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Summary

This new orthosis was devised for patient who have spasticity in their

lower extremities caused by CVA. The strap is consisted of medial and lateral

longitudinal strap, Calf cuff, and pelvic belt, Bilateral straps are attached to

Shoe or other footwear with hook. In tension of the straps, lateral strap is

a little more tight than medial one.

It is possible to get more normal gait pattern with this strap than with

other orthosis such as SIJB, Shoehorn, because

l) physiological function of t∫le joint is not limited.

2) to assist initialknee　丑exionwith hip extention in the early stage of

swing phase.

3) ankle joint is free except for dorsはexion assist throughSwing phase

and heel strike.

4) ankle joint inversion is controled by lateral strap.

In ADL, this strap is more useful for Japanese style of living. Other

factor of utility, eg. style, weight, easiness of put the strap on and off, was

satis五ed.

はじめに

リ-ビリテ-ショソ医学における歩行補助用の装具(Orthosis)の役割は失われた機能

(機能障害Impairment)を代償し歩行能力を向上させ移動能力を高めようとすることであ

り,能力障害(Disability)レベルに対するアプローチである1)(表1).山下2)は装具の処

方に当り,患者と装具の適合を(patient orthosis matching)を十分考慮し,出来る限り障

害の程度と装具の特徴の合った組み合せを追求しなければならないとしている｡すなわち,

先ず患者の機能障害に対して最大限の回復を目指してあらゆる治療訓練を試み,患者の機

能を可能な限り引き出してなおかつ残る機能障害に対して代償手段である装具の処方を考

*信州大学医療技術短期大学部理学療法学科
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表1-a　リ-ビリテ-ショソにおける補装具の位置づけ

障害の3つのレベル　　　　L　　　　7)-ビ1)テ～ショソの基本的アプローチ

Ⅰ機能障害(impairment)-

生物学的レベルでとらえた障害

Ⅰ　治　療

1.機能障書自体の回復促進-筋力増強,ファシ

リテ-ショソ･テクニック,失語･失行･失認の

治療など

2.合併症の予防と治療(リスクの予防を含む)

3.全身健康･体力の維持増進

Ⅱ　能力障害(disability)-人

間個体のレベルでとらえた障害

Ⅱ　適　応

1.日常生活動作訓練(歩行訓練を含む)

2.義肢･装具･補助具の使用(住宅改造を含む)

3.心理的適応(｢障害の受容｣を含む)

Ⅲ　不　利(handicap)-社会

的なレベルでとらえた障書

Ⅲ　社会適合性の開発と社会環境改善

1.教育的リ-ビリテ-ショソ(｢特殊教育｣)

2.職業的リ-ビリテーショソ

3.社会的リ-ビリテ-ショソ(障害者福祉)

4.社会保障(所得保障住宅保障など)の向上

5.物的･心的社会環境の改善

補装具

表1-b　補装具の種類

1.義　肢(limb prosthesis)-下肢義肢(義足),上肢義肢(義手)

2.装　具(orthosis)-体幹装具,下肢装具,上肢装具(副子, BFOなど)

3.補助具aids)-杖炉,車椅子,自助具,

ステム,コミュニケーション装置など

えるということである｡一方装具に求められるのは,

機能障害を完全に代依できるだけの必要最小限度の

支持性･固定性(stability)であり,それと相反す

る十分な可動性(mobility)である｡さらに軽さ,

装着のしやすさ,外観,耐久性等の条件が満たされ

なければ最終的に実用性のある装具とはならない｡

脳血管障害による片麻痔(Hemiplegia)など下肢

の痩性麻痔に対する装具は従来両側支柱付短下肢装

具(rhuble bar ankle･foot orthosis or Conventional

short leg brace以下SLB　と略) (図1)が主に用

いられてきた｡このSLBは足関節の痩性による異

常運動パターンを制限し固定することで機能の代償

をしようとするものである｡反面,異常運動パター

ンだけでなく生理的な関節運動も制限し,可動性に

欠け,正常運動パターンから逸脱する傾向が強い.

リフクー,障害者用自動革,環境制御シ

図1両側支柱付短下肢装具(SLB)
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加えて,重い,外観がよくない,装若しにくいといったことと,屋内では靴を履かず,良

の上に坐るという日本の生活様式に適さないという問題があった｡

そこで関節運動を制限･固定するのではなく,必要最小限の補助を加え,生理的な動き

が可能で,多関節を同時に制御出来る特徴を持った歩行用装具･多関節ストラップ(Multi･

joint related suspension strap以下ストラップと略)を伊藤が考案し臨床応用を試みてよ

い結果を得たので報告する｡

構造･7ライメントと機能

ストラップは腰部から足部までの内側･外側2本のストラップと下腿カ7,ストラップ

を吊り下げる腰ベルトで構成され,フックを介して靴などの履物に着脱,交換可能なよう

に取り付ける.素材は各部とも2.5cm幅の綿製のベルトを用いており,靴-の取り付け部

と下腿カフの間約20cmは4重にした同じく2.5cm幅のゴムベルトで作製し,ストラップ

に張力が働くようになっている｡

ストラップの装着位置は立位を基準として,内側ストラップは体の中心線と骨盤の外側

縁との中間,外側ストラップは上前腸骨麻と骨盤の外側縁との間を通るように腰ベルト-

取り付ける｡下腿カフほ排骨中頭の2横指下とし2本のストラップが膝関節軸の後方を通

る深さとする｡靴への取り付け位置は足部の長軸の中央のやや前方とする｡したがって静

的アライメント(static alignment)は前額面では下肢の内側縁及び外側縁に沿って真っ直

くtl下方へ向う｡この時股関節軸が両側ストラップのほぼ中間にあり股関節の回旋に対して

中間位に保持する働きを持つ｡矢状面では股関節軸のやや前方,膝関節軸の後方,足関節

図2　ストラップの構造とアライメント
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軸の前方を通る｡したがって股関節･膝関節に対して屈曲,足関節に対して背屈の方向に

運動を補助する張力が働く｡また内側と外側のストラップの張力を変えることで足部の内,

外反を制御できる｡片麻痔患者は一般的に内反痩性が強いので,立位で内側2cm,外側

4cm程度ストラップのゴムを引き伸ばして取り付ける｡アライメントの細部及び張力は

歩容に合わせて調節することができる｡

動的アライメント(dynamic alignment)としては,遊脚後期から接蹟期にかけて膝関

節が伸展して足部が前方へ振り出されるにしたがってストラップがより引き伸ばされ,足

関節背屈に対して張力がより強く働き,正常歩行と同じ膝関節伸展･足関節背屈での接錘

というパターンが助長される｡この時同様に足関節外反の補助も強力に行われる｡又遊脚

期に股関節が伸展位で足部が後方にある時には,下腿カフとの関係でストラップが膝関節

のより後方を通り,除関節屈曲に対し有利な角度で張力が働く｡すなわち同じく正常パタ

ーンである股関節伸展位で睦関節が屈曲(いわゆる初期膝屈曲)して振り出しに入るとい

う動きを補助する(図2)｡このように片麻庫患者の代表的な異常歩行である内反･尖足･

股外旋等を改善し正常歩行に近づける機能を持っている｡

臨　床　応　用

対象と方法:このストラップを脳

血管障害により三愛会伊藤病院に入

院し理学療法を受けている片麻痔患

者12例に適応しストラップの有効性

について検討した(表2)｡症例は裸

足でなんとか歩行可能だが異常歩行

パターンが出現しており,実用性の

ある歩行にするためにはSLBある

表2　対象患者
脳血管障害片麻痔　　　　n - 12

性　　　　　別

年　　　　　令

診　　断　　名

麻　　痔　　側

Brunnstrom Stage

(下肢)

男　7　　　　女　5

39才-71才　平均55,8才

出血　4　　血栓　2

梗塞　4　　クモ膜下2

左　5　　　　右　7

Ⅲ　3　　　　　Ⅳ　9

いほプラスチック製靴べら型装具(Shoehornもrace or Posterior leaf type plastic ankle-

foot orthosis,以下SHBと略)の適応が考えられるケースである.したがって片麻痔の

回復段階(Brunnstrom Stage) Ⅲ及びⅣの症例であり, IやⅡの重度の症例やV, Ⅵの軽

症例は含まれていない｡

これらの症例にストラップを装着し歩行バク-ンの変化を遊脚期･立脚期各6項目につ

いて評価･検討した｡又10m直線歩行の速度, 10m歩行に要する歩数を計測した｡

結果:

A　歩行パターン(図3)

(1)全例とも足関節に内反痩性があり,遊脚期を通じて出現し,又立脚期の接鍾期には

足部の外側縁からの接地になっていたが全症例で改善した｡

(2)足関節の底屈筋の症性による遊脚期の尖足及び立脚期接鍾期のつま先接地も足関節

背屈に対する補助が有効に働き,大多数で正常な鍾接地となった｡癌性の特に強い症例及
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びすでに底屈位での拘綿を伴って

いる症例では効果がなかった｡

(3)下肢全体の伸筋痘性及び膝

関節屈筋の弱化による初期膝屈曲

の低下を代償する骨盤の挙上や股

関節外旋での振り出しも,初期膝

屈曲に対するストラップの補助に

よって減少した｡

(4)下肢全体の随意運動が低下

し,体幹及び骨盤の後懐を利用し

た代償的な股･膝関節の過屈曲に

よる振り出しも,股･膝関節に対

する屈曲方向の補助により減少し

た｡

(5)立脚期での下肢全体の伸筋

痩性による膝関節の過伸展(反張

膝)及び骨盤の後退に対する改善

は十分でなかった｡

(6)トレンデレンブル

グ現象(Trendelenburg　　40

sign)は立脚期の異常パ

ターンの重要な一つであ

るが,改善出来た症例は

なかった｡

(7)体幹の動揺は遊脚

期では減少したが立脚期

ではわずかであった｡

B　歩行速度･歩数(図

4)

(1) 10m歩行速度はス

トラップなし裸足歩行で

平均27.3秒,ストラップ

装着し22.4秒と短縮され

た｡

(2) 10m歩行に要する

歩数はストラップなし裸

30

立脚期

41

5

図3　歩行パターンの変化

､ 10m歩行

10

25　　　　　　　30　.

図4 10m歩行速度･歩数

足歩行で平均30.8歩,ストラップ装着し28.9歩と減少した｡

35　　(歩数)
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C　症　例

症例1 (図5)

64才男性で脳出血左片麻疹,下肢の回復段階Ⅲ｡足関節の底屈･内反が強くつま先接地

となる｡又振り出しのために股関節外旋位で骨盤の引き上げと股･膝関節の過屈曲によっ

て下肢を持ち上げて運んでいる｡ストラップの装着により躍接地となり内反も完全に改善

されている.振り出しもスムーズになっている.

症例2 (図6)

49才男性でクモ膜下出血右片麻痔,回復段階Ⅳだが筋緊張は非常に強い｡骨盤の引き上

げを利用した振り出しで膝のこわばりがあり,足関節背屈はある程度可能だが内反痩性も

裸　足(靴)

節プ

ヅ

閑ラ

ト

多ス

EL約..:4g.:i.;7hT.
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節プ

ツ

閑ラ

ト

多ス

図6　症　例　2

強く外側接地となる｡ストラップの装着により内反が改善され,初期膝屈曲もスムーズに

なっている｡歩幅も大きくなっている｡

考　　　察

歩行パターンや歩行速度の改善の結果は次のように考えられる｡

(1)足関節の異常パターンは遊脚期･立脚期とも十分改善できた.これはストラップの

張力とアライメント,特に動的アライメントによる正常運動を補助する機構が十分働いた
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ためである｡

(2)膝･股関節の異常パターンは遊脚期では, (1)と同様によく改善された｡

(3)立脚期の膝･股関節の問題はストラップの構造上改善が十分でなかった｡膝関節の

過伸展や骨盤の後退は,重心の前方移動が足関節や膝関節の痩性で阻害されて立脚中期に

出現するが,この位置でストラップの張力は,接錘期などに比べて強く働かないためと考

えられる｡トレンデレンプルグ現象もストラップの外転方向の作用はわずかなため改善で

きなかった｡

(4)体幹動揺は遊脚期には振り出しがスムーズになったため減少しているが,立脚期で

はわずかであった｡

(5) 10m歩行速度は遊脚期全体で振り出しが改善され,又立脚期の接鍾期から立脚中期

にかけてつま先接地や外側接地が改善され,支持脚に体重をかけていく速度が速くなった

ためと考えられる｡

(6) 10m歩行に要する歩数もストラップの効果により歩幅が長くなったため改善された｡

次に片麻痔患者の歩行改善に一般的に用いられている他の装具と比較検討しストラップ

の臨床での位置づけを試みたい｡

従来片麻痔患者にはSLBが主に処方されていたが患者への装具の適合問題が追求され

現在は種々の装具が考察されている｡ McCollougl13)は片麻痔患者の種々の異常歩行につ

いてそれぞれに対する装具の選択･工夫について述べている｡山下2)は現在用いられてい

る装具各々について適応範囲を検討している｡この中で最近多く用いられているのほプラ

スチック製装具である｡プラスチックの歩行用装具への応用は1967年の　Simons4)らによ

るものが最初であり,外観がよい,軽量,靴の変更が可能といったSLBにない特徴によ

って1970年以降急速に発達した｡

0fir5)らはニューヨーク大学のリ-ビリテ-ション部門で1968年から1977年の10年間に

扱った843例の脳卒中患者の歩行状態と装具の関係を報告している｡それによると装具を

処方された患者は合計331例で,処方装具は計8種類であるが1970年以降は金属を支柱に

用いた装具は激減しプラスチック製装具が主体となっている｡日本においても山下6)が兵

庫県リ-ビリテ-ションセンターにおける1972年から1980年までの9年間に装具の処方を

受けた565例の片麻痔患者について報告し,やはりプラスチック製装具への移行を述べて

いる.プラスチック製装具も高山7),浅山8),山下9)らの報告に見られるように種々のデザ

インの工夫が行われている｡

今回はこのような中でSLB　とプラスチック製装具で最も多く用いられていると考えら

れるSHB (図7)を対象に比較検討した(表3)0

(1)固定性

固定性はSLBが構造上最も大きく,非常に強い疫性やすでに尖足位で拘縮･変形のあ

る場合はこの適応となる｡ SHBは素材の厚さ,形状等によって強度を高めることができ

るが限界があり,又,ずり落ちや装具内での浮き上り等の問題がある｡ストラップは可動

性に重点をおいており,ゴムの張力にも限界があるので固定性はSLB, SHBに比べれば
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図7　プラスチック製靴べら塾装具
(SHB)

蓑3　各装具の特性
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◎優れている　(⊃普通　　△劣っている

劣るといえる｡

(2)可動性及び運動パターンへの影響

必要最小限の固定性を実現した上で可動性を確保し正常運動パタ-ンに近づけるという

点でストラップが優れている｡その理由として,一つにはストラップはどの方向にも可動

性があり,生理的な関節運動を制限しない. SLB　は足関節を機械的に-軸で固定制限し

理想的な関節運動は不可能である｡ SHBはプラスチック(ポリプロピレンが多く用いら

れる)という可境性のある素材ではあるが,その形状によって動きの方向は制限される｡

さらに,ストラップは固定･制限するのではなくゴムの張力とアライメントによって正常

運動バク-ンに近づけるよう積極的に補助する機構となっているためである.

ストラップがどの異常パターンに効果があるかは先に考察したが,ストラップは下肢全

体の関節を制御できるようになっており,股関節の回旋や膝の屈曲に対する効果はSLB

やSHBにはないものである｡

(3)固定性及び可動性の調整

SLBは足関節継手の種煩によって異なるがその範囲は限られている. SHBはMcCo･

llough3),石神10)らが述べているように足関節背面でのトリミング(削り込み)で調整可

能だが,当然一度削ってしまえば元にもどらない｡足関節の角度も加熱成型後は変更でき

ない11)｡ストラップはベルクロ,フック等を各所に用いて張力及びアライメントを歩容に

合わせて調節出来るが,逆にアライメントがずれやすくそれによって歩容が影響されると

いう問題がある｡

(4)外観･重さ

SLBは従来より金属の冷たい,硬いというイメージが強い.又どうしても金属支柱の

部分がズボンの裾から見えやすい｡ SHBは靴の中に挿入でき靴下でカバ-すれば外から
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はほとんどわからない｡ストラップはズボンの下に装着するが裾からは一部見えてしまう｡

しかしズボンや靴と同じ色の素材を用いて目立たないようにすることはできる｡

重さはストラップ, SHBは問題とならないがSLBは重い｡

(5)着脱の容易性

SLBは従来から問題が指摘されているがSHB　も多くの問題がある｡特に装具自体の

着脱よりも靴への挿入が困難な事が多い｡ストラップはそれ自体を装着する時には多少面

倒だが,朝一度ズボンの下に着けてしまえば靴-の取り付けは極簡単である｡

(6)和式ADL

SLB, SHB　とも欧米で開発されたもので和式の生活は当然いっさい考慮されていない｡

特にSLBは屋内では靴を履かず畳の上を歩くという生活様式に全く不向きである｡屋内

用の底の軟いSLBもあるがやはり畳は傷つ

き,畳の上に坐る,あぐらをかくといったこ

とも大きく制限される｡ SHB　は靴を履かず

に装着したまま歩くこともできるが,内反･

底屈痩性が強いとベルクロだけで固定できな

いことがある｡又,しゃがむという動作が特

に制限されており,和式便所の使用で問題が

大きい｡ストラップは足袋に取り付けること

もでき(図8),正坐,あく小ら,しゃがみも可

能であるo

(7)局所障害

SHB　は下腿の周囲性支持を基本とし,又

靴の中に挿入するので靴内圧も考慮されなけ

ればならない｡そのため石神6)は非適応要因

として,末梢循環障害,皮膚疾患(アレルギ 図8　ストラップの足袋への装着例

-,祷創),目差変動著明な浮腫等を上げてい

る｡渡辺11)も通気性が悪く汗を通さない,裾創を作りやすい等の問題を指摘している｡こ

れらの点はストラップでは全く問題とならない｡

(8)製　作

SLB, SHB　は特別の機器と技術が必要であり専門の技術者が必要である.ストラップ

は全て市販の素材で製作できる｡ SLBと　SHBの比較では,採型･仮合せの過程,日数

を考えるとややSHBが容易と考えられる｡

(9)耐久性

ストラップは素材の特性上長年月の使用には耐え難い｡清潔を保つための洗濯は可能だ

がくり返しで耐久性は低下する｡ SLB　は正しく製作されていれば各部に破損が生じるこ

とはほとんどない｡ SHBは石神の報告では2.1%の破損率であり,これは非常に低いとい

える.ただし破損時の修理の可能性はSLBの方が高く,全体的に見ればSLBが一番擾
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れている｡ストラップは素材の特性･費用等の面を考えれば適当な時期に作り換えていけ

ば問題ないと思われる｡

以上により,非常に強い症性や拘締･変形例以外はストラップの適応が考えられる｡よ

り歩行パターンを正常に近づけるという面では積塩的な運動補助機構を持つストラップが

最も優れており,歩容に合わせての調整も十分可能である｡又,局所障害などの非適応要

因も少ない｡和式ADLやその他の装具に求められる条件も十分満足している｡

最後に,従来症性版に弾力性のある素材を用いることは症性を助長するとされ禁忌とな

っていた｡この最も典形的な例が片麻痔患者に用いるSLBのKlenzak足継手に背屈補

助スプリングを使用しないということである｡しかしこのことは実証的に研究された結果

ではなく,逆にLee12)は歩行中に足クローヌスの出現する3名の患者を含めた9名の痘性

片麻痔患者に上記装具を適応し,筋電図及び足関節角度変化等から検討を加え,背屈補助

スプリングが癌性を強めることはなく逆に抑制的に働くという結果を報告している｡我々

の現在までの臨床応用においてもストラップ装着による症性の増悪は認められず,臨床的

観察ではLeeと同様に癌性の低下する例も経験している｡

ま　と　め

脳卒中片麻痔患者の歩行改善のために積極的に運動を補助する機構を持つ多関節ストラ

ップを考察し臨床応用を試み,より正常に近い歩行パターンを得ることができた｡又,和

式ADLに適していることやその他装具に求められる条件も満たしていることがわかった.

本論文の要旨は第18回日本理学療法士学会(1983年5月)において発表した｡
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