
動作分析と運動時の
リスク管理



動作分析に際して必要な知識

Ò 正常な動作メカニズム 

Ò 動作の１つ１つに対してその意味を考える 

Ò 運動力学の知識 

Ò 運動機能解剖学 



動作とは？？

Ò 運動、動作、行為の3側面に区分される。 

Ò 動作は運動によって具体的に行われる仕事、
課題としてまとまった結果をもたらすものを
指す。 

Ò まずは姿勢が重要！！ 



姿勢の安定

Ò 支持基底の面積 
Ò 支持基底と重心線の関係 
Ò 重心の高さ⇒低いほど安定性は増す 
Ò 物体の質量⇒大きいほど安定性は増す 
Ò 摩擦力⇒摩擦抵抗が大きいほど安定性は増す 
Ò 構造の分節性⇒分節構造が少ないほど安定性は増す 
Ò 心理的要因 
Ò 生理学的要因



基底面

　　　





姿勢の安定性

１  ２  ３
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静止立位

重  力

床反力

床反力作用点                        
(center of pressure)

重  心(center of gravity)
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重心	

床反力	

重力	



基底面	

倒れる	

基底面	

倒れない	

基底面	

倒れない	
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２kgの重り



12	  

　 身体の形を変える	

　	

　 床反力作用点（COP）は変わ
らない	

重さのつり合いの制御



13	  

　 身体の形を変えない	

　 	

　 床反力作用点（COP）は変
化する	

筋活動で制動する制御



前方リーチ

基底面	
	



座位バランス



身体力学

Ò すなわち運動学と力学の概念。 

1.  重力（Gravity） 
2.  外部抵抗力（External resistance） 
3.  筋収縮による張力（Muscle tension） 
4.  摩擦力（Friction） 

Ò  姿勢の保持や運動はこれらの力の相
互関係で規定される。



歩行中に身体に加わる力

Ò 床反力 
⇒床反力は重心に上方への加速度を与えてい
る。 

 

Ò 重力 
⇒重力は重心に下方への加速度を与えている。 
 
 

身体にかかる重力と床反力によって
重心に加速度を与えている。 

 
 



 
 

分析の進め方



分析から治療につなげる

意味づけ 介入 

現象 現象 



問題点の階層

Handicap 
維持・予防

Disability 
ADL練習・歩行練習・杖練習

Impairment 
ROM・MSE・Stretch・神経生理学アプローチ



評価方法（TOP-DOWN方式）

•  必要な項目だけを検査測定するため患者負担が少ない 
 

•  観察・分析能力がないと機能障害レベルの把握が困難	



評価方法（BOTTOM-UP方式）

•  活動レベルが低く、可能な動作が少ない場合に適する。 
 

•  問題点の欠落が起きにくい。 
 

•  能力障害と機能障害との関係を結び付けにくい。	



動作観察のポイント

Ò 健常者の動作を理解すること。 
　→患者の動作の異常性を知るため。 
 

Ò 見るだけではなく触って感じとる！動かして感じ
る！（荷重の程度、どの方向で動きにくいのか） 

 

Ò 環境を変えて観察する。（椅子の座面を高くした
り、低くしたり） 

 

Ò 動作を真似する。（どこに力が入るか？どのよう
にやりにくいか？）



健常者の動作を理解する

Ò どうしてこの動作ができているか？ 

Ò この動作ができるための必要条件や要素はど
のようなものがあるか？ 

Ò 基本的な力学的知識を得る。 

Ò 動作観察結果を記録する。（どこがどう動い
てこうなるというように体の動きを記載）



動作分析でわかること 
わからないこと
◆分かること◆ 

Ò 身のこなし様 

Ò 大まかな筋力 

Ò 大まかな関節可動域 

Ò 大まかな運動方向 

◆分からないこと◆ 

Ò わずかな関節角度変化 

Ò 詳細な筋力



小さなものから大きなものへ

Ò 関節運動（小さなもの）の集合体が動作・姿勢
（大きなもの）です。動作分析と言って苦手意
識にならなくていいのです！！ 

Ò 動作分析もまずはimageです。こんな感じで動
いている！！という発見から行いましょう！



姿勢・動作観察の実践～ GROUP WORK～

姿勢観察 

歩行観察 
 



椅子からの立ち上がり動作観察ポイント

Ò 屈曲相、臀部離床相、伸展相に分ける。 

Ò 各相の変換時の動作を明確に観察できるかが
ポイント。 

Ò これらを考慮して椅子の高さなど環境の観察
も合わせて行う。



足関節が背屈するかしないかでレバーアームの長さが異
なり、重力による膝関節屈曲トルクの大きさが異なる。	



姿勢調節能力の改善をはかる

Ò “いかに動くか”に着目して運動療法を展開
する。 

Ò 動きや環境、課題に対して効率的に、また安
全に姿勢を変えながら運動を遂行させる。 

 
⇒接地面への配慮 
　中枢部のアライメント 
　荷重の量 
　動きの中での姿勢調節 
　非麻痺側の状態



 
 

　動作分析から考える　　　
リハビリテーション



生体工学からみるCVA患者の歩行

股関節伸展筋の出力減少 
 

左右アンバランスの出現 
 

体幹前後方向の動揺性が出現 
 

脳血管障害患者における典型的歩行の完成 



安定性を高める戦略
Ò 動作は多関節の運動によって構成されている。 
Ò 重力によって生じる外力に拮抗し、平衡状態
を保たなければならない。

Core  stability

Head control
Stable leg

Active and interactive ankle×
×



リハビリ中の急変・事故と
対応リスク管理について



リスクとは？？ 

　リスクとは望ましくない事象による望ましくない
結果の期待値である。 

 
①人が死ぬこと 
②（死なないまでも）健康が損なわれること 
③経済的損失が出ること 



	
 ヒヤリ・ハット	
　　重大な災害や事故には至らないも
のの、直結してもおかしくない一歩手
前の事例の発見のこと。	
各個人が経験したヒヤリ・ハットの情
報を公開し蓄積または共有すること
によって、重大な災害や事故の発生
を未然に防止することができる。	
「重大事故の陰に29倍の軽度事故と、
300倍のニアミスが存在する」	
（ハインリッヒの法則）	

リスク管理



リスク管理～プロセス～

リスクの把握 
 

リスクの分析 
 

リスクの対応 
 

対応の評価 
 



どのようなリスクがあるか？

　　　　　 
 

　挙げれるだけ挙げて
みましょう



リハビリ中に多い急変の原因

急変は、4年間で126件 
 
Ò 1位：      嘔　　　吐　    59件　46.8％ 
Ò 2位：気    分    不  快　　23件　18.3％ 
Ò 3位：バイタル変化　　  16件　12.7％ 
Ò 4位：て　ん　か　ん　 14件　11.1％ 
 
 
 

「坂崎ひろみら：リハビリテーション訓練時に発生した急変・事故
について．総合リハ37：1067～1072、2009．」より 



リハビリ中の事故原因

事故は、4年間で76件 

Ò 転倒・転落　：　54件71.1％ 
　うち、骨折は4件（剥離骨折2件、右肘骨折、 
　肋骨骨折各1件）、腱断裂による再手術1件が　 
　最も重篤な事例 
Ò 発生率　：　急変    0.0021％（1,587時間に1件） 
　　　　　　　事故    0.013％（2,564時間に1件） 
 
「坂崎ひろみら：リハビリテーション訓練時に発生した急変・事故について．総合リハ
37：1067～1072、2009．」より 



「急変後対応」と「予見可能性」

Ò 急変ではリスクを配慮しても起こりうる事例
が多く、急変後の対応指導が必要とされた。 

Ò また、事故においては、若年療法士において
は経験不足からなる単純ミス、３年目以上で
は１日に多くの患者に対応するなかで予見可
能性を重視することが必要であった。 

 
「坂崎ひろみら：リハビリテーション訓練時に発生した急変・事故について．総合
リハ37：1067～1072、2009．」より



土肥・アンダーソンの基準（Ⅰ）

Ⅰ.運動を行わないほうがよい場合 

　１）安静時脈拍数120／分以上
　２）拡張期血圧120以上
　３）収縮期血圧200以上
　４）労作性狭心症を現在有するもの
　５）新鮮心筋梗塞1ヶ月以内のもの
　６）うっ血性心不全の所見の明らかなもの
　７）心房細動以外の著しい不整脈
　８）運動前すでに動悸、息切れのあるもの



土肥・アンダーソンの基準（Ⅱ）

Ⅱ.途中で運動を中止する場合 
1.  運動中、中等度の呼吸困難、めまい、嘔気、狭
心　　痛などが出現した場合 

2.  運動中、脈拍が140／分を越えた場合 
3.  運動中、1分間10個以上の期外収縮が出現する
か、または頻脈性不整脈（心房細動、上室性ま
たは心室性頻脈など）あるいは徐脈が出現した
場合 

4.  運動中、収縮期血圧40mmHg以上または拡張期
血圧20mmHg以上上昇した場合



土肥・アンダーソンの基準（Ⅲ）

Ⅲ.次の場合は運動を一時中止し、回復を待って再
開する 
 
1.  脈拍数が運動時の30％を超えた場合、ただし、

2分間の安静で10％以下にもどらぬ場合は、以
後の運動は中止するかまたは極めて軽労作のも
のにきりかえる 

2.  脈拍数が120／分を越えた場合 
3.  1分間に10回以下の期外収縮が出現した場合 
4.  軽い動悸、息切れを訴えた場合



リハビリ中止基準

Ò その他の注意が必要な場合

　1.血尿の出現
　2.喀痰量が増加している場合
　3.体重増加している場合
　4.倦怠感がある場合 
　5.食欲不振時・空腹時
　6.下肢の浮腫が増加している場合



VITAL SIGN 

Ò Vital・・・生命 
Ò Sign・・・徴候　　 
脈拍、呼吸、血圧、体温の４つの生体情報をさ
す。 
（救急医学領域では意識レベルを追加して5項
目） 

 
上記４項目を正確に測れるように!!!!しましょう。 



 	
バイタルサインを総合的に判断する必要がある場合	
・意識	
↓	
・脈拍	
　↓	
・手足の皮膚温	
　↓	
・呼吸	
　↓	
・血圧	
　↓	
・腋窩温	



脈拍　PULSE 

末梢の動脈で触知されるものです。 
Ò 一分間の脈拍数とリズム、そして、緊張
度で表現します。 

Ò 正常値は毎分50-60回（60-85のもありま
す） 

Ò 50回以下を除脈（bradycardia）,100回以
上を頻脈（tachycardia）



呼吸　RESPIRATION 
 
Ò 呼吸は延髄の呼吸中枢によって制御されてい
ますが、心臓の動きと異なり、ある程度は意
識的に変化させることができます。  

Ò 呼吸の診察は脈拍の測定を15秒間実施して
いる間に実施します。 
　　　　１　鎖骨上窩の陥凹の有無 
　　　　２　喘鳴の有無 
　　　　３　おおよその呼吸数を診察 
Ò 正常呼吸　毎分　15-20回



数や深さの異常

Ò 頻呼吸・・・２４回/分以上（深さの異常はな
し） 
　（心疾患などの数々の病態でおこり、発熱や精神的興奮などで
もおこる。） 

Ò 徐呼吸・・・１２回/分以下（深さの異常はな
し） 
（脳圧亢進時、鎮静薬・麻酔薬を用いたときにお
こる） 

Ò 過呼吸・・・呼吸数は正常、１回換気量の増加 
（酸素不足、CO2蓄積時） 
Ò 減呼吸・・・呼吸数は正常、１回換気量の減少 
（呼吸筋麻痺、肺気腫） 



血圧BLOOD PRESSURE  

Ò 動脈血管内の血液が血管壁に及ぼす圧力のこ
と。 

 
＊部位により圧分布あり（だから血流が生ま
れる）、大動脈では最大血圧（１２０mmHg)、
最低血圧（６０mmHg)、例えば毛細血管の部
位であると２０mmHg位まで分布し、基本的
に末梢にいくに従い低くなる。



体温　BODY TEMPERATURE 

Ò 腋窩温＜口腔温＜直腸温を測定します。 
 
　高齢者は皮膚の熱の伝導度が低いために 
　逆に低い値を示す傾向があります。 
　生理的な影響・個人差があるので、その正 
　確な評価のためには通常の個人の平熱に 
　ついての情報が必要です。 



質の高いCPR	
　・圧迫の速さは100回/分以上	
　・圧迫の深さは5cm以上	
　・圧迫毎に力を抜き、胸壁を完全に 
　　元に戻す	
　・胸骨圧迫の中断は最小限	
　・過換気をさける 
 
 
 
	



・意識の評価	
　　　日本ではジャパン・コーマ・スケール（JCS）が一般的である。	
 
Ⅰ.覚醒している（1桁の点数で表現）	
 0 意識清明	
Ⅰ-1見当識は保たれているが意識清明ではない	
Ⅰ-2 見当識障害がある	
Ⅰ-3 自分の名前・生年月日が言えない	
 	
Ⅱ.刺激に応じて一時的に覚醒する（2桁の点数で表現） 	
Ⅱ-10 普通の呼びかけで開眼する	
Ⅱ-20 大声で呼びかけたり、強く揺するなどで開眼する	
Ⅱ-30 痛み刺激を加えつつ、呼びかけを続けると辛うじて開眼する	
 	
Ⅲ.刺激しても覚醒しない（3桁の点数で表現） 	
Ⅲ-100 痛みに対して払いのけるなどの動作をする	
Ⅲ-200 痛み刺激で手足を動かしたり、顔をしかめたりする	
Ⅲ-300 痛み刺激に対し全く反応しない 
 



・脈拍数	
　　　脈拍：触診部位	
　　　　　　　橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈、
足背動脈など	
　　　　　　正常範囲：60～90/分	
　　　　　　　　　　　50/分以下は徐脈	
　　　　　　　　　　　80/分以上は頻脈	

新生児	 30~50回/分	 

小児（3歳）	 20~30回/分	 

成人	 12~20回分	 

老人	 15~22回/分	 

　・呼吸	

　　　	

正常範囲	



・血圧　	
　　　高血圧治療ガイドライン（日本高血圧学会）	

分類	 収縮期血圧	  	 拡張期血圧	 

至適血圧	 ＜ 120	 かつ	 ＜ 80	 

正常血圧	 ＜ 130	 かつ	 ＜ 85	 

正常高値血圧	 130～139	 または	 85～89	 

I 度高血圧	 140～159	 または	 90～99	 

II 度高血圧	 160～179	 または	 100～109	 

III 度高血圧	 ≧180	 または	 ≧ 110	 

（孤立性）収縮期高
血圧	 

≧140	 かつ	 ＜ 90	 



１．転倒について



転倒	
　転倒しやすい疾患	
　　・脳血管障害	
　　・パーキンソン病	
　　・認知症	
　　・関節リウマチ	
　　・変形性疾患	
　　・股関節頚部骨折	
　　・その他、白内障などの視力障害・聴力障害	
 	

ハイリスク転倒者の見分け方	
・歩容を観察する	
・転倒を起こした患者は再発率が高い	
・転倒を繰り返すことによって寝たきりになることも多く、生
命予後にも関わってくるため転倒予防が必要である。	



                    ２－１転倒しやすい人
n  転倒しやすい人 
　・ふらつきがある(酩酊，平衡感覚障害) 
　・視力に問題あり 
　・足底の感覚障害 
　・注意能力に欠ける 
　・下肢の筋力が弱い 
　・高齢者・小児 
　・服薬管理をしている人 
　・骨粗鬆症患者 
　・転倒歴あり 
　・血圧変動が大きい(起立性低血圧) 
　・歩行スピードが遅い 
　・杖をうまく使えていない人 
　・自分の能力を過信してる 
　・奥歯のない人…etc	



転倒の原因

Ò 年齢 
Ò 転倒の既往 
　　→１度転倒した人の再転倒率は８０％ 
Ò 慢性疾患（膝OAによるROM制限など） 
Ò 投薬（うつ病の薬、睡眠薬） 
Ò 床面の環境　　 



転倒しやすい環境

転倒する危険がある場所ｏｒ行為 
・玄関マット 
・靴、スリッパの履き変え 
・ベッドへの移動 
・低い段差 
・狭い通路 
・物療ケーブル 
・床からの立ち上がり 
　ｅｔｃ 



ベッドへの移乗①

 
 
 
フットレストの上げ忘れ、 
ブレーキのかけ忘れは転 
倒の危険が高まる。 



ベッドへの移乗②

着座の際、写真のような 
ベッドへの移乗方法は安 
定性が低く転倒の危険性 
が高くなる。 
 
そのため、ベッドに座っ
て 
から臥位をとることがよ
り 
安全と考える。 



床からの立ち上がり

高齢者や腰痛，下肢疾患

の患者様は立ち上がり時
に 
転倒の危険性が高い為近 
位見守りが必要である。

また介助者は両手を開け

ておくことで突然の出来

事に対処できると考える。 



２．呼吸器疾患



呼吸器疾患 
(慢性閉塞性肺疾患COPD)

Ò  気道が狭くなった状態で呼出
が困難 

Ò  肺コンプライアンスの上昇 
Ò  FEV70％以下 
Ò  喀痰 
Ò  呼吸困難 
Ò  易疲労性 
Ò  樽状胸郭 

Ò  慢性気管支炎 
Ò  慢性肺気腫 
Ò  気管支喘息 
Ò  びまん性気管支炎 
Ò  気管支拡張症 



呼吸困難度分類(FLETCHER-HUGH-
JONES)

Ⅰ度：同年齢の健常者と同様に労作ができ，歩行，階段昇降も 
　　　  健常者と同様にできる 
 
Ⅱ度：同年齢の健常者と同様に歩行はできるが，坂，階段昇降は 
　　　　健常者と同程度に行えない 
 
Ⅲ度：平地でさえ健常者と同様には歩けないが， 
　　　　自分のペースでなら1.5km以上歩ける 
 
Ⅳ度：休み休みでなければ，50mも歩けない 
 
Ⅴ度：会話，着物の着脱でも息切れを自覚する 
　　　　息切れのために外出できない 



急性増悪時の症状
酸素分圧低下時の症状

Ò  落ち着きがない 
Ò  錯乱 
Ò  意識障害 
Ò  血圧低下 
Ò  頻脈 
Ò  チアノーゼ

二酸化炭素分圧上昇時の症状
Ò  頭痛，目まい，見当識障害 
Ò  錯乱 
Ò  傾眠・昏睡 
Ò  血圧上昇 
Ò  痙攣・発赤 
Ò  縮瞳



呼吸器疾患に対するリスク管
理

•  呼吸法の指導：腹式呼吸，口すぼめ呼吸 
•  パルスオキシメーターを用意しSPO2を確認(90％以下：運動中止) 
•  新ボルグスケールでは4～6の範囲で運動を行う 
•  頻呼吸(30回/分)に注意 
•  高度な血圧変動に注意 
 
n  自覚症状 
ü 胸痛 
ü めまい 
ü 動悸 
ü 疲労 
ü ふらつき 
ü チアノーゼ 



呼吸器疾患

Ò 呼吸不全の評価 
１．チアノーゼ 
２．ばち状指 
３．喘鳴 
４．呼吸困難（息切れ） 
５．咳、痰 
６．胸痛 
７．喫煙歴 



息切れを起こしやすい動作

Ò 整容 
Ò 入浴 
Ò 排泄 
Ò 更衣 
Ò 階段 
Ò 掃除 
Ò 洗濯



運動禁忌基準

Ò 呼吸器感染症の合併症 
Ò 心不全の合併 
Ò 肋膜炎、気胸の合併 
Ò 自覚的に発熱、血痰、胸痛が出現した時 
Ò 倦怠感、喘鳴があり安静時でも呼吸困難があ
る場合 

Ò 安静時心拍数が１００回を超えている場合 



運動中止基準

Ò Borg　Scoreの7以上になった場合 
Ò 急な呼吸困難感 
Ò フラつき、胸痛、眼前暗黒感の出現 
Ò 強い動悸 
Ò チアノーゼ、Sp𝑂↓2 が88％以下 
Ò 喘鳴の出現 


