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原著

2種の創動運動の温熱画像による分析
滝沢茂男・武藤佳恭・家本晃・高田一。長岡健太郎。渡部一郎
要約：

プログラムに従い､２種の足関節運動器(足関節底背屈運動器と膝関節屈伸運動器)を用いて行う創動運動によるリハビリテ
ーション(リハ)は､いくつかの老人福祉施設や病院において導入され､効果を挙げている｡サーモグラフィ_装置の機能を有効に
利用できる測定装置開発を行い､プログラムを構成する主要素である創動運動が高齢障害者に与える影響について検証を試み
た｡下肢運動の運動範囲･角度や速度の測定､開始前後のサーモグラフィー装置による温熱画像撮影を行った｡回数､移動距離

や角度をパラメータとして､下肢の運動によるサーモグラフイ－装置のポイント温度表示機能を用いた下肢筋群の皮膚温変化を
調べた｡対象は通所リハセンター利用者１３名で､約２分間の運動の前後に撮影し測定し分析した｡その結果､膝関節屈伸運動、

足関節底背屈運動とも皮膚温のわずかな上昇･下降又変化が見られないものがあり、全体として顕著な皮膚温変化は確認でき

なかった｡下肢の屈伸･底背屈創動運動共に大きな体温変化を示さなかったことは､この運動が大きな負荷にならず､高齢障害
者の運動に適していると考えられ､プログラム化リハが好結果を上げている理由の－面が現れたように思われる。
Keywords：創動運動評価装置､サーモグラフィ－装置､温熱画像､高齢障害者､プログラム化リハビリテーション

緒言

３７度）で評価した。実験の同意が得られた対象者は男性８

いくつかの介護老人保健施設や病院において２種の下

名女性５名である。平均年齢65.5歳、最高齢７９歳最低年

肢運動器(足関節底背屈創動運動器と膝関節屈伸創動運動

齢３５歳で装具を用いる必要のある下肢麻痩の被験者はい

器）を用い、プログラムに従い行う創動運動によるリハビ

なかった。詳細は表１に示す。

リテーション（以後リハ）が導入されている。その結果入

温度の測定については膝関節屈伸運動と足関節底背屈

所者の身体状況はＦＩＭの歩行､排尿の改善が明らかにされ

運動のそれぞれ､約２分間の運動の前後に温熱画像を撮影

ている。またＲＣＴが実施され、同様に有効性が報告されて

し測定した。被験者には、自分でできる範囲の運動で、痛

いる｡患者自身が患側を健側により動かす創動運動はこれ

みなどが出ない範囲で運動をするように教示した。

まで他動運動以外では不可能であった麻庫のある患側下
肢の運動を可能とし、このプログラム化リハの実施を可能

表１

にした。しかし、今日まで、創動運動実施が身体に与える

被験者の状況(通所リハビリテーション利用者）

被験者
性別 年齢
番号

具体的な効果評価は､プログラム化リハ実施に伴う事前事
られていた。今回我々は温熱画像による分析を試み、前頚
骨筋と下腿二頭筋など下肢筋群の皮膚温をサーモグラフ
ィ_装置（以後サーモ装置）のポイント温度表示機能を用
いて収集し､プログラムに従い行う創動運動が運動として

高齢障害者に与える影響について検討した。
対象と方法
Ｌ対象者と実験概要

本実験は２００６年６月１４日から１６日までの間、大分県
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後の評価のみであり、他の評価方法による影響評価が求め
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の通所リハセンター利用者１３名を対象に行った。各被験

者の膝関節屈伸創動運動と足関節底背屈創動運動状況を
下肢運動測定装置（前後の可動範囲565mm、最大背屈角度

9８

リハビリ期間 歩行状況

２実験器具開発

創動運動の機序解明のために、下肢運動の運動範囲、角
度や速度の測定､さらにサーモ装置による温熱画像の収集、
撮影し走温熱画像は撮影日時抄を明示し､実験ごとに前後
の別琶フ方

イル名どして、自動収集可能液装置を開発した。

この実験器具は図１に示茄
に示チエうに被験者が椅子に聖り、足

板（長さ275mm、幅250mm） の王に両足をそろえて乗せ、

椅函iiZで用いる。屈伸創動運動については、 バースラヱレー
Fに取り付けられだ２垂の巫行正スラｉＥレール上を足
板が稜動盃る四 うに漆っている。足板をレール上で往復ざ

ほるこどで前後運動を行う。まだ、新たに測定可能としだ
図１実験環境と状況

瞳部を揺動軸どして踏み込み行う底背屈創動運動につい

ては、足板をレール王で固定し、コイルばねを取り付けて
|背屈運動を行う。サーモ装置はニコン社製、THERMAL
VISIONLAIRD3A、圭機器では、温度表示が「華氏温度表Ｉ
示(変換できず)」であったので、摂氏のデータに変換し刀
横討しだ。
3.実験万法

実験環境は裸足､被験者一一一一一一一一一一一
一一一一一番号３番まで実施した実験初日
}ま室温２６度、番畳４番以降の第２ 日及び第３日は室温2４
度であっだ。 屈伸運動の実験に際して、被験者４は最初の

撮影時に目標がはずれたため､屈悼創動運動では皮膚温三
一夕の対比ができ漆かつだ。実験では、ザーモ装置は定置

で､図２のようにポイント温度表示点ＡからＥの５点で皮
膚温を測定し元。 最王部の測定点蓬足版から概ね

図２ボー1ﾋﾟﾝﾄ温度測定点

２０ｃｍ

の位置に設定しだ｡被験者にエってば足の位置が歪江るだ
め、５5点のうちにい歪れ力 』が工肢筋群にあだる工うに撮影

設定しだ諸点を円の亜心に元士｡本図の場合はＡとＢの数
値を採用し元。 図亜の線は筋電評価用の虻一ブル五ある。

した。 撮影は測定機器が金属で冷たいだめ、 患者の希望.

患者の便宜を図って靴をはいだ通常の万法で行った。

表２被験者の膝屈悼創動運動ニーダ

実験は膝関節屈悼創動運動評価ど足関節底背屈創動運
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総穆動量に対じ工、頁の相関の傾向が見られる。

１－１運動の測定結果
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運動の測定結果は､膝を直角にしたときの足板位置を原

点とし、概ね２分間の屈伸運動による足板の位置を示す。

開発機器の計測では前方に突き出した時の到達位置の内
の最大値は352mm、引き戻した時の到達位置の最大値は

-1391nln,平均移動量は81.5ｍｍであった。表２は、測定時間
中の被験者（被験者４を除く）の開始時の皮膚温（前)、
終了時の皮膚温（後)、温度差、運動回数、総移動量を示

している。夫々の平均(Mean）と標準偏差(SD）を示した。
１－２ポイント温度測定結果

３日間行った皮層温の測定においては、各被験者一人当
たり膝関節屈伸運動の運動前と運動後に温熱画像撮影を
各１回行い、温熱画像２４枚を撮影した。表２に数値を示

後

したその変化を図３に示した。１２名中、わずかな皮膚温

図３膝関節屈伸創動運動による皮層温変化

上昇が見られた者２名、わずかながら皮膚温低下したもの
9名、変化が見られなし、もの２名であった。平均温度の差
は-0.1度で、温度差と運動回数に相関は見られず、総移
動量に対して、負の相関の傾向が見られるが、全体として
温度変化は確認できなかった。

表３被験者の足関節底背屈創動運動データ
被験
者

温度
差

皮膚温

(c）

なお図２に表示した５点の皮膚温は､撮影を定置で行っ

ており被験者個別の身体状況や撮影時期ごとの設定変化

前

後
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0.05
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１０回の測定時間中の平均運動角度、運動時の足板前方の

S、

1.69

1.78

0.28

4.83

0.22

4.84

0.35

引きあがり始めから再度の踏み込みまでの平均経過時間

前後温度差との相関計数

-0.329

0.0932

-0.298

-0.014

に伴い撮影位置が異なっているので､明らかに下肢筋群を

示していないデータを除外した平均値を用いた｡一例とし
て図２の被験者の場合はＡ点とＢ点の合計を平均している。
２足関節底背屈創動運動
２－１運動の測定結果

足関節底背屈運動の測定結果を表３に示す。表３では、

被験者１３名について、開始時から１０回を除き、その後の

を底屈と背屈のそれぞれについて示した。これは、前述の

すべて統計学的有意の相関は示されない。

ように足板のベースプレートの対する可動角度が０度か

を各１回行い、１３名で合計温熱画像２６枚を撮影した。画

像撮影時に示された下肢筋群のポイント温度の平均値と
その差を表３に示す。その変化を図４に示した。データは
1-2記載の処理を行った。

１３名中わずかに皮膚温が上昇した者６名、皮膚温が低
下したもの７名であった。平均温度の差は０．０５度で、温

度差と底背屈運動の平均運動角度､平均経過時間に相関は
見られず、全体として温度変化は確認できなかった。
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皮膚温の測定において､屈伸運動の時と同様に各被験者
一人当たり底背屈運動の運動前と運動後に温熱画像撮影
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２－２ポイント温度測定結果
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の利用範囲を制限したものである。

３３３３３３３３２２２２２２２２２２

ら３７度であること、利用者の習熟度、実験途中の中止が
あったため､データ比較を正確にするため比較対象データ

前

後

図４足関節底背屈創動運動による皮膚温変化
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考察

遺伝子分野での進歩は､難病治療の進歩をもたらしてい

る｡反面脳血管障害や機能不全で障害者となった高齢者は、
リハを受けながらも改善せず、寝たきりとなり、重度の要

介護者となって苦しんでいる。脳卒中治療ガイドライン'）
が２００４年に策定され、Evidencedbasedな評価・治療の

指針として利用されているが､脳卒中の後遺症に悩む患者
数は約170万人と明示され､さらに西欧医学として導入さ
れた神経。筋促通法について、Dicksteinらのデータを挙
げ､わが国の従来の治療法と比して有効であるとのデータ

がないことを示すなど､多くの問題点を指摘している｡又、

までと制限していたが､脳血管障害後遺症を持つ通所リハ
利用者に関し、１０分間連続で利用し効果を挙げている施
設もあり８)、今後測定機器を改良し、実施を２分間と限る
ことなく運動実施10分間の温熱画像による評価、特に熱
画像解析システムの利用による評価を行いたい。
今後我々は下肢創動運動に関するこれらの研究を可能
にするよう競争的資金の獲得を目指していく。そうした研
究の積み重ねが､プログラム化リハの有効性検証のみなら
ず､脳卒中ガイドラインが求める脳卒中後遺症に対するリ
ハ医学．医療での治療法、訓練手技のEvidencedbased

な解明や革新を可能にすると思われる。

福井は自己の５０年に及ぶリハ医としての経験から革新す
謝辞

べき課題を提示している2)。
こうした現状において、タキザワプログラム3)に従い、
背屈と屈伸の２種の足関節運動器を用いて行う創動運動
によるリハは､いくつかの老人福祉施設や病院において導

入され、効果を挙げている4)。このプログラム化リハは２
分間の創動運動を中核としており、少ない運動量の運動リ

ハで有効な効果を得ていることがＲＣＴを経て､報告されて

いる５)。
我々はサーモ装置の機能を有効に利用できる測定装置

開発６)を行い、新たに下肢運動の角度・角速度の測定を
可能にした｡プログラム化リハの中核である下肢創動運動
の利用者への負荷と効果の検証のため、この機器を用いて、
開始前後のサーモ装置による温熱画像撮影と、回数､移動
距離や角度をパラメータとして､下肢の運動によるサーモ

装置のポイント温度表示機能を用いた前頚骨筋と下腿三

頭筋等下肢筋の皮膚温変化の分析を試みた。
今回の検討では通所リハビリテーションセンター利用

者１３名を対象に屈伸運動と足関節底背屈運動状況を調べ、
約２分間の運動の前後に撮影し測定したポイント温度に
より皮膚温変化を対比した。その結果、２分間の運動では

皮膚温上昇にいたる負荷にならないことを示した。－面、
有意の差異が出なかったのは靴の影響があることも考え

本研究の一部は､平成16-17年度文部科学省科学研究費
補助金（基盤（C)）課題番号16500069.「リハビリテーシ
ョンによる回復度評価データの標準化の為のデータベー

ス構築と分析に関する研究｣、及び平成18-19年の文部科
学省科学研究費基盤研究（C）課題番号18560245「リハビ

リテーションにおける回復度評価システムの構築｣により
実施した。

また、本研究の実験にあたり、特定特別医療法人岡本病

院理事長岡本雄三氏、理学療法士石丸知二氏、老健施設湘

南の丘理学療法士滝沢恭子氏､特別養護老人ホーム真野の
里高野亮司氏､在宅介護支援センター真野の里金岡恵美子
氏、新潟医療福祉大学牧田光代氏、社会福祉法人湘南福

寿会アザリアホーム、社会福祉法人竹生会特別養護
老人ホーム芭蕉苑及び社会福祉法人共生会藤沢特別

養護老人ホームの方の協力に深謝します。
実験にあたっては､筋電図収集及び歩行解析を研究事項
として、横浜国立大学大学院工学研究科小松祐輔氏、木下
慶氏及び田中権太氏に､サーモ装置を貸与いただいた慶應
義塾大学武藤研究室茶志川孝和氏､ニッタン株式会社様に

感謝申し上る。

られた。
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TheanaIysisoftwomotivativeexercisesusinginfraredimages
TAKIZAWA,Shigeol),YbshiyasuTakefnji2),Akiralemoto3)，
HajimeTakada4),KentaroNagaoka5)andlchiroWatanabe6）

ｌ)KeioUniversitySFCInstitute,２)KeioUniversityl3)Biophilialnstitutelnc・’

4)YbkohamaNationalUniversity>５)NipponMedicalSchooland6)AomoriUmversityofHealthandWelfare
Thephysicalimprovementofthebodiesatwelfarefacilitiesfbrtheelderly>whichintroducedthe
TAKIZAWAmethodofrehabilitationtraimng,isreportedtobesignificantlyeffective・Themotivative
exerciseisalsobeingcarriedoutbytheparalyticpatientswhoselegexercisesastheactiveexerciseis

impossibleinfbrmerconditions・Wedevelopedthenewmeasuringdeviceswhichcanusethefimction
ofthethermographydeviceeffectivelyofmotorfimctionfbrleglnusclesonthemotivativeexercise、By

usingthermography)ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｔｉｍｅｓ，migrationlength,ａｎｄａｎａｎｇｌｅｏｆｔｈｅｌｅｇｅｘｅｒｃiseandthe
shootofinfraredimagesweredonebefbreandafterexercises・Thenweverifiedtheeffbctofmotivative
exerciseontheinnuenceonthedisabledelderlybThesubjectswerel3usersoftherehabilitation

facilityfbroutpatients・Theyarephotographed,measuredandanalyzedbefbreandafterexercisesfbr
about2minutes、Asaresult，thoughtheriseofbodytemperaturewassmghtlyrecognizedboththe
dorsiflexionandplantarflexiontrainingofkneejomts,decreaseoftemperatureissimnarlyrecognized
inbothofthem，andthereareafewwhosechangeswerenotregarded・Thelnotivativeexerciseis

consideredtobesuitableexercisesfbrthedisabledelderlyduetothefacttllatitdoesnotbecomeheavy

inloadandbyshowingbodytemperaturechangesintheanalysis・Theaspectofthereasonfbrbeing
glvmgagoodresultseemstohaveappearedintheprogrammedrehabmtatiｏｎ．
●●
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