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復習問題



Parkinson病の四大兆候を挙げ、
それぞれ説明してください。



Parkinson病患者を治療するにあた
り、しばしばアプローチの立案およ
び実行に支障をきたすParkinson病
患者特有の問題を挙げ、その把握
と解決策を挙げてください。



Parkinson病患者ではしばしば固縮
による動作制限が問題となるが、
その改善方法をお書きください。



必ず行う評価

Hoehn-Yahr

ROM test（筋緊張）

ADL評価／日内変動調査

Time up and go test / 姿勢・動作
（一連の流れを観察）



ヤールの重症度分類 生活機能障害度

StageⅠ

一側障害のみ，通常，機能障害は軽微またはない

Ⅰ度

日常生活，通院にはほとんど

介助を要しないStageⅡ

両側または身体中心部の障害，ただし，体のバランス障害は
伴わない

StageⅢ

姿勢反応障害の初期兆候が見られるもの．これは患者が歩行
時に向きを変えるときの不安定や，目を閉じ足をそろえて立っ
ている患者を押してみることで明瞭となる.身体機能は,やや障

害されているものの職業の種類によっては，ある程度の仕事
も可能である身体的には独立した生活を遂行することができ，
その機能障害はまだ軽度ないし中等度にとどまる

Ⅱ度

日常生活，通院に部分介助を

要す

StageⅣ

病気が完全に進行し，機能障害高度

患者はかろうじて介助なしで起立および歩行することはできる

が，日常生活は高度に障害される

StageⅤ

介助がない限り寝たきりまたは車椅子の生活を余儀な
くされる

Ⅲ度

日常生活に全面的な介助を要
し,独力では歩行起立不能



必ず行う評価

Hoehn-Yahr

ROM test（筋緊張）

ADL評価／日内変動調査

Time up and go test / 姿勢・動作
（一連の流れを観察）



ROM Test

•筋緊張の評価として活用。

•筋緊張の程度を確認するにはend feelを注
意深く感じ取る。

•四肢／体幹（全身）の筋緊張を確認する。



可動域

• 将来的に拘縮を起こす可能性のある関節

✓股関節

✓膝関節屈曲

✓足関節底屈

✓頸

✓体幹

✓胸郭

これらに対しては、可動域評価、自動あるいは他動
運動を十分に行う必要がある。



固縮

•鉛管様、歯車様が確認出来る。

•四肢になくても頚部に著明な事も多い。

• L-dopaにより劇的に改善する事がある。



筋固縮に対する伸張運動

• 固縮に起因する筋短縮が起こりやすい！

✓ハムストリングス

✓下腿三頭筋

✓腰背筋

✓腸腰筋

✓大腿直筋・・・etc

これに対して伸張訓練を行うが、より能動的なも
のが望ましい。



可動域制限（短縮と固縮）

• 短縮

• end feel

(最終域で急に硬くなる)

• 長時間一定の長さでい
ることで生じ、筋節が減
少した状態

（関節は動くけどその範
囲が狭い）

• 固縮（筋強直）

• end feel 

(鉛管様現象・歯車様現象)

• 他動的に動かすと抵抗感
を感じるが、全可動域での
運動が可能



必ず行う評価

Hoehn-Yahr

ROM test（筋緊張）

ADL評価／日内変動調査

Time up and go test / 姿勢・動作
（一連の流れを観察）



ADL評価

•日内変動／日間変動を確認する。

• ADL評価はBarthl Indexなどスケールを使用。

•日内／日間変動は簡易的なチェック表を使用
する事を進める。



必ず行う評価

• Hoehn-Yahr

• ROM test（筋緊張）

• ADL評価／日内変動調査

• Time up and go test / 姿勢・動作
（一連の流れを観察）



姿勢評価

• 抗重力筋

静止姿勢保持に重要な筋

通常、固有感覚からの刺激に
よる反射で姿勢は制御される

• パーキンソンでは正常な反射
が誘発されにくい

• 屈筋に固縮がみられやすいた
め、拮抗筋である抗重力伸展
筋の緊張があがりやすい。

ヒラメ筋

腓腹筋

脊柱起立筋

頭半棘筋

大腿二頭筋

主要姿勢筋

(抗重力伸展筋)



後方荷重による影響

後方安定性限界の減少

COG下・前方
(身体重心)

突進現象の出現

前屈姿勢の助長



Parkinson病の基本的治療

•薬物療法

• リハビリテーション



リハビリテーション

ストレッチ

Hip up

寝返り/起き上がり練習
（抗重力伸展運動の促通）

バランス練習（座位を中心に）

歩行練習（活動量の維持）⇒介助が必要レベル



stageⅣの理学療法

• 筋固縮に対する筋伸張運動

• 抗重力筋活動の活性

• 化座位，立位バランス訓練

• 起居動作訓練

• 歩行訓練

• 呼吸理学療法

• 顔面表情筋の運動療法

• Home ex．などによる日常運動量の確保→廃用助長因子の除去

• 起居，歩行，移乗動作などの動作方法や介助法指導

• すくみ足対策

• 転倒による外傷予防 －頭部保護帽の検討―

• 腹臥位の指導



リハビリテーション

•ストレッチ

• Hip up

•寝返り/起き上がり練習

•バランス練習



ストレッチ

•ゆっくり／じっくり／ながく／やさしく／をキー
ワードに行う。

•屈筋群を中心に行う。

•セルフストレッチの方法も指導する。

•過負荷にならないように注意する。



Hip Up Exercise

•伸筋群の活性化を目
的にする。

•過負荷とならないよう
注意する。



寝返り／起き上がり



寝返り練習 ~ワンポイントアドバイス~

•体軸内運動を誘導する。

•屈筋と伸筋の協調性を促す。

⇒Side lineからの反復練習の実施

•下肢の誘導により体幹回旋や下側下肢の
伸展誘導を促す。



起き上がり練習〜ワンポイントアドバイス〜

•体軸内運動を促通する。

•屈筋と伸筋の協調性を促す。

•抗重力伸展運動を意識させる。



起居動作の特徴

体幹回旋、側屈の制限 起居動作困難

歩行の特徴

小刻み歩行 すくみ足 加速歩行



動作分析の実際 １．寝返り

体幹は棒状で体幹上部と下部間の回旋は少ない
↓

両下肢を屈曲
↓

寝返り方向へ倒す
↓

上側下肢を伸展し床面を蹴り側臥位まで寝返る



２．起き上がり（パターン）

軽度であれば背臥位から直線的に起き上がる

重症度が進むと
背臥位→側臥位→起き上がりの傾向

体幹の側屈減少→下側の肩関節水平外転
→床面を押して上部体幹を引き起こす動作

起き上がりにかかる時間の増加
及び動作自体が困難



２．起き上がり（側臥位からの起き上がり時の筋活動）

側臥位

肘を支点として肩関節水平外転
(三角筋後部線維)

上部体幹を引き起こす
（体幹筋の活動はほとんどみられない）

上肢のみの力では難しい



３．立ち上がり

足関節＝底屈位

後方荷重→後方転倒しやすい

股関節屈曲＝不十分



４．歩行（パターン）

①後方荷重→第一歩が出ない（歩き出しは困難）

②歩行中→各関節の動き小さい
（体幹の側屈・回旋、肩関節の屈曲・伸展の減少が特徴）

③歩幅は短い小刻み歩行→加速歩行
→小走り→転倒

①～③により方向転換は時間を要す



４．歩行（歩行時の筋活動および足圧中心移動）

歩行開始時
両側の腰部脊柱起立筋に

持続性の強い収縮（歩行中にも継続）

体幹棒状化
→側屈困難

→左右への足圧中心の移動が減少

前脛骨筋、下腿三頭筋は歩行中同時に活動
→足関節固定

→下肢の振り出し困難



Parkinson症状の歩行パターン

方向転換時の足圧中心動揺

方向転換踏み返し時の回旋角度が狭い

１回転するまでの重心移動・動作の回数が多い

固縮による体幹や股関節、足部のmobilityの減少



リハビリテーションコンセプト

•動きやすい環境を作り出す！！

⇒身体機能、環境設営ともに

•機能障害の回復に固執しない！

•動作練習を中心に構成

•伸展運動を中心に構成








