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4回シリーズ…もしよろしければご参加ください。
①脳卒中片麻痺者の歩行再建における重要なルール

-いくつかの重要な論文を読み解く

②脳卒中片麻痺患者に対する歩行再建に必要な基礎知識と評価

-バイオメカニクスの観点から筋活動を考える-

➔6月23日

③脳卒中片麻痺患者に対する歩行再建

-治療戦略（装具・ロボット編）-

➔7月28日

④脳卒中片麻痺患者に対する歩行再建

-治療戦略（介助技術編）-

➔8月25日



臨床における意思決定には「情報」が必要

Medicine is a science of uncertainty 

and an art of probability. 

(医学は不確実性の科学であり、

確率のアートである。)

ウィリアム・オスラー（著），日野原重明 他（訳）：

平静のこころ オスラー博士の講演集，医学書院， 東京 2003.

➔なるべく確実性を上げるために私たちは情報を集める



情報過多の弊害

情報が多いほど人は選択を放棄する

労働者が2つの401(ｋ)プランに関する情報を提供さ
れた企業では、75％が加入していた。
25の異なるプランを用意された場合でも、72％が加入
した。
39のプランを提示されると、401(ｋ)に加入する率は
65％まで下落し、60のプランを提示されると、53％に
まで落ち込んだ。

調査結果によれば、選択肢が10増えるごとに、加入率
は1.5～２％下がった。

How Much Choice is Too Much?: Contributions to 401(k) Retirement Plans Sheena S. Iyengar, Wei Jiang, 
and Gur Huberman



理学療法学 2021 VOL48 No４

脳卒中のリハビリテーションに関するYouTube動画の質
荻原啓文ほか．理学療法学2021 48巻4号440-445

YouTubeで脳卒中とリハビリテーションのキーワードで動画検索

動画の質を，「著者の名前や所属」「引用文献や情報源」「運営者の
基本情報」「投稿日や最終更新日」の有無を基準に評価．

⇒動画は全体的に低品質で，特に治療やリスク，選択肢に関する動画の
質が低かった．

YouTubeから得た情報は，医療の意思決定に利用する場合において
①非科学的な治療法を宣伝する媒体として試用されている
②基準やガイドラインに反する情報が含まれている
③治療法について患者の信念を変える可能性がある，などの懸念がある
Madathil kc, Rivera-rodriguez aj,et al.:Healthcare information
on YouTube：A systematic review.Health Informatics J.2015;21:173-194



臨床判断に用いる情報には3つの種類がある

①教科書的知識

②自分の経験値

③外的な根拠



Therefore evidence from 

recent trials, no mater 

how impressive, should 

be interpreted with 

caution, when only one 

trial is available. 

最新の研究から得られたエビ
デンスがなんぼ印象的でも、
追試確認の無いときは注意
深く解釈しましょうね



脳卒中片麻痺患者さんの
歩行トレーニングのゴールは

『速く歩けるようにすること』
↓

たくさん歩く・大股で歩く
↓

立脚後期を鍛えること！



アウトライン

① 脳卒中片麻痺者の歩行能力の特徴・問題点は何か？

② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？

③ 歩行速度向上のために何を修正するべきか？

④ 長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？

⑤ 長下肢装具をどう使えば良いのか？



アウトライン

① 脳卒中片麻痺者の歩行能力の特徴・問題点は何か？



① 脳卒中片麻痺者の歩行能力の特徴・問題点は何か？

歩行の実用性は歩行速度により
規定される．

・歩行速度が0.8 m/sec 以上の地域生活者は制限無く屋外歩行が可能
Perry J, Garrett M, et al: Classification of walking handicap in the stroke population. Stroke.1995; 26: 982‒989.

・屋外歩行のカットオフ値

快適歩行速度 0.61 m/sec，最大歩行速度 0.71 m/sec
田代英之,井所拓哉,他：慢性期脳卒中者の地域における移動能力と歩行機能および身体活動の関係.理学療法学.2014;41:131‒137. 



① 脳卒中片麻痺者の歩行能力の特徴・問題点は何か？

歩行速度の向上は片麻痺者の
QOLを向上させる．

・脳卒中片麻痺者は歩行速度が向上することで外出頻度が増加し、QOLが向上した

Schmid A,et al:Improvements in speed-based gait classifications are meaningful. Stroke.2007 Jul;38(7):2096-100. 



Bohannon RW, Horton MG, Wikholm JB. 
Importance of four variables of walking to patients
with stroke
Int J Rehabil Res. 1991;14(3):246-50.



アウトライン

② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？



② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？

歩行の時間的対称性が低いほど
脳卒中片麻痺患者の歩行速度は
低下する．
下肢の運動機能と時間的対称性も相関関係にある．

Kara K. Patterson,et al: Gait Asymmetry in Community-Ambulating Stroke Survivors. Arch Phys Med Rehabil.

2008;89:304-310.



Roelker SA, et al：Paretic propulsion as a measure of walking performance and functional motor recovery 
post‒stroke：A review. Gait Posture. 2019；68：6‒14

非麻痺側の推進力に依存した
歩行動作は速度が低下しやすい．

② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？



二足歩行では，その歩行周期において，

重心より後方に下肢を保つことで足底部から

前方への推進力が供給され，対側下肢を

前方に振出すことによって新たな重心の支点が

形成される．

重心より前方に接地された足底部からは制動力が

もたらされるが， 重心がその足底圧中心より前方に

送り出された時点でそれは推進力となる．

これらがリズムをもっ て交互に行われることで，

効率的な重心移動が実現する．
長谷公隆：総合リハ．2006年 34 巻 2 号 pp125～131

② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？



② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？

片麻痺者の歩行

では立脚期後半の

推進力が低下する

特徴がある．

Chitralakshmi K. Balasubramanian, et al:Relationship Between 

Step Length Asymmetry and Walking Performance in Subjects With

Chronic Hemiparesis. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:43-49.

重度の麻痺

軽度の麻痺



運動麻痺が重度な
ほど麻痺側下肢の
産生する推進力は
低下する．

Bowden MG, Balasbramniam CK, et al.: Anteriorposterior ground reaction forces as a measure of 
paretic leg contribution in hemiparetic walking. Stroke. 2006; 37: 872‒876

② なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？



アウトライン

③ 歩行速度向上のために何を修正するべきか？



Kwakkel, G., et al. Impact of time on improvement of outcome after stroke. Stroke.2006;37.9:2348-2353.

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？

身体機能の改善が
緩やかになった後も
歩行能力は向上する．



• 慢性期脳卒中片麻痺者に対する12週間歩行トレーニングを

実施した症例における歩行速度の向上の様式を調査．

• 歩行速度が向上した群において，麻痺側下肢の運動の制御方法に

変化は認められない傾向にあった．

• 歩行速度が向上した群において，非麻痺側の代償によって

速度を向上させる戦略をとっていた可能性があった．

Bowden MG., et al. Locomotor rehabilitation of individuals with chronic stroke: difference between responders and 
nonresponders. Archives of physical medicine and rehabilitation． 2013;94.5: 856-862. 

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？



非対称な歩容でトレーニングを
終了するとその後の転倒リスクの
増大および歩行速度の低下を
招きやすい．

Wei T-S, et al. PLoS ONE 12(5), 2017

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？



⇒推進力の低下は麻痺側底屈筋力の
低下と関連がある．

Allen et al; Step length asymmetry is representative of compensatory mechanisms used in post-stroke hemiparetic 
walking. Gait & Posture.2011;33:538-543．

Rileye PO et al;Propulsive adaptation to changing gait speed.J Biomech. 2001 Feb;34(2):197-202.

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？

⇒立脚期後半に足関節が
前方推進力を発揮している．



Clark DJ et al:Locomotor Adaptability Task Promotes Intense and Task-Appropriate Output From the Paretic Leg 

During Walking.Arch Phys Med Rehabil.2016 Mar;97(3):493-6.

⇒非麻痺側ストライドを延長すると
麻痺側下腿三頭の筋活動が増大する．

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？



歩行能力が⾼い症例ほど麻痺側
下肢の推進力が大きい

Awad, Louis N., et al. These legs were made for propulsion: advancing the diagnosis and treatment of post-stroke 
propulsion deficits. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2020;17.1: 1-16.

③歩行速度向上のために何を修正するべきか？



ここまでをまとめると
・脳卒中片麻痺患者は歩行速度が低下する

・歩行速度低下の要因に歩行の非対称性がある

・麻痺側立脚後半の非対称性により前方への推進力が低下する

・前方推進力の低下の要因は麻痺側下腿三頭筋にある

・下腿三頭筋を賦活させるには大股で歩くとよい

ということはトレーニングでは…

⇒大股で歩く

⇒下腿三頭筋が働く

⇒前方推進力増大

⇒歩行の非対称性改善

⇒歩行速度が向上



アウトライン

④ 長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



・脳卒中後の運動障害に対して、課題に特化した訓練の

量もしくは頻度を増やすことが勧められる．
（推奨度A エビデンスレベル高）
日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会「脳卒中治療ガイドライン2021」（協和企画.2021）p259

・歩行機能を改善させるために、頻回な歩行訓練を行うことが

勧められる．
（推奨度A エビデンスレベル高）

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会「脳卒中治療ガイドライン2021」（協和企画.2021）p263

④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



Peurala sh, karttunen ah,Sjogren t, et al. evidence for the effeceiveness of walking training 
on walking and self-care agter stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. J rehabil med 2014;46:387-399

・運動療法はタスクに特化すべきである．

・脳卒中後の歩行の再学習や改善には、歩行訓練が最適であることを

示唆している．

・脳卒中の急性期では0.21m/s、亜急性期では0.09m/s向上するが、
慢性期では トレーニング方法の間に差は見られなかった．

④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



・脳卒中後片麻痺で膝伸展筋筋力もしくは股関節周囲筋筋力が十分でない

患者に対して、歩行機能を訓練するために

長下肢装具を使用することは妥当である．

（推奨度B エビデンスレベル低）
日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会「脳卒中治療ガイドライン2021」（協和企画.2021）p265

④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



長下肢装具を用いることで麻痺側下肢の筋活動が促され、

歩行時の下肢筋活動が正常パターンに近づき、

下肢アライメントも改善される１）２）

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会「脳卒中治療ガイドライン2021」（協和企画.2021）p265

【引用文献】

１）大畑光司【理学療法と下肢装具】歩行獲得を目的とした装具療法 長下肢装具の使用とその離脱．

理学療法ジャーナル 2017；51：291-299（レベル4）

２）増田知子【脳血管障害治療としての下肢装具と運動療法】エビデンスからみた下肢装具と理学療法．

The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 2019；56：277-281（レベル4）

④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？

⇒長下肢装具を用いることにより
随意筋力よりも強い筋活動を
発揮させることができる．
※腓腹筋・ヒラメ筋では随意収縮よりも強い筋活動

※大腿直筋では筋力の弱い症例ほど筋活動が賦活
大畑光司ほか；脳卒中後片麻痺患者における長下肢装具歩行時の筋活動の縦断変化．第48回日本理学療法学術大会抄録集
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水田直道ほか;介助者の違いにより脳卒中患者の介助歩行時の腓腹筋活動はどのような影響を受けるか.
第6回脳血管障害への下肢装具カンファレンス2017抄録集

④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？

⇒同一症例でも介助者が変わる
ことで介助歩行時の抗重力筋の
筋活動量は大きく変化する．
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後方重心であるほど
立脚後半の筋活動低下

比嘉 康敬ほか．重度脳卒中片麻痺患者に対する長下肢装具歩行時の
麻痺側下肢筋活動に影響する要因の検討
第54回日本神経理学療法学会学術大会抄録集

⇒介助歩行では立脚期の重心位置が
後方であるほど腓腹筋の筋活動が
阻害される．

立脚期に重心が後方に残る介助
④長下肢装具にはどんな効果が期待できるのか？



アウトライン

⑤ 長下肢装具をどう使えば良いのか？


