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痛みに対して関節包内運動学的アプローチを用いての考察

発 表 者 長森 誠二 （高知県：四万十町国保大正診療所）

力改善を予測していくことは困難と考えられ、

方法�であったようにある程度の栄養状態の改
善を見ていくことが、ADL能力を改善させる要

因になることが示唆された。

このことより、身体機能評価と栄養動態を考慮

していくことでリハビリプログラムの再評価が

でき、より対象者に適したリハビリを提供でき

るのではないかと考える。

S;|�c

• °Ï�T#QU�,VX�
• lmßà���
• É°P����þVW�`U�
• RSº,V�S`U�

XYEM"ÀPk,V�rZ�

今後の課題として、摂食嚥下状況の考慮不足や

廃用症候群の分類が広く、個人の背景が様々で

あることから、主疾患や合併症、摂食嚥下状態

を考慮した継続研究が必要であると考える。
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【まとめ】

本研究において、栄養ケアを考慮した理学療法

士・作業療法士の介入の必要性を確認できた。

当院は栄養ケアに対して NSTが関わっており、

これからより密な情報共有が必要になると考え

る。“栄養ケアなくしてリハなし、リハなくして

栄養ケアなし”と言葉があるように、今後も日々

の業務の中で運動と栄養という観点を大切に

し、質の高いリハビリテーションを提供してい

きたい。
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– Arthrokinematic Approach(À#AKA)
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【はじめに】

画像診断等で異常が無くても、痛みを訴えた

り、痛みの場所が移動するなど、様々な痛みを

日常のリハ業務で経験する。そのような痛みの
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原因の一つとして、関節機能異常により、発生

源から離れた部位に痛みを起す「関連痛」によ

る痛みが考えられる。

今回、関節機能異常による関連痛と思われる

患 者 に、関 節 包 内 運 動 学 的 ア プ ロ ー チ

（Arthrokinematic Approach以下「AKA」）にて改

善した症例を報告し、AKAの意義について考察

したので報告する。
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博田は、AKAにて痛みの消失する時期によ

り、３週間以内に治癒するものを「関節機能異

常」、３ヶ月以内に消失するものを「単純性関節

炎」、それ以上か完全に治癒しないものを「関節

炎特殊型」の３種類に分類している。今回は「関

節機能異常」と思われる症例について以下に報

告する。
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【症例�】
６０歳代 女性 左足関節捻挫

初診日 ２週間前、入浴時滑って、壁で左肩を

打撲。その後左足部痛出現したため受診。

第４病日 左足部の痛み徐々に強くなり、リハ

処方。

リハ開始時評価

転倒時足部を捻った感じは無く、左肩の打撲

痛も無かった。

左足関節発赤・腫張など炎症症状も見られな

かった。

®w¨8�

±§¦¦�8� ³�ù8�(xy¬

Ði�ù-|8�â.��È×z-

®w¨8�

±§¦
³xy8�

AKA{48�

痛みの部位と機能障害発生部位の順序に従い、

仙腸関節・腰椎椎間関節・左足部の AKA施

行。
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治療開始時の主観的な痛みを１０とし、全く痛み

のない状態を０として評価する Numeric

Rating Scale 以下「NRS」リハ開始７日目

５／１０ 右 SLR ８０°に改善

リハ開始１４日目 足関節背屈にて痛みあるが

NRS１－２／１０に低下。以後、痛みがなくなり終

了とする。
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症例�の考察
打撲部位とは全く関係の無い左足関節の痛み

を訴えたが、滑ったとき、気づかない程度の捻

挫を起していた可能性は考えられる。しかし、

関節などに炎症症状などの器質的な変化も無い

ため、AKAにて対応した。

２週間以内に痛み・SLRが改善したことなど

により、入浴時滑ってバランスを崩したときに、

体幹などに異常な力が加わり、体幹関節などの

関節機能異常を起し、左足部に関連痛を誘発し

たことが考えられる。
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【症例�】
６０歳代 女性 職業：介護職 診断名：左肘

腱鞘炎

初診日 左肘関節痛にて仕事に支障を来たし、

来院。レントゲン上は異常なし。エコー所見は

腱鞘炎・骨変性を認め、湿布・痛み止めにて対

応していた。

第７病日：痛み変化なく、リハ開始。

開始時評価にて、常時、左肘中心に放射状の強

い痛みがあり、左肘屈曲 ９０°にて痛み・運動

制限を認めた。
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治療として AKAは、仙腸関節・上位胸椎・肋

椎関節・肩・肘関節を施行した。
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終了時 NRSは変化無かったが、左肘屈曲

１２０°まで可能となった。

リハ開始６日目 治療前 NRSは１０／１０、左肘屈

曲１２５°AKA治療後後 NRSは５／１０ 肘屈曲

１３５°に改善。翌日より、左手で洗顔ができるよ

うになる。

リハ開始１０日目 胸椎椎間関節 AKA中、左肘

関節中心の放散痛が消失。NRSが５から０にな

り、左肘屈曲１４５°に改善

リハ開始１３日目 AKA後、左肘屈曲１４０°NRS

２→１になる。

以後、来室はしていないが、現在、痛みは消失

し、問題なく介護の仕事をされている。
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外来・訪問嚥下リハビリテーションの取り組みと効果

発 表 者 大倉 美保 （香川県：さぬき市民病院 リハビリテーション科）

共同研究者 山本 美佐子、名出 美紀
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症例２の考察

服薬や湿布などで変化が無かったこと、リハ

開始１０日目、上位胸椎 AKA治療中に左肘の痛

みが消失したこと、３週以内に痛みが仕事に支

障のない範囲まで軽減したことなどにより、上

位胸椎などの関節機能異常による関連痛により

左肘関節痛を起していたものと考えられる。
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【まとめ】

今回のように、関連痛を起している場合、痛

みの部位の画像診断だけで判断することは難し

い。関節機能異常による痛みの場合、AKAにて

異常を改善して痛みの変化をみていく必要があ

り、AKAは評価・治療として有用と考える。
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【はじめに】

さぬき市は高齢化率３０．３８％と非常に高齢者の

多い地域であり、高齢化にともない摂食、嚥下

障害患者は増加し、嚥下障害を主訴として当院

を訪れる患者も多くみられる。高齢者の生命維

持・QOLの向上のためには摂食嚥下機能の維持

改善が必要であるが、在宅生活では維持改善の

困難症例がみられる。現在、さぬき市で嚥下リ

ハビリを行っている施設は当院のみでありその

重要性を感じ、今回、外来・訪問リハビリを実

施し、その取り組みや効果について検討した。
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【対象】

対象は平成１４年９月～２５年８月までに外来・
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