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Online Seminar
2022.4/14(木)

21:00~22:00
✔️エコー概論

✔️エコー概論

✔️エコー概論

■ 筋・腱損傷の診断と損傷程度の診断

■ 筋腱付着部炎や腱鞘炎の診断

■ 骨・軟骨表面の形態変化の観察

■ 末梢神経の絞扼や断裂の診断

■ 手術の際の末梢神経ブロック

■ ハイドロリリース

■ サイレントマニュピュレーション

etc..

■ 軟部組織の組織性評価（滑走？癒着？）

■ 組織炎症状態の把握（介入中止?続行?）

■ 筋組織等の収縮能力の評価（収縮？非収縮？）

■ リアルタイムで動作面から評価（荷重？部分荷重？）

■ 関節・運動評価（転がりOK？滑りOK？）

■ 上記の介入項目の正確性（本当に狙った組織？）

etc..
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✔️エコー概論

理学療法診療ガイドラインに関する調査研究、評価用チェックリストAGREE II を用いたガイドラインの質の評価 2015.木内 隆裕

理学療法ガイドライン（2011）の質的評価の研究では…

・対象と目的：42% ・利害関係者の参加：34%
・作成の厳密さ：31% ・提示の明確さ：24%
・適用可能性：7% ・編集の独立性：19% 

ガイドラインも一つの手段
“エコー”を加える事で一つの客観的指標になれば

個別的な介入も良好な結果に？？

✔️エコー概論

Imaging with ultrasound in physical therapy: What is the PT's scope of practice? A competency-based educational model and training recommendations. Whittaker JL,2019

■診断＆スクリーニング的エコー

血腫、捻挫、治癒過程、損傷、疾患

■リハ&介入的エコー

needle(punk等) 、フィードバック、徒手運動療法

■研究的エコー

スクリーニングツールや介入手法の開発と評価

え？ エビデンスとか ✔️エコー概論

✔️エコー概論

Shared Decision-Making (SDM)

The 9-item Shared Decision Making Questionnaire (SDM-Q-9). Development and psychometric properties in a primary care sample. Kriston,2010

• 意思決定の必要性をお互いに認識する

• 意思決定の過程において対等関係であることを認識する

• 全ての選択肢を同等に記述する

• 選択肢の良い点、悪い点の情報交換を行う

• 理解と期待の吟味を行う

• 希望の特定を確認する

• 選択肢と合意に向けて話し合う

• 意思決定を共有する

• アウトカムについて評価する時期を調整する

✔️エコー概論

上腕二頭筋の触診精度…

・医師は (1)、理学療法士は (2)

肩鎖関節の触診精度…

・理学療法士は (3)

(1)Accuracy of Palpating the Long Head of the Biceps Tendon: An Ultrasonographic Study. Gregory P.GazzilloMD,2011
(2)Accuracy of long head of the biceps tendon palpation by physical therapists; an ultrasonographic study. Amy W. McDevitt,2020

(3)Resident accuracy of joint line palpation using ultrasound verification. Monica E Rho,2014

上腕骨頭の触診＋

＝検者内ICC (3)
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✔️エコー概論

まず第1に知る事は？

⇒

その次に…
肩甲骨、鎖骨胸郭、体幹、…etc

✔️長軸・短軸の説明 ✔️ドップラーの説明

：血流評価
：血流の強さ ：血流の方向

(活動性炎症を探すモード)

✔️ドップラーの説明 ✔️ドップラーの説明
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✔️ドップラーの説明

：血流の速さ

(1)

(1)肩関節肢位の違いによる肩甲下筋等尺性収縮時の前上腕回旋動脈血流速度変化についての検討. 兼岩淳平,2018
(2)夜間痛を呈する腱板断裂肩に対し,前上腕回旋動脈血流速度を指標に治療選択した一症例. 篠塚真充,2019

(2)

・夜間痛出現に がある

・夜間痛のPSV cutoff値は20.5cm/s

腱板断裂症例(夜間痛＋)に対して前上腕回旋動脈の収縮期血流速度(PSV)を測定(2)

✔️ドップラーの説明

(1) Increased blood flow in the anterior humeral circumflex artery correlates with night pain in patients with rotator cuff tear. Nobuo Terabayashi,2014
(2) Microvascular blood flow in normal and pathologic rotator cuffs. Shanmugam Karthikeyan,2015
(3) Blood flow evaluation by dynamic magnetic resonance imaging of symptomatic rotator cuff tears and frozen shoulders. Hideyuki Sasanuma,2018
(4) 腱板断裂肩の上腕二頭筋長頭腱の形態変化と血流：術中の鏡視診断で十分診断できるか？ 高橋憲正,2014

腱板断裂の有無と上腕二頭筋長頭腱の血流(4)

・腱板断裂なし群と無症候性腱板断裂群に有意差なし
・症候性腱板断裂群と腱板断裂なし群＆無症候性腱板断裂群に有意差あり
➡症候性腱板断裂群が優位に血流増加

・腱板断裂患者の夜間痛
⇒前上腕回旋動脈の血流増加と相関する(1)

・棘上筋の病変群
⇒正常群と比べて血流量は少ない(2)

・凍結肩＋腱板損傷群

⇒53％にburning sign（血流増加）があった(3)

✔️新しい評価方法

・ImageJ（画像処理）
http://mail2.nara-edu.ac.jp/~masaki/CBL-SITE/Other_files/ImageJ%20%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9.pdf

⇒距離、面積の測定
⇒輝度の測定

✔️新しい評価方法

・Ultra Track(動画処理)

⇒移動量の測定
https://sites.google.com/site/ultratracksoftware/home

✔️結局どんなエコー機械が良い？

⇒結論、目的による

浅層(三角筋や大胸筋)なら15〜18MHz
深層(棘下近の深層や関節唇)なら8〜11Mhz

✔️エコーの操作チョイ技
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http://mail2.nara-edu.ac.jp/~masaki/CBL-SITE/Other_files/ImageJ%20%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9.pdf
https://sites.google.com/site/ultratracksoftware/home
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✔️エコーの考え方

は に 時代へ

✔️エコーの考え方

✔️まとめ

・エコーを当てることで が進む

⇒今までの医学は可視化で時代が進んできた

・自分の臨床精度を してくれる

⇒仮説から実説へ

・自己完結から へ

⇒誰もできない技術は誰からも愛されない

350以上の動画コンテンツ
様々なフォローアップ体制

＋α…👇
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