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より美しく

より効率的に

より安定して

正常に近い動作

安定性を重視する段階
（BOSに対する重心の位置）
（重心の移動幅）

効率性を重視する段階

（重心の移動や関節運動の円滑性など
のエネルギー消費的な効率性）
（課題遂行時間などの時間的効率性）

対称性を重視する段階
（関節運動の左右差などの運動学的な対称性）
（立脚時間の左右差などの時空間的な対称性）

リハプログラムの優先順位



片麻痺患者のバランス障害

• 患者の80％にバランス障害がある（Tyson S，2006）

• 患者の62％が転倒しそうになった経験があり，

55％の患者は入院中に１回以上転倒している

（Ashburn A，2008）

• 大腿骨頚部骨折の頻度は，同年齢の高齢者と比べて

1.4倍多い（Dennis MS，2018）

→

ため，転倒したと
きに大惨事になり
やすい



歩行と転倒の研究動機（歩行成功時）



歩行失敗時

上手く歩けた時と，途中
でバランスを崩した時と
で何が違ったのか？



一般的なバランストレーニング
グラグラさせておけばバランスのトレーニングになるわけではない

代償的に固定しようとしたり，重心を下げる癖がついてしまう



失敗例（麻痺側立脚終期の姿勢の変化）

初回歩行 ３か月後



先行研究（転倒の動作解析）

足部につけたワイヤーを引っ張って転倒させる

Bhatt T, Pai Y-C. Long-term retention of gait stability improvements. J Neurophysiol. 2005; 94 (3) :1971–9. 



・紐を切って片麻痺患者のステップ反応を分析

Mansfield A, Inness EL, Lakhani B, et al. Determinants of limb preference for initiating compensatory stepping poststroke. Arch Phys Med 

Rehabil. 2012;93(7):1179–84. 



・床をスライドさせて転倒誘発

Kajrolkar T, Bhatt T. Falls-risk post-stroke: Examining contributions from paretic versus non paretic limbs to unexpected forward gait slips. J 

Biomech. 2016;49(13):2702–8. 

麻痺側接地時

非麻痺側接地時

床スライド

床スライド

非麻痺側



施設内216台のカメラから130人（延227回）の転倒の因子を分析

Robinovitch SN, Ph D, Feldman F, et al. Video Capture of the Circumstances of Falls in Elderly People. Lancet. 2013;381(9860):778–82. 



転倒しないための要件

①静的バランス能力（静止立位保持能力）
BOSの範囲内にCOMを留める能力

②動的バランス能力（内乱）
変化するBOSに対してCOMを動かす能力

③動的バランス能力（外乱）

外乱（床面の移動やプッシュ）に対してバランスを
維持するために適切なタイミングとそれに見合った
反応を行う能力

Vivian Weerdesteyn, Falls in individuals with stroke, J Rehabil Res Dev. 2008;45(8):1195-213.



片麻痺患者の内乱の原因

• 姿勢の安定性の低下
• 姿勢反応の低下
• 前方への推進力低下
• 遊脚期の股関節・膝関節の屈曲不足
• 立脚期の固定性の低下

Weerdesteyn V, Niet M de, van Duijnhoven HJR, et al. Falls in individuals with stroke. J Rehabil Res Dev. 2008;45(8):1195–214. 

しかし，片麻痺患者が転倒する各種パターン
を詳細に分析した研究はない



36 名 (45 試行)

n=36

不全の脊損患者 (n=2) 

両麻痺患者 (n=1)

通常歩行

39名 (48試行)

1,056 名 (28,519 試行)

歩行中

転倒しそうに
なった1,017名 (28,476 試行)

片麻痺患者

中伊豆リハセンターで三次元動作解析装置を用いた歩行計測を行った全患者

歩行計測中に転倒しそうになった事例調査





Q1：どう失敗しそうですか？



A1：こう失敗します



• 全員に共通して何が起きたか

全体と個をバランスよく考える

分析方法

マクロな視点

メゾな視点

ミクロな視点

全体的に言えることを考える

個別の問題点を考える

• 転倒パターン別に何が起きたか

• １症例の転倒ストーリー



• 対象者：転倒1歩前の１歩行周期（麻痺側ICから）
が抽出できた患者31名

• 解析指標：
平均歩行速度，歩幅，IC時の足関節からの重心前後位置，下腿傾斜角度，床反力最
大値，足関節角度最大値，膝関節角度最大値，股関節角度最大値，足関節モーメ
ント最大値，膝関節モーメント最大値，股関節モーメント最大値，骨盤角度最大
値，上部体幹角度最大値，上部体幹前後傾角度変化

• 統計学的処理：

マクロ分析

通常歩行周期
（３歩行周期の平均値）

転倒１歩前の
１歩行周期

対応のあるｔ検定（有意水準5％）

比較



目的

IC     LR      MSt PSw ISw   MSw    IC     LR    MSt PSw ISw

分析期間 パターン分類

転倒介助前にセラピストが察知しているのは何か？

「通常歩行と比べ，転倒しそうになる１歩行周期前
にどのような異常が出ているのかを明らかにする」



全体

通常歩行 転倒時 p値

平均歩行速度（ｍ/ｓ） 0.238±0.137 0.184±0.122 0.011

麻痺側歩幅（ｍ/身長） 0.121±0.092 0.127±0.104 0.795

非麻痺側歩幅（ｍ/身長） 0.144±0.09 0.119±0.088 0.092

IC時の足関節からの重心前後位置(m) -0.072±0.054 -0.08±0.065 0.592

LRの下腿前後傾角度変化量（度） 4.715±5.166 4.944±5.97 0.938

LR最大背屈モーメント（Nm/体重kg） 0.005±0.037 0.03±0.071 0.024

LR最大膝伸展モーメント（Nm/体重kg） 0.148±0.122 0.131±0.168 0.416

LR最大股伸展モーメント（Nm/体重kg） 0.417±0.288 0.368±0.329 0.436

SS最大股外転モーメント（Nm/体重kg） 0.512±0.219 0.58±0.249 0.031

IC時骨盤後傾角度（度） -7.836±5.138 -7.707±6.521 0.813

反対側FO時骨盤麻痺側への回旋角度（度） -6.225±6.332 -7.485±7.142 0.268

1周期体幹屈伸角度変化量（度） 8.486±2.962 10.535±4.872 0.005

Osada Y, et al. :Abnormal Gait Movements Prior to a Near-Fall in Individuals Following Stroke. 

Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 2021



転倒1歩前の麻痺側1歩行周期の特徴
①平均歩行速度

通常歩行 転倒前

p<0.05

平
均
歩
行
速
度
（

m
/s
）

転倒前の一歩行周期は
歩行速度が低下している

遅い
※0.5秒刻みの図



転倒1歩前の麻痺側1歩行周期の特徴
②重心左右移動幅

通常歩行 転倒前

p<0.05

移
動
幅
（

m
）

転倒前の一歩行周期は
重心の左右移動幅が大きい

通常歩行 転倒前



転倒1歩前の麻痺側1歩行周期の特徴
③荷重応答期最大背屈モーメント

通常歩行 転倒前

p<0.05
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転倒前の麻痺側LRでは
背屈モーメントが小さい
（底屈モーメントが大きい）

通常歩行 転倒前



転倒1歩前の麻痺側1歩行周期の特徴
④麻痺側股関節外転モーメント

通常歩行 転倒前

p<0.05
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転倒前の単脚支持期では

麻痺側股関節外転モーメント
が大きい

通常歩行 転倒前



転倒1歩前の麻痺側1歩行周期の特徴
⑤体幹前後傾角度変化量

通常歩行 転倒前

p<0.05

角
度
変
化
量
（
度
）

転倒前の一歩行周期では
体幹前後傾角度変化が大きい



まとめ

【転倒直前の歩行周期】
股関節外転モーメント「大」→重心の左右移動「大」

これが歩行速度の
低下と体幹の動揺
を引き起こし，次
の歩行周期で転倒
しているのでは？

マクロ分析



Osada Y, et al.: Seven patterns and five directions of falling in patients with stroke, 13th ISPRM, 2019

転倒パターンの
内訳（n=36）

メゾ分析



本日のまとめ

各パターンの分析と，その治療法を紹介します

次回の予告

片麻痺患者の動作は「安定性」
「効率性」「対称性」の順に
治療する

転倒パターンを７つに分類

転倒する１歩行周期前から
予兆が出ている


