
膝関節他動屈曲時の膝窩部痛に対する運動療法について

～変形性膝関節症例を対象として～

○橋本 貴幸１）・林 典雄１）・鵜飼 建志１）・長田 瑞穂１）・堀 信宏１）・大嶽 昇弘１）・長谷部 武久１）・

山田 みゆき１）・村井 利江１）・東 隆雄（ＭＤ）２）・大須賀 統子２） 

１）平成医療専門学院 ２）あずま整形外科

【対象】平成１２年５月１日から７月２８日までの期間に、あずま整形外科を受診し、変形性膝関節症と診断され、

膝関節他動屈曲時に膝窩部痛を訴えた症例６名１１膝を対象とした。

【方法】（１）理学的所見：①膝窩部疼痛出現可動域の測定、②圧痛部位の確認、③筋緊張の程度、④内外側半月

板の可動性の触診、⑤ＶＡＳスケールを用いた疼痛の内容と程度を評価した。（２）理学療法の実際：①膝窩筋に

対しては、開始肢位を約８０゜屈曲位とした。この肢位から屈曲約１００゜の範囲内で、膝関節屈曲と膝窩筋の走

向に沿った下腿内旋を強調した自動介助運動を中心に施行した。②半膜様筋に対しては、可動範囲内で下腿内旋を

伴った膝関節屈曲の自動介助運動を施行した。この時、半腱様筋の収縮を抑制するために、徒手にてＭＴＪに圧迫

を加えた。これら①・②の運動は、圧痛が消失するまでとした。

【結果】①疼痛出現可動域は、１２６゜～１５８゜の範囲で存在し、運動療法後、疼痛は全症例消失し、可動域は

１３７゜～最終可動域の範囲で、全症例約１０゜前後の可動域の増加を得た。②運動療法前の圧痛部位は、膝窩筋

筋腹、半膜様筋付着部付近の２つの筋に認められた。運動療法後、全て圧痛は消失した。③筋緊張は、圧痛の存在

した膝窩筋に通常よりも高い緊張を感じた。運動療法後、筋緊張は低下した。④半月板の可動性は、内外側半月板

の後角の動きが、触診上低下しており、運動療法後は、スムースな可動性を得た。⑤ＶＡＳスケールは、運動療法

前平均５９．８点であり、その内容は、１）引っ張られるような：６膝、２）引きつれるような：４膝、３）だる

い：４膝、その他で、運動療法後の疼痛は消失した。

【考察】膝窩部痛の消失は、浅野が報告しているように半月板の可動性を含めた後方支持組織のＩｍｐｉｎｇｅｍ

ｅｎｔが改善されたことによるものと推察された。今回の結果から、膝関節他動屈曲時の膝窩部痛が存在する場合

は、膝窩筋筋腹、半膜様筋付着部付近の圧痛、半月板の可動不良などの理学的所見を確認し、変形性膝関節症例の

みならず、膝窩部痛を呈する膝関節障害の運動療法として有効であると考えられる。

変形性膝関節症における歩行時痛に対するテーピング療法
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［目的］今回、変形性関節症による疼痛の原因の一つである膝関節周囲筋の筋力低下に着目し、筋力増強を目的と

したテーピングが、ダイナミックアライメントで発する疼痛に対して良好な結果を得られたので報告する。

[対象］当院通院患者で、立位または歩行時に膝関節痛を訴える１２例を対象とした。またＦＴＡを測定し、１７

５゜以下をＡ群（３例）、１７６゜－１７９゜をＢ群（３例）、１８０゜以上をＣ詳（６例１）に分類した。

［方法］テービングは坐位にて膝関節軽度屈曲、ｔｏｏ ｉｎの肢位で足底を床に接地させ、下腿前面から内側近



位方向に膝窩を回り、膝関節外側を通って大腿前面中央に停止するよう巻いた。テービングの角度は内側広筋筋線

維の走行に平行となるよう合わせた。テーピング施行後、坐位にて膝関節屈伸運動を２０～３０回行い訓練終了と

し、皮膚に異常が出ない限り１日テーピングを巻いたまま行動するよう指示した。またＶａｓスケールを使用し、

治療開始時と治療終了時にデータをとり疼痛の変化をみた。

[結果］疼痛減少率はＡ群では平均６７．５％（平均治療回数１７．７回）、Ｂ群では平均７４．２％（平均治療回

数２１．３回）、Ｃ群では７９.５％（平均冶療回数８．８回）であった。今回の結果から、テーピングにより内側

広筋の筋活動が高まり下腿の外施が制動されダイナミックアライメントに対する安定性が得られたことで疼痛が

軽減されたと考えられる。また内側広筋の活動を高めることによって、外側広筋の筋活動をも優位に上げ外方動揺

を制動する結果、疼痛が軽減されると考えられる。

腰部椎間板ヘルニアに対する９０゜－９０゜牽引の治療効果について
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「はじめに」腰部椎間板ヘルニア（以後ヘルニア）に対する保存療法の一つとして、９０゜－９０゜牽引が着目さ

れつつある。今回、ヘルニアを腰権レベル別（Ｌ３／４、Ｌ４／５、Ｌ５／Ｓ１）に分類し、９０゜－９０゜牽引

の治療効果について比較検討した。

「対象」ＭＲＩにより確認されているヘルニア４５名を対象とした。調査期間中は薬物療法のみとし、注射療法・

観血的治療を行ったものは前日までとした。

「方法」Ｃｏｔｔｒｅｌｌによって開発された９０゜－９０゜牽引を使用した。９０゜－９０゜牽引の効果判定は、

腰痛においてはＶＡＳを、総合評価として日本整形外科腰痛治療判定基準（以後日整会）を用いて評価した。各権

間の比較として有効性を確認するため、初診時から最終時までのＶＡＳ及び日整会の変化量を改善量として比較し

た。統計学的対応のある一元配置の分散分析を用いた。

「結果」ＶＡＳ及び日整会の各権間において有意に最終評価で良好な成績が得られた。ＶＡＳでは各群において良

好な成績が得られた。日整会ではＬ４／５、Ｌ５／Ｓ１レベルでの改善度がＬ３／４に対し、より良好であった。

日整会の項目としてＡＤＬ及び他覚所見のうちＳＬＲの改善度が、Ｌ４／５、Ｌ５／Ｓ１において高かった。また

知覚・筋力では各椎間での改善程度は低かった。

「考察」９０゜－９０゜牽引は腰椎を後彎したｐｏｓｉｔｉｏｎをとりながら椎間板内圧を減少させ、椎間板によ

る神経根への機械的な刺激を取り除く事で、各椎間において良好な成繊が得られたと考えられる。またより椎間板

後方の拡大傾向のあるＬ４／５・Ｌ５／Ｓ１においてはより根性疼痛が軽減し、ＡＤＬ及びＳＬＲが改善したと考

えられる。しかし、知覚・筋力の回復度合いが少ないのは、神経線維の変性が考えられた。

梨状筋症候群に対する理学療法の試み 
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【要旨】

梨状筋症侯群は、梨状筋や上双子筋等により坐骨神経が圧迫され坐骨神経痛・支配領域の疼痛・知覚異常を呈す

る紋扼性神経障害の一つで、腰椎椎間板ヘルニアとの鑑別に苦慮することが多い疾愚である。これに対する治療法

の選択は、通常運動を控える等の安静であり、症状の頑固な場合や、運動・知覚障害の持続する場含は手術的療法

（梨状筋筋腹切除・神経剥離・坐骨切痕部部分切除）が選択されることが多く、保存的療法は無効であるとの報告

もなされている。今回我々は、１９９９年３月～２０００年４月までに梨状筋症侯群と診断された症例、またはそ

れを疑われた３症例に対し、理学療法を施工し良好な結果を得られた。その方法として、疼痛を伴わない程度で梨

状筋に対する筋収縮を行わせ、その後股関節９０゜屈曲位で梨状筋へ、中間位でその他の外旋筋に対し等尺性収緒

を施行し、痛みのない範囲でストレッチを行った。この操作により治療開始から１２～２２日間で、痛みの消失な

いし減弱、そして歩行の軽快が得られた。これらの、具体的治療方法及ぴ経過について若干の考察を含め報告する。

長母趾伸筋腱の癒着により足関節機能障害が生じた一症例

和田 佳子１）・横山 大輔１）・田中 和彦２）・角島 元隆（ＭＤ）２）・皆川 太郎（ＭＤ）２）・林 典雄３） 
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【はじめに】本症例はＳａｌｔｅｒ－ＨａｒｒｉｓⅢ型に属し、一股的には予後は良好な症例である。今回長母趾

伸筋（以下ＥＨＬ）腱の癒着により足関節機能障害を有するに至った症例を経験したのでここに報告する。

【症例紹介】１１歳女性、診断名は右脛骨遠位端損傷（Ｓａｌｔｅｒ－ＨａｒｒｉｓⅢ型）、平成１１年７月２６

日自宅にて足を捻り当院外来受診、翌日腰麻下にて整復後ギプス固定を施行、同年９月６日より理学療法（以下リ

ハ）開始。

【初診時所見】足関節底屈５゜背屈２０゜、足関節最大底屈時母趾ＭＴＰ関節屈曲－３０゜足関節最大背屈時母趾

ＭＴＰ関節屈曲３０゜、ＥＨＬ筋腹での収縮は触診可能だがＥＨＬ腱の緊張ほ触知不能であり母趾自動伸展不能で

あった。

【経過】リハ閑始から１２Ｗ経過時、足関節底屈１５゜、足関節底背屈時母趾ＭＴＰ関節の屈曲角度が増加。１４

Ｗ経過時、足関節底屈４０゜、足関節底屈時母趾ＭＴＰ関節屈曲２０゜、ＥＨＬ腱の滑走が触診可能。１５Ｗ経過

時、足関節、ＭＴＰ・ＩＰ関節とも全可動域を獲得した。

【考察】初診時所見の現症を、動的腱固定効果を用い考察した結果、足関節より近位でのＥＨＬ腱部分に癒着部位

が存在したと考えられた。

ＲＡにおけるＴＫＡ施行後の足部・足関節痛について

渡辺 修司１）・杉山 墓１）・加藤 秀卓２）・原 修２）・林 典雄３）
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【目的】慢性関節リウマチ（以下ＲＡ）における、人工膝関節置換術（以下ＴＫＡ）後の他関節に及ぼす影響を示

唆した報告は少ない。今回我々は、臨床上高頻度に出現する足部・足関節痛に着目し、出現時期及ぴ部位から若干

の機能解剖学的考察を加え報告する。

【対象及び方法】平成５年から１０年の間に当院でＴＫＡを施行したＲＡ患者１０２名、１１１関節を対象とした。

ＲＡ膝治療成績判定墓準（日整会）における平地歩行能力と階段昇降点数の合計を歩行点数とし、術前後の有痛関



節部位を術前４．９土３．３日、術後５０．６±１７．１日に評価した。

【結果】術後歩行点数が有意に増加しているのに対し、術側足部・足関節痛は、術後有意に増加していた。また、

８０％が術後３～４週に訴えており、部位としては、外果後縁から前縁にかけて出現するものが３８％で、距腿関

節前面が３７％であった。

【考察】ＴＫＡ施行後、ＦＴＡ及ぴ下腿回旋異常は是正され、歩行能カも向上する。しかし、前足部及ぴ後足部変

形が残存するＲＡ患者において、距腿関節及ぴ距骨下関節にかかるストレスは術前と異なってくる。活助量増加に

伴う下腿前傾ストレス増強や距骨下関節の内反ストレスが、足部過回内・踵外反傾向にある足部に対し加わると考

えられる。今後、ＲＡにおけるＴＫＡ施行後の荷重訓練において、ＦＴＡ・下腿の回旋是正に伴う、足部・足関節

への影響を考慮する必要がある。

足関節果部骨折における理学療法成績について

～関節可動域を中心に～

山本 昌樹１）・山本 良次１）・古川 和徳１）・松本 寿夫（ＭＤ）２）

１）市立伊勢総合病院 ２）同整形外科

【はじめに】足関節果部骨折は日常よく遭遇する外傷で、この部の破綻は膝、股関節及び全身へ悪影響を及ぽし、

日常生活に多大な支障を来す。足関節は内果がｓｔａｔｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ、外果がｄｙｎａｍｉｃ ｓ

ｔａｂｉｌｉｚｅｒとして果間関節窩（ａｎｋｌｅ ｍｏｒｔｉｓｅ）を形成、距骨（足関節）を安定化、運動・

荷重機能が保障される。故に、正確・確実な解剖学的整復が必要で、手術が積極的に用いられ、理学療法（ＰＴ）

においても、より早期の足の機能改善が必要であり、今回、主に関節可動域（ＲＯＭ）に着目し、治療成績を示す

ものとする。

【対象】１９９８年７月より２０００年３月までに当院整形外科で治療及びＰＴ施行した９症例（男性１例、女性

８例、平均年齢４７．３歳、手術７例、保存２例、受傷機転は転倒３例、交通事故５例、他１例）、骨折の分類は

Ｌａｕｇｅ－Ｈａｎｓｅｎ（Ｌ－Ｈ）分類に従い、ＳＥＲⅡ；２例、Ⅳ；３例、ＰＥＲＩ；２例、Ⅳ；１例、ＳＡ

Ⅱ；１例であった。ＰＴ開始は受傷後平均３９．６日（術後平均３１．３日）、概ね６週までに正座、しゃがみ込

み可能、歩行自立、ＰＴ終了となった為、調査期間は６週間とした。

【結果】ＰＴ開始時ＲＯＭ足関節背屈平均７．２度、底屈３８．９度で、開始から１週までの変化が底背屈共に最

大（背屈７．８度、底屈６．１度）を示し、その後は徐々に改善、最終の６週では背屈２５．６度、底屈５２．８

度であった。

【考察】足関節果部骨折は関節内・荷重関節の骨折で、治療原則は解剖学的整復が最も重要であり、次いで早期Ｐ

Ｔが挙げられる。今回、全症例において整復は良好、ＰＴ開始はほぼ術後３－４週、保存は６週間のギプス固定後

より、ＰＴ開始前から足趾自動運動は行われていた。治療成績は、Ｌ－Ｈ分類による差を認めず、ＰＴ開始から１

週の変化が大きく、その後は徐々に改善を示した。これは、ギブス固定中より行った足趾自動運動が足関節周囲筋

群の滑走性・ａｍｐｌｉｔｕｄｅ・ｌｅｎｇｔｈを維持し、周囲の軟部組織へも影響、ギブス除去後の足関節運動

を伴った運動がＲＯＭを再獲得したと考えられ、その後は、治癒（炎症）過程で生じた拘縮が現れ、改善に時間を

要すものと考えた。治療に差がみられた２症例を比較すると、症例Ａでは術後１１日、ギプス固定中よりＰＴ開始、

症例Ｂでは術後２ヶ月よりＰＴ開始され、初期成績並びに経過で明らかな違いがみられ、早期ＰＴの重要性が再確

認されるものであった。



足関節両果骨折の術後理学療法を経験して

清水 智恵１）・小野 晶代２）・青木 隆明（ＭＤ）２）・林 典雄３） 
１）誠広会臨床研修センター ２）岐阜中央病院 ３）平成医療専門学院 理学療法学科

【はじめに】足関節両果骨折の診断およぴ治療にはＬａｕｇｅ－Ｈａｎｓｅｎ分類が今日世界中で最も広く用いら

れている。本症はＬａｕｇｅ－Ｈａｎｓｅｎ分類にて足部内がえし位にて距骨が内転・内旋方向に強制されること

により外果の横骨折と内果の斜骨折が生じたｓｕｐｉｎａｔｉｏｎ－ａｄｄｕｃｔｉｏｎ型（以下ＳＡ型）ｓｔａ

ｇｅⅡである。今回このような症例の術後理学療法を経験する機会を得たので、機能解剖学的考察を加え報告する。

【症例紹介】症例は６２歳の女性であり、平成１２年３月２１日交通事故こて受傷、右足関節両果骨折（Ｌａｕｇ

ｅ－Ｈａｎｓｅｎ分類ＳＡ型ｓｔａｇｅⅡ）と診断された。同年３月３１日腰麻下にて内果・外果の内固定後、足

関節軽度底屈位にてギプス固定、数日後シャーレ固定に変更し、同年４月１７日より理学療法（以下ＰＴ）開始と

なった。

【初診時所見および経過】初診時足関節可動域（以下ＲＯＭ）は背屈０゜底屈３０ （゚健側背屈２５゜、底屈４０゜）

であり、足関節底屈位と比較し背屈位にて足趾の伸展角が軽度減少していたことから足趾屈筋群の短縮が伺われた。

また下腿遠位から前足部にかけ浮腫を認めた。ＰＴ開始６Ｗ後に足趾伸展角は足関節の肢位に関わらず良好となり、

９Ｗ後には足関節ＲＯＭは背屈・底屈共に健側比にて１００％にまで改善した。

【考察】本症は関節内骨折であり、整形外科的治療原則は①解剖学的整復②強固な固定③早期運動療法である。今

回ＰＴ開始後から浮腫対策、足関飾軽度底屈位固定であることを考慮した足趾の自動運動、足外筋の筋収縮により

筋腱の癒着およぴ短縮防止とアンプリチュードの維持・改善、関節包・骨間膜の短縮防止に努めた。その結果ＲＯ

Ｍ訓練を効率的に行うことができ、良好な成績が得られたと考える。本症例を通じて整形学的整復及び強固な固定

がなされた後、より早期から適切なＰＴを行っていく必要性を再認識した。

外傷後の足関節ＲＯＭ障害に改善を認めず関節固定術に至った一例

岸田 敏嗣１）・篠田 信之２）

１）国立名古屋病院 ２）愛知ブレース

【はじめに】外傷による多発骨折の症例では、治療に難渋する場合がある。特に関節部やその近傍ではより著名な

関節機能障害が残存する例がみうけられる。より早期からの理学療法が求められるが、創外固定やＣＡＳＴ固定に

て長期間関節固定が行われる症例も散在する。拘縮の予防として筋腱のｇｌｉｄｉｎｇを維持するための治療は行

われるが、初期治療により大きく左右される。今回、多発外傷後にＲＯＭ制限が発生し、長期間治療に難渋し、最

終的に足関節固定術に至った症例を経験したので、反省を含めて経過を報告する。

【症例】２１歳女性。右大腿骨骨折・右下腿開放骨折にて、受傷後約１７日目に大腿に対してキュンチャー釘、下

腿に対して下腿－中足骨間創外固定施行。術後約６週後に再度創外固定施行。更にその３週後に下腿に対して骨移

植術施行。その状態で受傷後約４．５ヶ月後に当院転院。下腿－中足骨間創外固定はそのまま、理学療法開始。初

診時、膝屈曲約６０度、足関節は底屈内反位にて固定されていた。当面膝関飾に対して治療し、ほぼ一ヶ月で制限

は消失した。その状態で筋力増強訓練と足趾の自動運動を中心に訓練を進め、受傷後８ヶ月の時点で他院にて創外

固定除去及びキュンチャー釘手術施行。約１ヶ月で退院し当院にて外来フォロー開始した。内反変形あるも背屈－

１０度程。足関節に対する治療を中心に進めるも、改善せず、内反のため荷重時にｗｅｉｇｈｔが乗らず、常に底



屈位での歩行となる。約３ヶ月の治療で改善が見られず、他院にてアキレス腱延長術旋行。１．５ヶ月後より当院

にて外来フォロー開始。背屈はほぼ０゜であるが、内反が残存しており、ｗｅｉｇｈｔが外側に落ちてしまう。義

肢装具士に相談し、ｂｒａｃｅ作成。しかし、経過と共にＲＯＭ増悪が見られ、膝腰に疼痛を訴えるようになり、

距骨関節面にも変性が見られたため、受傷後約３年の時点で他院にて足関節固定術施行し現在に至る。 

「胸郭出口症侯群牽引群における理学療法について」

○田中 和彦１）・柴田 博次（ＭＤ）１）・皆川 太郎（ＭＤ）１）・和田 佳子２）・青木 隆明（ＭＤ）２）・

林 典雄３）・長田 瑞穂３）

１）平野総合病院・２）岐阜中央病院・３）平成医療専門学院

【目的】我々は、ＴＯＳ牽引群の肩関節周囲筋力特性に基づき、理学療法を実施し、良好な成績を得たので、今回、

実施した具体的な理学療法について報告する。

【対象】２ケ月以上経過観察が可能であった１５名（男性６名、女性９名）である。

【理学療法】初期において僧帽筋中部線維訓練として、仰臥位にて筋の線維方向に合った肩甲骨の上方回旋を伴う

内転運動の誘導を実施し、また棘上筋訓練として、仰臥位にて肩甲骨を固定し、筋収縮を触診しながら、外転運動

を実施した。また、姿勢指導は、そのポイントとして、正面より観察される鎖骨長軸アライメントがＶ字型もしく

は無理なく鎖骨遠位がもとの位置より上方にて保持できる位置の確認と、側面では耳垂、頸部、肩峰が垂直線上に

なる位置を確認させた。その後、積極的な理学療法への移行の目安として、挙上運動に伴う肩甲骨下角のＷｉｎｇ

ｉｎの減少、消失が得られた時点より、僧帽筋下部線維訓練を開始した。訓練は、仰臥位にてｓｃａｐｕｌａ ｐ

ｌａｎｅで約９０゜から１２０゜の範囲で肩甲上腕関節の運動を抑制しつつ、肩甲骨の上方回旋、下制運動を誘導

した。さらに筋力増強に伴い、腹臥位にて僧帽筋中部、下部線維訓練へと移行し、Ｃｕｆｆ訓練とともに、肩関節

周囲筋をバランスよく配合した理学療法を実施した。

【結果】肩関節周囲筋の筋力増大にともない、熊大式ＴＯＳ臨床評価、頸肩腕痛に関するＶＡＳ ｓｃａｌｅとも

に著明な改善を認めた。

【考察】理学療法にて僧帽筋中部線維と棘上筋の訓練、続いて肩関節周囲筋の訓練にて肩甲胸郭関節、臼蓋上腕関

節の安定性・運動性の獲得できたと考えられた。

肩甲胸郭関節機能障害を基盤としたＴＦＣＣ損揚の１例

○橋本 貴幸１）・鵜飼 健志１）・林 典雄１）・大嶽 昇弘１）・長谷部 武久１）・堀 信宏１）・山田 みゆき

１）・田中 和彦２） 
１）平成医療専門学院 ２）平野クリニック

【症例紹介】症例は某ソフトテニス部に所属する１９歳女性で、ポジションは前衛である。右手関節尺側に運動時

痛及び右頸部より前腕までのシビレ出現し、平成１１年９月２８日、某整科を受診し、ＴＦＣＣ損傷と診断された。

【初診時所見】主訴は、ボールインパクト時の手関節尺側の疼痛であった。手関節尺側には圧痛が存在し、手関節

尺屈の自動・他動共に運動時痛を認めた。肘関節内側には、屈曲外反ストレス時に疼痛を認めた。右頸部より前腕

にかけてＲａｄｉｃｕｌｏｐａｔｈｙを認め、胸郭出口症候群（以下ＴＯＳ）牽引型の合併が疑われたため、熊本

大学式ＴＯＳ機能評価を施行したところ、総合点数は７５点であった。ＭＭＴは、肩関節屈曲・外転共に、肩甲骨



固定４、肩甲骨非固定３＋、僧帽筋中部線維２＋、僧帽筋下部線維２であった。上肢下垂位での肩甲骨アライメン

トは、外転・下方回旋傾向にあった。関節可動域は、各関節Ｈｙｐｅｒ Ｍｏｂｉｌｉｔｙであった。

【経過】初診時、肩甲骨内転位保持と肩甲骨内転位保持と肩甲骨内転運動を指導した。１２月上旬、ＭＭＴは、肩

甲骨非固定４、僧帽筋下部線維３と筋カ増大を認め、姿勢保持も良好となってきた。熊本大学式機能評価は９３点

となり、それに平行してＴＦＣＣの疼痛も軽減してきている。現在、ソフトテニス部で活躍中である。

【考察】本症例は、僧帽筋中部線維、下部線維の筋力低下に伴う肩甲胸郭関節の機能障害により、十分な肩甲骨の

上方回旋及び固定が得られず、上肢の挙上及び保持が困難であった。前衛に多く用いられるハイボレーやスマッシ

ュ動作では、肘下がりとなりやすく、肘関節外反・手関節尺屈を伴ったラケット操作が必然的に強要されたと考え

られた。これらの手関節尺側に対する機械的反復ストレスにより、ＴＦＣＣ損傷に至ったものと推察された。

肩上方関節唇損傷（ＳＬＡＰ Ｌｅａｓｉｏｎ）修復術後、投球障害を呈した１症例

林 典雄１）・鵜飼 建志１）・橋本 貴幸１） 
１）平成医療専門学院 理学療法学科

【はじめに】肩上方関節唇損傷（Ｓｕｐｅｒｉｏｒ Ｌａｂｒｕｍ ｂｏｔｈ Ａｎｔｅｒｉｏｒ ａｎｄ Ｐｏ

ｓｔｅｒｉｏｒ Ｌｅｓｉｏｎ 以下ＳＬＡＰ Ｌｅａｓｉｏｎ）は、１９９０年Ｓｙｎｄｅｒにより報告された

肩関節内病変の１つである。今回、ＳＬＡＰ Ｌｅａｓｉｏｎに対する修復術後、投球障害を呈した症例を経験す

る機会を得たので、肩関節機能評価に基づく理学療法の実施について考察する。

【症例およぴ現病歴】症例は２６歳の男性で、草野球チームの投手である。１９９７年春より右肩痛を自覚し、投

球時肩から前腕にかけての放散痛と投球に伴う引っかかりを自覚していた。１９９８年３月某大学病院整形外科を

受診し、ＭＲＩにてＳＬＡＰ Ｌｅａｓｉｏｎ ｔｙｐｅ Ⅱと診断後、上方関節唇のｏｐｅｎ ｒｅｐａｉｒを

施行した。１９９９年９月転勤のため某市民病院に紹介受診した。関節拘縮と疼痛のためｃｏｃｋｉｎｇ ｐｈａ

ｓｅはとれず、ｆｏｌｌｏｗ ｔｈｒｏｕｇｈ時には肩後方に疼痛を訴えた。１９９９年９月１８日、理学療法目

的に紹介され治療を開始した。

【理学療法経過及び考察】初診時可動域は、１ｓｔ肢位外旋及び２ｎｄ、３ｒｄ肢位内旋・外旋が健側比５０％～

７０％と制限を認め、ｒｏｔａｔｉｏｎ ｇｌｉｄｅではｃｒｉｃｋ ｓｉｇｎが触知できた。肩甲骨固定時の筋

力は全方向において健側比２５％～６０％、非固定時筋力では健側比５０％～７０％程度であった。上肢挙上に伴

う肩甲上腕リズムでは、早期かつ過剰な肩甲骨の上方回旋および外転が観察された。また、９０゜外転位からの水

平内転では著明な肩甲骨内側縁のｗｉｎｇｉｎｇを認めた。これらの所見より、烏口上腕靱帯の短縮に伴う大結節

の後方移動の減少に加え、中・下臼蓋上腕靭帯の短縮によるｃｏｃｋｉｎｇ ｐｈａｓｅ等での動作障害の惹起、

同時に、下方関節包の短縮による骨頭の突き上げがｉｍｐｉｎｇｅｍｅｎｔを引き起こしているものと考えられた。

治療８回目の２月１６日、肩関節可動域は全ての範囲で健側比１００％、２ｎｄ肢位の外旋は健側比１００％を越

える可動域を獲得した。その後、烏口上腕靱帯を選択的に伸張しｃｏｃｋｉｎｇ ｐｈａｓｅへの移行を円滑化し

た後、肩板訓練の継続を指導し治療を終了した。２０００年５月からのリーグ戦には３塁手として活躍している。

結帯動作時に生じる肘関節外側及ぴ前腕外側部痛について

林 典雄１）・鵜飼 建志１）・橋本 貴幸１）・長田 瑞穂１）・青木 隆明２）・東 隆雄３）・大須賀 統子３） 



１）平成医療専門学院 理学療法学科 ２）岐阜大学医学部 ３）あずま整形外科

【はじめに】肩関節周囲炎をはじめとする有痛性肩関節疾患症例では、肩関節疾痛のコントロールと共に、肩関節

挙上制限に対する可動域訓練が一般に広く行われている。しかしその一方で、肩関節拘縮をある程度改善させたと

しても、結帯動作の際に前腕外側部痛を訴える症例に時折遭遇する。この疼痛は、肩関節挙上時には出現せず、同

部の圧痛も認められない一方で、肩関節の伸展運動に伴い出現してくる特徴を持っている。我々はこの疼痛部位が、

筋皮神経から連なる外側前腕皮神経の支配に一致していることから、筋皮神経を媒介とした関連痛ではないかと考

察した。そこで、烏口腕筋と筋皮神経との関係を肉眼的に観察し、興味ある知見が得られたので、臨床所見との関

連を交え報告する。

【結 果】①解剖学的観察結果：烏口腕筋の形態は、上腕骨近位内側面より上腕二頭筋短頭腱に向かって、半羽状

の形態を呈しており、その近位１／２からは、上腕二頭筋短頭腱と共に共同腱として烏口突起に付着していた。筋

皮神経は、烏口腕筋の近位１／３あたりから直接烏口腕筋に侵入し、烏口腕筋を貫通した後、上腕二頭筋、上腕筋

に分布していた。肩関節を伸展させると筋皮神経は強く緊張し、同時に烏口腕筋の筋線維角も著明に急峻化し筋皮

神経を強く絞扼した。②臨床観察結果：結滞動作時の肘関節外側から前腕外側部の疼痛４例、肘窩から肘関節外側

の疼痛が１例であった。触診上、烏口腕筋の緊張が健側に比べて高い者５例中５例、烏口腕筋の圧痛所見があった

者５例中４例、烏口突起下部の圧痛５例中３例であった。関節可動域は挙上平均１４５゜、第１肢位での外旋平均

４５゜であり、内旋はＬ５レペル２例、Ｌ３レベル１例、Ｌ１レベル２例であった。烏口腕筋に対する等尺性収縮

を用いたｒｅｌａｘａｉｏｎにより、全例に結帯動作時の疼痛は消失し、内旋可動域も４椎間から６椎間程度拡大

した。

【考 察】今回の結果より、筋皮神経は烏口腕筋内を貫通すること、肩関節伸展によって強く絞扼、伸張を受ける

こと、臨床的に烏口腕筋の緊張が常に高いこと、また同筋のｒｅｌａｘａｔｉｏｎにより速やかに疼痛が消失する

ことが明らかとなった。横山は、末梢神経における圧迫と伸張に伴う易損傷性について報告し、両者が合併するこ

とで神経のワーラー変性は加速されることを示した。つまりこの疼痛は、烏口腕筋の攣縮による持続的圧迫刺激の

存在下に、結帯動作による筋皮神経のさらなる絞扼・牽引が加わることで生じる関連痛ではないかと考えられた。

腱板損傷患者の上肢挙上に対する理学療法

◎浅野 昭裕

碧南市民病院

【はじめに】三角筋、大胸筋などのｏｕｔｅｒ ｍｕｓｃｌｅに対し、ｒｏｔａｔｏｒ ｃｕｆｆがｉｎｎｅｒ ｍ

ｕｓｃｌｅｓと呼ばれ、その役割が肩甲上腕関節における動筋として以上にｏｕｔｅｒ ｍｕｓｃｌｅｓが働く際

の支点形成ととして重要であると理解されてから、Ｃｕｆｆ－Ｙ ｅｘ.やＪｏｂｅ’ｓｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎ ｅ

ｘ.などの訓練方法が理学療法として浸透していった。一方肩腱板損傷においては腱板第４層の線維方向の特性や

ｒｏｔａｔｏｒ ｃａｂｌｅの理論を理由に残存するｉｎｎｅｒ ｍｕｓｃｌｅｓの収緒力を高めることが上肢

挙上につながると考えられ、上記の訓練方法が広く選択されている。しかしｓｃａｐｕｌｏ－ｈｕｍｅｒａｌ ｒ

ｈｙｔｈｍｅとして知られているように、肩甲骨の運動が重要であることもまた周知の事実である。今回上肢挙上

困難な腱板損傷の２症例が短期間で挙上可能となったことから、ｏｕteｒ ｍｕｓｃｌｅｓやＩＳＴ（ｉｎｔｅｒ

ｓｃａｐｕｌｏ ｔｈｏｒａｓｉｃ）ｍｕｓｃｌｅｓの訓練を上肢挙上位で行うことが有効と思われたので報告す

る。 
【症例】１.７０歳男性、右腱板損傷、１０ヶ月挙上不可、治療前屈曲８０゜（１５０゜）



２．５２歳男性、右肩腱板損傷、６ヶ月問挙上不可、治療前屈曲５０゜（１６０゜）

２症例とも前医で理学療法（ｉｎｎｅｒ ｍｕｓｃｌｅｓ強化含む）を行っていた。筋萎縮は軽度

【理学療法】上肢他動最大挙上位で徒手抵抗による肩の屈曲および外転と、肩９０゜屈曲位での肩甲骨内転の抵抗

運動各２０回程度

【結果】症例１は理学療法初日に自動屈曲１４５゜、症例２は初日９０゜、５日には１６０゜と短期間で自動屈曲

が可能となり、以後持続した。

【考察】肩甲上腕関節における支点形成のためにｉｎｎｅｒ ｍｕｓｃｌｅｓのｐ強化は重要であるが、ｏｕｔｅ

ｒ ｍｕｓｃｌｅｓやＩＳＴ ｍｕｓｃｌｅｓが協調して機能してこそ挙上可能となる。肩甲骨の上方回旋角に対

する腱板機能の効率の違いは理論化されており、上肢挙上困難な腱板損傷患者に対し挙上位でのｏｕｔｅｒ ｍｕ

ｓｃｌｅｓ、ＩＳＴ ｍｕｓｃｌｅｓへの訓練が自動挙上獲得に対し有効であった。


