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第 2 回 OCOA 療法士会研修会にむけて 

 

                           大阪臨床整形外科医会 

                            会長 森本清一 

 

 このたびは第 2 回 OCOA 療法士会研修会を開催される由、心からお慶び申

し上げます。平成 24 年 4 月に栗本一孝先生より会長を引き継ぎました。OCOA

としては引き続き OCOA 療法士会を支援していく方針です。OCOA の職掌も

質・量とも拡大し、かつてのように会長がすべての会務の詳細を把握すること

困難になりつつあります。OCOA のすべての職掌を委員会に割り振り、委員会

ごとに担当副会長および委員長を指名し、理事会にて決定しました。OCOA 療

法士会担当委員会については担当副会長に長谷川利雄(主)、藤本啓治(会計)、委

員長：中川浩彰、委員(理事)：宮田重樹、太田信彦、森下忍、貴島浩二、とい

たしました。 

 もとより、PT・OT の技量は各自が日々精進・努力することにより高めてい

くものと考えますが、個人にて習得できる情報にも限界があります。また、医

療機関単位よりも大きな組織の方が効率的です。しかし、いきなり全国規模の

組織になっても今度は機動力が鈍ると思われます。OCOA 療法士会研修会は会

の単位としては適当ではないかと考えています。OCOA 医療機関に所属の PT

の多くは経験年数が若く、1 人勤務が少なくないと、伺っています。ここは是

非 OCOA として支援が今後も必要と考えています。OCOA 療法士会の益々の

発展を祈念致します。 
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第 2 回 OCOA 療法士会研修会にむけて 

 

大阪臨床整形外科医会 

副会長 長谷川利雄  

 

 本年の暑さは格別であり、本誌が届く頃には涼しくなってほしいものである。

OCOA 療法士会が立ち上がって 1 年が経過した。療法士会の各位におかれては

この 1 年間が有意義なものだったであろうか。OCOA との予算折衝から、会の

輪郭作りのみに終始した 1 年であった。個人的には、JCOA 理事に就任、第 25

回 JCOA 学術集会への対応、地元の平野区医師会常任理事の仕事など多忙を極

めた。金会長ならびに関係各位にはご迷惑をかけたのではないか。 

 7 月 15 日には第 25 回 JCOA 学術集会にて川崎洋二副会長が「診療所におけ

る医師と療法士のかかわりについての取り組みー大阪臨床整形外科医会療法士

会発足の意義−」をしっかり発表してくれました。私は学術集会の執務にて聞け

なかったが、かなりのインパクトがあったようである。今後も発表を続けてい

ただきたい。OCOA 療法士会の活動を全国に提言することも大切である。 

 6 月 14 日には第 2 次健康日本 21 の答申が行われた。健康寿命の延伸と健康

格差の縮小が 1 番に盛り込まれた。注目はロコモティブシンドロームの認知率

を現在の 17.3％から 10年後に 80％に増加するよう数値目標を設定されたこと

である。たいへんな目標であり、日本整形外科学会をはじめ、運動器に関わる

スタッフの奮起が期待される。別な視点から見れば、国が運動器の重要性を認

識したという事になろう。これから 10 年はさまざまなイベントが行われるの

ではないか。 

 昨年度は OCOA 会員医療機関からは、相変わらず PT・OT の採用が芳しく

ないとの報告が相次いだ。OCOA としては如何ともしがたい事項ながら、何と

かしたいものである。各医療機関とも待遇、卒後教育などに力を注いでいるよ

うである。 

OCOA 会員医療機関の PT・OT 増員なくして療法士会の発展は見込めないの

みならず、今後の運動器リハビリテーションの進展に関わる。 

 当会では会員の要望を良く吸収されて研修会を企画・実施されているようで

あり、会員の満足度も高いと思う。経験年数の異なる会員のすべての要望を満

たすことは困難なことながら、できるだけ多くの会員および会員医療機関の希

望を叶えることのできるように今後も関係各位ご尽力をお願いしたい。 
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第 2 回大阪臨床整形外科医会療法士会研修会開催にあたって 

 

                        大阪臨床整形外科医会療法士会  

会長 金 京範 

 

この度は第 2 回大阪臨床整形外科医会療法士会研修会を平成 24 年 9 月 2 日

（日）に大阪医科大学 臨床第一講堂にて開催させていただくこととなりまし

た。大阪臨床整形外科医会をはじめ、当会役員 並びに会員の皆様には、心よ

り感謝申し上げます。 

大阪臨床整形外科医会療法士会は大阪臨床整形外科医会と連携し、会員相互

の親睦、会員の知識・技術の向上を図り、質の高い運動器リハビリテーション

の発展と普及を設立目的に平成 23 年 8 月に発足致しました。その理念のもと

平成 24 年 1 月に第 1 回研修会を『整形外科領域の疼痛を考える～明日から使

える疼痛への取り組み～』と題し開催致しました。 

今回、会の発足の理念をもとに第 1 回研修会を踏まえ、テーマを『外来リハ

ビリテーションの挑戦～明日から使える肩関節障害への取り組み～』と題しま

した。人類の文明を築いてきた精巧なる道具としての手を支え、活かしてくれ

る肩関節。手が挙がらないと日常生活の動作にも大きな支障が起こってきます。

そこで、臨床の中で遭遇することも多く、苦慮することのある肩関節障害を取

り上げました。 

特別講演は 高島孝之先生（高島整形外科院長）に『クリニックにおける外

来リハビリテーション～整形外科診療所の挑戦～』というタイトルで数多くの

経験を通しての療法士との連携についてご講演を賜ります。また、教育講演と

して、佐藤久友先生（大阪医科大学附属病院リハビリテーション科主事）に『肩

関節のバイオメカニクス～臨床的観点からの検討～』、熊田仁先生（藍野大学医

療保健学部理学療法学科准教授）には『肩関節障害に対する包括的理学療法～

評価と治療～』さらに、小滝昌彦先生（PNF 研究所大阪所長）には『外来リハ

ビリテーションにおける PNF の挑戦～肩関節障害を通じて～』というタイト

ルでご講演いただく予定です。最後にシンポジウムで、本研修会が明日からの

臨床にさらに役立つものとなるよう期待を込め『外来リハビリテーションの挑

戦～明日から使える肩関節障害への取り組み～』というタイトルで、ご参加頂

いている皆様とご一緒に、日常臨床で困っていること、外来リハビリテーショ

ンの在り方等、様々な観点からご講演の先生方との活発な意見交換を期待して

おります。 

ご参加の皆様にとって第 2 回研修会での 1 日が大変有意義で充実した時間と

なりますよう取り組んでまいりますので、まだ暑さ厳しい中、何かとご多用の

こととは存じますが是非ともご参集いただけますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが本研修会を準備するにあたり、ご協力を賜りました大阪

臨床整形外科医会 会長 森本清一先生、同副会長 長谷川利雄先生をはじめ、

諸先生方、並びに大阪臨床整形外科医会療法士会の先生方、大阪医科大学、同

職員の皆々様に深く感謝申し上げます。 
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プログラム 

 

会長挨拶         10：00～10：05 

 

教育講演Ⅰ        10：05～11：05       

 講師   大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 

主事  佐藤久友先生 

『肩関節のバイオメカニクス ～臨床的観点からの検討～』  

 

教育講演Ⅱ      11：10～12：10 

講師   藍野大学 医療保健学部 理学療法学科  

准教授  熊田 仁先生 

『肩関節障害に対する包括的理学療法 ～評価と治療～』 

 

総会         12：10～12：30 

 

（休憩）      12：30～13：20 

 

OCOA 会会長挨拶 13：20～13：30 

 

特別講演       13：35～14：35      

講師   高島整形外科 院長 高島孝之先生 

『クリニックにおける外来リハビリテーション 

～整形外科診療所の挑戦～』 

 

教育講演Ⅲ     14：40～15：40 

講師   PNF 研究所大阪  所長  小滝昌彦先生 

『外来リハビリテーションにおけるＰＮＦの挑戦 

   ～肩関節障害を通じて～』 

 

（休憩）      15：40～15：50     

 

シンポジウム     15：50～16：50     

 『外来リハビリテーションへの挑戦 

～ 明日から使える肩関節障害への取り組み ～』 

          高島整形外科       高島孝之先生 

     大阪医科大学       佐藤久友先生 

藍野大学         熊田 仁先生 

PNF 研究所大阪      小滝昌彦先生 

 

閉会挨拶      16：55～17：00 
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＜参加者へのお知らせ＞ 

1. 留意事項 

① 会場（講堂）内は飲食禁止です。 

② 会場敷地内は全面的に禁煙です。 

③ 会場での携帯電話のご使用はご遠慮願います。 

2. 質疑応答 

① 質疑応答は司会の指示に従って、ご質問下さい。 

② 質問時には、自分のご所属とお名前を告げた上で簡潔に質問をして下さ

い。 

                   ＜研修会場＞ 

11 大阪医科大学 臨床第一講堂 

               

                 ＜飲食施設＞ 

04 本館・図書館棟 地下 1 階 

                   職員食堂（11：00～13：45）100 席  

24 病院外来棟 1 階正面玄関のそば 

                   喫茶店（8：00～17：00）55 席 

23 病院 7 号館 1 階 

ドトールコーヒー（7：00～19：30） 

 

  ＜会場までのアクセス＞ 

      ＪＲ東海道線「高槻」駅より徒歩約 10 分 

    阪急京都線「高槻市」駅より徒歩約 5 分 

 

        ＜連絡先＞ 

   大阪医科大学附属病院  

リハビリテーション科 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2番7号 

電話 072-683-1221（内 2706） 
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特別講演 

クリニックにおける外来リハビリテーション 

～ 整形外科診療所の挑戦 ～ 

 

医学博士 高島孝之 

医療法人 高島整形外科 

 

 

【はじめに】 

我が国において理学療法士、作業療法士が国家資格として認められる様になったの

は、１９６５年６月２９日に交付され、翌年１月より施行された、「理学療法士及び作業

療法士法」（法律１３７号）の誕生によるものである。１９６６年２月に、第１回国家試験

が行われ、183名の理学療法士と 20名の作業療法士が誕生している。 

この法律を作るにあたって、1959 年に厚生省内に機能療法及び職能療法に関する

研究会が発足した。その班長に高木憲次（東京帝国大学整形外科→日本医科大学

整形外科））が就任し、水野祥太郎（大阪大学整形外科→川崎リハビリテーション学

院）、小池文英（心身障害児総合医療療育センター整形外科）が参加し、 法案作成

の直接的資料となった報告書がまとめられた。また日本整形外科学会の中にリハビリ

テーション委員会が設置され、専門技術制度の確立に大きな役割を果たし、この法

律の成立に至ったのである。 

 

この法律で、「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作

能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサ

ージ、温熱その他の物理的手段を加えることとされている。 この法律で「作業療法」と

は、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的

適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることとされてい

る。 

１９６６年当時は、理学療法の診療報酬は、「整形外科訓練」として位置づけされてお

りその後、１９７４年に施設基準が設けられる様になり、施設基準によって診療報酬が

区分される様になった。現在の「疾患別リハビリテーション」名称にいたるまで、「整形

外科機能訓練」→「身体障害運動療法」→「運動療法」→1992 年から「理学療法」「作

業療法」→2008 年より「疾患別リハビリテーション」との名称でリハビリテーションが行

われている事は周知である。 

 

現在、リハビリテーションが疾患別に、「脳血管」「心臓」「呼吸器」「運動器」に分類さ

れてしまい、その診療報酬配分や、算定日数上限の上で、運動器リハビリテーション

が最も低い評価とされているが、日本のリハビリテーションの始まりが「整形外科訓練」

であったことを、もう一度療法士の先生方の記憶に残しておいていただきたい。 
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作業療法は、日本では精神科作業療法のイメージが大変強いが、身体障害に対す

る作業療法の発展は第一次世界大戦が契機であるといわれている。わが国では、日

本の「肢体不自由児の父」とされる先述の高木憲次整形外科教授が療育に力を注ぎ、

教育・治療・職能（職業能力指導）の三位一体の徹底を提唱し、専門技術養成に力を

いれ、国立身体障害者更生指導所（国立身体障害者リハビリテーションセンター）に

おいて対象者の作業行動の分析から、能力、態度、気質、興味などを探そうとしたも

ので、今日の職業前作業療法の前身といえ、作業療法に関しても整形外科がその根

源である事を覚えていただきたい。 

 

療法士の先生方は、リハビリテーションの語源である、re（再び）+ habilis（適した）、す

なわち「再び適した状態になること」「本来あるべき状態への回復」などの意味を理解

していただき、「150 日や 180 日経過したからリハビリテーションは終了です」などとは

医療者からの発言すべき事でないことを肝に命じ、「健康保険を用いたリハビリテー

ションが社会的な財務の問題から終了です」と伝えるべきと考える。 

 

 

【クリニックにおけるリハビリテーションの役割】 

 

１：超早期リハビリテーション介入 

クリニックにおけるリハビリテーションの役割は、地域の方に心身ともに健康になって

いただく事である。そのためには、「早期発見」「早期治療」が大切である。つまり、脳

梗塞や心筋梗塞、COPD、骨折になってから慌てて急性期病院に入院し急性期治療

を行うのではなく、脳梗塞や心筋梗塞、骨折、COPD になるまでに、その原因を早期

に発見し早期に治療を行う必要がある。 

つまり、これら疾患にかかる可能性のある、糖尿病、高血圧、高脂血症、骨粗しょう症、

運動器不安定症、喫煙、廃用などの基礎疾患を早期に発見し、これら基礎疾患を十

分な生活指導、食事指導、禁煙指導などを含む、運動を中心とした理学療法、また

運動に適して状態に持っていくための除痛前処置としの消炎鎮痛療法、さらに社会

生活に復帰する上での作業療法がクリニックでの外来リハビリテーションに求められ

ている。 

これらの治療については、1 単位/1-2 週に程度のリハビリテーション介入で自宅での

ケアの指導と運動療法の指導を中心に行なっていく必要がある。これらの超早期リハ

ビリテーションについては、医療保険を用いるケース、介護保険を用いるケース、体

操教室などの自費サービスを用いるケースがある。 

 

２：急性期病院での急性期加療後の回復期における外来リハビリテーション 

脳血管障害、心臓障害、骨折や靭帯損傷などの運動器障害などの急性期疾患にて

入院加療を受けた直後に、社会的理由や、満床などの理由で、回復期リハビリテー

ション病棟へ転院せず退院となった場合、回復期リハビリテーションを、外来で行う事

も多くなってきている。 

この場合には、リハビリテーションの算定日数まで十分に３単位以上/週にリハビリテ

ーションにて介入してゆく必要がある。この場合でも、入院でのリハビリテーション介



 

 8 

入は、1 日あたり、9 単位（合計３時間）まで可能であるが、外来では発症から１ヶ月ま

では、１日あたり２単位（４０分）、発症後１ヶ月経過すると大阪では１単位（２０分）しか

健康保険にて認められない様である（他府県では３単位程度まで可能である様であ

るが・・・）。そのために２０分という短時間のなかで、いかに自宅でのセルフリハビリー

ション方法の指導を行うかが大変重要である。また通院の手段についてのアドバイス

（介護タクシーなど）も重要である。 

 

３：回復期リハビリテーション退院後の維持期の外来リハビリテーション 

介護認定を受けている方であれば、早急に、通所リハビリテーション、訪問リハビリテ

ーション、場合によってはデイサービスへの移行が必ず必要であり、ケアマネージャ

ーと療法士との間で十分な連絡、相談が必要となる。 

医療機関でおける通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションの問題点として、

送迎に要する移動時間や、訪問に要する移動時間が最も大きい。そのため、遠方か

ら来院の患者様に関しては居住地に近い通所リハビリーション施設を紹介する必要

がある。平成２４年７月時点で大阪府下に３６１件の通所リハビリテーション施設があ

る。 

介護認定を受けておられない方であれば、毎月の診療報酬明細書に改善に要する

期間と継続理由のコメントが必要であります。１３単位/月までの外来リハビリテーショ

ンが可能であるので、理屈上は３単位/週程度ならリハビリテーションが可能であるが、

先述の通り、大阪では１日あたり１単位しかリハビリテーションが認められていない。自

宅でのセルフでリハビリテーションの指導が重要である。 

 

４：通所リハビリテーション 

保険医療機関は、介護保険法における「指定居宅サービス事業者の特例」として通

所リハビリテーションについても「みなし指定」が適応され、疾患別リハビリテーション

を行なっている医療機関では、通所リハビリテーションを行う事ができる。 

通所リハビリテーションを行う為には介護保険でのケアプランに入れ込んでもらう必要

がある。認定介護度ごとに、１ヶ月の利用単位数に制限があり、その中で比較的高価

な「通所リハビリテーション」を選択するか、それとも、十分な「ヘルパーによる家事援

助」を中心とする生活援助サービスを希望するのかは利用者様とケアマネージャーと

の協議で決まってくる。同居家族がおられる患者様は比較的「通所リハビリテーショ

ン」を選択される傾向があり、独居の方は、生活援助サービスを主体に希望される方

が多い。 

 

 

【外来リハビリテーション運用上の工夫】 

 

１：外来リハビリテーションの時間管理の工夫 

外来リハビリテーションでは、時間予約制が必須であるが、残念ながら予約時間より

早く来院される方、予約より遅れて来院される方おられるので、予約が相前後する事

が頻発する。遅れた方をキャンセル扱いとする医療機関もあるが、療法士の先生方の

治療時間が長引く事による遅れも発生するので、当院では、リハビリテーションの前
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処置や後処置としての温熱治療、電気治療、運動器具の設置を行い、時間調整を行

なっております。 

外来リハビリテーションでは、リハビリテーション単位数の制限が強く、また、時間予約

が必要であることより、患者様の都合の良い時間帯と療法士のマンパワーの不均衡

が生じ、実際には週に１-２回（単位）までのリハビリテーションが多くなり、患者様が自

分で出来るリハビリテーションの指導が中心となる。 

また、外来リハビリテーションでは予約していても都合で来院できなく事が多く、当院

では予約システムから自動的に前日に患者様へ来院の確認電話を行う様にしている。

その時点でキャンセルが発生した場合、２４時間予約システムにて担当療法士希望

の患者様が院外から担当療法士の予約が可能になるシステムを構築している。 

 

２：療法士のスキルによる患者様の割り振りの重要性 

入院リハビリテーションや入所リハビリテーションと異なり、外来リハビリテーションでは、

短時間で状態を把握し適切な療法の実施と指導を行わなければならず、 療法士の

現場力が求められる。特に、新人療法士の先生方は、短時間で患者様の病態を把

握する事が困難な事が多く、療法士のスキルに応じて患者様の割り振りを行う事が大

変重要である。複雑な基礎疾患を持った患者様や、リハビリテーション学的難しい患

者様や、性格的に難しい患者様については、現場力のある、経験の長い療法士の先

生に担当していただく事が適切である。 

 

３：現場力向上のために、医師と療法士間の風通しをよくする必要性 

「リハビリテーションは医師の診断のもとに、医師の実施計画に基づき行う」とされてい

るが、ゆっくりと診察し、十分な検査の上、複数の医師間で協議した上、リハビリテー

ション指示が行われる入院患者様と異なり、外来患者様の診断と治療方針決定は、

臨床現場の実情では問診も含めて５分程度で行わなければならない。 その後、２０

分以上の時間をかけて、頻回に行うリハビリテーションを実施してゆく段階で、医師の

診断ならびに治療方針に疑問を持たれる療法士の先生方も多いはずである。その際、

必ず当院では療法士から医師に疑問を投げかけ、診断が間違っておれば、療法士

の先生と共にすぐに診断を訂正し新たな治療方針を決定しゆく様に心がけている。 

つまり、医師の指示でリハビリテーションを進めていくのでは無く、外来リハビリテーシ

ョンでは、療法士の先生と医師が協力して診断し、治療方針を決定し、その治療方針

も柔軟に変更してゆく必要があります。その事を繰り返す事によって、療法士の先生

方の現場力が向上し、新しい療法士の先生方の活躍分野である、スポーツ現場や介

護領域現場での正しい判断と処置につながっていると考えています。 

 

 

【外来リハビリテーションの保険診療上の悩み】 

 

１：リハビリテーションに対しての診療報酬の評価の下落 

当院がリハビリテーションを開始した当時は、理学療法２ 複雑（個別） １単位 １８０

点 の診療報酬でありましたが、現在は運動器リハビリテーション２ １６５点（介護認

定を受けているものはは、１４９点）と単位時間あたりの評価が下がっており、介護認
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定を受けているものに至っては、 

-１８％の下降となっている。この間に電気、水道、ガスなどの公共料金は、3.1％の上

昇となっている。 

その為に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると職業別の療法士先生方の

平均年収は、理学療法士、作業療法士の先生が年収平均３８９万円とこの１０年間で

平均４０万円減少している。ちなみに、地方公務員である公立高等学校教員の年収

は平均 776万円であり、歯科医師の平均年収は 582万円である。 

 

２：医学的必要性のある外来リハビリテーションが評価されない。 

回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者様は、1日 9単位、土日も含めてリハビ

リテーションを受ける事ができますが、回復期リハビリテーション病棟が満床などの理

由で外来リハビリテーションに移行した膝関節前十字靭帯損傷再建術後の患者様は、

術後 1ヶ月でもリハビリテーション算定可能単位が 1日あたり 20分のみで実際的には

週に 60分―100分程度（3-5単位）しか診療報酬で評価されないジレンマがある。 

また、脳梗塞再灌流療法退院直後の外来リハビリテーションが脳血管リハビリテーシ

ョンの算定を行うも運動器リハビリテーションに減点審査される。 

左前腕骨折、左下腿骨折の２肢にわたる骨折でギプス固定中であるが、回復期リハ

ビリテーション病棟が満床などの理由で入院出来ない場合に外来リハビリテーション

を行なっても、ギプス固定期間中の外来リハビリテーションは全て査定される。 

上記のように、入院リハビリテーションは評価されるが、外来リハビリテーションは評価

されない、とても厳しい現実がある。 

  

 

【柔道接骨院での施術範囲のコンプライアンスの厳格化に伴う、柔整患者難民の悩

み】 

 

接骨院での健康保険での施術範囲は、柔道整復師の認可業務である打撲・捻挫・挫

傷・骨折・脱臼の 5 つの疾病に限られており、医師の同意書なしで請求できるのは、

急性か亜急性の打撲・捻挫・挫傷のみである。 

しかし、同一日に頚椎捻挫、腰椎捻挫、膝関節捻挫を受傷する一般生活者に多発

する奇異な現象について社会問題となり、柔道接骨院自ら自浄活動を行なっており、

外傷によらない変性疾患等に関しては自費施術を開始している。その為に健康保険

を用いて療養を受ける事が出来る外来リハビリテーションを希望して来院される、いわ

ゆる柔整難民が急増している。 

自費での継続加療を受けられる富裕層を、柔道接骨院が囲い込み、自費での接骨

院での施術を受ける事が困難な患者層が整形外科を受診し、整形外科患者層の貧

民化現象が生じつつある。 

 

 

【通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、デイサービスにおける自費での機

能訓練などのリハビリテーションの活躍場所が今後さらに広がる】 
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医療保険での外来リハビリテーションについては、今後さらに患者様の増加が期待

出来る領域である。しかし、患者様が増加しても医療費の総額は増えないので、単価

が下がり、また療法士一人あたりの単位数が規定されているため、医療保険での外

来リハビリテーションに固執していても収入増加は期待出来ない。そこで介護保険や

スポーツ分野において、理学療法や作業療法という名称を使わず、「機能訓練」「トレ

ーニング指導」という名の介護保険での訓練や自費訓練を展開してゆく必要がある。

トレーニング指導では療法士一人あたりの単位制限もなく、また医師の実施計画書の

作成も必要も無い事より、今後の収入増加が大変期待出来る分野である。 

一方、自費での訓練では、柔道整骨師、鍼師、灸師、マッサージ師、トレーナー、体

育指導員、教員、健康運動指導士、整体師などなど、国家資格や民間資格有り無し

問わず、結果が全ての実力勝負の世界となる。それ故、医療における外来リハビリテ

ーションを行う事にて、療法士の先生方に現場力を十分に身に付けていただきたいと

考えている。 
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    教育講演Ⅰ 

肩のバイオメカニクス  

～ 臨床的観点からの検討 ～ 

 

佐藤久友 

大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 

 

 

【バイオメカニクスの使い方】 

理学療法士は医師の診断をもとに患者の病態や主訴、Needs を把握し、機能

障害に対する評価、治療を行う。肩関節の機能障害を明らかにするには、「一般

的な値との比較」と「個別性」という２つの観点が重要となる 1)。「一般的（一

般性）」か否かの評価には健常者の関節運動を理解するために、バイオメカニク

ス（生体力学）の知識が必要である。バイオメカニクスとは身体運動を力学的

に解明することであり、“肩のバイオメカニクスを理解する”ということは、“人

間の肩関節がどのように動くかを知る”ことである。 

このバイオメカニクスの知識は異常動作を判断するときの重要な指標となる。

例えば、重力に抗して肩関節を屈曲する。その際、肩甲骨が上方回旋するはず

なのに逆に下方回旋する場合、胸椎後弯が減少するところで胸椎が伸展しない

場合、肩甲上腕関節の屈曲が過剰もしくは不足している場合など、明らかに通

常とは異なる動きで特定のパターンでしか運動を行えないものを異常と判断す

ることができる。 

しかし肩関節は複合関節である。肩関節運動では解剖学的関節（滑膜関節）

である胸鎖関節、肩鎖関節、肩甲上腕関節と機能的関節である肩甲胸郭関節、

第 2 肩関節、第 2 肩鎖関節（CC メカニズム）が複雑に関係し、さらには脊柱

も関与している。このように肩関節は多くの関節により構成され、若年者と高

齢者の姿勢の違い、痩せ型と肥満型といった体型による胸郭、脊柱の変化、四

肢長の差異など、個体差が運動のバリエーションに幅をもたせており、「一般性」

だけでは患者個人の異常を検出することは難しい。そこで「一般性」との比較

に加え、肩関節運動の左右差や脊柱の対称性などを考慮した「個別性」という

観点から異常を抽出することが重要となる。 

 以上のことから、肩のバイオメカニクスは、「一般性」と「個別性」を考慮し

用いることで、患者個人の肩関節運動における異常動作を明らかにし、機能障

害の抽出、治療の効果判定を行うための有用な“道具”に成り得ると考える。 

 

 

【肩甲胸郭関節】 

肩甲胸郭関節における肩甲骨は胸鎖関節と肩鎖関節の共同した動きの結果と

して運動が生じるため、これらの関節運動を理解しておく必要がある。肩甲骨
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は上肢運動を行う際の土台であり、その安定性は上肢の運動を規定するため、

肩甲上腕関節の観察に先立って評価した方がよいと考える。 

胸鎖関節は胸骨と鎖骨から構成される上肢と体幹を連結する唯一の関節で、

鞍関節に分類される 2)3)。鞍関節は 2 軸性であるが、2 つの軸周りに運動が生じ

るときは自動回旋（連合回旋）が生じる 4)ため運動自由度 3 となる 2)。胸鎖関

節の運動は胸骨に対する鎖骨の運動で表され、前方突出と後退、拳上と下制、

後方回旋といった運動がある。 

 肩鎖関節は肩甲骨と鎖骨から構成される平面関節である。肩鎖関節の運動は

鎖骨に対する肩甲骨の運動で表され、上方回旋と下方回旋、前傾と後傾など多

数の運動がある。このように肩鎖関節の運動は多岐にわたるが、一方、非常に

不安定で脱臼を起こしやすく、烏口鎖骨靭帯で補強されている。烏口鎖骨靭帯

は上肢の支持および肩甲骨の内外転、回旋を制御する役割をもち、この機構は

CC メカニズムといわれている 5)。 

 肩甲胸郭関節は機能的関節であり、肩甲下筋と前鋸筋の間の疎性結合組織か

ら構成される 6)。肩甲胸郭関節の運動は胸郭に対する肩甲骨の運動で表される

が、実際には胸鎖関節と肩鎖関節の共同運動により肩甲骨の動きが決まる。肩

甲胸郭関節における肩甲帯の拳上（肩甲骨の拳上）は胸鎖関節の拳上と肩鎖関

節の下方回旋によって生じ、肩甲帯の屈曲（肩甲骨の外転）は胸鎖関節の前方

突出と肩鎖関節の水平面での調整によって生じる（図 1, 文献 2 一部改編）。重

力に抗した肩関節の屈曲、外転運動では胸鎖関節と肩鎖関節の運動力学や運動

学に関して統一した見解は得られていない 2,5,7)が、胸鎖関節では鎖骨の拳上と

後方回旋、肩鎖関節では肩甲骨の上方回旋と後傾が重要であることは共通して

いる。 

 したがって、胸鎖関節と肩鎖関節の共同運動の結果生じる肩甲胸郭関節の評

価は重要であり、その異常は肩甲骨アライメントや肩甲骨の動きにみられる。

肩甲骨は第 2

胸椎から第 7

胸椎の間に位

置し、内側縁

は脊柱と平行

である。胸椎

棘突起と肩甲

骨内側縁の距

離は個人で異

なるが 5cm～

7.5cm 程度と

いわれている
4)8)。ただし、

上肢下垂にお

ける重力の影

響の有無、座

位や立位によ
図 1 肩甲胸郭関節の動き 
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る脊柱の弯曲の違い、身長および体重、胸郭の大きさなどの「個別性」に配慮

するため左右差を評価する必要がある。 

また肩甲骨は肩甲骨周囲筋に係留されているため筋張力の影響を強くうける。

筋が短縮もしくは過剰に延長し静止張力が変化すると肩甲骨アライメントも変

化する。長さ張力曲線によると、筋の短縮、延長のどちらとも筋の収縮効率が

低下するため、異常な肩甲骨アライメントをもつ患者は異常動作がみられるこ

とが多い。野田らは頭頚部が前方に変位している群（FHP 群）は、非 FHP 群

に比べ上肢下垂で肩甲骨が下方回旋し、外転 45°における肩甲骨の上方回旋が

減少していたと報告している 9)。篠田は骨盤後傾位の条件設定では、肩甲骨内

方傾斜角度（肩甲骨の水平面調整）が減少し、肩甲骨上方回旋の減少、肩甲上

腕関節の過剰な動きが認められ最大拳上角度も減少したと報告している 10)。以

上より、肩甲骨アライメントと肩関節運動時の肩甲骨の動きを観察することは、

機能障害を有している筋群を推察するために有効な評価となる。 

図 2a の肩甲骨は正常のアライメントに比べ下制、下方回旋している。重力

に抗して肩関節の屈曲運動を行うと肩甲骨の上方回旋角度が不足し、180°の

屈曲は不可能である（図 2b）。そこで屈曲の際に肩甲骨の拳上と上方回旋を介

助すると最大屈曲角度は増大する（図 2c）。この評価から僧帽筋上下部線維、

前鋸筋の過剰な延長に伴う筋力低下が推察される。 

肩関節の屈曲、外転運動において前鋸筋の重要性は周知されているが、僧帽

筋下部線維も重要である 11)。頚部郭清術では術侵襲により副神経が障害され、

結果として僧帽筋が麻痺し筋力低下が生じる。僧帽筋の筋力回復に要する時間

は上部、中部、下部の順に長くなり 12)、臨床では僧帽筋上部線維、中部線維の

筋力が回復しても、僧帽筋下部線維の筋力低下が原因で肩関節の屈曲、外転が

制限されることを経験する。僧帽筋下部線維は肩甲骨を下制、上方回旋、後傾

させ、特に外転の後期に筋活動量が増加する 13)ことから、拳上の最終域での肩

甲骨の運動に関与し、積極的に強化する必要性が高い筋の 1 つであると考える。 

 

 

 

図 2  a: 肩甲骨アライメント             b: 屈曲           c: 自動介助屈曲 

 図 2b は立位での肩関節の自動屈曲を示している。肩甲骨下角が中腋窩線まで到達しておら 

ず、最大屈曲ができずに上方回旋が不足していた。 

 図 2c は肩甲骨上方回旋を介助することで屈曲角度が増大したことを示している。 
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【脊柱】 

肩関節の屈曲、外転運動を 180°まで行うには、体幹機能、すなわち脊柱の

伸展が必要であり 4)、肩関節の運動には姿勢の影響が強く反映される。 

本邦の加齢による姿勢変化は胸椎後弯部で最も著明で 14)、腰椎の後弯化（腰

部変性後弯）は 40 代後半より現れ、加齢とともに進行し 15)、その進行は 10

年間で 1.7°16)と報告されている。したがって、姿勢の加齢変化は胸椎後弯の

増加と腰椎前弯の減少が特徴であり、この変化が肩関節の拳上角度の減少に関

連していると考えられる。実際、肩甲骨面拳上を若年者と高齢者で比較すると、

若年者では最大拳上位で胸椎後弯角の減少、

骨盤前傾角の増加がみられたが、高齢者で

は拳上に伴う有意な変化を認めず、最大拳

上角度が減少すること 17)や若年者でも意図

的に骨盤を後傾させた場合、肩甲骨の上方

回旋角度が減少し、代償的に肩甲上腕関節

が過剰に動くものの最大拳上角度が減少す

るという報告 10)があり、肩関節運動におけ

る脊柱の重要性が示唆されている。 

このように肩関節運動の機能障害を評価

するには脊柱の評価も必要となる。なかで

も骨盤前傾や腰椎安定性に関与する 18)19)大

腰筋の評価は重要である。大腰筋は 40~50

歳代より筋断面積が有意に減少する 20)21)。

この年齢は腰椎が後弯してくる時期とほぼ

一致する。大腰筋の弱化は筋を過剰に延長

させ、その結果、骨盤が後傾し、重心線が大転子の後方を通過する sway back 

posture となる。この姿勢（図 3a）は胸椎後弯の増加を伴うことが多く、胸椎

後弯の増加は肩甲骨の前傾を強める 8)ため、この姿勢が習慣化すると肩関節屈

曲、外転運動の阻害因子となることが予測される。したがって、大腰筋の筋力

を保つことが姿勢維持だけでなく、二次的

に肩関節の機能障害を予防することにつな

がると考える。大腰筋の筋力低下による姿

勢変化に関しては、適切な筋力強化運動を

行うことで姿勢を矯正することができる

（図 3 b）。また図 4 は腱板修復術後患者に

おける座位での最大屈曲を示している。こ

の患者は座位、立位での肩関節屈曲運動に

おいて腰椎が過剰に伸展し、歩行において

も腰部の過剰な動きを認めた。そこで腰椎

の安定性を高める目的で大腰筋の筋力強化

を行った。その運動前後では肩関節の治療

を行っていないにもかかわらず、最大屈曲

角度が約 10°増加し、患者の手の上げやす 図 4  a: 運動前           b: 運動後   

 

図 3  a: 運動前          b: 運動後   
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さの感覚も改善した。 

【肩甲上腕関節】 

狭義の肩関節である肩甲上腕関節は肩甲骨と上腕骨で構成される。肩甲骨ア

ライメントは肩甲骨周囲筋の筋張力により変化するため、肩甲骨と上腕骨との

位置関係は肩甲骨を整えた後に評価する必要がある。また肩甲上腕関節の運動

には大結節、烏口肩峰アーチ、肩峰下滑

液包、腱板からなる第 2 肩関節も関与

している。肩関節を最終域まで屈曲、外

転するためには烏口肩峰アーチを大結

節が通過しなければならない。この際、

腱板の作用と肩関節の自動回旋が必要

となる。 

まず腱板作用について考える。三角筋

のみが収縮した場合は骨頭の上方変位

が顕著となり、屈曲、外転運動は困難と

なる。しかし屈曲、外転の初期に棘上筋

が収縮することで関節窩に上腕骨頭を

圧迫する力が生まれ、上腕骨頭の滑り、転がり運動が生じる（図 5, 文献 2）。

この棘上筋の働きが骨頭の上方変位を抑制し、肩甲上腕関節の屈曲、外転運動

を円滑にしている。さらに屈曲、外転角度が増すにつれて、棘上筋は徐々にモ

ーメントアームが短くなり力が発揮できなくなるが 22)、棘下筋、小円筋、肩甲

下筋が骨頭の上方変位に対して骨頭を引き下げる力として作用する。このよう

に異なる 2 点に作用する力が物体の回転運動を生じさせることを偶力作用

（force couple）といい、肩関節運動で

はこの force couple が頻繁に用いられ

ている（図 6, 文献 2）。 

棘上筋と三角筋の関係は従来から多

くの研究がなされているが、どちらの筋

がより重要なのかを判断することは難

しい。Linge らは若年者を対象に肩甲上

神経を麻痺させ、棘上筋の筋活動が失わ

れた状態でも重力に抗して屈曲、外転運

動は最終域までの可能であったと報告

している 23)。加えて、三角筋中部線維

は拳上初期の骨頭を押し下げる作用を

もち、骨頭の安定性に重要であるとの報

告 24)や三角筋の付着部断裂は手術を行っても機能改善は難しいといった報告
25)があり、三角筋の重要性がうかがえる。したがって、棘上筋の機能不全に対

して三角筋や他の肩関節周囲筋が代償することで短期的に屈曲、外転運動を行

うことは可能であると思われる。しかし腱板機能不全の状態で長期間繰り返し

拳上運動を行うことは腱板断裂を引き起こし、最終的には三角筋断裂へと進行

する 26)27)。二次的な障害予防が可能で、かつ適切な肩関節の機能改善を目指す

図 5 棘上筋による関節包内運動 

 

図 6 外転運動における force couple 
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ために、理学療法士は棘上筋を含む腱板作用と三角筋などの肩関節周囲筋の両

方を観察し治療対象としていかなければならないと考える。 

次に自動回旋作用について考える。肩関節の屈曲、外転運動に関して烏口肩

峰アーチを大結節が通過するためには、上腕骨の自動回旋が必要であり、その

通過経路には anterior path と posterolateral path の 2 つがある。肩関節の外

転は上腕骨の外旋を伴い 7),22-24)posterolateral path を通過するが、屈曲では統

一した見解が得られていない。屈曲は上腕骨の内旋を伴うという報告 28)29)や外

旋を伴うという報告 7)30)、肩甲骨の運動を含め複合的に観察すると相対的に上

腕骨は内旋し、肩関節は外旋するという報告 31)などが散見される。臨床では後

方関節包を含む後方関節構成体の硬さが問題となることが多く、この硬さは外

転位での内旋可動域と相関がある 32)。後方関節構成体が硬い場合、つまり外転

位での内旋制限がある場合、肩関節の拳上に伴い上腕骨頭が前上方へ変位し、

肩峰下などでの Impingment により、接触圧が高まり小結節部での疼痛の発生

につながる 28)。 

したがって肩関節の外転では、あらゆる外転角度での外旋可動域の確保が必

要だが、屈曲ではあらゆる屈曲角度での内外旋両方の可動域を有しておく必要

があると考える。 

 

 

【まとめ】 

①肩関節は複合関節であり、その評価は肩のバイオメカニクスを十分理解した

うえで「一般性」と「個別性」を考慮して行うべきである。 

②肩甲骨は肩甲骨周囲筋の筋緊張によりその位置を変化させる。肩甲骨アライ

メントの異常は肩関節の運動にも反映されるため、その評価が必要となる。 

③肩関節の評価では体幹機能評価も行うべきである。加齢に伴い胸椎後弯の増

加、腰椎前弯の減少がみられ、症例によっては腰椎安定性に寄与する大腰筋

の評価が重要である。 

④肩甲上腕関節は肩甲骨アライメントを整え、腱板作用と肩関節周囲筋の関係

および内外旋可動域に着目し、第 2 肩関節が適切に機能しているか否かの評

価が必要である。 
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    教育講演Ⅱ 

肩関節障害に対する包括的理学療法  

～評価と治療～ 

 

熊田 仁 

藍野大学医療保健学部理学療法学科 

 

【はじめに】 

 肩関節疾患に対する理学療法として、最も実践されているのは関節拘縮除去

目的に行なわれる関節可動域訓練であると思われる。しかし、肩関節拘縮の原

因は多種多様であり、一言で関節可動域訓練と称しても、その真の原因を把握

し効果的な理学療法を実践するのは非常に難解なものである。 

肩関節拘縮の原因としては、①疼痛性拘縮、②筋性拘縮、③関節包・靱帯性

の拘縮の 3つに大別される。本稿では、この 3つの関節拘縮の原因に対する評

価方法と、治療の流れを運動療法実施内容の一例として述べ、肩関節疾患に対

する包括的な理学療法のあり方について考察する。 

 

【肩関節拘縮に対する流れ】 

肩関節拘縮に対する理学療法で重要なのが、患者の現状把握である。この場合

の現状把握とは、単に関節可動域や筋力という機能的な状況把握だけでなく、 

罹病期間や疼痛の状態、炎症期なのか慢性期なのか、筋の防御収縮状態、ADL

状況、患者の精神状態など多くの情報収集を行い総合的な患者状態を把握する

事を指す。筆者は図１に示すようなアルゴリズムを用いて、患者の現状把握と

評価･治療方法の選別、決定を行なっている（図 1）。 

 

【疼痛性拘縮】 

 肩関節疾患に対する理学療法で最も阻害因子と成り得るのが疼痛である。肩

関節疾患を患っている患者は、日常生活の中で幾度となくうずくまる程の疼痛

を経験し、直後より腕が動かないような感じ（Dead arm）を経験している事が

多い。その原因の多くは、炎症による肩峰下滑液包の腫脹や腱板の機能不全、

腱板組織の肥厚などにより生じる肩峰下での Impingement である１-４)。そのた

め患者は、疼痛に対する恐怖心が非常に強く、反射的に上肢の運動を抑制して

いる。この状態が長期に渡ると脳の可逆的変化が生じ、皮質レベルでの感覚運

動野の領域が減少し、正常な運動遂行が困難となる６)。過剰な筋収縮は関節の

不動を招き、関節の不動そのものがまた疼痛を引き起こし、更なる筋収縮を生

じさせる。この様な悪循環が形成されると関節拘縮はさらに重篤なものとなっ

てしまう。痛みが先か、不動が先かは定かではないが、いずれにしても不動と

いう状況を如何に少なくするかが鍵となる。 
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しかし、注意を要するのは炎症期の疼痛状況であり、疼痛の強いこの次期の

過剰な運動療法（ROM Ex）は、難治性の関節拘縮へと移行させてしまう恐れが

あり最大の注意を要する。不動を考慮するあまり過剰な運動を強いる事は本末

転倒な結果を招きかねない。この時期に重要となるのは、患部の安静と良肢位

保持、日常生活活動（以下：ADL）指導と適度な運動であり、患者への教育的な

理学療法を重点に実施する事である。この事で過剰な患部の炎症反応を衰退さ

せ、早期に疼痛の悪循環を断ち切る事が、後々の理学療法の是非を左右すると

いう事を十分理解しておく必要がある。 

また術後早期の場合、病棟の看護師と十分な情報共有をはかり、看護師への

安静肢位の指導や病棟 ADLでの過剰な使用を禁止するように協力体制を築く事

も必要である（図 2）。 
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 図 1 肩関節疾患に対する評価と治療のアルゴリズム 

図 2 患肢の安静肢位の指導の一例 
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【筋性拘縮】 

 運動痛の有無、罹病期間の長さにより主たる拘縮の原因が、筋性なのか関節

包･靱帯性なのか大まかな判断を行なっている（図 3）。急性期での関節拘縮の

多くは、疼痛からの防御反応である筋の過剰収縮による場合が多く、単なる筋

の短縮ではなく、筋攣縮を引き起こしている事を理解する。 

筋短縮と筋攣縮の区別は、筋短縮である場合筋の伸張に伴い伸張痛や対象筋

の圧迫に伴う圧痛が生じるが、筋の起始・付着を近付けるとその疼痛は消失す

る。一方筋攣縮の場合、筋の伸張・弛緩に関わらず対象筋の圧痛が生じ、他動

運動に対し過剰な防御収縮を認める。また、持続的な筋収縮に伴う循環障害も

生じており、温熱療法などの併用も効果的である。 

筋性拘縮に対する運動療法としては、筋短縮の場合対象筋の伸張運動（スト

レッチ：Ⅰb抑制）を実施すれば良いが、この際過剰な伸張痛の発生には注意

をする。具体的には、伸張強度は疼痛自制内で呼吸が止まらない程度、伸張時

間は 20～30秒程度で 3～5セット実施する事が有効である。 

 

 

 一方筋攣縮に対してのストレッチ Exは、筋の防御収縮を増強させ、過剰な代

償動作を引き起こしてしまう恐れがある。筋攣縮への対応としては、筋の収縮

後の弛緩（反回抑制）や、拮抗筋の収縮促通（相反神経抑制）を多用し、疼痛

を引き起こすことなく筋を反射的に弛緩させることが効果的である７)。実施回

数･頻度は、患者の疼痛状況により大きく異なるが、収縮強度は最大収縮の 40

～60％程度、実施回数は 3～5回を 3セット程度で十分筋攣縮の改善を認める。 

この様に筋性拘縮の場合は、拘縮の原因追求を行い適切な運動療法の選択を

行なえば、筋の高い可逆性から考え比較的容易に関節可動域の改善は図れると

考えている。 
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図 3 筋性拘縮とその他の判別用アルゴリズム 
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【関節包・靱帯性拘縮】 

 肩関節の関節拘縮の中で、苦悩するのが関節包・靭帯性の関節拘縮である。

特に罹病期間が長く、不動に伴う関節運動制限が続くと、関節可動域制限の責

任病巣の中心は関節構成体、特に関節包に原因があるとされている７)。その病

態には滑膜内膜の癒着と線維化が関与しており、その改善はかなり困難となる。 

関節包・靭帯性の関節拘縮の改善を図る場合、関節包のどの部位が短縮してい

るのかを見極める評価が必要となる。筆者は、図４に示すように関節包・靭帯

組織を便宜上、前上方・前下方・後上方・後下方の４パターンに分類しその評

価を行なっている（図 4）。 

前上方に含まれる組織としては、前方の関節包・上臼蓋上腕靭帯（以下：Ｓ

ＧＨＬ）・中臼蓋上腕靭帯（以下：ＭＧＨＬ）・および関節包外組織として烏口上腕

靭帯（以下：C-H Lig）などが含まれる。前下方組織としては、前方関節包・下

臼蓋上腕靭帯前方線維（以下：AIGHL）、後上方組織として後方の関節包、後下

方組織として後方関節包・下臼蓋上腕靭帯後方線維（以下：PIGHL）が含まれ

る（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位 構成要素

前上方 前方関節包・SGHL・C-HL・（ MGHL ）

前下方 前方関節包・AIGHL ・ （ MGHL ）

後上方 後方関節包

後下方 後方関節包・PIGHL

部位 構成要素

前上方 前方関節包・SGHL・C-HL・（ MGHL ）

前下方 前方関節包・AIGHL ・ （ MGHL ）

後上方 後方関節包

後下方 後方関節包・PIGHL

表１ 関節包の分類とその構成要素 

SGHL

MGHL

AIGHLPIGHL

BLH

前上方

前下方後下方

後上方

SGHL

MGHL

AIGHLPIGHL

BLH

前上方

前下方後下方

後上方

図４ 関節包の便宜上の分類 
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この様に関節包を４パターンに分類し、肩関節の各運動方向でどの構成要素

が制限因子かを判別している。この判別に用いているのが、図５に示す評価の

流れである。図５に示すように挙上制限がある場合、その位置での回旋運動の

状態を観察し、外旋制限が強い場合はＡＩＧＨＬの短縮の可能性を考える。同様に

挙上制限時での内旋や、伸展制限時での外・内旋制限の強弱を判別し、その時

点での関節包・靭帯性拘縮の原因追求を行い治療へと繋げている。 

肩関節の関節包・靭帯性の拘縮の評価は、屈曲や伸展方向の運動制限が生じ

た時点での、回旋可動域で大まかな部位特定が可能となる。関節包・靭帯性の

関節拘縮の評価には、肩関節を 3次元的に捉え複合関節としての特徴を最大限

に利用し評価することが必要であり、適切な評価により可動域制限の原因を掴

むことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、関節包・靭帯への治療前には必ず表層にある筋の短縮や筋攣縮が存

在しており、治療の第 1選択としては筋性拘縮の除去を行なうべきである。つ

まり関節拘縮の多くは、軟部組織の器質的変化と筋収縮の影響が加味された結

果であることを理解し、筋性拘縮の影響を無視してしまうと本来の拘縮の病態

である軟部組織の器質的変化に対してはアプローチできないものと考えるべき

である。また、過剰な筋収縮は関節の不動を招き、関節の不動そのものがまた

疼痛を引き起こし、更なる筋収縮を生じさせる。この様な悪循環が形成される

と関節拘縮は重篤なものとなってしまう。この悪循環を如何に作らないか、如

何に早期に除去できるかが理学療法の要である。 

 

【包括的理学療法】 

 前述してきた内容は、肩関節疾患に対する理学療法の一部に過ぎず、関節拘

縮の改善のみで肩関節の機能改善が図れる訳ではない。関節可動域がある程度
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図５ 関節包・靭帯性の制限因子予測 
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改善すると、次に関節運動を行なうための筋力が必要となる。しかし肩関節疾

患に対する筋力強化は、単に量的改善を目的とした筋力増強訓練では、代償動

作による過剰収縮が出現する事は周知の事実である。肩関節疾患に対する筋力

強化は、量的な改善を目的とするのではなく、肩関節周囲筋の協調性改善を目

的とした筋再教育が必要である。そのためには肩関節運動のバイオメカニクス

を十分に理解し、肩関節回旋筋腱板の支点形成力としての働きを再強化する 

必要がある。 

肩関節疾患に対する筋再教育の方法については、本稿では紙面の関係上割愛

させて頂くが、関節拘縮に対する運動療法同様きめ細やかな評価と、確実な治

療技術が必要であることは言うまでもない。特に再獲得された筋機能を ADLの

中で無理なく使用できるか、代償動作を含まない理想的な肩関節運動が如何に

遂行できるかがポイントとなる。そのためにも、患者教育は肩関節疾患に対す

る運動療法に必要不可欠なものであり、理学療法士には十分な患者指導力が求

められる。 

また患者自身による自主トレーニングの実施も、運動療法の効果を大きく左

右する因子である 8)。この自主トレーニング指導についても細かな内容指導が

必要であり、紙にプリントされた自主トレーニングプログラムを渡すだけでは

不十分である。特に筆者が注意して指導している内容は、実施内容の個数と実

施時間の設定である。実施内容の個数とは、一度に行なわせる運動の種類であ

り、基本 1週間に 1～2つの運動を重点的に行なわせる。その際、何を目的にど

のような強度で何回行なうか、実施の際にどのような感覚を感じながら実施す

るのか等、詳細に説明し確実に実施できるように指導している。また実施・継

続率を上げるため、日々の生活の流れに組み込ませる様に実施時間帯も含め指

導している。 

最後に、肩関節疾患に対する運動療法を実施するには、疼痛管理と関節拘縮

除去、筋再教育、ADL 指導（患者教育）という 4つのポイントを包括し理学療

法を実施する事が必要である。この 4つのポイント全てが必要不可欠であり、

この要素の一つが欠けても十分な効果は得られないものと理解すべきである。 

患者個々により症状は様々である。また、同じような身体状況でも患者の示

す反応は千差万別であり、かなりの「固体差」がある。この事を理学療法士は

再認識し、目前の患者にとって最良のサービスを包括的に提供すべきであると

考える。 

 

【まとめ】 

① 肩関節疾患に対する運動療法の流れを、アルゴリズム的思考を踏まえ概略

した。 

② 特に関節拘縮に対する運動療法を例に挙げ、原因追求の仕方、評価方法や

治療の流れを紹介した。 

③ 拘縮の原因を、疼痛性拘縮、筋性拘縮、関節包･靱帯性拘縮に分け、その

評価について説明した。 

④ 以上を踏まえ、肩関節疾患の運動療法に必要な包括的思考について考察し

た。 
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    教育講演Ⅲ 

外来リハビリテーションにおける PNF の挑戦 

～肩関節障害を通じて～ 

 

小滝昌彦 

株式会社 PNF 研究所 所長 

 

 

【はじめに】 

 PNF は 1940 年初期、アメリカにて開発された運動療法のひとつである。当

初は他の神経生理学的アプローチと表現されている手技同様、ポリオ、脳性麻

痺、脳卒中、脊髄損傷などの神経障害から生じる障害に対するアプローチとし

て発展してきたが、その応用は整形疾患やスポーツ選手のコンディショニング

などにも適応されるようになってきている。 

 日本には 1956 年、土屋弘吉氏によって紹介され、その後一部のセラピスト

により「スポーツ PNF」なる造語によって一般に知れ渡るようになった。その

ため日本における PNF のイメージは「抵抗」「パターン」「ストレッチ」とい

う PNF における一部の概念のみが強調され、本来の姿である神経系障害への

運動療法からかけ離れたイメージで現在も伝わっていることが多い。抵抗やス

トレッチは中枢神経系への感覚入力の方法であり、効果器としてだけではなく

感覚器としての筋肉の働きを促すために利用する一部の概念に過ぎない。 

 今回の研修会では PNF の様々な誤解を解くとともに、中枢疾患、整形疾患、

スポーツ障害など理学療法士が臨床で遭遇するであろう様々な問題に対しての

解決手段の一つとなりえることを訴えたい。また少々余談にはなるが筆者と

PNF との出会い、そして私の PT 人生想定外の自費診療の世界に飛び込んだこ

とで見えてきた理学療法士の可能性についても述べていきたい。 

 

 

【PNF とは】 

 20 世紀初頭世界中でポリオの麻痺患者が発生した。アメリカも例外ではなく

1916 年には 27,000 名もの患者が報告されている。ポリオから生じる運動麻痺

に対する治療が十分ではないとの考えから PNF の開発が始まる。Dr. Herman 

Kabat（医師・神経生理学者）と Margaret Knott（理学療法士）により、理論・

技術構築され、1948 年アメリカ・カリフォルニア州にある Kaiser Foundation 

Rehabilitation Center に拠点を移したのち世界へ広めていくためのコースを

スタートさせている。その後 PNF はヨーロッパに渡り、スイスに本部を置く

国際 PNF 協会を設立し、現在世界で約 70 名のインストラクターにより世界レ

ベルで開発・発展できるシステムが構築されている。 

 PNF とは Proprioceptive Neuromuscular Facilitation の略で日本語では、
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固有受容性神経筋促通（法）と訳されている。つまり人体の至る所に存在する

感覚受容器を刺激することによって、神経・筋などの働きを高め、身体機能を

向上させるという身体運動の構造・機能に対する運動療法の中のひとつである。 

 PNF の基盤となるものには、１．Philosophy（治療に対する考え方）、２．

Basic Principles（基本的原理）と Procedures（手段）、３．Techniques（テ

クニック）がある。 

 

１． Philosophy（治療に対する考え方） 

１） ポジティブアプローチ 

身体的、精神的に可能な部分を見出し、その可能な部分を利用して間接的

に目的とする部分に良い影響を与えるという考え方 

２） 機能的アプローチ 

機能とは言い換えると Activity であり、患者にとってもっとも必要な

Activity に結びつけるための評価・治療を行っていくという考え方 

３） 患者の全体像を捉える 

患者の全体像をよく観察する。ネガティブな部分だけでなく、ポジティブ

な部分も含めて全体像を捉えることで障害の根本を捉えていくことが重要

である。 

４） 集中トレーニングにより潜在能力を探る 

間接的、直接的に問題点に対して集中的にトレーニングを行う。 

５） 運動制御と運動学習の原理を利用する 

① 運動制御について 

 運動制御の段階 

a. Mobility（運動性） 

b. Stability（安定性） 

c. Mobility on Stability（安定性がある中での運動性） 

d. Skill（巧緻性） 

   この 4 段階¹⁾の中でどこに問題があるのか評価し治療プログラムを組み

立てていく。 

② 運動学習について  

a. 認知段階 

b. 連合段階 

c. 自動段階 

   Fitts, Possner²⁾の提言する段階に応じて学習を進める。 

 

2.  Basic Principles（基本的原理）と Procedures（手段） 

基本原理とは人間本来持っている反応特性を利用し脳（中枢神経系）に刺激

（情報）を与えるものである。また手段とはその原理を利用し、様々な運動に

反映させる方法である。 

１） Basic principles（基本的原理） 

① 触覚刺激：触れることによって皮膚表面にある感覚受容器を刺激し、よ

りよい運動を促通する。 
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② 聴覚刺激：言葉の内容・強さ・タイミングにより運動は促通される。 

③ 視覚刺激：視覚の利用により運動を理解、そして学習させる。 

④ 抵抗：抵抗とは負荷であると共に筋紡錘への刺激であり、運動を導き強

化する。 

⑤ 関節刺激：牽引‐関節周囲の組織を伸ばし、筋収縮を促し運動を行いや

すくする。 

     圧縮‐関節周囲の筋群を同時に働かせ、安定性を高める。 

⑥ 伸張刺激：筋を伸張し、伸張反射あるいは伸張反応を引き出すことによ

り、随意的な運動を行いやすくする。 

２） Procedures（手段） 

① パターン：人体は対角線的・螺旋的な運動を必要とする構造となってお

り、決まった運動パターンを用いることにより効率の良い運動を学習す

ることが可能になる。 

② 正常なタイミング：正常な運動は遠位から回旋を伴いながら始まり、遠

位の要素が 

近位の要素を働きやすくする。 

③ 放散：刺激によって反応が広がっていく現象、つまり刺激によって自動

的に起こる筋反応の広がりをいう。これを必要な機能の獲得に用いる。 

④ ボディメカニクス：セラピストの位置、体の使い方によってその反応は

促進される。 

 

3. Techniques（テクニック） 

 人間の体の原理を利用し、患者の持つ諸問題を解決するための考え方とその

治療手段。今回はページの都合上、割愛する。 

 

 

【PNF 研究所との出会い】 

 私と PNF の出会いは 1997 年に遡る。東京にて日本で第 2 回目となる国際

PNF 協会認定ベーシックコースに参加した。当時はコース運営も手探り状態で、

通訳がコロコロ変わったり、資料がたった 10 ページ程しかなかったり、ドイ

ツ人インストラクターと患者の担当医師の間に問題が生じたりとトラブルが絶

えない状況であった。それから 15 年が経過し、国際 PNF 協会認定コースの受

講生も 1000 名を超え日本においても正しい PNF の理解が深まりつつある。 

 PNF との出会いから 15 年、その縁あって現在の職場は東京に本社を置く株

式会社 PNF 研究所である。PNF 研究所の業務内容はいわゆる自費診療による

運動療法サービスの提供である。お客様は（当社では患者様ではなく、このよ

うに表現しています）膝痛・腰痛・肩痛などの有痛疾患や脳卒中による後遺症

など一般的に理学療法の対象になる方が中心であるが、趣味レベルから競技レ

ベルまでのアスリート、そして同じく趣味レベルから競技レベルまでの芸術活

動（ダンスや演奏者など）、芸能人など年齢、性別、職業、症状を問わず様々で

ある。PNF は末梢の感覚受容器を刺激することで最終的には効果器としての筋

肉の収縮を活発化させる。そこに運動学習理論を加えていけば弱化した筋の再
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教育だけではなく、健常者のパフォーマンスをさらに強化することが可能であ

る。この特性を生かして様々なニーズに対応している。     

また結果のフィードバックを徹底的に行うことでお客様のモチベーションを

引き上げる努力を行っているが、これは当然病院や施設でも行われるべきこと

であるが、過去の経験から一般の臨床ではまだまだ不十分と言わざるを得ない。

研究活動で大規模な実験の結果としてのエビデンスも重要であるが、目の前の

患者様が求めているのは結果であり、評価やプロセスではない。社会の中の一

員として理学療法士を認知していただくためには結果の出せる技術もさること

ながら、結果を伝えるあるいは感じてもらうためのパフォーマンスも重要であ

ることを認識するべきである。 

 

 

【肩関節障害へのアプローチ】 

１．スポーツ障害における肩関節へのアプローチの考え方 

骨折や靭帯損傷などの外傷を除いて、スポーツ障害における肩の痛みはパフ

ォーマンスに問題があることが多い。ここでは投球動作を例に、評価の着目ポ

イントおよびアプローチの展開について述べていくが、この考え方は肩を使う

ほとんどの競技において共通した問題点であるといっても過言ではない。 

重要なことは痛みの場所や種類、痛みが出る phase だけに着目していては根

治療には至らず、その場で改善してもパフォーマンスの改善に至らないことが

多いということである。なぜ痛みが起こっているのかという動作分析が必修で

ある。もちろんすべての理学療法士がすべてのスポーツに精通しているわけで

はないが我々の最大の武器は運動学である。最近は you tube などで簡単に一流

選手のパフォーマンスを確認することができる。また 100 人いれば 100 通りの

歩き方があるように選手によってやり方は様々である。単純に一流選手の物真

似ではなく、運動学的に体に負担のかかりにくい方法はどうすればいいのか考

えていかなければならない。歩き方を追求することと全く同じである。 

 

２．投球動作の評価のポイント 

 投球動作を歩行と同じように相に分けると、投球動作開始から踏み出し脚の

膝関節の位置が最高位になるまでを wind up phase、そこから踏み出し脚の接

地までを cocking phase、接地から投球腕最大外旋位を経てボールリリースま

でを acceleration phase、そこから投球動作終了までを follow-through phase

と表現されている。この中で最も痛みを訴える相は acceleration phase である

³⁾。まずはこの相での痛みのメカニズムを考えてみよう。この相の特徴は肩関

節最大外旋位からの内旋運動である。理学療法士であれば野球の経験がなくと

も想像に容易いのはいわゆる腱板の機能の重要性である。日本では多くの子供

たちが幼少期より野球一筋が多い。そのため、筋力が未発達の段階から繰り返

し同じ動作を要求されることになる。また指導者が運動学的な知識を持ってい

ない場合が多く、投球動作に対してきちんと指導できていない側面もあり、単

に投球時の痛みと言ってもその背景の把握と対処が非常に難しくなっている。

本来であれば強化されるべき腱板機能が、逆に萎縮し筋力低下を引き起こして
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いる場合が多い。また外旋中心の投球動作が肩関節の著しい内旋制限を引き起

こし、acceleration から follow-through phase にかけて起こるべき肩関節の内

旋運動が制限され、肩関節が外旋を伴ったまま前腕のみが回内し肘関節にスト

レスが加わりいわゆる野球肘を引き起こしている例は決して少なくない。 

 腱板機能が低下すれば、肩甲上腕関節の不安定性が生じ、機械的な過外旋を

強制されるために生じる関節包のストレスや、関節包内の陰圧による関節内へ

の関節包の吸い込み⁴⁾などが痛みを引き起こす可能性が高い。 

 これらのことから肩甲上腕関節においてのチェックポイントは、 

①痛みそのもの評価（炎症性、非炎症性など） 

②Mobility の評価として肩甲上腕関節の内外旋の可動域（特にセカンドポジシ

ョンにおける内旋運動） 

③Stability の評価として腱板機能の評価（筋力および視診・触診による萎縮の

状態確認） 

 問題はここで終わってしまうと投球動作時の痛みは解消されない。ここから

が理学療法士としての本領発揮部分である。歩行時のある相で痛みを訴えてい

る場合、その前後の相がどうなっているのか必然的に考える必要がある。例え

ば立脚中期で股関節の痛みを訴える場合、多くの場合はその前の loading 

response やあるいは遊脚後期の立脚期へのスタンバイができていないことが

原因となる。投球動作も全く同じである。acceleration phase で痛みがある場

合、wind up から cocking phase にかけて問題がある場合が多い。 

 

 【wind up phase での評価のポイント（図１）】 

 ①支持脚足底から頭部にかけてまっすぐな軸を作れているか。 

  これに関しては理想的なフォームであり、多少の個性が出る部分である。

プロの場合は必ずしもまっすぐなることを要求するべきではない。ただし

少年野球や高校野球では理想的なフォームとしてアドバイスはするべきと 

考える。重要なのはむしろ次の点である。 

②支持脚の股関節が機能しているか。    

  wind up phase は最も重心が高い相で

ある。ピッチャーマウンドには必ず傾

斜があるため、イメージとしては高い

重心をこの傾斜に向かって前下方に降

ろしていくイメージになるが実はそう

ではない。投球動作とは手で投げるも

のでなく、イメージとしては下肢から

体幹にかけてのパワーを肩甲帯で安定

した状態で必要最小限に力を入れた上

肢を鞭のようにしならせてボールに伝

えていく。そのためにはこの相で単に

坂道を転がるように重心を前に落とし 

ては下半身のパワーがボールに伝わらないのである。また重力のみで早く

重心が前にいくと、いわゆる体が突っ込んだ状態となり、cocking phase

図１ 
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で重要な上肢の挙上が間に合わず、腱板機能が最大に発揮されるいわゆる

ゼロポジションに持ってこれず、小手先だけの投球になる。 

  いずれにしても支持脚股関節で随意的にコントロールされた状態で

windup phase から cocking phase に繋げなければならない。 

 

【cocking phase での評価のポイント（図２）】 

 ①コントロールされた両下肢の支持性が保たれているか。 

  この相でのポイントは上半身が十分に投球上肢側にひねられて、この後の

相で生じる前方への回旋力を貯める非常に重要な相である。そのために

wind up でコントロールされた股関節の機能が十分に保たれるとともに、

acceleration で支持脚となる前足で十分な重心と骨盤コントロールが求め

られる。またコントロールされることで体幹が前に突っ込みすぎていない

かも重要なポイントである。 

 ②腹筋群の十分な遠心性活動が行えてい

るか。 

  この相では骨盤と肩甲帯の間に大きな

回旋が生じるとともに胸郭部分での伸

展可動域が求められる。可動性はもち

ろんであるがこの可動性を十分コント

ロールできなければ次の相で前方への

推進力が生まれない。そして十分に伸

張された腹筋群が acceleration phase

でコントロールされた求心性収縮に変

換できるかが重要なポイントとなる。 

 ③胸椎・胸郭・肩甲帯の伸展・回旋可動域が十分保たれているか。 

  この問題は肩関節の痛みと密接な関係があり重要な観察ポイントである。

肩に痛みが生じている多くはこの時期に肩甲帯が後方に十分回旋できない

ために、上肢を過度に後方へ水平外転してしまい結果的に scapula plane

よりも上腕骨が後方へ捻られてしまう。結果肩関節前部にある関節包など

に大きなストレスが加わり痛みを生じることが多い。回旋運動は肩甲骨の

内転運動だけでは不十分で胸椎・胸郭で十分な可動域が求められる。 

 ④肩関節がいわゆるゼロポジションまで挙上できているか。 

  ゼロポジションまで持ってくることがその後の肩関節内外旋の張力を最も

発揮しやすい状態であり、それ以下では張力の不足によりボールまで十分

に力が伝わらない。 

  挙上が不十分な理由は以下の点が関わっていることが多い。 

  １）cocking phase で体幹が前に突っ込みすぎて手を挙げている時間を確

保できていない 

  ２）胸椎・胸郭の可動性が乏しく後方まで手を持ってくる前に体が前方に

回旋してしまう。 

  ３）肩甲帯周囲や背筋群の筋力低下により胸椎・胸郭の回旋を維持できな

い。 

図 2 
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  ４）腱板機能の低下 

  ５）技術的な問題 

  ６）痛み 

 

３．肩関節障害へのアプローチ 

 評価のポイントがそのままアプローチのポイントであり、ポイントさえしっ

かり押さえておけば特殊な技術は必要なく効果が出せるはずである。要点のみ

をまとめて、実際の方法論については研修会当日に画像を用いて説明させてい

ただく。 

 ①痛みへのアプローチ 

  まずは痛みそのものに対するアプローチが重要。対処方法は原因により

様々。パフォーマンスが原因であれば痛みよりもパフォーマンスの改善が

先決となる。 

 ②mobility へのアプローチ 

  肩甲上腕関節、肩甲帯、胸椎、胸郭それぞれについて十分な可動域を引き

出す必要がある。 

 ③stability へのアプローチ 

  投球動作は文字通り全身の力が指先にあるボールに伝わっていく必要があ

る。最終的には肩関節周囲の十分な mobility を力に変えるために固定点と

して作用する股関節、体幹筋の筋力および協調性が非常に重要になる。 

 ④mobility on stability へのアプローチ 

  下肢・骨盤の安定性を確保した状態での上半身から上肢にかけての

mobility を向上させる。 

 ⑤skill へのアプローチ 

  投球動作には個性があるため、特に野球経験のない理学療法士にとって技

術介入は非常に難しい問題である。そのためにも運動学的知識を応用し、

痛みを生じるメカニズムを患者にしっかりと説明できることが重要である。

その上で個性として残していい部分と痛みに繋がるために改善しなければ

ならない動きを明確に分けて指導する必要がある。特にプロフェッショナ

ルの場合は生活に直結する上に、球団では投球に対するコーチ陣が存在す

る。そのため十分に説明と同意を得ながら、本人の野球歴・性格・球団の

特性まで考慮に入れてアプローチしていくことが求められる。 
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大阪臨床整形外科医会療法士会規約 

 

第1条 （名称） 

     本会の名称を大阪臨床整形外科医会療法士会と称す。 

 

第2条 （事務所） 

 本会の事務所は、会長の勤務地とする。 

 

第3条 （入会資格） 

     本会は、原則として大阪臨床整形外科医会会員の施設で勤務する療

法士とする。 

 

第4条 （目的及び事業） 

  本会は、会員相互の親睦と知識・技術の向上を図ることを目的とし、

事業として勉強会、研修会等を開催する。 

 

第5条 （役員） 

1.   本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、2 年とし、再   

任は妨げない。 

会 長 1 名 

副会長 2 名 

理 事 5 名（会計担当 1 名、学術担当 1 名、教育担当 1 名、 

保険担当 1 名、事務担当 1 名） 

監 事 ２名 

相談役 ２名 

顧 問 1 名 

2.  各役員の職務は次のとおりとする。 

会長は、本会を代表して会を統括し、会議の招集し議長を決める。 

副会長は、会長を補佐し、会長が事故にあった時はこれを代行する。 

会計担当理事は、本会の会計を掌握する。 

学術担当理事は、本会の学術に関する企画・運営を行う。 

教育担当理事は、本会の教育に関する企画・運営を行う。 

保険担当理事は、本会の保険福祉に関する企画・運営を行う。 

事務担当理事は、本会の事務を行なう。 

監事は、本会の会計および事業を監査する。 

相談役は、本会の運営の相談を行なう。 

顧問は、本会の運営の相談を行なう。 

 

第6条 （会議） 

     本会の会議は、年 1 回開かれる総会と、前記の役員による役員会と

する。 
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第7条 （定足数） 

     本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。 

 

第8条 （運営） 

     本会の運営は、会員から徴収する年、1000 円の会費をもってあてる。 

 

第9条 （会計年度） 

     本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 

第10条 （変更） 

     この会則は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の承認があれば

変更できる。 

 

     付則 この会則は、平成 23 年 8 月 1 日から施行する。 
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大阪臨床整形外科医会療法士会役員一覧 

 

 

会長        中川整形外科クリニック    理学療法士     金 京範 

 

副会長       高島整形外科         理学療法士     川崎 洋二 

 

副会長       妻鹿整形外科         理学療法士     福田 孝治 

 

理事（学術）    石橋整形外科         理学療法士     麻生 仁美 

 

理事（保険）    やん整形外科医院      理学療法士     石渡 大 

 

理事（教育）    うえだクリニック        理学療法士     藤原 優光 

 

理事（会計）    高島整形外科         作業療法士     村田 裕樹 

 

監事        牧リハビリテーション病院   理学療法士     芳本 康司 

 

監事      高井病院          理学療法士   小原 利明 

 

相談役       東大阪山路病院     理学療法士    川見 清豪 

 

相談役     みどりヶ丘病院       理学療法士    高野 博之 

 

顧問      大阪医科大学附属病院   理学療法士    大野 博司 

 

 

 


