
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）-

宝塚リハビリテーション病院

理学療法士 中谷 知生

Mail:rigaku@ryouhoushi.net

@ryouhoushi



第3回です！

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-

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）-

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）-



第１・2回の内容を少しだけおさらい…



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．

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

なぜ脳卒中片麻痺者の歩行速度は低下するのか？



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



ではなぜヒトは直立二足歩行をするのか？

重力を利用することで
効率が良くなるから

石井慎一郎；ＰＴジャーナル・第 49 巻第 1 号・2015 年 1 月



膝関節が伸びることで位置エネルギーを高められる

股関節が伸展することで重力を利用した推進が可能となる

Le Huec JC, 2011



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・34 巻 2 号・125～131・2006



ヒトは直立姿勢を可能にするために

股関節と膝関節の伸展可動域を拡大させ

腰椎の前彎と骨盤形状の変更により

重心位置を股関節の直上に配置させた．

⇒歩行の基本姿勢である直立姿勢が求める

力学的な理由によるもの

そしてこの姿勢は脳卒中片麻痺患者で非常に

失われやすい
石井慎一郎；ＰＴジャーナル・第 49 巻第 1 号・2015 年 1 月

➔特に足関節が重要！（私見）



股関節・膝関節は靭帯による安定性の担保があるが，
足関節には靭帯による受動的な安定性の担保がない．
そのため足関節は受動的な安定性に欠ける．





歩行時の床反力前後成分が減速と加速を決める

臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス 極める変形性股関節症の理学療法病期別評価とそのアプローチ 斉藤秀之 加藤 浩 P104



踵・足関節を中心に回転運動が起きている
立脚期後半にかけて床反力作用点が踵から前足部へと移行している



じゃぁ装具・ロボットを使って何をしたらええの？
・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

ということは歩行トレーニングでは…

⇒大股で歩く

⇒下腿三頭筋が働く

⇒足関節底屈モーメントによる前方推進力増大

⇒歩行の非対称性改善

⇒歩行速度が向上



⇒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
※特に腓腹筋・ヒラメ筋において
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



前脛骨筋

前脛骨筋
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下腿三頭筋

下腿三頭筋

初期接地時
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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．第16回・17回日本神経理学療法学会学術大会

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

立脚期に重心を前方に誘導する介助



⇒下肢装具はただ使うだけでは
お話にならない．

工夫する！



工夫その①

介助方法の工夫



Tomoki Nakatani ：WCPT Congress 2017.Effect of improved walking speed using a walking aid to support hip joint 
upon lower limbs of hemiparetic stroke patients

下腿三頭筋



Tomoki Nakatani ：WCPT Congress 2017.Effect of improved walking speed using a walking aid to support hip joint 
upon lower limbs of hemiparetic stroke patients

下腿三頭筋



下腿三頭筋



下腿三頭筋



工夫その②

評価方法の工夫



立脚後半 立脚後半



工夫その②

練習方法の工夫



あゆみちゃんは私の大切なパートナー









⇧

長下肢装具はどちらかというと立脚期を

しっかりと作る際に便利な道具

ではきれいなスイングはどうすれば可能になるか？





https://gsknee.jp



長下肢装具の膝が曲がらないから介助歩行しにくい
⇒確かにそういった一面はある．

長下肢装具の膝が曲がるようになったら介助歩行しやすい
⇒そうかもしれないが、その前にもう少しだけ正常歩行の仕組みについて

おさらいしてから改めて考えてみましょう…



まずはきれいなスイングを見てみましょう



スイングのどこが目につきましたか？

膝？

遊脚における膝関節の運動はまったく受動的であるため複雑な制御を

ほとんど必要としない．

したがって、正常歩行では足部と床面とのクリアランスを確保するために

能動的に膝関節を曲げる必要はない。

また、着地のために能動的に膝関節を伸ばす必要もない。

石井慎一郎：動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践 メジカルビュー社



股関節が十分に機能すれば
遊脚における膝関節の運動はまったく受動的であるため複雑な制御を

ほとんど必要としない．

したがって、正常歩行では足部と床面とのクリアランスを確保するため

に能動的に膝関節を曲げる必要はない。

また、着地のために能動的に膝関節を伸ばす必要もない。

石井慎一郎：動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践 メジカルビュー社

スイングのどこが目につきましたか？



股関節の重要性

多くの症例が遊脚に問題を抱え，「脚を前に振り出すのが難しい」と

感じているのは遊脚のための股関節の機能が不十分であることに

ほかならない。

遊脚のための股関節の機能は，腸腰筋による股関節の屈曲の可否

によって決まるといえる。

石井慎一郎：動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践 メジカルビュー社



伸展モーメント

屈曲モーメント

ターミナルスタンスで蓄えた
エネルギーを
プレスイングのタイミングで
股関節屈曲運動に変換する



股関節の運動

初期接地～荷重応答期
床反力：屈曲方向
関節運動：伸展
主動作筋：伸展筋
収縮様式：求心性収縮

立脚中期
床反力：屈曲⇒伸展方向
関節運動：伸展
主動作筋：無し（外転筋群は収縮）
収縮様式：無し（外転筋の遠心性収縮）

立脚終期
床反力：伸展方向
関節運動：伸展
主動作筋：屈筋
収縮様式：遠心性収縮



立脚期の下肢関節の運動の特徴

初期接地時の股関節伸展筋が求心性収縮する以外

多数の筋活動は遠心性収縮である

⇒随意性の障害で困ることの多い片麻痺患者さんにとって，

歩行動作は実施難易度の低い動作である



スイングを成立させるための必須条件①

ターミナルスタンスにおける

股関節と足関節が十分に機能すること



底屈モーメント

背屈モーメント

ゲッツノイマン：観察による歩行分析 医学書院



足関節の運動

初期接地～荷重応答期
床反力：底屈方向
関節運動：底屈
主動作筋：背屈筋
収縮様式：遠心性収縮

立脚中期
床反力：背屈方向
関節運動：背屈
主動作筋：底屈筋
収縮様式：遠心性収縮

立脚終期
床反力：背屈方向
関節運動：背屈
主動作筋：底屈筋
収縮様式：遠心性収縮



股関節・膝関節は靭帯による安定性の担保があるが，
足関節には靭帯による受動的な安定性の担保がない．
そのため足関節は受動的な安定性に欠ける．



屈曲モーメント

伸展モーメント

ゲッツノイマン：観察による歩行分析 医学書院





屈曲モーメント

伸展モーメント

ゲッツノイマン：観察による歩行分析 医学書院





石井慎一郎：動作分析臨床活用講座 バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践 メジカルビュー社

このように，遊脚における下肢の振り出しは，立脚中期から後期にかけての

一連の運動によって，すでにその準備がされているのである．

言い換えるならば，遊脚は立脚中期から始まるといってもよいだろう．

立脚中期以降に股関節が伸展できなかったり，踵離地が不十分であったり

するような歩行では，遊脚はきわめて能動的な下肢の引き上げによって行わなく

てはならず，歩行全体の自律性を阻害することになる．



スイングを成立させるための必須条件②

イニシャルコンタクトからプレスイングに

かけての床反力の前額面での制御はできて

いるか？







Daily cumulative hip moment is associated with radiographic 
progression of secondary hip osteoarthritis
H Tateuchi 2017Perry：歩行分析 正常歩行と異常歩行 医歯薬出版株式会社



片麻痺患者さんは前額面でのアライメントが崩れやすい…

・麻痺側下肢の筋力低下
・前額面での姿勢定位障害
・介助がしょぼい



ゲッツノイマン：観察による歩行分析 医学書院

伸展モーメント

屈曲モーメント



脳卒中片麻痺患者の
歩行トレーニングにおける
電子制御式膝継手の使用が
麻痺側足関節運動に及ぼす影響



• 60歳代女性

•左片麻痺（右被殻出血）

•左下肢BRS：Ⅱ

•表在・深部感覚：重度鈍麻

•KAFO（膝継手：リングロック 足継手：Gait Solution）を用い

主に膝関節を固定した状態での歩行トレーニングを実施

対象



【測定条件】

①膝関節固定条件 ②膝関節固定解除条件 ③GSK条件

【測定項目】

・麻痺側立脚期の足関節最大背屈角度

・腓腹筋活動量

【測定方法】

・10ⅿ歩行路

・pacific supply社製 Gait Judge System

・歩容の安定した連続 5 歩行周期分の値の平均値

・筋電図は 20-450Hz の Bandpass filter で処理した後50msecの

移動平均二乗和平方根に変換した

測定条件および測定項目



歩行の様子①膝関節固定条件



歩行の様子②膝関節固定解除条件



歩行の様子③GSK条件
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昔の女の人が米俵を担いでいる写真。

担げるの？って思うじゃないですか。

コツを知っているから持って運べる。

人間にはそれだけの力があるはずなんです。

トレーニングしているわけではないのに、生きるために

こういうことができる。じゃあ筋肉じゃない。

自分の体の重心の位置を明確にすることが大事。

力で持ち上げているわけではなく、うまく乗せている。

投げるのも一緒だと思う。

2021.10.28 デイリースポーツ


