
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． 
 


