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第 22 回関節ファシリテーション学会学術大会にあたり
第 22 回関節ファシリテーション学会学術大会 九州大会
大会長 山崎 大介
2022 年コロナ禍が少しずつ社会生活に及ぼす影響が小さくなり with コロナが実践されつつある中で、SJF 学
術大会はオンラインではありますが 22 回目を迎える運びとなりました。
九州管内にあった九州北支部・九州南支部・鹿児島支部が統合され初の学術大会開催に向け、支部役員一同最
善の策を考えオンラインでの開催に至ったことをご報告いたします。
以前までであれば、各年毎に主催地域に全国の仲間が集まり、1 年の節目となっていました。しかし、コロナ
により new normal という言葉のもとにこれまでの常識が覆されてきました。学術大会もオンラインで行われる
などとは昨年までは信じられませんでしたが、オンラインの利便性を活かし静岡学会が盛会のうちに終えたこと
を受け、
繰り返し動画等が視聴できるオンラインの良さを最大限に活用できるよう九州学会を企画しております。
今学会の開催に手を挙げて以降、コロナ禍で実技研修会が行えないもどかしい時が 3 年近く続いていいます。
しかし、このようなときは晴耕雨読のごとく宇都宮理事長が提示される『医学の木』の根を張る時期だと気持ち
を切り替え、根の一つである生体の摩擦学を伸ばせないかと宇都宮理事長に企画の相談をしたところ、今大会の
テーマを『関節機能のメカニズム～障害の原因と治療～』と頂きました。
特別講演では、PT/OT の治療に大きな変化をもたらした SJF 技術の close や pumping の理論的背景にある
Biotribology を紐解いてみようと、医学以外の分野からの講演を企画しました。特別講演では九州大学大学院 工
学研究院機械工学部門 設計工学研究室の澤江義則 教授をお招きし生体関節の潤滑機構について講演をしてい
ただきます。
シンポジウムでは『治療的運動と Biotriborogy』と題し、発達や加齢による変化、疾病による特性をテーマに
当学会理事の先生方に講演して頂きます。片岡 寿雄理事には【老齢期の治療について】
、太田 ちえ理事には
【小児の治療について】
、築山 尚司理事には【整形外科の治療について】
、山本 喜美雄理事には【脳障害の治
療について】それぞれお話しいただきます。また、澤江教授にも参加して頂き各シンポジストとのディスカッシ
ョン動画を当日に配信する企画も準備しております。このシンポジウムの座長は宇都宮 初夫 理事長が務めら
れますので SJF の技術と Biotribology の関係について新たな知見が発見できるのではないかと期待に胸を膨ら
ませています。
学術大会が新たな変化に対応し進化してくとしても、今大会が諸先輩方や仲間たちの繋がりとして変わらない
場となれは幸甚です。
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第 22 回 SJF 学会九州大会開催にあたって
SJF 学会理事長 宇都宮 初夫
第 22 回 SJF 学会は昨年静岡に続いて、今回もオンライン開催の形をとることとしました。九州での SJF 学会
は、福岡（第 3 回）
、熊本（第 6 回）
、福岡小倉（第 12 回）
、鹿児島（第 16 回）と過去 4 回の開催があり、今回
で 5 回目の開催となっています。
そのテーマを「関節機能のメカニズム～障害の原因と治療～」としました。これまでの理学療法で「金科玉条」
とされ最も多く使用されてきた治療技術に、ROM 改善のための Stretching（伸張運動）と、五十肩の治療とし
て Pendulum exercise (振り子運動あるいはアイロン体操)がありましたが、SJF では、拘縮に対する伸張運動や
関節面を引き離して行う振り子運動は、臨床では禁忌とされています。その学問的理由が Biotribology に存在し
ていたということが分かったからです。というのも関節の潤滑機構では、関節面が近づいた方が面を拡げるより
も摩擦係数が小さいことが証明されています。様々な潤滑機能のメカニズムが提唱されていて、どの理論が正解
かは未だ答えが出ていませんが、生体における関節の驚くべき摩擦係数に、工学的な理論づけも追いついていな
いような、不思議な世界ともいわれています。
九州大学医学部整形外科の天児民和教授（私が九州リハビリテーション大学校学生の時に整形外科に関する講
義を受けました）は、1960 年代から同大学の工学部と協調して関節の摩擦に関する研究に取り掛かっておられま
した。というのも関節軟骨が老人性の変化を起こしたときに、摩擦係数が増大し、これが変形性関節症と呼ばれ
る関節の病変を起こさせる一因となるのではないかとの教授の考えから、関節の摩擦に関する研究が始まり、さ
らに人工関節内の摩擦の研究にとその内容が拡げられていったようです。また工学部教授の村上輝夫先生の「歩
行周期における膝関節にかかる摩擦の現状」の表を見て驚いたのは、膝にかかる摩擦と体重のかかり方との反比
例の関係でした（つまり摩擦係数は立脚期では非常に小さく、遊脚期になると大きくなる）
。今回はその九州大学
工学部の現在教授であられる澤江義則教授をお招きして、
招待講演として
「生体における Biotribology について」
をお願いしました。整形外科との関係では人工関節素材での関節内摩擦が主体となるところですが、PTOT にと
っては生体における関節内摩擦のメカニズムが主となるため、こちらを中心に講演していただくようにお願いし
ました。Biotribology という関節機能を考えるときに欠かすことが出来ない専門的知識を学べる稀な機会となり
ます。
またシンポジウムでは、対象患者を老人、小児、骨関節障害、脳卒中に分割して、それぞれ片岡寿雄、太田ち
え、築山尚司、山本喜美雄 RPT をシンポジストとして、臨床での治療的応用について述べて頂きます、宇都宮を
座長として討論を展開していく予定です。尚このシンポジウムに澤江教授にもご参加いただくようにお願いして
います。
今回も内容の濃い、
医学的先端を行く治療技術について、
本学会がその道筋をつけていきたいと考えています。
多くの学会参加者があることを願っています。
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関節ファシリテーション学会

役員一覧

《本部理事》
理 事 長

宇都宮 初夫

JM 研究所

副理事長

姫野 吉徳

大阪赤十字病院

事務局長

吉野 孝広

大西脳神経外科病院

企画部長

亀井 俊幸

健彰会クリニック整形外科リウマチ科

庶務部長

山本 喜美雄

大西脳神経外科病院

広報部長

長井 淳一

桃井整形外科

会

計

高南 総一郎

大阪赤十字病院

会

計

片倉 忠紀

大西脳神経外科病院

監

事

車田 秀幸

金剛病院

北 海 道

太田 ちえ

I-TE office（アイチエ オフィス）

関

東

石田 隆

千葉中央メディカルセンター

甲 信 越

韮澤 力

晴陵リハビリテーション学院

中

坂口 勇人

星城大学リハビリテーション学院

片岡 寿雄

岩倉病院

《地方理事》

部

中

国

築山 尚司

たまメディカルリハビリテーションクリニック

九

州

吉野 晴久

自宅会員

清水 秀実

合同会社 Biobiq 訪問看護ステーション FESTA 宮崎

山中 綾子

南札幌脳神経外科

百瀬 康司

サルーティアン

甲 信 越

小林 力

相川整形外科クリニック

北

陸

守山 成則

Awake あうぇぃく

静

岡

千葉 淳弘

JA 静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

愛

知

川地 剛

サニーサイドホスピタル

関

西

仲谷 武司

野村病院

岡

山

横山 暁大

岡山医療専門職大学校

四

国

徳本 明之

香川労災病院

広

島

佐々木 優子

しげの整形外科スポーツクリニック

九

州

山崎 大介

若宮病院

《支部長》
北海道・東北
関

東
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事前録画（オンデマンド）
＊１０月初旬から１２月末まで学術大会ホームページより配信予定
大会長講演

「関節を如何に扱うか」

基調講演

「SJF へ biotribology の導入」 理事長 宇都宮 初夫

特別講演

「生体関節のバイオトライボロジー」

一般演題発表

大会長 山崎 大介

九州大学大学院工学研究院教授 澤江 義則

「SJF 治療による経過から得られた IMD に対する新たな 1 考察」
「潤滑機構に基づく治療技術が歩行速度に及ぼす影響について」

シンポジウム第 1 部

「～治療的運動と biotribology～」
シンポジウム座長序説
宇都宮 初夫
①老齢期の治療について
片岡 寿雄
②小児の治療について
太田 ちえ
③骨・関節疾患の治療について 築山 尚司
④脳障害の治療について
山本 喜美雄
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新村 秀幸
水谷 将人

オンライン配信プログラム
令和 4 年 10 月 9 日（日）
9：30～
10：00～

受付・開場
開会式 開会宣言
大会長挨拶
理事長挨拶

10：20～ シンポジウム第 2 部
座長：宇都宮 初夫
シンポジスト：澤江
片岡
太田
築山
山本

大会長
理事長

山崎 大介
宇都宮 初夫

～治療的運動と biotribology～
義則
寿雄
ちえ
尚司
喜美雄

11：00～ 一般演題ディスカッション
座長：宮田 雄一
コメンテーター：亀井 俊幸
11：20～ 閉会式 次期大会長挨拶 北陸支部長 守山 成則
SJF 賞発表
閉会の辞
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大会長講演

～関節を如何に扱うか～
医療法人 秋水堂 若宮病院 山崎 大介
今学会のテーマを模索する際、不勉強な私は今ま
で蓋をしてきた一つの疑問にたどり着いた。それは、
SJF の技術を用い関節をより容易に操作できること
は臨床上何度も経験してきたが、なぜそのような現
象がおきるのかということである。関節の面同士が
接近すれば間にある液体が動き、滑りをよくすると
いうことは、実生活上で濡れたタイルの上で足を滑
らせるなどの体験からも理解できる。しかし、実際
に関節内にはどのようなメカニズムが準備されてお
り、どのように機能しているかについて、私自身の
経験と照らし合わせながら再考してみた。
私が学生であったのもすでに 20 年以上前となっ
た。その当時、肩の運動療法として教わったアイロ
ン体操は今なお養成校では健在のようである。それ
どころか、肩の専門医からの指示でも金科玉条のご
とく記載されている。となれば、学生や新人の多く
は当然この運動を患者に実施してしまう。御多分に
漏れず私もその一人であった。結果、大半は長い時
間を要すだけで治せたような気になっていた。ただ、
これは自然治癒をも妨げていた可能性が高い。その
ほかは、変化がなく途中で通院を止めていく方も少
なからずいた。この時は関節の機能やメカニズムの
ことなど全く考慮せず、引っ張れば伸びるものと信
じていた。
ところが、SJF に出会いその考えは 180 度転換せ
ざるを得なくなった。技術の子細については過去の
学術大会で検証されており、今学会でも学術的知見
を深めていくことからここで詳しくの述べることは
控えておく。ただし、Gliding や Close を用いること
は Biotribology の中で紹介されている流体潤滑や滲
出潤滑に一致する部分が大いにあるようである。こ
れらの技術を臨床で使用することで起こる患者の変
化は、間違いなく理学療法・作業療法の分野におい
て画期的な技術の創出であったことは過去 21 回の
学術大会の発表が証明している。
今考えれば、治らないものを「あとはリハビリで」
と依頼を受け、リハビリという漠然とした行為の中
で漫然と患者と向き合っていた。しかし、SJF と出
会い宇都宮理事長からはっきりと「治らないものは

治らない。だから、治せるものは必ず治す必要があ
る。
」と教示され、秘すれば花のようにすべてをつま
びらかにしないことが優しさと勘違いしていた私は、
目から鱗が落ちたことを忘れられない。
今回、九州大学 工学部の澤江教授に Biotribology
について講演を依頼するにあたり浅学ながら私なり
に摩擦について私見を深めてみた。以下に 2 点に分
けて考えてみた。
① 摩擦とは何なのか
多くの場合、不要なものとして考えられがち
で、少しでも摩擦をなくし円滑に動くことが有
用であるかに思われるが、摩擦がなければ止ま
ることが出来なくなる、鳥が羽ばたけなくなる、
など多くの不具合が生じてしまう。また、ノーベ
ル物理学賞受賞者の小柴昌俊氏の逸話によると、
答案用紙の回答が書けなくなってしまうといっ
た身近な問題も起こり得てしまう。その一方で、
物を運ぶ際には、如何に摩擦を軽減しようと努
力していたかの痕跡が、紀元前のメソポタミア
文明やエジプト文明のレリーフにも描かれてい
る。
つまり、或る無しといった暴力的な話ではな
く、適時に適当な摩擦があることが重要となる。
このことは、関節を軽く動かせるようにしたと
して、動作の中では軽いだけでは問題が起こり
えることを示唆している。
② どのように作用しているのか
摩擦の作用として、いくつかの書籍の中でス
ケートやスキーの摩擦が低いことを証明しよう
とする研究がある。これらの摩擦の作用におい
て、現段階で水分の膜の上を滑ることで摩擦係
数が下がるのか、物質そのものの摩擦係数が低
いためかは、決定的な結論が出ていないようで
ある。生体においてもいくつもの理論が考案さ
れているが、すべてを網羅できる理論には至っ
ていないようである。生体関節においては、複数
の理論を組み合わせなければ合点のゆく答えが
導かれないようである。
つまり、我々PT/OT はそれほど未知の器官を対象
7

に日々の治療にあたっていることを自覚しなければ
ならない。関節を扱う場合は、思慮深く、その変化に
注意する必要があるというわけである。
今回の特別講演をはじめ、シンポジウムでは生体
関節のメカニズムや関節の機能が成長や加齢、疾病
によりどのように変化するのか皆様とともに知見を
深められればと願う次第であります。
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山崎 大介 プロフィール
1976 年
2000 年
2001 年
2004 年
2009 年
2016 年

福岡県出生
医療福祉専門学校 緑生館卒業 PT 免許取得
兵庫県 安藤病院 入職
兵庫県 天野整形外科 入職
福岡県 嶋田病院 入職
大分県 若宮病院 入職

SJF（関節ファシリテーション）学会
2015 年 九州北支部 支部長
2019 年 九州支部
支部長
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特別講演

～生体関節のバイオトライボロジー～
九州大学大学院工学研究院機械工学部門 澤江 義則
歩行時の膝関節表面間には，厚さ 2 m 程度の流体膜
が形成されると予測される[3]．これは関節表面間を
分離するために十分な厚さと考えられている．
【固液二相潤滑】
関節が連続的に動き続ける場合には，前述のよう
な流体潤滑膜の形成が期待できるものの，関節の動
きが止まってしまうと，形成された流体潤滑膜は荷
重により徐々に表面間から押し出され薄くなってし
まい，やがては軟骨表面同士が接触してしまう．し
かし，関節軟骨表面は，たとえ直接接触が生じても
摩擦がすぐには上昇しない仕組みを備えている．新
鮮な軟骨組織を，潤滑液を与えずに大気中にてガラ
ス平板と摩擦しても，摩擦開始からしばらくは計測
が困難なほどの低摩擦を示す[4]．これは，関節軟骨
組織の内部に含まれた水により，効果的な潤滑が行
われているためと考えられている．
関節軟骨組織は，主に II 型コラーゲンとプロテオ
グリカンという二種の細胞外基質から構成されてい
る．このうち，プロテオグリカンはブラシ上の分子
構造の中に数多くの極性基を持ち，大量の水を電気
的に引きつけて水和している．そのため，軟骨組織
は重量の約 80％に相当する水分を内部に蓄えること
ができている．軟骨に含まれる水は，プロテオグリ
カンの電荷に引きつけられ，容易に組織内を動くこ
とができないため，軟骨組織表面に接触荷重が加わ
ると，軟骨内部の水分に圧力が発生し，これが荷重
を支えることで低せん断層を形成し摩擦の上昇を抑
制する．このような潤滑機構を固液二相潤滑と呼ん
でいる[5]．

【滑膜関節の構造と摩擦】
四肢の主要関節である股，膝，肩，肘等は「滑膜関
節」と呼ばれ，骨と骨との接合部が柔軟な関節包に
よりカプセル状に包み込まれ，その内面を覆う滑膜
から分泌された関節液により内部が満たされている．
また関節包内部で接触し相対運動を行う骨端部表面
は，すべて柔らかい関節軟骨により覆われている．
この滑膜関節は，他の関節と比較し可動域が格段に
広く，大きな荷重を支えながら滑らかに動作するこ
とで，私たちに多様な運動機能を与えている．この
手足の関節の滑らかな動きは，昔から多くの工学研
究者の興味を集めてきた．実際に生体関節の摩擦係
数を工学的に計測し報告した例も数多く見られ，例
えば笹田らは人の膝関節を支点とした振り子試験を
行い，振り子の減衰から見積もられる摩擦係数が
0.006 程度となることを報告している[1]．
この値は，
氷の上をスケートで滑る際の摩擦係数と同程度であ
り，鋼同士の間の摩擦係数 0.6 程度や，プラスチッ
ク同士を滑らせたときの摩擦係数 0.1 程度と比較す
ると，関節の摩擦がいかに小さいかがよくわかる．
この優れた低摩擦特性がどのような潤滑機構により
もたらされているのかは，現在まで続くバイオトラ
イボロジー研究の主要な研究課題となっている．
【流体潤滑】
生体関節の極めて低い摩擦係数の値を考えれば，
相対運動する関節表面間に，せん断抵抗の低い潤滑
液による液膜が形成された流体潤滑状態にあると考
えるのが合理的である．滑膜関節では滑膜から分泌
された関節液が潤滑液の役割を果たしている．関節
液はヒアルロン酸を含むことで粘度が高められてお
り，関節が動作する際に軟骨表面に引きずられ，摩
擦する表面間の隙間に引き込まれて流体潤滑膜を形
成する．また，関節表面を覆う柔らかい関節軟骨は，
荷重を受けることで大きく弾性変形し，表面間の隙
間を大きくして流体潤滑膜の形成を容易にしている．
こ の よ う な 潤 滑 機 構 を ソ フ ト EHL （ ElastoHydrodynamic Lubrication:弾性流体潤滑）と呼ぶ
[2]．弾性流体潤滑理論を用いた数値解析では，通常

【境界潤滑】
固液二相潤滑メカニズムにも関節の運動が大切な
役割を果たしている．関節が動くことで軟骨表面上
を接触点が移動すると，軟骨内の水の圧力が維持さ
れて低摩擦が維持される．しかし，関節が動かず大
きな荷重が軟骨表面の定点に長時間にわたり加わる
と，動きにくいとはいえその部分から水が周囲に逃
げてしまい，荷重を支持できなくなって摩擦が上昇
してしまう[6]．そのような場合には，関節軟骨表面
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に吸着した分子により荷重が支持され，その分子間
に低せん断層を形成し摩擦を抑制する境界潤滑が機
能すると考えられている．
最新の研究では，軟骨細胞により産生されたルブ
リシンと呼ばれる細胞外基質が軟骨表面に分布し，
これが関節液中のヒアルロン酸とリン脂質の複合体
を軟骨表面に引きつけることで境界潤滑膜を形成す
ると指摘されている[7]．この境界潤滑膜の最表面に
は水和したリン脂質の親水部が規則的に並んでおり，
その水和水が荷重を支えて低せん断層を形成すると
考えられている[8]．新鮮な関節軟骨の断面を透過電
子顕微鏡により観察することで，軟骨表面にリン脂
質の二重膜が存在することが確認されている[9]．

5． G.A. Ateshian, J Biomech Eng, 119 (1997) 81.
6． T. Murakami, et al., Proc IMechE, Part J,
226 (2012) 827.
7． J. Klein, Science, 323 (2009) 47.
8． J. Klein, Friction, 1 (2013) 1.
9． 三浦裕正，生体工学概論，コロナ社，(2006), 92.
10． S. Jahn, J. Klein, Annu Rev Biomed Eng, 18
(2016) 235.
11． Glyn-Jones, et al., Lancet, 386 (2015) 376.
12． E.D. Bonassar et al. J. Biomechanics, 74
(2018) 72.
13． E.G. Meyer et al. J Mechanical Behavior of
Biomedical Material, 4 (2011) 1257.

【関節の健全性維持に果たす関節潤滑の役割】
関節の潤滑機構が正常に機能しなくなると，関節
運動時に軟骨表面間に生じる摩擦力が大きくなり，
軟骨組織とその内部の軟骨細胞が，大きな機械的変
形にさらされてしまう[10]．過大な機械的変形は軟
骨細胞を物理的に破壊するだけではなく，
Mechanotransduction Pathway を介して細胞のアポ
トーシスや有害な酵素の産生を活性化させ，変形性
関節症に見られるような軟骨組織の退行性変化の誘
因となることが指摘されている[11，12]．
一方で，血管網を持たない軟骨組織にとって，外
部から周期的に加わる荷重や摩擦力は，組織内にお
ける物質輸送の原動力となっており，内部に存在す
る軟骨細胞に，代謝に必要な様々の物質を輸送・供
給するための大きな役割を果たしている．それだけ
ではなく，
適度な機械的負荷は Mechanotransduction
Pathway を介して軟骨細胞による細胞外基質成分の
産生を促すことが知られており，軟骨組織の恒常性
の維持に大きな役割を果たしている[13]．このよう
な視点から見ると，生体関節の潤滑機構は，運動時
に関節軟骨組織に加わる力学的負荷を適正なレベル
に調整し，組織と器官の機能を健全に維持するため
の大切な役割を担っていると考えられる．
【文献】
1． 笹田，前沢，潤滑，18 (1973) 901.
2． D. Dowson and J.Q. Yao, Proc IMechE, Part J,
208 (1994) 43.
3． T. Murakami, et al., Proc IMechE, Part H,
212 (1998) 23.
4． 澤江 他 3 名， トライボロジスト, 45 (2000)
150.
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澤江 義則 プロフィール
【経歴】
1967 年 5 月生まれ
学歴
1974 年 4 月
1980 年 3 月
1980 年 4 月
1983 年 3 月
1983 年 4 月
1986 年 3 月
1987 年 4 月
1991 年 3 月
1991 年 4 月
1993 年 3 月
1993 年 4 月
1996 年 3 月
職歴
1996 年 4 月
1999 年 6 月
2000 年 4 月
2007 年 4 月
2011 年 1 月

北九州市立小倉小学校 入学
同上 卒業
北九州市立菊陵中学校 入学
同上 卒業
福岡県立小倉高等学校 入学
同上 卒業
九州大学工学部機械工学科 入学
同上 卒業
九州大学大学院工学研究科機械工学専攻 修士課程入学
同上修了
九州大学大学院工学研究科機械工学専攻 博士後期課程進学
同上修了

–
–
–
–
–

1999 年 5 月: 九州大学, 工学部, 講師
2000 年 3 月: 九州大学, 大学院・工学研究科, 助教授
2007 年 3 月: 九州大学, 大学院工学研究院, 助教授
2010 年 12 月: 九州大学, 大学院・工学研究院, 准教授
現在: 九州大学, 大学院・工学研究院, 教授

学位
1996 年 3 月 博士（工学）の学位授与（九州大学）
論文題名「人工軟骨を有する高機能人工膝関節の潤滑特性に関する研究」
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基調講演

～SJF へ biotribology の導入～
JM 研究所 所長 宇都宮 初夫
関節に動きの余裕である“遊び”を与え、 強い力を加えずに関節
面を近づけてから治療すること でROMが増大する患者が増えて
きた。 この関節面を近づけること で、 関節運動に強制的な強い力
は必要と しなく なっ た。 関節の動く 範囲が広く なれば、 その周囲
に起始、 停止を有する筋、 関節包、 靭帯などは長く すること が出
来る。 この技術を「 接近延長法（ Close
lengthening） と 名付けた。 これまでの「 拘縮」 に対するStret
chingは必要ではなく なっ たのである。
また「 五十肩」 に対しては動かない関節に対して、 重錘を用
いて関節裂隙を拡げて、 筋を弛緩させて他動的に動かすと いう 「
振り 子Pendulum運動」 を使用してきた。 Biotribologyの理論
からすれば、 関節の動きを重く （ 摩擦係数を高く ） させるのみで
あると いう こと が明白になっ た。

【はじめに】
関節運動を実施するとき、関節面を近づけてか
ら動かすと軽く動くというメカニズムを臨床応用
している治療技術は、おそらくわが国では SJF のみ
であろう。この理論的背景には工学的な基礎学問が
存在している。SJF の今年度の学会ではこれをテー
マにして、九州大学工学部の澤江義則教授をお招き
して特別講演をお願いしたことをはじめ、基調講演
およびシンポジウムにおいても Biotribology を取り
上げた。
【 BiotribologyをSJFに導入したきっ かけ】

【 まと め】
臨床での関節機能に対する問題点を解決するためには、 これ
までのよう な治療技術では改善が得られないと いう こと が判明し
た以上、 我々はこのよう な治療を続けるわけにはいかない。 これ
を改善するためには、 理学療法技術の中にBiotribologyを導入
せざるを得ないと 考えられる。

まずは臨床において、 関節の動きが硬く 止まっ た時に、 関節に圧
迫を加えると さらに動く と いう 事実を経験していた。 これは関節
の周囲の軟部組織である関節包、 靭帯が起始と 停止が近づき緩む
からであろう と 勝手に考えていた。 と ころが、 2000年代になっ
て初めてTribology
と いう 学問に遭っ た。 それによると 、 関節面を近づけると 、 中に
ある滑液が外に向かっ て移動するため、 関節包は緩むより 膨張し
て硬く なる。 その代わり 関節面の滑液が潤滑性を増すと いう 潤滑
理論を知り 得た。 これまで関節運動では、 関節面の間を伸張する
こと で広く すれば、 動きやすく なると いう 思い込みが存在してい
た。
関節の潤滑機構を利用して、 関節可動域の増大を目的と した治療
に試用した。 そう すること で、 こ れまで難渋していた拘縮の治療
は劇的に変化した。
【 接近技術の臨床応用と 結果】
交通事故による骨折後、 膝の屈曲拘縮が15年間続いていた患
者の膝に、 月1回程度の治療を2年間続け、 90度のROMが150
度と なり 、 正座が可能と なっ た。 拘縮の期間が長く 続いていたが
、 この治療技術を用いて改善した。 その後もこの状態を持続して
いる。 また頭部外傷後、 他動強制運動の結果、 異所性化骨を発生
し、 膝が屈曲60度に固定されていた入院患者に毎日6か月間応用
した結果、 屈曲－15度から 90度まで可動性が改善し、 立位が可
能と なっ た。 古い拘縮で改善不可能だと 思われていた症例であっ
たが、 これまで実施したこと が無いこの接近
技術を使用すること で、 改善を得ること が出来た。 これらの治療
効果は、 Biotribologyの臨床応用での
使用が積極的に進められること の動機づけになるに
は、 十分なエヴィ デンスであっ た。
それ以来、 各関節の治療においてはBiotribologyの概念を欠
く こと が出来なく なり 、 身体の全ての関節運動に試用した。 従来
のROM運動の目的は単に範囲を増大すること のみに焦点が当て
られていた。 その結果、 ROMの増大は得られたが、 運動の“軽
さ ”が得られず、 患者にと っ ては実用性にかけていたのである。
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宇都宮 初夫 プロフィール
【経歴】

1971 年 労働福祉事業団 九州リハビリテーション大学校卒業
大阪市枚方市 星ヶ丘厚生年金病院勤務
1974 年 国立療養所近畿中央付属リハビリテーション学院、理学療法学科勤務
（この間、1979 年、厚生省の命により米国ジョージア州、ニューヨーク州に留学。
Joint Mobilization のコース受講）
1982 年 国立大阪南病院 理学診療科勤務
1990 年 医療法人甲風会 有馬温泉病院 理学診療科勤務
1993 年 医療法人 八十嶋病院 理学診療科勤務
1995 年 特定医療法人徳洲会 大阪本部 理学療法部長として勤務
1997 年 特定医療法人徳洲会 徳田病院 理学診療科勤務
1999 年 医療法人 八十嶋病院 理学診療科勤務
（Joint Facilitation 技術を開発）
（2000 年 JF 研究会設立、JF 冊子第 1，2，3，4，5 版発行、JF 研究会会長）
2004 年 JM 研究所開設、所長として勤務
2005 年 研究会名称「JF 研究会」を「SJF 研究会」に変更
2010 年 「SJF 研究会」の名称を「SJF 学会」に変更、SJF 学会理事長

14

シンポジウム「～治療的運動と biotribology～」
シンポジウム序説
座長 JM 研究所
【初めに】
『治療的運動と Biotribology』と題して今学会でシ
ン ポ ジ ウ ム を 実 施 す る に あ た っ て 、 SJF が
Biotribology を導入するに至った経過を簡単に触れて
おきます。
SJF 学会理事長の宇都宮初夫が座長を務めます。
シンポジストは SJF 学会設立以来、新しい治療技
術の開発と後進への教育に積極的に尽力していただ
いた会員にお願いしました。加えて、本学会特別講
演をお願いしました、九州大学工学部の澤江義則教
授にも参加をお願いし、シンポジウムを進めていき
たいと考えています。
【Biotribology を導入したきっかけ】
SJF と他の理学療法治療技術との差異を考えると
き、
「Biotribology」を欠くことはできません。
関節の動きが正常でなくなった場合には、その動
きを制限した原因を検査によって明確にしたのち、
治療法を決定しています。骨折、変形、異所性化骨な
ど関節を構成する硬部組織が原因である場合は、適
応になることはなく、軟部組織の長さの喪失が治療
対象とされてきました。器官としての関節には筋・
腱は含まれませんが、拮抗筋の長さが機能的に関節
可動域を制限することは多く、外部から観察しても
分かり易い。その為か、臨床では筋の長さを増大さ
せる伸張運動が多用されてきました。ところがこの
伸張技術を使用すると、伸張痛が伴い筋の長さは変
化しませんでした。1979 年関節内運動の詳細が分か
ってから、関節運動に滑り、転がり、軸回転などの関
節内運動を組み合わせると、痛みのない関節運動が
可能であることが分かりました。関節を取り巻く軟
部組織は起始と停止があり、骨体の動きによって長
さが変化します。強い伸張力を使用しないで軟部組
織を長くすると効率よくその長さを増大することが
できます。加えて、関節の運動は関節面を近づける
ことによってさらに摩擦が軽減して、他動的な関節
運動が止まってからでも少しその角度が増えること
が分かってきました。これが Biotribology のメカニズ
ムで、関節の潤滑機構を説明しています。この機構
を利用して臨床に応用した技術が「接近延長技術
（Close lengthening）
」と称することにした ROM 増大

宇都宮 初夫

技術です。
【接近技術の臨床応用と結果】
交通事故による骨折後、膝の屈曲拘縮が 15 年間続
いていた患者の膝に、この接近技術を用いて治療を
した結果、2 年間で 90 度の ROM が 150 度となり、
正座が可能となりました。拘縮の期間が長く続いて
いましたが、この治療技術を用いて改善しました。
その後もこの状態を持続しています。また頭部外傷
後、他動強制運動の結果、異所性化骨を発生し、膝が
屈曲 60 度に固定されていた患者に応用した結果、屈
曲－15 度から 90 度まで可動性が改善し、立位が可
能となりました。古い拘縮で改善不可能だと思われ
ていた症例でしたが、これまで実施したことが無い
この接近技術を使用することで改善を得ることが出
来ました。これは Biotribology の臨床応用での使用が
積極的に進められることの動機づけに十分なりまし
た。
【シンポジストの紹介と発表内容】
Biotribology を取り入れた治療を様々な患者に応用
した成果について次の先生方に発表していただきま
す。
（敬称略）
１．片岡寿雄(愛知支部：岩倉病院)
老年期の病変に対する治療に対する経験を述べて
頂きます。変形性膝関節症の原因は「老化」とされる
ことが多くみられますが、膝の OA は若年者にも見ら
れます。そもそも「老化」は正常な生理学的変化であ
り、正常な原因がなぜ病気の原因とされるのか、こ
の老化の現象について考察を加えて頂きます。
２．太田ちえ（北海道東北支部：I-T E office）
小児期の病変に対する治療経験を述べて頂きます。
様々な小児疾患に対して、関節潤滑機構を応用する
ことによって、運動を容易にし、治療によるリスク
の影響を減少する可能性につき述べて頂きます。合
わせて今後の治療方針、注意を加えて頂きます。
３．築山尚司（岡山支部：たまメディカルリハビリ
テーションクリニック）
骨関節障害に対する治療経験を述べて頂きます。
骨関節障害として関節の ROM 制限、筋力低下は必
須の障害となっています。この治療においてこれま
15

での治療と SJF を用いた治療での比較を通して今後
の治療方法の改善点を述べて頂きます。
４．山本喜美雄（関西支部、本部理事：大西脳神経
外科病院）
中枢神経系障害に対する治療経験を述べて頂きま
す。中枢神経系病変として脳卒中、パーキンソン病
などがあげられますが、病変に伴う筋の状態に「痙
縮」や「強剛」などが出現してきます。原疾患から招
来する筋の状態には間違いありません。ところが病
変以外からの影響でその程度が強くなっている場合
が多くみられます。これらの状況に対して、一般的
に行われている治療を物理医学的観点から再考し、
SJF 技術の必要性と重要性、
さらに運動力学的観点か
ら Physical Therapy の治療技術の中での Biotribology
の重要性について述べて頂きます。
以上の先生方からの発表の後に、討論を進めたい
と思っています。ここに特別講演で「生体における
関節潤滑機構のメカニズム」を講演していただいた
澤江教授に参加いただき、質問に対する回答をいた
だきたいと考えています。
現在の理学療法は「拘縮」に対しては Stretching を
使用しています。短縮した軟部組織を強制的な力を
もって伸張すれば、長くなるどころか、かえって短
縮するか、微細な断裂が起こることが分かってきま
した。
また「五十肩」に対しては動かない関節に対して、
重錘を用いて関節裂隙を拡げて、筋を弛緩さて他動
的に動かすという「振り子 Pendulum 運動」を使用し
ています。Biotribology の理論からすれば、関節の動
きを重く（摩擦係数を高く）させるのみであるとい
うことが明白になります。このような臨床での問題
点を解決するためには、理学療法技術の中に
Biotribology を導入せざるを得ないと考えられます。
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～老齢器疾患における治療～
岩倉病院 片岡 寿雄
～老齢器疾患とは何か～
老齢期というものを生物学的に区分する事は，な
かなかに難しい．本邦において制度的には 65 歳以上
という事になろうが明確な区分はない．老齢器疾患
というと，おそらくは老化に伴って出現してくる疾
患を指すのであろう．つまり細胞数の減少による臓
器ごとの能力低下に由来する疾患をいうと思われる．
介護保険の第２号被保険者が介護保険の対象となる
特定疾病(老化が原因とされる病気；表１)をみると，
単に若年者に少なく高齢者に多発するという疫学的
な意味しかないように思う．いずれにしろ，これら
の中で我々が接する機会の多い変形性関節症を例に，
老齢期疾患の治療と Biotribology について考えて
みたい．
～変形性関節症と発生機序～
変形性関節症は滑膜関節のどこにでも発生する．
変形性膝関節症，変形性股関節症のほか脊椎椎間関
節に発症すれば変形性脊椎症，これが進行すれば脊
柱管狭窄症と呼ばれる状態に至る(表２)．病態は，
軟骨変性から始まり，滑膜炎，関節腔の狭小化，骨に
も及んで骨棘や軟骨下骨にも病変が出現して進行し
ていく．また変形性関節症は，摩耗性関節炎，または
加齢性関節炎とも言われ，詳細は不明であるが多因
子として，遺伝的素因や加齢のほか，力学的負荷因
子として肥満や筋力低下が挙げられている．
「関節軟
骨が老人性の変化を起こしたときに，摩擦係数が増
大し，これが変形性関節症と呼ばれる関節の病変を
起こさせる一因となる…」一般的にこの発想から患
者指導も行われている．
はたしてそうか？すべての老人が発症するわけで
は無い．遺伝的要因や力学的負荷が大きい人が発症
しやすい等のように説明しているが，力士の全てが
発症するわけでも無い．そもそも「老化は生理(正常
プロセス)」という観点が抜け落ちていると感ずる．

表１：特定疾病(16 種類)

表２：signs and symptoms of Osteoarthritis

図１：A：健常膝から異所性骨化，B：異所性骨化から治癒回復過程

しれない．しかし，それが重篤な摩耗を呼び起こす
程とも思えない．さらに興味深いことは，病理プロ
セスに移行した(OA 発症)軟骨であっても関節面と関
節面を近づけて動かす“接近操作”を実施すると，そ
の潤滑性能が向上する点にある．
正常老化プロセスから OA という病理プロセスに
移行する原因は何か？つまり老化における遺伝子発
現から病理出現の方向に変化する遺伝子発現はなぜ
起こるのか？今回，重度の OA で異所性骨化にまで至
った症例の回復経緯(図 1-B)と，
健常膝が異所性骨化
にまで至ってしまった経緯(図１-A)から，その原因
を推察し治療的運動の中で活用できる知見について
説明させていただく．

～Biotribology との関係～
臨床場面では，軟骨の厚みが半減する正常老人で
あっても，潤滑能力が大きく後退しないことを確認
できる．それから考えると，老人性の変化を起こし
たときに摩擦係数が増大して病変移行する…という
には無理があると思う．確かに若年者と比べれば軟
骨の厚みは半減するため摩擦係数は増大するのかも
17

片岡 寿雄 プロフィール
（経歴）
昭和 60 年 3 月 名城大学法学部法学科卒業
平成 2 年 3 月 専門学校愛知医療学院卒業 理学療法士免許
平成 2 年 4 月から平成 11 年 3 月 医療法人 山本総合病院
平成 11 年 3 月より平成 14 年 3 月 医療法人 知邑舎 岩倉病院
平成 14 年 4 月より 同法人 リハビリテーション科部長
（書籍）
平成 20 年 11 月『SJF 関節ファシリテーション』共著、
（株）シュプリンガージャパン
平成 26 年 9 月『SJF 関節ファシリテーション改訂第 2 版』共著、
（株）丸善出版
平成 26 年 9 月『関節内運動学～4D-CT で解き明かす～』著、南江堂
（その他）
平成 17 年 4 月より平成 26 年 3 月 愛知県理学療法士会 理事
平成 26 年 4 月より平成 29 年 3 月 公益社団法人 愛知県理学療法士会 理事
平成 29 年 4 月より令和 3 年 5 月 特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会 監事
平成 16 年 4 月より令和 2 年 3 月 SJF 研究会（現 SJF 学会）愛知県支部 支部長
令和 2 年 4 月より至現在 SJF 学会 地方理事
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～小児期疾患における治療と biotribology～
I-T E office（アイチエオフィス） 太田 ちえ
【はじめに】

調査より）
。令和 3 年の障害者の推計では、身体障害

私が、PT を目指そうと思ったきっかけは、ある漫

者区分（総数 436.0 万人）では、障害児（7.2 万人）

画に PT という職業の人が、小児に平行棒内での歩行

の割合は約 1.6％です（内閣府ホームページ障害者の

訓練をしている場面を見た時でした。PT という職業

状況（基本的統計より）
）

は、その当時は、まだよく知られておらず、高校の進

平成 18 年の調査では、9.8 万人 2.7％で減少して

路指導の先生も分かりませんでした。医療職である

いるように見受けられます。

という事、子供に関われるという職業であるという

脳性麻痺と言っても、脳卒中患者と同様に、障害の

事で、養成校で学び卒業しました。初めは、経歴にも

病理的変化と部位、範囲、合併症などによって、症候

あるように総合病院での勤務でしたので、種々の年

が様々なのは変わりません。また、運動遂行性障害の

代の患者治療（今、顧みれば治療とは言えませんが）

麻痺だけでなく、運動調節系障害の筋緊張の異常や

を経験し、何も治療できないまま、その後、20 年超

運動失調、不随意運動も起こり得ます。

を養護学校、通園施設の勤務を経験しました。

さて小児とは、いくつまでを指すのか？児童福祉

2001 年に、関節ファシリテーション（SJF）という

法第四条では、乳児は満一歳に満たない者、幼児は

技術を知り、その技術と基本となる PT としての専門

満一歳から小学校就学期に達するもの、児童は小学

学問を学ぶ事で、多くの効果と担当児の症候の理解

校入学期から満十八歳までのものとされています。

が進み、適切な対処（治療および２次障害予防、現状

ただし、医療法施行規則第十六条第一項第四号に規

の維持のための補装具作成など）が可能になった例

定する「小児」とは通常小児科において診療を受け

を多く経験させて貰いました。

る者をいうのであって、具体的に何歳から何歳まで

小児と言っても、中枢神経系障害や骨関節障害、呼

と限定する事は困難であるとされています。小児科

吸器障害などの全器官の機能障害が合併しています。

を受診は、一般的に 15-20 歳程度までが多いようで

例えば、嚥下障害、栄養の消化吸収、排泄障害や聴覚、

す。薬機法に基づく厚生労働省通知では、7 歳以上

視覚などにも障害のある場合が多く見られますし、

15 歳未満の児を指します。また、思春期の終わりま

知能、情緒障害も重複している場合があります。これ

でという学説もあり、これは男女や個人差がありま

らは、成人にのみ起こるものではないという事です。

す。補装具の申請では、18 歳未満は、小児として扱

ただし、成人と違うのは、染色体異常なども近年の遺

われます。以上から、概ね 18 歳未満というところ

伝子解析で解明され診断される事が多くなっていま

が妥当でしょうか。

す。それに伴って、奇形や欠損などの先天性の障害も

それでは、今までの経験から言える事をまとめ、症

見られます。診断名がついていれば、診断名から予測

例を通じて、皆さんに小児の治療について、また

される症候、２次障害、合併症、予後などから、おお

biotribology との関連についてお伝えし、何か問題

よその PT の治療目的も予測可能ですし、原因不明で

提起が出来れば幸いです。

あっても、種々の PT に必要な測定検査によって治療

【小児におけるリスク管理】

目的が明らかになることが多いです。

まず重要な事は PT の治療目的があれば、小児であ

小児イコール脳性麻痺の治療というイメージです

れ、成人であれ高齢者であっても、また、どんな診断

が、その発生率は、1000 人に 1 人の割合は概ね変わ

名であろうとも治療は可能で、その治療原則は変わ

らず、身体障害者区分（総数 366.3 万人）では、障害

らないという事です。それぞれの治療目的に効果の

児（9.8 万人）の割合は約 2.7％です（内閣府ホーム

ある治療技術があれば、どの年代であれ診断名が不

ページ障害者の状況（基本的統計より）平成 18 年の

明であれリスク管理に留意し治療する事が出来ます。
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そのリスク管理とは、それぞれの世代での特質に

切な時期に出現する事で、抗重力の中での筋の発

ついて必要となります。全世代、全疾患に共通する

達や関節運動を促すために必要であり、脳の発達

内容、例えば、関節内運動機能障害による症候が疾

が上位レベルに及ぶ事で、消失するのではなく抑

患に重複している事など以外を、以下に参考程度に

制され隠れた状態になります。必要な時に原始反

述べます。

射も組み込まれて動作が起こります。

１. 成長と発達

２. 感覚

成人と比較して小児においては、量的な測定が

運動は感覚がなければ起こりえません。この感覚

可能な成長（身長、体重 etc.）と機能的な成

とは、内的感覚・外的感覚があり、いずれも感覚

熟・進展過程である発達（知能、運動、内臓

機能が正常であっても、知能がそれを認識しなけ

etc.)の途上であるという点があります。

れば、運動は起こらないのです。これは、成人の

(1) 成長に伴っては、骨の長軸方向の成長に比し

一旦、正常な知能を身に付けた状態とは違う事は

て、筋長も成長できるか、呼吸器や心臓の働き

理解できる事です。

が、成長に伴って十分にあるか、成長を担う栄

これらの感覚や原始反射や反応は、神経生理学

養吸収や排泄には問題はないかなどに留意しな

的アプローチ（NPA)、神経生理学の諸理論と発

ければなりません。

達学的理論を合わせて行われた技術に応用され

(2) 発達で、最も重要な事は、母子関係から始まる

ていますが、感覚に異常がある場合も多く、こ

知能の発達が十分に機能し、意思疎通が可能に

れらの技術の治療条件にある知能に問題がない

なり得るかという事でしょう。例えば、重度の

という項目にも、知能の発達途上である小児に

知能発達遅滞児は、身体機能に問題が見られな

は適切であるかは不明です。

くとも歩行することが出来ない例からも推測で

日本小児神経学会教育委員会小児神経学の進歩

きます。

31 集（H14 株式会社 診断と治療社）によると

PT に主に関わる発達には、基本的動作レベルの

「米国脳性麻痺発達医学学会の治療予後検討委

獲得に必要な発達の順序を示す随意運動発達の

員会 NDT（neurodevelopmental treatment）は

四原則があります。

効果があるという確証は見いだせなかった早期

第一の原則は頭側から尾側への発達順序、第二

治療、集中治療の効果も明確なデータがないと

の原則は体幹近位から末梢への発達順序、第三

結論づけている。」との記載もあります。

の原則は様々な不随意の姿勢反射の同時進行的

また、何らかの正常な感覚を入力して、それに応

な発達による、第四の原則は随意運動の動機と

える反射を利用し筋を働かせるという方法は、発

なる心的機構（知能）が存在して初めて可能と

達が、その反応の起こるレベルにない場合や関節

なるという事です。

の運動制限を改善せずに行われる場合は、反応自

これらは基本的動作レベルの獲得に必要な発達

体が起こらない、または、起こっていても関節の

の順序を示しています。定頚・寝返り・介助座位・

運動制限が原因となり筋が働かない事になりま

四つ這い移動・つかまり立ち・独り立ち・独歩と

す。

いう過程がこれにあたります。

３. 麻痺

この順序は随意運動の発達において、例えば歩行

麻痺について、特に痙性という状態について注

できないから歩行させるというような事をすべ

意が必要です。

きではなく、歩行に必要な前段階の動作群の獲得

麻痺とは、しびれること。感覚のなくなるこ

が必要である事を考慮し治療する事が大切であ

と。また、本来の活発な動きや働きが鈍くなる

るといえます。

こと。「—した良心」「交通が—する」

発達に関連して、原始反射が意味を持ちます。適
20

神経または筋の機能が停止する状態。運動麻痺

このような事は考慮されなければなりません。

と感覚麻痺とがある。「心臓—」と広辞苑に記さ

また、小児の場合は永続的な機能障害となる事がほ

れています。ここでは、筋力低下（MMT０〜５未

とんどであり、２次障害の予防も重要となります。

満）を表します。

【症例紹介】

痙性という状態は、中枢神経の錐体路障害の一

今学会のシンポジウムのテーマ「治療的運動と

つとして完全麻痺ではなく不全麻痺の状態で完

Biotribology」である小児の治療での症例を紹介し、

全麻痺と正常の間をいいます。主に相反神経支

今回のシンポジウムのテーマである biotribology の

配が障害され、腱反射が亢進します。何らかの

潤滑機構について、寝たきりの小児では、通常の荷重

刺激（内的・外的）によって筋活動が起こる時

負荷のない関節が、拘縮や変形を起こします。

に、過剰な運動が起こりやすく、弛緩しにくい

症例と経験から、これらの関節の潤滑機構と継時

状態となります。ただし、寝ている時には、他

的な拘縮や変形がなぜ起こるかを推測してみたいと

動運動では筋の抵抗はなく、運動範囲は制限さ

思います。

れず拘縮の原因にはなりません。
小児において、この何らかの刺激が、何によって

症例については、私が 2001 年に初めて研修会で学

起こっているかを伝える事が困難である場合が

ばせて頂いた後の症例であり、すでに退職していま

多く、結果的に過緊張な状態となり、同じパター

すので、正式なデータなどは掲載が出来ません。ご了

ンで運動が起こりやすいために筋張力の不均衡

承ください。

も起こり得ます。この考えられる刺激を、経験的

症例 1：2001.1 に実施：幼児期頚部圧迫事故による

な観点からになりますが、最後の参考に記載いた

低酸素脳症(11 才）

します。

基本的動作レベル：臥位

４. 一般的な小児の特性

徐脳硬直様肢位にて全身

の伸展の過緊張

小児は易疲労性であり、１分間安静時心拍数は幼

＜治療＞仰臥位 C0/1 への close

児 90～120、成人は 60～70、正常上限値はそれぞ

＜効果＞頚部の屈曲が起こりやすくなり、頭部をコ

れ 130、90 と言われています。１分間の呼吸数は

ントロールしながらの寝返りや座位姿勢に

幼児で 20～30、成人は 16～18 です。

必要な筋の収縮が得られた。

呼吸運動は、肋骨は水平方向であるため胸郭の拡

＜応用＞脳幹レベル（緊張性反射）
、一部の中脳レベ

大運動少なく腹式呼吸が主になります。

ル（立ち直り反応）にある場合に、close 技

小児の腱は伸展性があり、早期の股関節内転筋腱

術を組み合わせて、頭部の位置をコントロ

やアキレス腱の延長術には適さない事が考えら

ールしやすくなり、反射や反応を利用した

れます。

筋収縮を得られやすい、また、動作介助時に

歩行の成熟は、動作の協調性獲得時期である 7,8

安全に行いやすくなる。

歳といわれており、それまでは協調的な各肢節の

以下、2008.4 から 2015.3 までの通園施設勤務期間で

運動が行われず疲労の一因となります。

の症例

また、神経伝達速度は成人に比較して遅い事など

症例 2：CP（3 才）基本的動作レベル：臥位 過緊張

が分かっています。

状態で、全身の ROM の範囲がわずかしか無い状態

脊椎の鈎状突起は、椎骨の後方並進を防ぎ、側屈

股関節軽度屈曲、外転、外旋位で拘縮のため不動と、

を制限しますが、6 歳から 9 歳で発達し 18 歳ま

前担当 PT より引き継ぎ

でに完成します。これは、側弯などのリスクが大

＜治療＞股関節への close での Tracking（屈曲・内

きいことも示唆されます。

転に伴う）

以上のように、障害のある小児期の治療は最低限、
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＜効果＞完全な ROM の改善には至らないが、股関節

の動きは、内転 0°と初回に即時変化し維持

動作に必要な筋収縮を促通できる可能性が

となる。抱っこ介助量の軽減となった。

ある。

＜応用＞拘縮という病理的変化であるかの判別に使

以下は、研修会等での症例です。

用ができる。ROM の改善、維持によって無理

症例 6：2016.11 に実施： 左片麻痺(先天性の左上

な介助による骨折のリスクの回避となる。

下肢(上肢優位)の麻痺であるが脳の所見上変化は認

症例 3：CP 痙性麻痺（上肢＜下肢）
（3 才）

めず）(6 歳)

尖足変形があり、つかまり立ち時に足底接地不可

基本的動作レベル：歩行可

基本的動作レベル：四つ這い移動（下肢揃え型）
、つ

角 40 度）手術を勧められている。背部の痛みと痺

かまり立ち可能

れの訴えあり。

＜ 治 療 ＞ 遠 位 脛 腓 関 節 へ の close component

＜治療＞仰臥位での椎間関節の close direct

sliding

sliding（吸気運動に合わせて）

＜効果＞初回、下腿背側のスパズムの改善を認め、つ

※側臥位での脊柱の回旋に伴う技術では痛

かまり立ちでの足底接地か可能となる。

みの訴えが強く、close が体幹の荷重によ

＜応用＞拘縮による尖足変形との判別および変形の

って行いやすい肢位を選択

予防

＜効果＞治療後、痛みと痺れおよび背部のスパズム

症例 4：多発性先天性拘縮症（1.5 才）
基本的動作レベル：歩行可
弯

脊柱の変形増強（cobb

知的障害なし

の軽減
脊柱後

※SJF 不適応症の側弯症の改善のためでは

上方が向けない 今までの PT 場面では泣くこと

なく、IMD の改善を目的に実施。側弯など

が多く警戒心から母親の膝から降りない。

の変形がある場合、骨運動が起こる方向に

＜治療＞母親の膝に座位の状態で、頚椎から腰椎ま

操作することが原則

での椎間関節の close direct sliding

＜応用＞人工呼吸器など装着している場合や急性期

＜効果＞初回、痛みや不快感もない様子で実施直後、
上方をみられる様になったのを母親が確認。
＜応用＞どのような肢位であれ、関節内の運動方向

で体位変換での循環状態の変動を避けると
きの吸気の増大目的、また、吸気の抗重力運
動が不十分な児の偏平な胸郭に対して、痰

が分かれば、骨運動に伴う関節内運動の構

の喀出のために吸気量の増大。

成運動は行え、また close によって、それ

※正確な数値などは記録がありませんが、以下のよ

はより行いやすくなる。

うに応用します。

症例 5：知的発達障害および情緒障害（2 才）

参考：NICU（生後 6 ヶ月以内）ダウン症候群

基本的動作レベル：仰臥位での移動可能（背這い）

基本的動作レベル：臥位 姿勢変換時や接触

座位への介助で仙骨座りは可能

によって反射的に過緊張が起こり心拍数増

姿勢性の側弯 9° 低緊張

大、腹部膨満による呼吸時の胸郭の運動低下

＜治療＞坐位での LS 関節の L5 からの assistive

呼吸運動の不均衡

close

direct

sliding

with

active

＜治療＞治療前準備：低体重のために、下肢全体およ

assistive motion

び殿部も浮き上がりやすく不安定で、刺激

＜効果＞治療時に脊柱の伸展が起こりやすくなり、

による過緊張を防ぐため、仙骨部より頭側

体幹筋群の同時収縮の促通が行えた。座位

方向に脊柱全体に圧を掛け、接触刺激で過

の安定に伴い、半年で起き上がり、膝立ちか

緊張にならない様にする。

らの立ち上がり可能となる。

その後、吸気に合わせて、胸椎椎間関節への

＜応用＞関節内運動を利用し、骨のアライメントを

close direct sliding

操作することで、発達段階の次のレベルの

＜効果＞吸気時の胸郭運動が認められる様になり、
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心拍数の急激な増大が見られなくなる。

筋が脂肪組織等に置き換わり伸展性を失い、拘縮に

以下は、小児期受傷後、成人での改善例

よる股関節が外転位（内転制限マイナス 10 度）

症例 7：2020.10 実施：膝内障(41 才)

＜治療＞股関節の close direct sliding

基本的動作レベル：歩行可（初回時：痛み、歩行しに

＜効果＞内転制限は 0 度まで改善。股関節が外転す

くさあり）

る緊張が起こるてんかん発作が頻発するた

小児期（15 才）受傷時：転倒し膝部受傷 骨折や内

めに再発していた。

出血や腫れ（-）、痛みは改善 膝の伸展制限 約-30

＜得られた経験＞その後、てんかん発作のパターン

度

の変化で、股関節が内転伸展する緊張が起

伸展制限による動作障害：つま先で生活およびスポ

こるようになり、内転制限は正常域まで改

ーツ可能。成長障害：足のサイズの左右差（約 1cm）
、

善した。関節内運動技術と拮抗筋の収縮に

側弯（＋）
。

よって拘縮の改善をみた例である。拘縮の

成人（41 才）受傷時：転倒し、膝関節屈曲時の痛み

治療には、SJF 技術と拮抗筋の収縮促通が必

あり。膝内障と診断された。腫れ(＋)伸展および屈曲

要と言われていますが、このような変化は、

制限あり

筋萎縮があっても拘縮の治癒が可能である

＜治療＞脛骨大腿関節の close rolling
（LS 治療後）

という経験を得ました。

＜効果＞治療直後、膝の伸展制限は改善した。屈曲時

応用として、SJF 治療によって ROM を改善

の痛みも改善。その後も伸展制限なし。

し、拮抗筋を活性化し、拮抗筋が働きやすい

屈曲制限および痛み再発の改善には、LS 関

肢位での筋収縮の促通が行えれば、拘縮治

節の治療で半年を要した。

療が可能となりえることが示唆されました。

以下は、拘縮治療についての経験例です。

【追加検証】

症例 8：CP（15 才）

重症児デイサービスにおける過緊張児の close によ

基本的動作レベル：臥位 膝部拘縮（屈曲 10°）
・足

る角度変化（基本的動作レベル：臥位）

部拘縮（背屈−45°）覚醒時に常時、過緊張が続き、

＜測定部位＞脛骨大腿関節および股関節

小学部 4 年性の時に SJF 治療にて咳嗽などの時など

（可能なら両側）

にのみ過緊張。過緊張の減少により、エネルギー消費

＜方法＞①各関節の ROM を測定

が減少し、成長（身長・体重）の増加が認められた。

②close をして動く範囲まで動かし元の位

＜治療＞脛骨大腿関節 close direct sliding

置に戻す。

＜効果＞膝部の屈曲制限 屈曲角度 約 10 度から 20

③close 前と同様に ROM 測定

度の改善したが、体幹の屈曲等も制限され

＜結果＞症例数が少ないため、傾向としてのみ記載

ており、成長に伴い、移乗時の介助量の増加

いたします。７肢全例 3 から 5°の改善が見られて

を懸念し、膝部と足部の整形外科的手術（受

います。

動術）を行うが、術中に脳塞栓にて心肺停止

【まとめ】

となる。

以上の関節生物学的アプローチとして、潤滑機構

＜得られた経験＞長期の関節運動が起こらない結果、

を利用した close の使用実例から言えることは、臨

下肢の急激な屈曲運動に伴う血流の変動に

床での関節内運動を利用した IMD の治療に close が

より血管内にあった異物が移動したとの説

加わることで、容易に運動を起こすことが可能であ

明があり、長期不動のリスクに関連した例

り、無理に動かす、または動かし過ぎるリスクを低下

である。

させます。このことは、成長および発達の途上の子ど

症例 9：進行性神経筋疾患および免疫低下（3 才）

もにとって、安全に成人より小さな関節の操作も可

基本的動作：臥位

能になります。
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以下の項目が、症例を通じてのまとめになります。

SJF 治療、薬剤、姿勢管理、環境改善、手術、非侵

・荷重関節でなくとも、潤滑機構はある。

襲性補助装置使用、補装具作成、補装具使用中止、栄

・小児においても、安全性が高く、痛みを伴わない治

養管理、呼吸管理によって、実際に過緊張が減少した

療が可能である。

内容と観察結果による過緊張となる刺激は以下の様

・関節における発達、成長段階でも治療効果が得ら

なものがありました。

れる（骨異形成症のような関節面の問題がある場

１. 感覚器の問題

合を除く）
。

① 皮膚感覚:鈍麻、過敏、皮膚の乾燥、荒れ、アレ

・どのような肢位においても、関節内運動と close 技

ルギーなど

術は可能である。

② 視覚:斜視、先天性白内障、未熟児網膜症、遠視

・小児期の受傷後に残存した ROM 制限であっても、

近視など

成人になっても治療可能である。

③ 嗅覚:アレルギーなどによる鼻閉、口呼吸（開口）

【問題提起】

など

変形について、SJF 技術では変形は不適応に含まれ

④ 聴覚:聴覚低下、聴覚過敏、中耳炎など

ます。

⑤ 口腔感覚:噛み締め、舌突出、流涎、口腔内過敏

これらを治療目的にするのではなく、この原因に

など

対して SJF 治療を行うことで、この不適応症の変形

⑥ 深部感覚:筋緊張の反応の異常 関節覚など異常

が改善する例を経験します。治療後に、変形していて

⑦ 痛み、寒暖、空腹

も痛みが消失する事も多く見られます。

２. 栄養および排泄の問題

小児での変形は、起こりやすく、原始反射の影響に

① 水分：必要水分量：体重１kg あたり 50～70ml 計

よる筋の不均衡や痙性麻痺による過緊張の状態から

算。減少要因 ：嘔吐、下痢、流涎、多量の喀痰、不

さまざまな変形が見られます。この変形は、生まれて

感蒸泄（発熱、気温上昇、運動量増加、緊張、興奮、

からの運動パターンが障害によって同じような動き

入浴）

となり、必然的な変形となっているように見られま

① 栄養

す。ほとんどの場合、痛みの訴えはなく、他動的にス

嚥下障害、胃食道逆流症、消化管出血、栄養障害

トレッチされた場合や、肢位によって骨同士が当た

※対応として、とろみ剤の使用経鼻栄養チューブ、胃

ると痛みが発生している様子が窺えます。

ろうからの注入、胃食道分離術、噴門形成術

これらから言えることは、何らかの機能障害が起

② 排尿

こると、身体は必要があれ容易に変形を起こし、代償

過緊張や低緊張による排泄困難やオムツの使用

的な動作や使える動きを保持するための結果のよう

③ 排便

に推測できるかも知れません。

便秘および下痢

また、小児の寝たきりの状態では、体重負荷が掛か

呑気による腸内ガス貯留による腹

部膨満

らない場合や加齢とは関係なく変形が起こりやすい

※対応として、下剤の服用•浣腸 腸の運動を促進す

ことから、加齢と変形性関節症との関連についても

る運動や抗重力肢位を取る

疑問に思うところです。

3. 呼吸障害

【結語】

中枢性呼吸抑制、拘束性障害、閉塞性障害、咳嗽障害

子どもたちから得た貴重な知見から、現在、PT と

による酸素摂取量減少および二酸化炭素量増加

してすべき治療が選択可能になり、治療目的のある
人に還元できるようになれたことに感謝いたします。
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～骨関節障害における治療～
たまメディカルリハビリテーションクリニック 築山 尚司
【はじめに】

う器具も普通に設置されていました。

骨・関節の異常による機能障害は、一次性、二次性

社会においても、そのように認識されていてスポ

ともに関節可動域制限が筆頭にあげられます。

ーツ選手が痛みに耐え、苦しいリハビリを乗り越え

また、理学療法士が行う症候に対する治療的運動

復帰するといったドキュメンタリーが放送されてい

の目的には 1．ROM の維持・増大 2．筋力の維持・増
大

3．筋持久性の維持・増大

ました。

4．協調性の獲得 5．

10 年近く従来の方法で ROM 運動を行ってきたと

全身状態の改善があり、これらの中でも 1．の ROM の

ころで、その効果に疑問をもち、以下のことがわかっ

維持・増大は運動の基本となり初めに治療をなされ

てきました。

なければなりません。改善が不十分であれば、それ以

1． ROM の改善には限界があるかもしれない

外の治療的運動の効果にも影響を及ぼします。

2． 痛みを伴った運動の後は ROM が悪化する

1985 年に理学療法士となり、35 年大学病院で勤務

3． いつまでも創部の腫れが引かない

をしてきました。患者は新生児から老人まで、超急性

4． 夜間発熱する

期の場合もあれば慢性疾患も診ることができました。

5． 一時的に可動域が改善しても筋の弱化が起こ

多くの患者を診て思ったことは、やはり理学療法士

る（膝伸展ラグの悪化）

がなすべきことでした。

このような問題点に気付いてはいましたが、他の

様々な年齢や疾患の患者の症候に対し、理学療法

方法が解らなく漫然と続けていました。

士が治療的運動を用いて、いかに治すことができる

【関節内運動学との出会い】

かが重要です。言い換えれば、治療的運動を用いて患

理学療法士は何ができるのか？何をすべき職業な

者の運動機能をいかに治し、基本的動作能力を回復

のか？そのような疑問を解決すべく 1993 年に AKA 講

させることができたかということです。

習会を受講しました。受講初日から目からうろこの

今回のシンポジウムでは、骨関節障害による関節

ことばかりで、それまでの臨床を後悔したことを思

可動域制限に対する治療的運動について、入職時か

い出します。

ら現在までの変遷をたどり、従来の PT 治療法がどの

関節内運動学、関節内運動機能障害、CRPS（当時は

ように変化したかを述べます。

RSD）
、などを初めて学びましたが、最も衝撃的でした

【入職時】

のは関節内運動学でした。この学問を知らずして関

入職時、患者の多くは整形外科の入院患者でほぼ

節を操作することはあってはならないことと思いま

全例が手術後でした。特に関節の手術においては術

した。また、関節内運動機能障害（IMD）の存在や、

後の予定が決められており、退院までに到達すべき

その治療も衝撃でしたが毎日行っていた ROM 運動が

目標角度があり、その獲得に最も重点を置いていま

関節可動域の悪化の原因と分かり治療のための勉強

した。当時 ROM の治療技術は養成校で学んだことと

を一からやり直す必要性を感じました。

臨床実習での経験のみでした。ROM を改善する方法

講習会で習った関節内運動学をもとに構成運動を

は、他動運動とストレッチが主な手段でした。臨床実

意識して ROM 運動を行うと、それまでとは全く違う

習でも痛みに耐え無理やり動かしている場面を何度

結果となりました。関節を動かすときの痛みがなく

も目撃していましたので当然痛みは伴うものとし、

なり辛い ROM 運動は不必要となりました。関節内運

しっかりやればやるほど良くなると認識していまし

動を操作しながらの持続伸張運動も無理な力で伸張

たし。

しなければ翌日の悪化はなくなるということも経験

ベッドにベルトで体を固定し重錘で持続伸張を行

しました。
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約 7 年間この方法で治療を行い、痛みを伴わず治

を行っている場面を紹介し、解説をいたします。

療を行うことは可能となりましたが、ROM の改善には
限界があり、特に膝の 90 度以上の屈曲や経過の長い
拘縮には改善が見られないことがわかりました。
【SJF となって】
2000 年に SJF の技術が開発され、それまでの関節
内運動学に関節内運動力学を加えることによって、
拘縮の治療が可能となりました。
SJF による治療を行う以前は、関節を構成する器官
に対し治療を行ってはいましたが、関節の潤滑機能
に対するアプローチが欠けていたため ROM の改善に
つながらなかったのです。
関節面を接近させ（close）
、潤滑機構を利用するこ
とによってそれまで止まっていた運動を容易に起こ
すことが可能となりました。
入職した当初から難渋していた関節の運動範囲の
改善をやっと達成できることができるようになりま
した。
【まとめ】
骨関節疾患の患者に対して、Biotribology を取り入
れた結果、従来の PT 治療法にどのような変化がみら
れるようになったかを述べました。
伸張運動は効果がないだけでなく悪化のリスクを
伴います。関節内運動学を取り入れると痛みを回避
することができますが、その効果には限界がありま
す。それらの問題を解決し、関節の動きを量的・質的
に改善するには biotribology の潤滑機構に基づく接
近（close）技術が不可欠です。
【終わりに】
現在勤務している医院は整形外科の院長で患者の
大半は骨関節疾患です。年間約 2300 件の患者に SJF
の処方が出され 9 名の理学療法士が治療を行ってい
ます。岡山県の玉野市に所在しますが、市外や県外か
らも来院され昨年の延べ患者数は 45,409 人でした。
来院する患者は、痛みと関節の可動域障害を訴え
る場合がほとんどで SJF を使用しなければそのどち
らにも対応ができません。
シンポジウムでは実際に close 技術を使用して治療
28

築山 尚司 プロフィール
昭和 60 年 川崎リハビリテーション学院 卒業
同年 岡山大学医学部付属病院 入職
令和 3 年 たまメディカルリハビリテーションクリニック 入職
（資格）三学会合同呼吸療法認定士
（役職等）
岡山市介護認定審査会委員
SJF 学会 地方理事
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～中枢神経系障害の治療と Biotribology～
大西脳神経外科病院 山本
脳神経外科の単科病院に在籍して早いもので２０
年以上の年月が経過した。中でも中枢神経系障害を
きたす疾患として脳梗塞、脳出血、くも膜下出血と
いった脳卒中をはじめ、脳腫瘍、脊髄損傷、パーキン
ソン氏病などさまざまな疾患名のついた患者を診て
きた。
ただ脳神経外科病院であるからといって神経系にの
み問題のある患者ばかりではなく、もともと糖尿病
などの基礎疾患や心臓・肺その他器官の問題、膝や
腰に問題があり整形外科病院に通院していたものな
ど病歴はさまざまである。症例数は少ないが、OA、
RA、骨折後、人工関節置換術後、心筋梗塞後、内分泌
系疾患など色々な既往症を有した症例を診ることと
なる。
Neurosurgery（神経外科）の専門病院に長く勤務して
いるおかけで、脳や脊髄、末梢神経の疾患のことや
手術・使用薬物など治療に関することについては多
少詳しくなったが、私は Physical Therapist であり
Physical Therapy の専門家であって、脳卒中やその
他神経系疾患の専門家ではない。医師は脳神経外科、
外科、整形外科、内科などというように分化され、脳
神経外科においては脳腫瘍を専門とする医師、脊髄・
脊椎を専門とする医師など疾患ごと分化している。
これらの医師の疾患別による分化は疾患を治療する
ことを目的としているためであり、これらの点で
我々Physical Therapist（以下 PT）や Occupational
Therapist とは大きく異なる。
診断によってつけられた疾患名は、その器官になに
が起こったのかを現したものにすぎない。例えば脳
に炎症が起これば脳炎、脊髄に起これば脊髄炎、髄
膜であれば髄膜炎というように。Physical Therapy
においてリスク管理上の問題把握や予後予測をする
ために疾患名がなんであるのかを知っておくべきで
あるが、それよりもその疾患によって実際にどのよ
うな障害が起こっているかがより重要である。
Physical Therapy の対象はあくまでも疾患ではなく、
疾患が起こった結果生じた機能障害と能力障害であ
り 、 機 能 障 害 の 治 療 に お い て は Therapeutic
Exercise の目的（表１）に示したように疾患名によ
って変わるのではなく対象とする機能障害によって
治療方法が変わるということを今一度確認しておき
たい。
Therapeutic Exercise の治療目的や機能障害の治療

喜美雄

と能力障害に対する治療についての原則論は私が臨
床 2 年目の 1996 年に宇都宮 RPT にご教示いただいて
から 20 数年間仕事をしてきた中で普遍的なもので
あり、さらに表 1 の①～⑤に先行し SJF の考え方と
技術を導入し治療の流れに沿うことで、どのような
疾患名の患者にあたっても一切困ったことはない。
また、Physical Therapy はその名の通り物理的治療
であり、物理学的なエネルギーを治療に応用する分
野である。障害治療にあたっては常にこの物理学的
な観点が必要で、Therapeutic Exercise の目的を達
成するため、さらに歩行などの動作を遂行させるた
めにも最適な物理量（質量・距離・時間など）を常に
考慮する必要がある。加えた物理的エネルギーが生
体にどのような影響を与えるのかを注意深く観察す
ることで、効果的な治療であったのか否かを判別で
き技術の精度を細かく修正することができる。単位
時間当たりの位置の変化や力の増減などの物理学的
変化は身体運動が起こる限り、当然のことながら常
に考慮しなければならない要素である。しかしなが
ら、昨今の書籍や論文、PT が行っていることを見た
り聞いたりした限り、半数は物理学的観点、ひいて
は物理医学的観点からどんどん離れて行っているよ
うに感じる。
以上の点を踏まえ、ここでは中枢神経系障害に対す
る Physical Therapy の 中 で も Therapeutic
Exercises（神経筋再教育も含む）に絞り、一般的に
行われている治療を物理医学的観点から再考し SJF
技術の必要性と重要性、さらに運動力学的観点から
Physical Therapy の治療技術の中での Biotribology
の重要性について私見を述べたいと思う。
表1 Therapeutic Exercises 治療的運動の目的
要素
Intra-articular

技術

関節内運動の改善

SJF

① ROM

関節可動域の維持・増大

ROM-ex

② Strength

筋強度の維持・増大

Muscle Strengthenning exercise

③ Endurance

筋持久性の維持・増大

Muscle Endurance exercise

④ Co-codination

協調性の獲得

Co-ordination exercise

全身の生理的機能の維持・増大

General conditioning exercise

Movement

⑤
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目的

General
Conditioning

山本 喜美雄 プロフィール
1973 年
1975 年
1995 年
1995 年
2001 年
2003 年

静岡県西伊豆にて生まれる
北海道へ移り、北海道で育つ
札幌医科大学衛生短期大学部 卒業
医療法人静仁会 静仁会静内病院
医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院
SJF 学会本部理事
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一般演題発表
座長の立場より
メディカルシティ東部病院 宮田 雄一
本大会は, 前身の九州北支部・九州南支部・鹿児島支部を統一した九州支部となり初めての学術大会であり,
また, 3 年ぶりの一般演題発表を迎えることになる.
私が SJF と出会ったのは, 第３回福岡大会に参加したのがきっかけでした. 当時は, 仙腸関節から脱却し,
腰仙関節の au・pd を主眼とした治療法が開発された衝撃的な学術大会でした. その衝撃的な技術の虜になり,
すぐに技術研修会に参加したことを昨日のことのように思い出されます. その後、腰仙関節技術が光のごとき
スピードで更新され, 参加した技術研修会の度毎に技術の鋭さにただただ驚かされて, 翌日の出勤を迎えるの
が待ち遠しくてたまらない日々でした. 現在は, 残念ながらコロナウィルス感染拡大の影響で, 技術研修会が
開催できない時期ですが, 一日も早く技術研修会が再開できることを切に祈るばかりである.
SJF の治療技術は, これまでの臨床や研究の直向きな努力の結晶というべきものと思います. また, 本大会
のテーマであります『関節機能のメカニズム ～障害の原因と治療～』と密接に関係しており, 治療技術が更
に飛躍するには, この一般演題発表が欠かせないと思います. 参加者には, 是非この一般演題を臨床と研究の
発展につなげていただくことを期待したい. 今回は 2 名の演題が設けられており, いずれも SJF 技術における
効果と考察を述べている.
新村氏は, SJF を使用した患者が１度の治療で症候の消失あるいは減少することを経験する以外に, 少数の
治療直後にその効果が得られないところに焦点をおき, その後治療を伴わないにもかかわらず段階的な改善を
示した症例を通して新たな考察を述べている.
水谷氏は, 患者の股関節に対して, 関節内運動力学を応用した治療技術（パンピング・接近軸改定法）と関
節内運動学に基づく治療技術（関節の遊び・構成運動）との比較で歩行に関する検証と考察を述べている.
いずれもとても興味深い演題であります. ディスカッションで様々な意見で盛り上がることを期待したい.
尚, 大会当日から１週間後まで質問を受け付けますので, 是非活発なご意見・ご質問等をお待ちしておりま
す.
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宮田 雄一 プロフィール
【経歴】
2001 年 3 月 宮崎リハビリテーション学院 理学療法学科 卒業
2001 年 4 月 医療法人 宏仁会 海老原記念病院（現メディカルシティ東部病院）勤務
2005 年 10 月 医療法人 宏仁会 海老原総合病院 勤務
2007 年 10 月～現在 医療法人 宏仁会 メディカルシティ東部病院 勤務
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SJF 治療による経過から得られた IMD に対する新たな 1 考察

【はじめに】

高砂市民病院
新村秀幸
疼痛増悪し、夜も眠れない痛みとなった。初診時は自動

Intra-articular movement dysfunction（以下 IMD）は、関

屈曲 40°、外転 30°、MRI は臥位での痛みが強く撮影

節ファシリテーション（以下 SJF）において明確な治療タ

中断となった。X-p では骨傷確認できず、理学療法が依

ーゲットであり、その効果は過去にも多くの報告がなされ

頼された。初回治療後、屈曲 120°、外転 100°まで可

た。IMD 治療の効果で、その即効性は最も大きな特徴の

能となり、即日夜間痛は消失した。次回治療までの経過

ひとつである。そのため、治療によって症候が即座に消

は、運動時痛は日増しに改善され、治療後 4 日目には

失することで、その原因が明らかとなることは、他の治療

仰臥位が可能となった。また、同時期から可動域はさら

的運動では類を見ない技術である。

に増大し、次回治療時には 135°の自動屈曲が可能と

SJF の使用で患者のほとんどは、1 度の治療で症候の

なっていた。3 例とも、次回来院時までに、服薬状況や

消失あるいは減少が確認できるが、少数では直後にそ

生活習慣に変更はなかった。

の効果が得られないことを経験する。治療ストラテジーか

【考察】

ら考えれば、これは原因が IMD でないという結論に至る

IMD は、病理的変化のない関節内運動の機能的障害で

が、興味深いことにこの場合、翌日あるいは翌々日以降、

あり、IMD 由来の症候は SJF によって即時に消失するこ

次回治療日まで段階的な症候の改善を確認できること

とは過去の報告でも明らかである。一方で、治療直後よ

がある。今回、治療直後の効果が乏しく、その後治療を

りも翌日以降に治療を伴わず段階的な改善も散見され

伴わずに段階的な改善を示した肩関節周囲炎の症例 3

る。本研究では、治療直後の効果よりも、その後に焦点

例を提示し、IMD に対する新たな 1 考察を報告する。

を当て、IMD による患者への影響を検討した。症例とし

【症例報告】

て挙げた 3 例は、いずれも治療直後の効果のみでなく、

症例 1：女性 72 歳。初診の 2 年前より左肩の痛みがあり、

日ごとの効果がより患者に実感された例である。SJF によ

1 年前より ROM 制限を経験。自然寛解を期待して受診

る IMD 治療は、即時効果によって原因を明らかにできる

しなかったが、夜間痛で眠れなくなり受診。診察では骨

が、このようなケースの場合、自然回復あるいは生活に

傷および軟部組織損傷は確認されず、理学療法が依頼

おける不特定な刺激が肩に影響を与えたことも否定でき

された。治療前は自動屈曲 70°、外転 60°、外旋 20°、

ない。しかし、報告した症例は、症候出現後 3 ヶ月から 2

それぞれ最終域では痛みを伴った。SJF を使用し、IMD

年の期間があり、治療前と変わらぬ生活であったことを

治療によって筋 spasm は著減、治療後 ROM は屈曲

確認していることから、SJF の治療効果であることが容易

100°、外転 80°、外旋 25°で最終域では依然疼痛が

に推察できる。本来、肩関節周囲炎、いわゆる五十肩は

残存した。1 週後に来院され、経過を聴取すると、夜間

予後が良好であることが報告されている。しかし、症例 1

痛は治療日から消失、2 日後より運動時疼痛は減弱し、

では 2 年の経過でも増悪所見がみられ、初回治療後で、

さらにその翌日以降段階的に可動域は増え、来院時、

翌日以降は治療を伴わずに段階的な回復を示した。発

屈曲 120°、外転 120°外旋 30°であった。各運動最

症後期間は異なるものの、この傾向は症例 1,2 でも同様

終域の痛みはほとんどなく、拘縮と判断した。

であった。これらから、IMD による痛みが本来起こる自然

症例 2：男性 70 歳。半年前から右肩に違和感と動かしに

回復を阻害していることが示唆された。ただし症例 2 で

くさあり。2 ヶ月前に右手で手すりを持ったまま階段から 2

は、spasm は消失したが痛みは不変であり、IMD そのも

段落ち、肩前部が強制伸張された。その後、徐々に改

のが、疾患の回復に影響を与えていたことも推察される。

善したが痛みが残存するため来院。MRI では腱板の菲

もうひとつは、IMD 治療が即効性のみでなく、なんらかの

薄化認めるも、骨傷は認めず、理学療法が依頼された。

機序で経時的な効果を与えるという考察も可能である。

治療前は自動屈曲 100°、外転 100°、spasm は僧帽筋

本研究は、3 例のみの検討であり、より明確な影響を示

のみにわずかで、これは SJF で即座に消失した。しかし

すためには、症例数を増やした前向き研究が必要とされ

ROM と、運動時痛は変わらなかった。5 日後の来院時に

る。また、臨床上、肩に限らず他の部位・疾患でも同様

聴取した経過では、翌日約 120°挙上が可能となり、5

の傾向は見られ、今回の考察は即効性を特徴とする

日後の時点で屈曲 145°、外転 130°となっていた。

IMD 治療に、新たな側面がある可能性を示し、今後さら

症例 3：女性 50 歳。3 ヶ月前より右肩違和感あり、徐々に

なるデータ収集が課題となる。
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潤滑機構に基づく治療技術が歩行速度に及ぼす影響について
富士病院 水谷 将人 水嶋 敦
サニーサイドホスピタル 川地 剛

早野 正隆

岩倉病院 村瀬 ゆかり
（はじめに）

有意水準５％を統計学的有意の基準とした。

近年の運動科学分類により、動作は骨運動学、関

（結果）

節内運動学、骨運動力学、関節内運動力学に基づく
分析が必要とされる。しかし、臨床における動作分

股

屈曲

析やその改善のための治療は未だ筋運動力学に基づ
く手段が中心である。そこで関節内運動力学応用の

股

伸展

術（パンピング・接近軸回転法 以下、軸回転群）

構成群

L5/S1

軸回転群

109.57

114.84

109.8

116.25

med.

110

115

110

118

SD

9.32

10.37

10.17

10.27

ave.

11.52

16.47

10.7

16.15
18.5

med.

12

19

10

SD

7.08

7.27

8.29

9.31

速度

ave.

1.04

1.07

1.13

1.24

m/sec

med.

1.1

1.16

1.07

1.15

SD

0.45

0.47

0.43

0.47

重要性を明らかにする為、研究を行った。
股関節に対して関節内運動力学を応用した治療技

L5/S1
ave.

を施行し、歩行速度に及ぼす影響について検討を行

ストライド

ave.

1.05

1.05

1.1

1.12

った。又、関節内運動学に基づく治療技術（関節の

m

med.

1.04

1.09

1.1

1.15

SD

0.29

0.3

0.25

0.26

遊び・構成運動 以下、構成群）との効果の比較を
合わせて報告する。
（対象者）

両群を比較すると、股関節屈曲、伸展、ストライ

人的介助なく歩行可能な何らかの運動療法を必要

ドに有意差はなかった。

とする患者（杖歩行も含む）を対象とした（人工関節

歩行速度は有意差を認めた。

施行患者は除外）
。
内訳は、男性 13 名、女性 11 名、平均年齢 70.42±

（考察）

12.69、脳梗塞 12 名、脳出血 5 名、脊柱管狭窄症

軸回転群における歩行速度は、構成群との比較に

1 名、脊髄損傷 1 名、視神経脊髄症 1 名、大腿骨頚

おいて有意差を認めた。この事は、軸回転群の治療

部骨折 3 名、足三果骨折 1 名であった。

効果として潤滑機構の改善が起こり関節の動きが軽

（方法）

くなった結果、歩行における下肢の振り出しがより

構成群と、軸回転群を各症例に対して、１週間以上

軽く速くなり、また、立脚期での支持性、体重移動が

の間隔をおいて施行した。

容易になり対側下肢の振り出しが行いやすくなった

（手順）

と考えられる。

１）Ｌ５/Ｓ1

動作能力の改善は、治療によって得られた効果が

２）股関節 屈曲 伸展 可動域測定

量的な動く範囲の改善に加え、質的な動く軽さが改

３）１０ｍ歩行 測定

善されなければならない。そのためには、関節内運動

４）（構成群） 関節遊び・構成運動

力学を取り入れた関節面を近づける(close)技術の応

（軸回転群）パンピング・接近軸回転法

用は質的改善に有用であることが示唆された。

５）股関節 屈曲 伸展 可動域測定
６）１０ｍ歩行 測定
10ｍ歩行にて歩行時間・歩数を測定
計算にて、歩行速度、ストライド求めた。
統計学的判定は、マン・ホイットニー検定を用い、
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関節ファシリテーション学会

全国会員数とその動向

全国支部および会員数（令和 4 年 8 月現在）
甲信越

北海道・東北

北陸
岡山

関西
山形

広島

九州

関東

愛知

四国

北
海
道
・
東
北

関
東

甲
信
越

北海道：

96 名

青森県：

13 名

秋田県：

3名

岩手県：

2名

宮城県：

11 名

山形県：

7名

福島県：

3名

合 計：

135 名

茨城県：

21 名

栃木県：

8名

合

計：

群馬県：

2名

埼玉県：

57 名

千葉県：

29 名

北
陸

富山県：

10 名

石川県：

38 名

福井県：

7名

愛
知

関
西

広
島

広島県：

88 名

島根県：

8名

山口県：

18 名

計：

55 名

合

計：

114 名

静岡県：

78 名

徳島県：

103 名

合

計：

78 名

高知県：

7名

岐阜県：

110 名

香川県：

28 名

愛知県：

241 名

愛媛県：

31 名

三重県：

31 名

合

静
岡

静岡

四
国

計：

114 名

382 名

福岡県：

40 名

京都府：

16 名

長崎県：

12 名

滋賀県：

6名

熊本県：

15 名

奈良県：

2名

大分県：

9名

佐賀県：

2名
8名

九
州

東京都：

42 名

神奈川県：

14 名

大阪府：

87 名

宮崎県：

合 計：

173 名

兵庫県：

87 名

鹿児島県：

新潟県：

25 名

山梨県：

52 名

長野県：

33 名

合 計：

110 名

和歌山県：

計：

204 名

沖縄県：

岡山県：

151 名

合

鳥取県：

10 名

合

岡
山

6名

合

合

計：
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161 名

計：

全国会員数：

15 名
9名
110 名
1691 名

※会員数の変化
3500

3174

3066

3149

3000

3258 3190 3288

3282

3202

3001

2941
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2500
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1967

2000
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1500

1529

1957
1691

1565

1125
893

1000
600
500

256 256

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

※研究会・学会の足跡
開催地

開催日程

参加人数

第１回 JF 研究会

大阪府

2000.9.23～24

256 名

第２回 JF 研究会

岡山県

2001.9.23～24

364 名

第３回 JF 研究会

愛知県

2002.9.15～16

461 名

第４回 JF 研究会

福岡県

2003.9.14～15

444 名

第５回 JF 研究会

大阪府

2004.9.23～24

562 名

第６回 JF 研究会

北海道

2005.9.18～19

259 名

第７回 SJF 研究会

熊本県

2006.9.17～18

388 名

第８回 SJF 研究会

東京都

2007.9.16～17

430 名

第９回 SJF 研究会

岡山県

2008.9.14～15

601 名

第 10 回 SJF 研究会

大阪府

2009.9.20～21

610 名

第 11 回 SJF 研究会

山梨県

2010.9.19～20

513 名

第 12 回 SJF 学会学術大会

福岡県

2011.9.18～19

478 名

第 13 回 SJF 学会学術大会

愛知県

2012.9.16～17

586 名

第 14 回 SJF 学会学術大会

鹿児島県

2013.9.15～16

460 名

第 15 回 SJF 学会学術大会

大阪府

2014.9.14～15

630 名

第 16 回 SJF 学会学術大会

北海道

2015.9.20～21

298 名

第 17 回 SJF 学会学術大会

愛媛県

2016.9.18～19

416 名

第 18 回 SJF 学会学術大会

東京都

2017.9.17～18

444 名

第 19 回 SJF 学会学術大会

広島県

2018.9.16

355 名

第 20 回 SJF 学会学術大会

兵庫県

2019.10.6

559 名

第 21 回 SJF 学会学術大会

静岡県

2021.10.24

483 名

第 22 回 SJF 学会学術大会

九州

2022.10.9

???名
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第 22 回関節ファシリテーション学会学術大会
顧問

大会長

宇都宮 初夫

山崎 大介

準備委員組織図

副大会長
清水 秀実
野間 耕一郎

事務局

運営局

企画局

事務局長

運営部長

企画部長

木下 琢真

渡邉 剛

高松 潤

広報部

宮田 雄一

経理部長

広報部長

資料担当

駒坂 光朗

伊藤康宏

岩澤 健
松尾 健一
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