な減少（脱抑制）を認めた。 

【考察】電界シミュレーションにより M1 と SMA に最⼤電界値を推定した電極配置において，電流⽅向によって効果の相違を認

めた。A-P群では，前⽅から後⽅への通電により，SMAの機能である運動制御能⼒を⾼め，⽴ち座り回数が増加した可能性がある。

⼀⽅，P-A 群では，後⽅から前⽅への通電により，SICIを脱抑制し，M1 の機能である運動出⼒を⾼め，下肢筋⼒を増加させた可

能性がある。 

【結論】電界シミュレーションにより電極配置を最適化した tDCS は，電流⽅向の違いによって運動パフォーマンスや脳活動を変

調する。 

【倫理的配慮（説明と同意）】 

 すべての対象者は実験に参加する前に，研究⽬的や内容を書⾯および⼝頭にて説明し，⾃由意志のもと書⾯で同意を得た。なお，

本研究は，⼭形県⽴保健医療⼤学倫理審査会で承認後に実施した（承認番号，1806-06）。 

【利益相反】なし 



O-8-3   一般演題 8  神経・筋制御 

 

律動刺激と経頭蓋直流電気刺激の併用が小脳梗塞後症例の立位姿勢バランスに及ぼす影響： 

トレーニング中の姿勢制御に着目して 

 

松永綾香 1), 蓮井成仁 1,2)，水田直道 3,4)，田口潤智 5)，中谷知生 1) ，森岡周 2,4) 

 

1)宝塚リハビリテーション病院 療法部 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 神経リハビリテーション研究室 

3)日本福祉大学 健康科学部 

4)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

5)宝塚リハビリテーション病院 診療部 

 

キーワード：小脳，律動刺激，経頭蓋直流電気刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】⼩脳への経頭蓋直流電気刺激(tDCS)は，バランストレーニングとの併⽤により，⽴位バランス能⼒向上

に有効性を⽰すとされている。我々は，⼩脳梗塞後症例に対して律動刺激と⼩脳への tDCS を併⽤し，結果として下腿筋の同時収

縮を減少させ，Berg Balance Scale(BBS)を向上させることを報告した。今回，tDCSを併⽤した律動刺激中の姿勢制御の違いを検

証する⽬的で，トレーニング中の下腿筋活動および⽴位姿勢制御への影響を追加解析した。 

【⽅法】対象は右側の⼩脳・視床を主とする多発性脳梗塞を発症した 80 歳代⼥性 1 名(初回測定時：発症後 188 病⽇)とした。

Brunnstrom Recovery Stage はⅥ，Scale for the Assessment and Rating of Ataxia は 14/40点，BBSは 14/56点であった。対象の⾻

盤帯に徒⼿による律動刺激を約 0.5Hz のテンポで前後に加える課題を実施した。tDCSは律動刺激中に併⽤し，設定は強度 2.0mA，

電極パッド(5×7cm)の陽極を外後頭隆起の 2cm下⽅（⼩脳⾍部領域），陰極を左前頭部に貼付した。測定のタイミングは初回介⼊

時から約 7 ⽇間隔で 3 時点(律動刺激初回/律動刺激条件後/tDCS 併⽤条件後)のデータを後ろ向きに収集した。トレーニング中の

患側前脛⾻筋(TA)・ヒラメ筋(SOL)の筋活動は無線表⾯筋電計（Gait Judge System，Pacific Supply 株式会社）にて記録した。筋電

図はフィルタリングおよび RMS波形に変換し，律動刺激中の最⼤振幅で除し正規化した。得られた TAと SOL の波形より，ピー

ク値と同時収縮指数(CI)を算出した。加えて，姿勢制御戦略の指標として TA と SOL の筋間コヒーレンス解析(Wavelet)を⾏い，

⽪質脊髄路の興奮性を表すβ帯域(15-30Hz)の平均値を算出した。 

【結果】律動刺激初回/律動刺激条件後/tDCS 併⽤条件後の順に，TA のピーク値(%)は 26.7/14.7/53.7，SOL のピーク値(%)は

30.8/34.4/48.9，CI(%)は 83.8/76.5/65.9，β帯域のコヒーレンスは 0.11/0.10/0.10 であった。 

【考察】tDCS併⽤条件では TAと SOL のピーク値が増加し，CIは減少した。これは，⼩脳への tDCSは律動刺激に連動した交互

の下腿筋活動を増加させた可能性がある。さらに，コヒーレンスは変化しなかったことから，tDCSは⽪質脊髄路の興奮性を増加さ

せず，無意識的に柔軟な姿勢制御を促す可能性がある。 

【結論】⼩脳病変による重度の⽴位姿勢バランス障害に対して，⼩脳への tDCS が律動刺激トレーニングの効果を⾼める可能性が

ある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔に基づき，対象者の保護に⼗分留意した。対象者には，本研究の⽬的について⼝頭で

説明し，本⼈の⾃署による同意を得た上で実施した。本研究は，当院所属⻑の承認を得て，実施した。 

【利益相反】なし 

 
 
 
 



O-8-4   一般演題 8  神経・筋制御 

 

側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電流刺激が脳卒中患者の立位姿勢バランスに及ぼす影響： 

症例報告 

 

松尾梨恵 1)，松永綾香 1), 蓮井成仁 1,2)，佐藤悠樹 1,2)，田口潤智 3)，中谷知生 1) ，森岡周 2,4) 

 

1)宝塚リハビリテーション病院 療法部 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 神経リハビリテーション研究室 

3)宝塚リハビリテーション病院 診療部 

4)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

 

キーワード：脳卒中，立位，経頭蓋直流電流刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】側頭頭頂接合部の損傷は⽴位バランス能⼒の低下をきたし，⾃⽴した⽴位トレーニングが実施困難とな

ることが多い。さらに，本症例は失語症を呈し，動作の教⽰に対する理解が得られず⽴位姿勢の修正に難渋した。近年，経頭蓋直

流電流刺激(tDCS)の有効性が⽰されており，これは動作の教⽰を必要としないため，本症例において適応であると推察した。今回，

右側頭頭頂接合部に病変を持つ脳卒中患者に対して側頭頭頂接合部への tDCS を併⽤した⽴位トレーニングが⽴位姿勢バランスお

よび重⼼動揺変数に有益な影響を認めたため報告する。 

【⽅法】対象は脳卒中患者 1 名(70歳代⼥性，梗塞部位：右側頭頭頂接合部，初回介⼊時：発症後 78⽇)とした。下肢 Fugl-Meyer 

Assessment は 19 点，Scale for Contraversive Pushing(SCP)は 4.8点であった。⽴位では左側(⿇痺側)への傾倒傾向があり，⾃⽴し

て⽴位ならびに歩⾏が困難であった。また左半側空間無視および失語症があり，⽴位・歩⾏時の姿勢修正に難渋した。 

介⼊期間は初回介⼊時から約 10⽇間隔で 4時点のデータを後ろ向きに収集した。発症後 78〜85⽇(tDCS①)と 95〜103⽇(tDCS②)

は tDCS(強度：2mA，時間：20分間)を⽴位および歩⾏練習時に併⽤し，発症後 86〜94⽇(tDCSなし)は⽴位および歩⾏練習を⾏

った。電極パッド(5×7㎝)は陽極/陰極をそれぞれ右/左の側頭頭頂接合部に貼付した。評価項⽬は重⼼動揺計(Wii board，任天堂)

を使⽤し 15秒間の開眼静⽌⽴位時での 95%信頼動揺⾯積，⾜圧中⼼(COP)の左右平均位置，軌跡⻑，SCP，miniBESTest とした。

COPの左右平均位置は右を正の値として算出した。 

【結果】初回測定時/tDCS①後/tDCS なし後/tDCS②後の順に 95％信頼動揺⾯積(㎜²)は 9.9/13.0/6.1/3.5，COP の左右平均位置

(㎜)は 9.0/-18.9/0.3/6.2，総軌跡⻑(㎜)は 513.7/457.3/429.2/357.8，前後軌跡⻑(㎜)は 376.0/342.4/336.6/289.1，SCP(点)は

2.3/1.8/1.5/1，miniBESTest(点)は 5/13/14/16 であり，tDCS①・②後において前後軌跡⻑の減少および miniBESTest が向上する

傾向を認めた。 

【考察】側頭頭頂接合部は多感覚統合を担っていることから，⽴位姿勢制御に影響する領域とされる。本症例では側頭頭頂接合部

の興奮性の増加により，姿勢動揺の減少ならびに miniBESTest を指標とした⽴位バランスが改善した可能性がある。 

【結論】側頭頭頂接合部への tDCS を併⽤した⽴位トレーニングは脳卒中患者の⽴位姿勢バランスおよび重⼼動揺変数における前

後軌跡⻑を改善させる可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に基づく倫理的原則に配慮し，対象者に研究の⽬的について説明し，同意を

得た後実施した。 

【利益相反】なし 

 

 

 

 



O-8-5   一般演題 8  神経・筋制御 

 

側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電気刺激が脳卒中患者の歩行安定性および規則性に及ぼす影響 

－シングルケーススタディ－ 

 

大西空 1)，水田直道 2,3), 蓮井成仁 1,4)，田口潤智 5)，中谷知生 1) ，森岡周 3,4) 

 

1)医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 療法部 

2)日本福祉大学 健康科学部 

3)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

4)畿央大学大学院 健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室 

5)医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 診療部 

 

キーワード：脳卒中，歩行，経頭蓋直流電気刺激 

【はじめに】側頭頭頂接合部（TPJ）の損傷を伴う脳卒中患者では，⾃覚的視性垂直位（SVV）が⽚側に偏移する傾向にある。SVV

の偏移は⽴位バランス障害と関連するため，歩⾏の安定性や規則性に影響すると考えられる。近年では TPJへの経頭蓋直流電気刺

激（tDCS）は SVVを改善するとされるが，歩⾏安定性や規則性に及ぼす影響は不明である。本研究では，SVVの偏移を伴う脳卒

中患者に対して，TPJへの tDCSが歩⾏安定性や規則性に及ぼす影響を検証した。 

【⽅法】右側頭頭頂領域の梗塞を呈した脳卒中患者 1 名（70歳代，発症後第 60病⽇）を対象とする後ろ向き ABデザインを⽤い

た。Fugl-Meyer Assessment の下肢運動項⽬は 28点，Functional Ambulation Category は 3 であった。理学療法は A期では通常の

バランス・歩⾏練習，B期では A期に右 TPJへの tDCS（DC-Stimulator Plus，NeuroConn，強度：2.0mA，20分）を併⽤し各 20

⽇間⾏った。測定項⽬は，SVVはバケツ法を⽤いて 8 回の平均値，触覚はモノフィラメントを⽤いて⺟趾・⺟趾球・⼩趾球・⼟踏

まず・踵の平均値を算出した。また，第三腰椎背⾯に貼付した 3軸加速度計（Gait Judge System，Pacific Supply 社）より前後・左

右の Root Mean Square（RMS）および⾃⼰相関係数を算出し，歩⾏安定性ならびに規則性の指標とした。RMSは歩⾏速度の 2乗

で除した。測定は 5 ⽇間隔で各期 4 回ずつ（計 8 回）実施した。介⼊効果は，標準偏差（SD）帯法を⽤いて，A期の平均値±2SD

よりも連続 2時点の値が超えた場合に有意であるとした。また，A 期のトレンドを考慮するために，各期の線形近似を算出し傾き

を⽐較した。次に，感覚機能と，歩⾏安定性や規則性との時間的関連性を算出するために，クロスラグ相関分析を⾏った。有意⽔

準は 5%とした。 

【結果】SD帯法と線形近似の傾きの⽐較では，SVVと各⽅向の RMSのみに B期で効果を認めた。また，クロスラグ相関分析で

は，SVVと各⽅向の RMSの間にゼロラグで相関を認めた（前後：r=0.84，p<0.05，左右：r=0.73，p<0.05）。 

【考察】SVVの偏移は前庭機能障害と関連するとされ，前庭機能障害を伴う患者では歩⾏安定性が低下するとされる。本研究では，

TPJへの tDCSにより SVVおよび RMSが改善し，SVVと RMSの時間的関連性は⾼かったことから，TPJへの tDCSにより SVV

の偏移が軽減し歩⾏の安定性が改善したと考える。 

【結論】TPJへの tDCSは SVVの偏移を伴う脳卒中患者の歩⾏安定性を改善させることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔に基づき，対象者の保護に⼗分留意し，対象者には同意を得た後に実施した。 

【利益相反】なし 

 

 
 
 
 

 



O-9-1   一般演題 9  疼痛管理 

 

重度感覚鈍麻の麻痺側下肢にしびれ感を呈した脳卒中症例に対するしびれ同調 TENSの効果： 

症例報告 

 

立石貴樹 1,2), 西祐樹 3,4), 松井菜緒 1), 立本将士 1), 伊藤惇亮 1), 近藤国嗣 1), 森岡周 2,4) 

 

1)医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

3)長崎大学 生命医科学域（保健学系） 

4)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

 

キーワード：しびれ感, しびれ同調 TENS, 回復期脳卒中患者 

【はじめに（背景・⽬的）】しびれ感は ADL やQOL を低下させる神経症状である．近年，経⽪的電気神経刺激(TENS)の設定をし

びれ感と⼀致させるしびれ同調 TENS により，しびれ感が即時的に改善することが報告されている(Nishi, 2022)．しかしながら，

脳卒中患者におけるしびれ同調 TENSの効果を検証した報告はない．今回，脳卒中後の⿇痺側下肢のしびれ感に対して，しびれ同

調 TENSにより著効した症例の経過を報告する． 

【⽅法】本症例は右被殻出⾎により左⽚⿇痺を呈した 60 歳代の男性である．発症後 4 ヵ⽉で⿇痺側⾜底にしびれ感や神経障害性

疼痛，重度感覚鈍⿇を呈していた．しびれ感の訴えから，リハビリテーション医療への参加は消極的であった．そこでしびれ感に

対する介⼊として，しびれ同調 TENS を 15 分/⽇を 1 週間実施した．機器は ESPURGE(伊藤超短波社製)を使⽤し，しびれ同調

TENS の設定(刺激強度，周波数)は，重度感覚鈍⿇の⿇痺側では困難なため，⾮⿇痺側にてしびれ感を再現したパラメータを参照

した．刺激部位はしびれ感が⽣じている⿇痺側⾜底の⽀配神経領域に両側同時に実施した．評価はしびれ感の強度をNRSにて毎⽇

聴取し，介⼊前後で Short-Form McGill Pain Questionnaire-2(SF-MPQ-2)を聴取した．解析は Tau-Uを⽤いて各期の効果量を算出

した． 

【結果】しびれ感は介⼊前の平均値NRS 3.85から，1週間の介⼊後にNRS 0 と改善を認め(Tau＝−1.12, p<0.01)，その後 1ヵ⽉

間においても，NRS 0 と⻑期的な効果(Tau=−1.12, p<0.01)を認めた．また，介⼊前の SF-MPQ-2 は 24 であったが，介⼊後に 11

としびれ感が改善した．実施後，「左⾜のしびれが右⾜に移った」との内省の変化を認めた．しびれ感の改善によって円滑なリハビ

リテーションが実施できるようになった． 

【考察】しびれ同調 TENSは，脊髄疾患におけるしびれ感に対して⼀定効果が期待できる反⾯，重度感覚鈍⿇を呈する症例に対し

ては，しびれに同調させるパラメータ設定の困難さが報告されている．今回，重度感覚鈍⿇を呈する脳卒中患者の症例において，

⾮⿇痺側で⿇痺側のしびれ感に同調させる⼯夫により，しびれ同調 TENSが効果的に活⽤できた可能性がある． 

【結論】重度感覚鈍⿇を呈する脳卒中患者において，⾮⿇痺側を参照としたしびれ同調 TENS により，しびれ感の改善を認めた．

今後，同調 TENSによる神経メカニズムを調査していき，中枢神経系患者の異常感覚に対して更なる効果検証が必要である． 

【倫理的配慮（説明と同意）】対象には本介⼊の⽬的・内容の説明を⾏い,発表の趣旨を説明の上,同意書への署名を得た. 

【利益相反】なし 

  



O-9-2   一般演題 9  疼痛管理 

 

月経随伴症状に対する経皮的電気刺激療法の影響―シングルケースデザイン― 

 

福井直樹 1), 庄司薫 2), 河西紀秀 1) 

 

1)学校法人響和会 和歌山リハビリテーション専門職大学 

2)学校法人響和会 和歌山国際厚生学院 

 

キーワード：月経随伴症状, 経皮的電気刺激, ウィメンズヘルス 

【はじめに（背景・⽬的）】⽉経困難症は⼀般的な婦⼈科系症状であり，多くの⼥性が経験している。主症状として⽉経痛があるが，

それ以外にも腰の怠さ，眠気，イライラ感，⾷欲不振等の⽉経随伴症状が出現し，⽇常⽣活に影響を及ぼしている。⽉経痛に対す

る先⾏研究報告は多く，投薬を必要とする重度⽉経痛に対して⾼周波成分の経⽪的電気刺激療法(TENS)を実施し，鎮痛効果を報告

している。しかし，⽉経随伴症状に対する TENSの報告は散⾒される程度である。今回，中等度の⽉経痛で投薬の必要性はないが，

⽉経随伴症状で悩んでいる⼥性に対し，低周波成分から⾼周波成分までの TENSを実施し，その影響を調査したので報告する。 

【⽅法】対象は 23歳⼥性。⽅法は ABデザインとした。A期は T12〜L１レベルの腰背部に 50mm×50mm電極を⾃⼰貼付するの

みで通電しなかった。B 期は同部位に電極を⾃⼰貼付し，低周波治療器(イトーESPURGE，伊藤超短波株式会社)によって通電し

た。刺激パラメーター設定は周波数 2〜100Hz の周波数変調，パルス幅 100μs，電流強度は許容できる範囲内の最⼤強度とした。

通電時間は 1 回 30分，通電タイミングは⽉経痛を含む随伴症状出現時に実施した。評価は⽉経の前後 1週間ずつの合計 2週間の

期間，⽇々の⽉経随伴症状に関して 10段階で記録した。項⽬は modified Menstrual Distress Questionnaire(modified MDQ)から⽉

経痛，腰の怠さ，眠気，イライラ感，⾷欲不振の 5項⽬を選択した。 

【結果】刺激した電流強度は 45mA程度であった。⽉経痛は A期 2.3±2.4 から B期 1.5±1.9に，腰の怠さは A期 3.4±3.5から B

期 1.5±1.5に，眠気は A期 3.02.5から B期 1.5±2.3 に，イライラ感は A期 0.6±1.5から B期 0 に，⾷欲不振は A期 1.8±2.5か

ら B期 0 に変化した。 

【考察】本研究は⽉経随伴症状に対し，刺激周波数を 2〜100Hz 周波数変調させた TENSを実施した。結果，⽉経痛だけでなく⽉

経随伴症状の軽減を確認することができた。T12〜L1レベルへの電気刺激は⼦宮体部のデルマトームと⼀致するため TENSによる

下降性疼痛抑制機構が働き，鎮痛作⽤が起きたのではないかと考えられる。また，それに伴い⽉経随伴症状も軽減したのではない

かと推測する。 

【結論】⽉経痛や⽉経随伴症状に対する TENSは症状を軽減させる可能性が⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は同性がヘルシンキ宣⾔に基づき対象者に本研究の主旨および⽬的を説明し，同意を得たのち

に評価・介⼊を実施した。 

【利益相反】なし 

 

 

  



O-9-3   一般演題 9  疼痛管理 

 

断端周囲筋への電気刺激は幻肢の運動経験を強化できるか？ 

 

 

大住倫弘 1,2) 

 

1)畿央大学大学院 健康科学研究科 

2)畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 

 

キーワード：幻肢，幻肢痛，電気刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】体肢切断後に無いはずの肢に経験する痛みを幻肢痛と呼ぶ．興味深いことに，幻肢を随意的に動かす

ことのできない者では幻肢痛が重篤であるため，リハビリテーションで幻肢の随意運動を獲得することの意義は⼤きい．本研究で

は，断端周囲筋を経⽪的に電気刺激すると幻肢を動かしやすくなるのかを検証した． 

【⽅法】症例 Aは上腕切断であり「こぶしを握った幻肢」を経験しており，わずかにしか幻肢の⼿指を随意的に開くことができ

なかった．症例 B は前腕切断であり「（回内位に）ねじれた幻肢」を経験しており，それを随意的に戻すことができなかった．両

症例とも，つよい幻肢痛に悩まされていることに加えて，発作的に幻肢の肢位がかわることがあり，その時に幻肢痛がつよくなっ

ていた．両症例に共通して，幻肢を随意的に動かそうと試みると断端周囲筋の収縮が確認されたため，この収縮をトリガーにして

断端周囲筋へ電気刺激を与えることよって，断端周囲筋の筋収縮を増⼤させた（IVES，OG Wellness）． 

【結果】症例 Aでは電気刺激によって幻肢の運動経験が強化されることはなかったが，症例 B は電気刺激によって幻肢を回外⽅

向へ動かせるようになったことに加えて，ねじれるような痛みも緩和した． 

【考察】症例 B は断端周囲筋の筋感覚フィードバックから幻肢の運動感覚を経験していたと考えられ，電気刺激によって筋収縮

を増強させ，筋感覚フィードバックを増⼤させたことが幻肢の運動経験を強化したと考えられる．⼀⽅で，症例 Aは上腕切断で

あり⼿指を制御する筋が残存していなかったことから，⼿指とは離れた筋感覚フィードバックでは幻肢の運動経験が強化されにく

かったと考えられる． 

【結論】幻肢は“脳の中に存在している”と考えられがちであるが，末梢からのフィードバック情報を⼿掛かりに幻肢運動を経験し

ていることもあるため，今回のような筋感覚フィードバックを増⼤させる電気刺激は，幻肢の随意運動をアシストすることがで

き，幻肢痛の緩和につながる可能性がある． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に従い，対象者に同意を得たうえで実施した． 

研究倫理委員会承認番号 R1-08 

【利益相反】なし  



O-9-4   一般演題 9  疼痛管理 

 

神経筋電気刺激とマッサージの併用が肩峰骨頭間距離増大に寄与した症例 

 

 

渡邉郁海 

 

医療法人社団 NALU えびな脳神経クリニック 

 

キーワード：肩峰骨頭間距離, 超音波診断装置, 神経筋電気刺激 

【はじめに（背景・⽬的）】肩峰⾻頭間距離(以下 AHD)の減少は肩峰下インピンジメントと関連すると報告されており，肩関節痛

や可動域制限の要因となる．今回，⽚⿇痺を伴う肩関節の疼痛と可動域制限を呈し，AHD の減少が認められた症例を経験した．

Obligate translation(以下OT)改善と棘上筋の促通⽬的で神経筋電気刺激(以下NMES)と徒⼿的マッサージを併⽤した結果，疼痛，

可動域制限の改善が得られ，AHDの増加が確認された為，報告する． 

【⽅法】症例は 40 代男性．左被殻出⾎発症後，X+150 ⽇⾃宅退院．その後当院外来リハビリテーション開始となった．初期評価

(X+180)では Br,stage:Ⅴ-Ⅳ-Ⅴ，ROM:右肩関節屈曲 90°外転 40°(肩峰下に疼痛)，⼤円筋の伸張性低下，⽇常⽣活の最⼤疼痛：

NRS8/10，Neer陽性，Action Research Arm Test(以下 ARAT):右側 37/57点，ADL は⾃⽴，超⾳波診断装置(Viamo東芝社製)を

⽤いた評価では，AHD8.33mm，肩関節外転時，棘上筋と肩峰間のインピンジメントが確認された．⼤円筋の短縮に伴う OTによ

り AHDが減少し，肩峰下インピンジメントが⽣じていたと解釈した．OT改善⽬的で⼤円筋の徒⼿的マッサージ，棘上筋滑⾛⽬的

の NMES(EU-910 伊藤超短波社製 周波数 100Hz，パルス幅 50μS，疼痛閾値以下最⼤量，on-off 時間 1：3，10 分間)を実施し

た．ONと同時に肩関節外転の⾃動介助運動を⾏った．3 回/週，5週間実施した． 

【結果】最終評価(X+215 ⽇)では ROＭ:右肩関節屈曲 120°外転 60°(肩峰下に疼痛) ⼤円筋の伸張性低下は改善，⽇常⽣活の最

⼤疼痛:NRS5/10．Neer陽性，ARAT:右側 40/57点．AHD:10.32mm．肩峰下インピンジメントの改善が認められた． 

【考察】⼤円筋伸張性向上に伴うOT軽減，AHDの増加と棘上筋の促通によりインピンジメントが改善し，疼痛軽減，可動域向上

が得られたと考えられた．ARATの点数も改善しており，上肢機能向上にも寄与したことが推察された． 

【結論】AHD 減少に伴う肩峰下インピンジメント症候群に対して，OT 軽減を図った状態で NMES を実施することで改善が得ら

れる可能性が⽰唆された． 

【倫理的配慮（説明と同意）】ヘルシンキ宣⾔を遵守し，対象者へ説明を⾏い，同意を得た． 

【利益相反】なし 

  



O-9-5   一般演題 9  疼痛管理 

 

肩関節周囲炎患者に対する拡散型圧力波治療の即時的効果 

 

 

中村謙介 1)，荒井沙織 2)，兎澤良輔 2) 

 

1)足と歩行の診療所 荻窪院 

2)了徳寺大学 健康科学部 理学療法学科 

 

キーワード：拡散型圧力波，肩関節周囲炎，関節可動域 

【⽬的】肩関節周囲炎は，肩関節疾患の代表的な疾患の 1 つである．主な臨床症状として，肩関節周囲の疼痛，動作時痛，可動域

(ROM)制限などがあり⽇常⽣活に制限をきたしやすい．我々は，保存療法に難渋した肩関節周囲炎⼀症例に対して拡散型圧⼒波治

療(Radial Pressure wave ; 以下RPW)を使⽤し，肩関節ROM の改善と疼痛の軽減を認め良好な成績を得たことを報告した．そこ

で本研究の⽬的は，肩関節ROM制限を認める肩関節周囲炎患者 11例に RPWを使⽤したときの即時的効果について検討すること

である． 

【⽅法】対象は，肩関節に ROM制限を有する肩関節周囲炎患者で医師より RPWの使⽤を指⽰された 11例 11肩(男性 2例，⼥性

9例)，平均年齢(±標準偏差)59.1±10.5歳とした．使⽤機器は BTL-トップライン 6000(BTL 社製)を使⽤した．照射条件は，3.0bar，

10Hz，肩関節周囲組織に対して 2000発照射を⾏った．評価項⽬は，肩関節ROM 測定，疼痛評価(Visual Analogue Scale；以下 VAS)

とした． 評価時期は，RPW 照射前後に実施した．統計処理は，RPW 照射前後の各項⽬の⽐較を対応のある t 検定を⽤い実施し

た．統計ソフトは JASP Ver0.16.3.0 を使⽤し，有意⽔準は 5％とした． 

【結果】RPW照射前後の肩関節ROM の平均値の変化は，屈曲は 110.9°から 122.2°，外転は 103.6°から 116.8°，肩関節中間

位での外旋は 35°から 40.9°で有意に ROM が拡⼤した．VASの平均 55.9mm から 44.3mm に有意に低下した． 

【考察】肩関節 ROM の即時的改善効果に関しては，⽪膚・⽪下組織−筋間の滑⾛性が改善されることによって即時的に ROM が

改善した可能性がある．疼痛の軽減効果に関しては，⾃由神経終末の変性，破壊によって軽減したと考えられる． 

【結論】肩関節 ROM制限のある肩関節炎周囲炎患者に対して RPWを照射することで，即時的に肩関節 ROM の改善と疼痛の軽

減を認めた． 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は，ヘルシンキ宣⾔に則り対象者に事前に介⼊⽅法の趣旨や個⼈情報の取り扱いについて同意

を得たうえで実施した．また，本研究は了徳寺⼤学⽣命倫理委員会の承認を得て実施した(承認番号 21‐20)． 

【利益相反】なし 

 
 

  



O-10-1   一般演題 10  褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御 

 

超音波照射はマクロファージ内のイタコン酸産生を促進して過剰炎症反応を抑制する 

 

 

山口亜斗夢 1), 前重伯壮 1), 馬暁琪 1), 植村弥希子 1), 野口ひかり 1), 近藤浩代 2), 藤野英己 1) 

 

1)神戸大学大学院 保健学研究科 

2)名古屋女子大学 健康科学部 健康栄養学科 

 

キーワード：超音波，イタコン酸，マクロファージ 

【はじめに（背景・⽬的）】イタコン酸は⾃然免疫系の重要な代謝産物であり, マクロファージにおいて強い抗炎症作⽤を発揮す

る。マクロファージにおけるイタコン酸の産⽣には免疫応答遺伝⼦ 1（IRG1）が必須の酵素であり, IRG1-イタコン酸経路を活性

化すると, 核因⼦エリスロイド 2 関連因⼦ 2（NRF2）が上昇し炎症性疾患が緩和されることが報告されている。しかし, イタコン

酸の産⽣を増加させる戦略に関する報告は⾮常に少ない。本研究では, 理学療法として広く⽤いられる超⾳波療法を⽤い, マクロ

ファージにおけるイタコン酸の産⽣促進効果を検証する。 

【⽅法】マウス⾻髄由来マクロファージに超⾳波（3.0 W/cm2）を 5 分間照射し, 3時間後に細胞内の代謝物レベル, IRG1 とNRF2

の mRNA発現レベルをそれぞれ CE/MS、qPCRを⽤いて測定した。また, マクロファージの炎症状態を評価するため, 照射 3時

間後に 100 ng/mL のリポポリサッカライド（LPS）で 1.5 時間刺激し, 炎症性因⼦（IL-1β、IL-6、TNF-α）の mRNA発現レベ

ルを測定した。統計処理には Student の t 検定, ⼀元配置分散分析, Tukey の多重⽐較検定を⽤い, 有意⽔準は 5%未満とした。 

【結果】超⾳波照射はマクロファージの細胞内イタコン酸レベル, IRG1及びNRF2 の発現レベルを有意に上昇させた。LPSによ

る IL-1β, IL-6, TNF-αの上昇は, 超⾳波を照射したマクロファージで有意に抑制された。また, 超⾳波照射は細胞⽣存率および

アポトーシスには影響を与えなかった。 

【考察】IRG1 はシスアコニット酸からイタコン酸を⽣成する触媒であるため, 超⾳波照射が IRG1 の発現増加を介してマクロフ

ァージにおけるイタコン酸の産⽣を増加させたと考えられる。イタコン酸は, マクロファージにおける炎症反応を抑制することに

より, 敗⾎症, 腹部⼤動脈瘤, 肺線維症, COVID-19など様々な疾患で臓器障害を抑制することが報告されている。また, IL-1β, 

IL-6, TNF-αの過剰発現は様々な炎症性疾患の発症・進展に寄与しているため, 超⾳波照射によってイタコン酸産⽣を促進し炎症

性因⼦の発現を抑制することは, 超⾳波を⽤いた炎症性臓器障害の新たな治療戦略の可能性を⽰唆する。 

【結論】超⾳波照射は, IRG1 の発現を上昇させることによりイタコン酸の産⽣を誘導し, NRF2 を介してマクロファージの炎症反

応を抑制することが明らかとなった。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は, 動物実験委員会の承認を受け, 神⼾⼤学動物実験規程に則って実施した。 

【利益相反】なし  



O-10-2   一般演題 10  褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御 

 

電気刺激はマクロファージの HIF-1αを抑制し細胞内代謝を変化させることで 

抗炎症・抗酸化作用を発揮する 

 

植村弥希子 1,2), 前重伯壮 1), 山口亜斗夢 1), Ma Xiaoqi1), 井上岳人 3), 近藤浩代 4), 藤野英己 1) 

 

1)神戸大学 保健学研究科 リハビリテーション科学領域 

2)関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 

3)兵庫医科大学 救急・災害医学講座 

4)名古屋女子大学 健康科学部 健康栄養学科 

 

キーワード：免疫細胞，慢性炎症，創傷治癒 

【はじめに（背景・⽬的）】褥瘡は患者のQOL低下や医療費の増加を引き起こす。褥瘡創⾯には炎症性サイトカインを産⽣する

M1型マクロファージが多数を占めており，慢性炎症状態であることが治癒遷延化の⼀因となっているため，過剰な炎症の抑制は

創傷治癒過程において重要である。電気刺激（Electrical Stimulation: ES）は褥瘡治癒を促進させるが，マクロファージに対する

炎症制御効果については不明点も多い。今回，炎症を惹起したマクロファージに対する ESの効果を検証した。 

【⽅法】マウス⾻髄由来マクロファージを Lipopolysaccharide（LPS：100 ng/mL）にて刺激し，1.5 時間後に ES（200 μA, 2 Hz, 

250 mesc）を 4時間⾏った。Control 群，LPS群，LPS+ES 群の炎症性サイトカイン（IL-6, IL-1β），HIF-1αおよびNRF2発現

を qPCR法にて，活性酸素種（ROS）を蛍光染⾊法にて解析した。また，細胞内代謝産物を CE/MSにて測定した。 

【結果】LPSによりマクロファージの炎症性サイトカイン，HIF-1α発現および ROSは有意に増加したが，ESはこれらを有意に

抑制し，NRF2発現を増加させた。マクロファージの代謝産物に関して，LPS，LPS+ES 群ともに Control 群と⽐べ解糖系代謝が

亢進し，LPS群ではピルビン酸および TCA回路の代謝産物が増加した。LPS+ES 群では Control 群と⽐べNADPH が増加

（p=0.05）し，乳酸も有意に増加したが，LPS群で増加した TCA回路の代謝産物は減少した。 

【考察】LPS刺激により増加した HIF-1αや炎症性サイトカイン，ROSは ESにより減少した。過剰な HIF-1αはマクロファー

ジの M1型への分極を促進し ROSを増加させるため，ESが HIF-1αを抑制したことで炎症性サイトカインや ROSを抑制した可

能性が推察された。LPS刺激では解糖系代謝および TCA回路が亢進した。⼀⽅で，ESは LPSにより亢進した解糖系代謝を抑制

せず，NADPH と乳酸産⽣が増加した。従って ESは TCA回路ではなくNADPH を産⽣するペント・スリン酸経路へ迂回し，乳

酸産⽣を増加させたと考えられる。ESにより上昇したNRF2 やNADPH は抗酸化作⽤を，乳酸は抗炎症作⽤を有することから，

ESのマクロファージに対する抗炎症・抗酸化作⽤は HIF-1α発現の抑制および細胞内の代謝変化によるものと⽰唆された。 

【結論】ESは炎症刺激下のマクロファージに対して過剰な HIF-1α発現を抑制し，NADPH および乳酸産⽣を増加させることで

抗炎症・抗酸化作⽤をもたらす可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は, 動物実験委員会の承認を受け（承認番号P210803）, 神⼾⼤学動物実験規程に則って実

施した。 

【利益相反】なし  



O-10-3   一般演題 10  褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御 

 

超音波治療はラット膝関節における術後癒着を軽減する 

 

 

中原崚 1,2), 伊藤明良 1), 谷間桃子 1), 河合秀紀 1,2), 趙梓汐 1), 戴嘉 1), 徐仕軒 1), 安孫子幸子 3), 青山朋樹 1), 黒木裕士 1) 

 

1)京都大学大学院医学研究科先端理学療法学講座 

2)日本学術振興会特別研究員 DC 

3)伊藤超短波株式会社学術部 

 

キーワード：術後癒着，超音波，膝関節 

【はじめに（背景・⽬的）】癒着は外科的⼿術侵襲等により術後早期から関節内に形成され、⽇常⽣活動作に影響を与える。低出⼒

超⾳波パルス治療（Low-Intensity Pulsed Ultra-Sound:以下 LIPUS）は安全性の⾼い物理療法の⼀つである。これまでに不動関節拘

縮モデル動物において LIPUSが関節周囲軟部組織に作⽤し、関節可動域を改善することが報告されてきたが、関節内癒着への影響

は明らかになっていない。本研究ではラット膝関節癒着モデルを⽤いて、術後癒着に対する LIPUS効果の検証を⾏った。 

【⽅法】まず初めに、LIPUS照射部位を検討した。12週齢Wistar系雄性ラット 10匹を⽤い、⿇酔下にて内側関節包を切開後に膝

蓋⼤腿関節を 5 分間露出し、その後膝関節を深屈曲位で固定することで癒着モデルを作製した。治療には超⾳波機器(UST-770, 伊

藤超短波社製; 20分/回、周波数 1MHz、強度 30mW/cm2(空間平均時間平均)、照射時間率 20％)を⽤い、膝蓋腱直上、膝関節内側

への照射、または疑似照射を 2週間実施した。介⼊後、膝関節可動域を測定し、癒着と後⽅関節包を組織学的に測定した。測定結

果には Tukey-Kramer の HDS検定を⽤いた。次いで 36匹のラットに癒着モデルを作製し、LIPUS群と擬似照射群に無作為に振り

分け、膝蓋腱直上へ照射した。評価時期を 1, 2, 3週(各 n = 6)とし、膝関節可動域測定と癒着と後⽅関節包の組織学的解析を実施

した。測定結果は評価時点ごとに対応のない T検定を⽤いた。有意⽔準は 5％とした。 

【結果】膝蓋靭帯直上への照射は他群に⽐べ癒着を減少する傾向を認めた。また、疑似照射群に⽐べ膝関節可動域が有意に⼤きい

値を⽰した(p < 0.01）。後⽅関節包の⻑さには有意な差は認めなかった。この結果を基に照射部位を膝蓋腱直上とした。その結果、

すべての固定期間において LIPUSは癒着⻑を有意に減少した(各 p < 0.05)。膝関節可動域は固定 1週および 2週において LIPUS

群が有意に⼤きい値を⽰した(各 p < 0.01)。後⽅関節包については、固定 1週および 3週において LIPUS群が有意に短縮を抑制し

た(各 p < 0.05）。 

【考察】癒着形成には炎症や低酸素に伴う線維化が関与する。LIPUSの抗炎症作⽤が線維化を抑制し、癒着の形成予防に貢献した

可能性が考えられる。 

【結論】ラット膝関節癒着モデルにおいて、LIPUSは術後の膝関節内の癒着を減少した。本研究は、LIPUSが外科的⼿術侵襲等に

より⽣じる関節内癒着の予防、軽減に有効な物理療法である可能性を⽰唆した。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は、発表者が所属する組織の動物実験倫理委員会（承認番号：MedKyo21081）の承認を得て実

施した。 

【利益相反】本研究は伊藤超短波株式会社との共同研究として実施したものである。 

  



O-10-4   一般演題 10  褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御 

 

電気刺激誘発性単収縮運動は PGC-1α/VEGF pathwayを介して筋性拘縮の進行を抑制する 

 

 

本田祐一郎 1,2)，高橋あゆみ 1)，佐々木遼 1)，前田俊輔 1)，三宅純平 1)，坂本淳哉 1,2)，沖田実 1,2) 

 

1)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野 

2)長崎大学生命医科学域（保健学系） 

 

キーワード：拡散型圧力波，肩関節周囲炎，関節可動域 

【はじめに】われわれはこれまで，筋性拘縮の主病態である線維化の進⾏には⾻格筋の低酸素化が関与することを明らかにしてい

る。そして，この事象には⾎管内⽪細胞増殖因⼦（VEGF）を制御する PGC-1αの発現低下とそれに伴う⽑細⾎管の減少が契機と

なっている可能性がある。⼀⽅，筋ポンプ作⽤の促進によって PGC-1αの発現が亢進することから，電気刺激誘発性単収縮運動は

線維化の進⾏抑制に効果的ではないかと仮説できる。そこで，本研究では線維化の進⾏過程にあるラットヒラメ筋にベルト電極式

⾻格筋電気刺激（B-SES）を⽤いた単収縮運動を負荷し，この仮説を検証した。 

【⽅法】実験動物には 8 週齢の Wistar 系雄性ラットを⽤い，対照群と両側⾜関節を最⼤底屈位でギプスで 4 週間不動化する不動

群，4週間の不動の過程で不動 2週後より後肢⾻格筋に B-SESによる単収縮運動を負荷する B-SES 群に分けた。なお，B-SES 群に

は刺激周波数 10Hz，刺激強度 3mA以下にて，1 回あたり 30分間（6 回／週），延べ 2週間，電気刺激による単収縮運動を負荷し

た。実験期間終了後は両側ヒラメ筋を採取し，右側はアルカリフォスファターゼ染⾊を施し，筋線維横断⾯積と⽑細⾎管数の計測

に供した。また，左側は PGC-1αや VEGF，低酸素化の指標となる HIF-1α，線維化関連分⼦である TGF-β1，α-SMAの mRNA

発現量ならびにコラーゲン特有の構成アミノ酸であるヒドロキシプロリン含有量の定量に供した。 

【結果】PGC-1αと VEGFの mRNA 発現量は不動群と B-SES 群が対照群より有意に低値を⽰したが，この 2 群間ではいずれも

B-SES 群が不動群より有意に⾼値を⽰した。⽑細⾎管数と筋線維横断⾯積は不動群と B-SES 群が対照群より有意に低値を⽰し，こ

の 2群間では⽑細⾎管数のみ B-SES 群が不動群より有意に⾼値を⽰した。HIF-1α，TGF-β1，α-SMAの mRNA発現量，ヒドロ

キシプロリン含有量は不動群と B-SES 群が対照群より有意に⾼値を⽰したが，この 2 群間ではいずれも B-SES 群が不動群より有

意に低値を⽰した。 

【考察】線維化の進⾏過程にあるラットヒラメ筋に対して B-SES による電気刺激誘発性単収縮運動を負荷すると，PGC-1α を介

して VEGFの発現が亢進し，⽑細⾎管の減少が抑制されることで低酸素化が緩和された。そして，これらの変化によって線維化関

連分⼦の賦活化が抑えられ，線維化の進⾏抑制につながったと推察される。 

【結論】電気刺激誘発性単収縮運動は筋性拘縮の進⾏抑制に有効である。 

【倫理的配慮】本実験は所属⼤学の動物実験委員会で承認（承認番号：1903281524）を受けた後，同委員会が定める動物実験指針

に準じ，⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科バイオメディカルモデル動物研究センターで実施した． 

【利益相反】本研究は株式会社ホーマーイオン研究所より実験機器の無償提供を受け，アルケア株式会社と⾏った共同研究である． 

  



O-10-5   一般演題 10  褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御 

 

超音波療法により慢性期脳卒中患者の関節可動域制限拡大と皮膚障害が改善した症例 

 

 

戸田拓志 1)，徳田和宏 1)，小山隆 2)，藤田敏晃 2) 

 

1)医療法人錦秀会 阪和記念病院 リハビリテーション部 

2)医療法人錦秀会 阪和記念病院 脳神経外科 

 

キーワード：超音波療法, 慢性期脳卒中, 関節可動域制限  

【はじめに（背景・⽬的）】慢性期の脳卒中では痙縮や⿇痺の重症度によっては⾃⾝で⾝体を動かすことが出来ず、関節可動域(ROM)

制限がみられ拘縮や⽪膚障害など 2次障害につながるケースが多い。今回、⿇痺側上肢の不動により関節可動域制限を⽣じた症例

に対して超⾳波療法(UST)を施⾏し、ROM拡⼤や⽪膚障害が改善した症例を以下に報告する。 

【⽅法】対象は、X年前に脳梗塞を発症し左⽚⿇痺が残存した 70歳代男性。ADL は全介助。主に左側⼿指伸展(-90 度)に可動域制

限があり⼿掌⾯に⽪膚障害や創傷がみられていた。他にも左側の肘関節伸展(-35 度)や⼿関節背屈(20 度)に ROM 制限がみられて

いた。今回、超⾳波治療器（イトーUST-770 伊藤超短波社製）を使⽤し、上腕⼆頭筋、前腕屈筋群、⺟指内転筋、⼿掌腱膜にそれ

ぞれ 10 分間照射(DUTY100%、周波数 3MHz、出⼒ 1.00)した。照射期間は 1 か⽉間とした。評価項⽬は安静時の他動 ROM、

Modified Ashworth Scale(MAS)、腱反射とした。評価部位は他動 ROM、MASに関しては ROM制限があった肘関節伸展、⼿関節

背屈、⼿指伸展とした。腱反射に関しては上腕⼆頭筋、上腕三頭筋、指屈筋とした。評価時期は照射開始時、開始時から 2週間毎、

照射終了時、照射終了後 1 か⽉間評価を⾏った。また照射終了後は他の物理療法は⾏わず、⾃主動を促す様な作業療法を実施した。 

【結果】他動 ROM に関しては⼿指伸展が-90 度から 0 度、肘関節-35度から-25度、⼿関節 20 度から 45度、⼿指-90 度から 0 度

まで改善した。更に照射終了 1 か⽉後もそれぞれの関節の ROM は維持できていた。また左側⼿掌⾯の⽪膚障害の改善もみられ、

照射終了してから 1 か⽉間に再発はみられなかった。⼀⽅で MAS や腱反射に関しては照射前後で評価結果に変化が⾒られなかっ

た。 

【考察】本症例は MAS や腱反射に対しては UST 施⾏前後で変化は⾒られなかったが、ROM は拡⼤を認められた。ROM制限因

⼦には軟部組織硬度が影響しており、UST には安静時と運動負荷時の軟部組織硬度を低下させ ROM を拡⼤させると報告がある。

本症例も軟部組織硬度の低下が ROM 制限に⼤きく寄与していた可能性が考えられた。⽪膚障害が改善した理由としては UST に

は⽣理学的に⽪膚と細胞膜の透過性亢進といった作⽤等があり、これらの効果によるものと考えられた。 

【結論】USTは慢性期脳卒中の⽚⿇痺の影響による ROM制限や⽪膚障害に有効である可能性が⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】今回超⾳波療法を⾏う事に対して、ヘルシンキ宣⾔に基づき対象者とご家族の承諾を得てから実施を

している。参加後はいつでも途中中断することが出来、その場合も不利益を受けないことを保証する。実施している最中に体調不

良となった場合には直ちに参加を中⽌し、適切な処置を受けられることも伝える。また個⼈情報は対象者が特定されないこと、厳

重に保護をすることを伝える。 

【利益相反】なし 

 

  



O-11-1   一般演題 11  神経・筋制御 

 

超音波エラストグラフィを用いた腰部疲労筋に対する温熱療法効果に関する検討 

 

 

奥村崇幸 1)，新田真之介 2)，木戸聡史 3)，吉田英樹 4) 

 

1)ちょう整形外科クリニック 

2)ふわふわ訪問看護ステーション  

3)埼玉県立大学 保健医療福祉学研究科 

4)弘前大学大学院 保健学研究科 総合リハビリテーション科学領域 

 

キーワード：超音波エラストグラフィ, 温熱療法, 多裂筋 

【はじめに（背景・⽬的）】本邦では腰痛の有訴者率が⾼く，治療⽅法として温熱療法が選択されることが多い。中でも Hot pack

（以下，HP）と Microwave（以下，MW）は広く使⽤されている。温熱療法の筋への効果判定の指標として筋硬度を⽤いることが

あるが，従来の筋硬度計では機器の特性から筋以外の組織の影響が⼤きいと考えられる。本研究は，温熱療法の介⼊効果を超⾳波

エラストグラフィ（以下，UE）を使⽤した筋硬度の観点から検討することを⽬的とした。 

【⽅法】対象は健常成⼈男性 10 名。同⼀被験者に対し異なる⽇程で MW条件，HP条件，control条件（以下，CTR）を無作為に

実施した。測定⼿順は，被験者を腹臥位とし，疲労課題として，Trunk Holding Test を 2分間施⾏した。その後，安静腹臥位にて

腰部に MW（RehatracRC-200，SAKAImed）介⼊を⾏う MW条件，HP（emocia650，⽇本メディックス）介⼊を⾏う HP条件，

安静腹臥位をとる CTR条件を各 20分間⾏った。測定項⽬は，腰部多裂筋の浅層・深層の筋硬度（Noblus，⽇⽴アロカメディカル），

主観的筋疲労度（修正 Borg Scale），腰部可動性（Modified Modified Schöber Test以下，MMST），腰部⽪膚温度（⽪膚温計 TH03FH，

リーゼ）の 4項⽬とした。統計解析は，改変 Rコマンダーを⽤い，各測定値に対し，計測タイミング（時間要因）と介⼊条件（介

⼊要因）による⼆元配置分散分析を実施した。 

【結果】介⼊前後の⽪膚温度は MW 条件・HP 条件において有意な上昇を認めた。3 条件間の筋硬度に有意差は認めなかった。

MMSTは CTR条件と⽐較して MW条件・HP条件において可動性の改善を認めた。 

【考察】先⾏研究より，筋を押圧した際の筋硬度と筋を伸張した際の抵抗⼒には⾼い相関関係があるとされている。筋硬度測定に

関してより信頼性の⾼い UE を⽤いた本研究では，筋硬度の変化は認めず，可動性の改善を認めた。このことから，⽪膚温の上昇

が刺激となりゲートコントロール理論に基づく鎮痛作⽤が⽣じ，stretch tolerance が変化したことにより，筋実質の変化が無くとも

腰部可動性が改善したと考えた。 

【結論】MW・HP条件では多裂筋の筋硬度の変化を認めず，腰部可動性の改善を認めた。そのことから，MW・HP条件では筋実

質の変化は⽣じないが，鎮痛効果による stretch tolerance の変化によって可動性の改善が⽣じることが⽰唆された。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究は主な研究実施施設であった，埼⽟県⽴⼤学研究倫理委員会の承認（承認番号 19060）を受け，

所属機関であった弘前⼤学⼤学院保健学研究科倫理委員会の承認（承認番号 2019-043）を受けて実施した。本実験開始前に，被験

者に対して本研究に関する説明⽂書を提⽰しつつ，参加同意，同意撤回の⾃由を含め，⼗分な説明を⾏った．被験者の参加同意を

得た上で⾏われた。 

【利益相反】なし 

  



O-11-2   一般演題 11  神経・筋制御 

 

脳卒中後上肢機能障害に対する外骨格型ロボットを使用した課題指向型練習の効果の 

多角的検討：シングルケーススタディ 

 

内沢秀和 1,2)，生野公貴 1,2)，瀧口述弘 2)，庄本康治 2) 

 

1)医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 

2)畿央大学大学院 健康科学研究科 

 

キーワード：脳卒中，上肢運動制御，外骨格ロボット 

【はじめに】脳卒中後の上肢⿇痺に対するリハビリテーションには課題指向型練習(TOT)の反復が強く推奨されており，上肢機能

の程度によっては補助⼿段を⽤いる必要がある。上肢機能の補完として機能的電気刺激(FES)が実施されるが，課題に合わせた最

適な運動を再現できないことが多い。今回，中等度上肢⿇痺を呈した症例に対して FESと肩関節トルクを補助する外⾻格型ロボ

ット（Exoskeleton Robot：ER）を併⽤した TOTの効果を検討した。 

【⽅法】症例は右中⼤脳動脈領域の脳梗塞後に左⽚⿇痺を呈した 70代の⼥性であり，36病⽇時点で Fugl-Meyer Assessment は

31点であった。ABデザインにフォローアップ（F期）を加えたシングルケースデザインとし，各期は 8⽇間ずつとした。A期は

FES+TOT，B期は ER+FES+TOTを実施し，それぞれ 1⽇ 40〜60分の実施時間とした。評価は毎回介⼊前後に最⼤⾃動肩関節

屈曲・外転とその時の肘関節⾓度を計測し，各期間の効果量を Tau-Uにて算出した。各期前後で症例の前⽅左右上下 45度の範囲

に設置した 9つ（3×3）のターゲットにリーチする課題を三次元動作解析装置と筋電計を⽤いて分析した。リーチ時の肩関節屈

曲・外転，肘関節⾓度，体幹前傾・肩甲⾻挙上変位距離を算出した。筋電図から⾮負値⾏列因⼦分解を⽤いて筋シナジー解析を⾏

った。 

【結果】各期における毎介⼊時の肩屈曲(肘)⾓度 の中央値は A期 106.5°(48°)に⽐べ B期 115°(27.5°)に改善した（肩：

p<0.01，Tau-U=-0.55，肘：p<0.01，Tau-U=-0.77)。リーチ評価では介⼊前と⽐べA期では肩屈曲，肘伸展⾓度は低下したが，

B期で増加し，F期でさらに増加した。代償動作の指標である肩甲⾻挙上，体幹前傾変位距離も B期で低下し，右側のターゲット

へのリーチ時の肩外転⾓度が低下していた。筋シナジー解析において，介⼊前では 3 つのシナジーで制御していたものが，A期以

降で 4 つとなり，右側のターゲットで活性化するシナジーが増加した。B期でシナジー数は変化しないが，上腕⼆頭筋が寄与する

シナジーにおいて A期ではターゲット全般で活動していたものが，B期では上⽅ターゲットに対する活動が低下していた。 

【考察】B期での⾃動運動およびリーチ動作における肩関節および肘関節運動の改善および筋シナジーの増加は上肢共同運動パタ

ーンからの改善を⽰しており，代償運動が軽減していたことからも FESトレーニングと ERの併⽤は上肢運動障害の改善に効果的

である可能性がある。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔および厚⽣労働省の⼈を対象とする医学系研究に関する倫理指針および臨

床研究に関する倫理指針を遵守し，対象者の保護に⼗分留意した。対象者には本研究の⽬的及び収集される資料の使⽤意図，同意

の撤回の⾃由について⼝頭及び書⾯で説明し，本⼈の同意を書⾯にて得た。 

【利益相反】なし  



O-11-3   一般演題 11  神経・筋制御 

 

期待された歩行機能の改善が得られなかった慢性期脳卒中症例 

−筋電図解析によるその要因の検討− 

 

石橋清成 1), 吉川憲一 1), 古関一則 1), 山本哲 2), 石井大典 3,4), 河野豊 5) 

 

1)茨城県立医療大学付属病院 リハビリテーション部 

2)茨城県立医療大学 保健医療学部 理学療法学科 

3)茨城県立医療大学 保健医療学部 作業療法学科 

4)千葉大学大学院 医学研究院 認知行動生理学 

5)茨城県立医療大学 医科学センター 

 

キーワード：ウェアラブル外骨格型ロボット，ボツリヌス療法，反張膝 

【はじめに】脳卒中後の歩⾏障害に対し，適切な運動パターンでの歩⾏を再現性良く提供できるロボティクス（RBT）を併⽤した

介⼊が注⽬されている。その⼀⽅で，RBTを併⽤しても期待された歩⾏機能の改善が得られない症例も散⾒される。今回，痙縮

により反張膝を呈した慢性期脳卒中症例に対し，痙縮を抑制可能なボツリヌス療法（BTX）と RBTを併⽤した歩⾏練習を実施

し，その前後での歩⾏能⼒の変化を検討した。  

【⽅法】症例は脳出⾎後 8年経過した 56歳男性。左痙性⽚⿇痺（Brunnstrom stage で上肢Ⅲ，⼿指Ⅱ，下肢Ⅳ）を認め，左⾜関

節背屈の modified Ashworth scale（MAS）は 3 であった。歩⾏は短下肢装具と T字杖を使⽤し⾃⽴していたが，⿇痺側の反張膝

を認めた。本症例に対し，後脛⾻筋および⻑趾伸筋に対する BTXを実施し，その 1週間後に RBT（ゲイトトレーナーHWA-01）

を併⽤した歩⾏練習を実施した。RBT介⼊は 1 回 20分，計 15回とし，追従モードで実施した。なお，①BTX前，②BTX1週間

後（RBT介⼊直前），③RBT介⼊後の 3時点で MASおよび歩⾏速度，歩⾏中の関節⾓度と筋電図変化を記録した。 

【結果】左⾜関節背屈の MASは BTX1週間後に 2，RBT介⼊後に 1+と低下した。歩⾏中の関節⾓度については，⿇痺側の股関

節が BTX1週間後に伸展⽅向にシフトし，RBT介⼊後にも維持されていた。その⼀⽅で，膝関節や⾜関節運動に改善は認めず，

歩⾏速度の変化もなかった。歩⾏中の筋電図変化については，⿇痺側の⾜関節底屈筋の初期接地（IC）から⽴脚中期（MS）まで

の異常筋活動が BTX1週間後に減弱を認めたものの，RBT介⼊後も残存していた。 

【考察】本症例では⾜関節底屈筋の痙縮が反張膝を助⻑しており，このような症例では⾜関節底屈筋への BTXと RBTの併⽤が

有効と考えた。本介⼊により，安静時の⾜関節底屈筋の痙縮は減弱したが，歩⾏中の ICから MS までの⾜関節底屈筋の異常筋活

動は残存した。本症例において RBT介⼊後も期待された歩⾏機能の改善が得られなかった理由の 1 つに，ICから MS までの⾜関

節底屈筋の異常筋活動が関与している可能性が考えられた。 

【結論】RBTを併⽤しても期待された歩⾏機能の改善が得られない症例では，⾜関節底屈筋などの異常筋活動が歩⾏機能の改善

を妨げている可能性が考えられた。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本研究はヘルシンキ宣⾔に準拠し，茨城県⽴医療⼤学の倫理委員会の承認を受けて実施した（承認

番号 e204）。研究参加にあたり，研究協⼒者には説明を⾏い，⽂書で同意を得た。研究参加は研究協⼒者の⾃由意志に基づいて⾏

われ，研究参加を拒否しても治療⾯等の不利益を⼀切被らないことを説明した。また，研究参加の同意後でも，理由を問わず，不

利益を被ることなく，いつでも研究参加を辞退できることも説明した。 

【利益相反】なし  
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重度麻痺症例におけるバーチャルリアリティを用いた運動課題の試み：症例報告 

 

 

久保田雅史 1,2), 橋本直之 2) , 高田勇 2)，長宗高樹 3) 

 

1)金沢大学 医薬保健研究域保健学系 

2)金沢大学病院 リハビリテーション部 

3)福井大学 知能システム工学講座 

 

キーワード：バーチャルリアリティ，重度麻痺，Box and Block test 

【はじめに】近年バーチャルリアリティ（VR）を⽤いたリハビリテーションが発展してきているが，未だその適応やリハビリテー

ションにおける活⽤法などは⼗分明らかになっていない。本症例報告の⽬的は，重度運動⿇痺を呈した症例において，VRを⽤いた

運動課題前後での即時変化を把握することである。 

【⽅法】本研究では Stereo IR 170(Ultra Leap社)及び統合開発環境Unity (Unity Technologies 社)を使⽤し，VRの環境構築を⾏っ

た。VR課題は Box and Block test (BBT)とし，症例の正⾯に設置したディスプレイに仮想の⼿を映す⾮没⼊型 VRとした。VR課

題は 20分間実施し，評価項⽬は VR課題中の動作軌跡及び課題前後の Fugl-Meyer assessment (FMA)とした。 

【症例】症例１は，2 か⽉前に脳梗塞を発症した 78歳男性である。発症後近医にてリハビリテーションを実施していたが，中咽頭

腫瘍を認め，当院にて放射線治療及び脳梗塞後のリハビリテーションを継続することとなった。当院⼊院時 Brunnstrom recovery 

stage (BRS)上肢Ⅳ，⼿指Ⅰ，下肢Ⅵと上肢遠位に重度な⿇痺を呈していた。当院⼊院 17 ⽇後においても上肢機能に変化はなく，

VR課題を実施した。VR実施前の FMAは肩項⽬ 26点，⼿関節項⽬ 2点，⼿指項⽬ 0点であった。 

症例 2 は，右前頭葉膠芽腫再発疑いにて当院⼊院となった 69 歳⼥性である。⼊院時 BRSは上肢Ⅰ，⼿指Ⅰ，下肢Ⅰと重度な⿇痺

を呈していた。化学療法及び薬物療法治療を開始し，⼊院 2週時に VR課題を実施した。VR実施前の FMAは肩項⽬ 0点，⼿関節

項⽬ 0点，⼿指項⽬ 1点であった。 

【経過】両例とも重度⿇痺であったため，現実の BBTは実施不可であった。2症例とも 20分間の VR課題を遂⾏でき，めまいな

どの気分不快を訴えることはなかった。症例１は，VR課題中に⿇痺側上肢の動作軌跡の左右対称性が改善し，反復動作パターンを

認め，実施後 FMA⼿指項⽬は 1点となった。症例 2 は，VR実施後の FMAに変化は認めなかったが，VR前には困難であった⺟

指の反復屈曲運動が VR後に可能となった。 

【考察】重度⿇痺を呈した症例では，運動の意図があっても現実の課題を達成できないことから，運動課題が負のフィードバック

となりやすく，課題難易度設定に難渋する。VRでは，重度⿇痺があってもわずかな反応で課題を遂⾏でき，正のフィードバックと

なる可能性があった。また動作軌跡も計測できることから経時変化の観察に有⽤であると考えられた。 

【結論】本症例報告では，中枢神経障害を呈した 2症例に対し VR課題を⾏い，⼿指運動機能の即時的変化を認めた。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本症例報告に関して，症例の個⼈情報とプライバシーの保護に配慮し，症例に事前に⼗分説明を⾏い，

⼝頭及び書⾯にて同意を得た。 

【利益相反】なし 
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VR技術を用いたリハビリテーション用医療機器の活用について 

 

 

馬崎昇司，阿部遥，根元洋光 

 

医療法人真正会 霞ヶ関南病院 

 

キーワード：VR機器，注意機能，運動学習 

【はじめに（背景・⽬的）】近年、仮想現実（Virtual Reality）（以下，VR）技術を応⽤した機器の普及により，様々な分野での利⽤

が広がっており，リハビリテーション（以下，リハ）の分野においても VR技術を応⽤した機器の取り組みが報告されている。 

当院では 2022年 7⽉より VR技術を⽤いたリハ⽤医療機器（mediVRカグラ，mediVR社製）（以下，VR機器）を試験的に導⼊し

た。当機器は，神経科学・⾏動科学の知⾒に基づいて開発された没⼊型の VR機器である。今回，試⽤期間中に 102 名の⽅に実施

し，特に効果を認めた事例を中⼼に報告する。 

【⽅法】対象 

当院での試⽤期間中（2022年 7⽉〜8⽉）に VR機器を実施した下記 3 名 

①当院回復期リハ病棟⼊院中の右視床出⾎による歩⾏障害と既往の右⽚⿇痺を呈した 70歳代男性 

②当院回復期リハ病棟⼊院中の転移性脳腫瘍により Todd ⿇痺と全般性注意障害を呈した 50歳代⼥性 

③当法⼈通所リハ利⽤中の 70歳代男性パーキンソン病患者（H25 発症，YahrⅢ，⽣活機能障害度Ⅱ度） 

⽅法 

①3週間の期間中に 1 回あたり 15 分，週 5回，計 14 回実施 

介⼊前後の⽐較として TUG，カラーコーン移動のタイム計測による歩⾏及び上肢機能評価を実施 

②2週間の期間中に 1 回あたり 15 分，週５回，計 12 回実施 

介⼊前後の⽐較として BIT⾏動性無視検査⽇本版，動画を⽤いた家事動作評価を実施 

③即時効果の判定として 20分 1 回のみ実施。TUG による歩⾏評価を実施 

【結果】①TUG：前 31.6秒→後 23.3秒，カラーコーン移動：前 40.58秒→後 27.97秒と短縮した 

②星印抹消試験：前 46点→後 54点と向上。家事動作では右⼿動作の拙劣さが改善した 

③TUG：前 28.7秒→後 23.7秒と短縮。すくみ⾜改善，歩幅の増加を認めた 

【考察】没⼊型の VR 機器は周辺の視覚情報がカットされることで，⾃⾝の⾝体へ意識を向けることが強化され，注意機能が向上

し，上肢への過剰な意識の軽減や歩⾏に必要なバランス能⼒が⾼まりパフォーマンスの改善を認めたと考える。 

【結論】今回，回復期リハ病棟の患者だけでなく，発症経過の⻑い進⾏性疾患の⽅に対しても効果が認められた。このことから，

VR 機器は発症時期を問わず多疾患に対応し，かつ認知負荷を最⼩限に設定することで周辺環境に適応しにくい⾼齢者が本来の動

作を発揮できるトレーニングであると考える。今回の研究では⻑期間使⽤したうえでの効果検証には⾄っておらず，今後 VR 機器

の本格導⼊をすすめ効果を検証していきたい。 

【倫理的配慮（説明と同意）】本症例研究は当院の倫理委員会の承認（承認番号 R2022-006 号）を得て実施した。対象者にはヘル

シンキ宣⾔に基づき，本症例研究に関して紙⾯及び⼝頭にて説明し，同意を得た。なお，VR機器の実施に関しては主治医の許可を

得て⾏った。 

【利益相反】なし 

 



協賛ご芳名 

インターリハ株式会社   

オージー技研株式会社   

オムロン ヘルスケア株式会社   

酒井医療株式会社   

ミナト医科学株式会社   

⼀般社団法⼈⽇本セルフケア研究会   

株式会社メルティン MMI / 住友ファーマ株式会社   

REMED JAPAN 株式会社  

Ghoonuts 株式会社    

医⻭薬出版株式会社   

株式会社⽇本メディックス  

伊藤超短波株式会社   

電通国際情報サービス   

株式会社 LIFESCAPES   

株式会社 ⽺⼟社   

フランスベッド株式会社 



準備委員会 

 
 
 
学術⼤会⻑ 
⼭⼝ 智史（順天堂⼤学保健医療学部理学療法学科） 
 
準備委員⻑ 
⽴本 将⼠（東京湾岸リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
 
準備委員 
⼩関 忠樹（済⽣会⼭形済⽣病院リハビリテーション部） 
神  将⽂（広南病院東北療護センターリハビリテーション部） 
⽚桐 夏樹（東京湾岸リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
⽣野 公貴（⻄⼤和リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
中村 潤⼆（⻄⼤和リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
⾼野 圭太（東京湾岸リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
佐藤 孝嗣（東京湾岸リハビリテーション病院リハビリテーション部） 
⾼橋 容⼦（順天堂⼤学保健医療学部理学療法学科） 
中村 絵美（順天堂⼤学保健医療学部理学療法学科） 
春⼭ 幸志郎（順天堂⼤学保健医療学部理学療法学科） 
澤  ⿓⼀（順天堂⼤学保健医療学部理学療法学科） 
⼯藤 ⼤輔（⼭形県⽴保健医療⼤学保健医療学部理学療法学科） 
吉川 義之（奈良学園⼤学保健医療学部リハビリテーション学科） 
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	協賛ご芳名
	準備委員会
	（抄録集用）企業広告_結合済み_ver2（全15社_国際電通除く）
	抄録集表紙
	スライド番号 1

	抄録集表紙
	スライド番号 1

	抄録集表紙
	スライド番号 1




