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リハビリテーション医学・医療総論

藤⽥医科⼤学医学部リハビリテーション医学II
藤⽥医科⼤学七栗記念病院

岡本さやか

本⽇の流れ

• リハビリテーション医療とは
• リハビリテーション医の仕事 リハビリテーション医療とは

リハビリテーション
• re = again：再び
• habilis = able：できる
• to become able again

：再びできるようになること
• 「全⼈権的復権」

歴史的⽤法
• リハビリテーションという⾔葉が使われたのは医学以外
• 中世においては教会から破⾨された者が許されて名誉と
権利を回復することを意味した
‒ 1456年：ジャンヌ・ダルクの裁判

• 1431年の異端の罪からの復権
• ローマ教皇が「ジャンヌ・ダルクは無罪で

ある」と判決を下した

‒ 1992年：ガリレオ・ガリレイのリハビリテーション
• 1633年の異端の罪からの名誉復権
• ローマ法王ヨハネ・パウロ⼆世は，ガリレオ

の裁判に誤りがあったことを正式に認定



医学では
• 1917年：第⼀次世界⼤戦中，アメリカの陸軍病院

に「⾝体再訓練（現在の機能訓練）およびリハビリ
テーション部⾨」が設けられた。

• WHOによるリハビリテーションの定義 (1981)
‒ 能⼒障害あるいは社会的不利を起こす諸条件の悪影響を

減少させ，障害者の社会統合を実現することをめざす
あらゆる措置を含むものである。リハビリテーションは
障害者を訓練してその環境に適応させるだけでなく，
障害者の直接的環境及び社会全体に介⼊して彼らの社会
統合を容易にすることを⽬的とする。障害者⾃⾝，その
家族，そして彼らの住む地域社会はリハビリテーション
に関係する諸種のサービスの計画と実施に関与しなけれ
ばならない。

⽇本では

• 1942 整肢療護園創設
• 1963 ⽇本リハビリテーション医学会創⽴
• 1965 理学療法⼠法，作業療法⼠法施⾏
• 1988 義肢装具⼠法施⾏
• 1996 リハビリテーション科が標榜診療科として認可
• 1998 ⾔語聴覚⼠法施⾏
• 2001 ⽇本専⾨医機構18基本領域の1つに選定

⾼⽊憲次先⽣

リハビリテーション医学・医療
• 疾病・外傷で低下した⾝体的・精神的機能を

回復させ，障害を克服するという従来の解釈の
うえに⽴って，ヒトの営みの基本である「活動」
に着⽬し，その賦活化を図る過程

• リハビリテーション医学という学術的な裏付けの
もとエビデンスが蓄えられ，根拠のある質の⾼い
リハビリテーション医療が実践される
(リハビリテーション医学・医療コアテキスト)

障害に関する国際的分類
• 国際疾病分類

(International Classification of Disease: ICD)

• 国際障害分類
(International Classification of Impairment, 
Disability and Handicap: ICIDH)

Etiology
(病因)

Pathology
(病理)

Manifestation
(発現)

Disease
(疾病)

Impairment
(機能障害)

(形態異常を含む)
Disability
(能⼒低下)

Handicap
(社会的不利)

⽣活機能と障害の国際的分類
• 国際⽣活機能分類

(International Classification of Functioning, 
Disability and Health：ICF)

健康状態
(変調/疾病)

環境因⼦ 個⼈因⼦

⼼⾝機能・⾝体構造
(機能・形態障害)

活動
(活動制限)

参加
(参加制約)

国際障害分類（ICIDH),
国際⽣活機能分類 (ICF)による問題点リスト
リハビリテーション治療では障害の診断・評価を⾏い，問題解決
を図る

機能障害 (臓器レベル)

能⼒低下・活動制限
(個体レベル)

社会的不利・参加制約
(社会レベル)

QOLの低下

脳卒中の場合

⽚⿇痺，失調，視空間障害，失語，構⾳障害
感覚障害，しびれ，痛み，⾼次脳機能障害
抑うつ，排尿障害，嚥下障害

歩⾏困難，会話できない，書字困難
⽇常⽣活動作（ADL）障害

復学困難，復職困難，家事ができない



リハビリテーション医学のkey words

• 機能を回復する
• 障害を克服する
• 活動を育む

‒ ⼈の営みの基本である「活動」に着⽬してその
不活化を図る過程をリハビリテーション医学・
医療の中⼼に据える

リハビリテーション医学・医療の対象は「活動障害」

活動を育む
• ⽇常での「活動」

‒ 起き上がる，座る，⽴つ，歩く，⼿を使う，
⾒る，聞く，話す，⾐服を着る，⾷事をする，
排泄をする，寝る など

• 家庭での「活動」
‒ 掃除，洗濯，料理，買い物 など

• 社会での「活動」
‒ 学校⽣活，就業，地域⾏事・スポーツ など

「ヒトの活動を育む医学」がリハビリテーション医学

活動ー機能ー構造連関

⽇常の活動強度

通
常
の
活
動
強
度

%最⼤随意収縮⼒

筋
⼒

過負荷の法則
蛋⽩合成, 細胞分裂-分化

最⼤筋⼒増加

廃⽤
蛋⽩分解

最⼤筋⼒減少

⽣物の機能と構造は活動性に依存して決まるという法則

運動学習
• 学習とは

‒ 経験によって起こる⾏動の永続的な変化
• 動作の熟練過程
• その熟練はある程度続く
• 練習や経験に関係している

運動学習
• 学習はシナプスの可塑性の⼀形態
• 記憶・学習の形成過程では，シナプス伝達効率が

変化
‒ 短・中期に持続する記憶・学習：

シナプスに存在する分⼦の機能的変化
‒ ⻑期に持続する記憶・学習：

シナプスの数や形態が変化

学習に関わる因⼦
• 課題の難易度，転移

‒ 似ている課題は転移しやすい
• 量

‒ 多ければ多いほど強化される
• フィードバック

‒ 効率よく学習するために，結果の知識，パフォー
マンスの使い分け

‒ フィードバックの量，タイミング，⽅⾓



フィードバック
• フィードバックなしに ⾏動変化 (学習) は

成⽴しない
• フィードバックの頻度の減少が学習を促進

する
• 運動終了からフィードバックまでは2, 3秒

遅らせる
• フィードバックから次の運動までは5秒程度

の時間を与える

リハビリテーション医療
• リハ医療では，患者が新しいスキルを学ぶ
‒ スキル：最⾼の正確さで，またしばしば最⼩の
時間とエネルギーあるいはこれら両者の消費で，
あらかじめ決められた結果を⽣じるように学習
された能⼒
‒ ⽚⿇痺歩⾏，対⿇痺歩⾏，義⾜歩⾏，⾞椅⼦駆動，
⽚⼿動作ADL，利き⼿交換，嚥下⼿技 など

脳の可塑性
• Brodal (1973)

‒ 脳の細胞は⼀度失われる2度と再⽣すること
はないが，脳への刺激により脳細胞の配列が
変化し，損傷していない部位が壊死した細胞
が担っていた機能を代替し，運動機能が回復
されていく
→⿇痺側に対するアプローチを含めたリハビリ
テーションが重要

脳の可塑性
• 形態的変化

‒ 神経線維の末端が突起を伸ばし成⻑：発芽
‒ 学習に伴うシナプスの可塑的変化

• 機能的変化
‒ シナプスの可塑的変化により，シナプスの伝達
効率が⾼まった状態では，放出される神経伝達
物質が増量するか，受容体の発現が⾼まり反応
しやすくなる

ニューロリハビリテーション
• 脳の可塑性を利⽤したリハビリ
• 神経ネットワークの再構築を促進

‒ ミラーセラピー
‒ 促通反復法
‒ Constraint-induced movement therapy (CIMT)
‒ 随意運動介助型機能的電気刺激装置 (IVES)
‒ ロボットによる訓練
‒ ボツリヌス療法 ＋機能訓練
‒ 経頭蓋磁気刺激 (rTMS) ＋機能訓練
‒ 経頭蓋直流刺激 (tDCS) ＋機能訓練
‒ 抗うつ薬 ＋機能訓練
‒ 幹細胞静注療法 ＋機能訓練

訓練

訓練効果を
促進

ミラーセラピー
• Ramachandranらによって，切断者の幻肢痛の治療として
考案された訓練法

• 1999年にAltschulerらが上肢⿇痺の治療への応⽤
• 模倣を⾏う神経メカニズム，ミラーニューロンシステムが

関与
• 重度⿇痺から適応



促通反復法，CIMT，
IVES，ロボット

促通反復法 CIMT

IVES In-Motion

Advanced FIT program
【⽬的】特異的な治療法による運動⿇痺改善効果の検証
【研究デザイン】ランダム化⽐較試験
【対象】2009.9-2011.7 テント上初発脳卒中患者

(上肢146名, 下肢132名)
【介⼊法】＊PT, OTそれぞれ1単位 (20分)を⿇痺へのアプローチとした

1) Mirror Therapy (MT)
2) 随意運動介助型電気刺激療法

(IVES)
3) 低周波電気刺激療法 (TES)  
4) 促通反復療法 (REFs)
5) 対照群 (control)

Results -下肢-
(Kawakami, et al.2016)

Hip-Flexion Knee-Extension Foot-Pat

⼊院時 4週後 ⼊院時 4週後 ⼊院時 4週後

MT 3(3.3) 4(3.9)** 3(3.3) 4(3.9)** 3(3.1) 4(3.8)**

IVES 3(3.2) 4(3.6)* 3(3.2) 4(3.8)** 3(3.0) 4(3.6)**

TES 3(3.0) 4(3.7)** 3(3.1) 4(3.7)** 3(3.0) 4(3.6)*

REFs 4(3.7) 4(4.2)* 4(3.6) 4(4.1)* 4(3.8) 4(4.2)*

対照 4(3.9) 5(4.3) 4(3.6) 4(3.9) 3(3.2) 4(3.8)*

中央値（平均値）
**p<0.01,  *p<0.05

リハビリテーション医の仕事
(回復期を中⼼に)

リハビリの対象となる疾患
• 脳⾎管障害・頭部外傷
• 運動器の疾患・外傷
• 脊髄損傷
• 神経筋疾患
• 切断 (外傷・⾎⾏障害・腫瘍)
• ⼩児疾患
• リウマチ性疾患
• 循環器疾患・呼吸器疾患・腎疾患・糖尿病・肥満
• がん
• スポーツ外傷・障害

各科とリハビリテーション科

脳神経外科，脳神経内科
眼科，⽿⿐科，⻭科

内科，外科

泌尿器科

整形外科

リハビリテーション科

活
動

縦⽷と横⽷の関係



リハビリテーション医の仕事
• 原疾患の管理，併存疾患の管理

‒ ⾼⾎圧，糖尿病，脂質異常症 など

• 評価，診断
‒ 診察，画像検査，採⾎，⽣理検査 など

• 帰結の判断

• 訓練処⽅，装具処⽅

• チームのマネジメント

リハビリテーション診断
• ⾝体所⾒の診察
• ADL，QOLなどの評価
• ⾼次脳機能検査
• 画像検査
• ⾎液検査
• 電気⽣理学的検査

‒ 筋電図，神経伝導検査，脳波 など
• ⽣理学的検査

‒ 呼吸機能検査 など
• 摂⾷嚥下機能検査

‒ 嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査 など
• 排尿機能検査
• 病理検査

リハビリテーション治療
• 理学療法
• 作業療法
• ⾔語聴覚療法
• 摂⾷嚥下療法
• 義肢装具療法
• 認知療法・⼼理療法
• 電気刺激療法
• 磁気刺激療法
• ブロック療法

• 薬物療法
• ⽣活指導
• 排尿・排便療法
• 栄養管理
• ⼿術療法
• 新しい治療

‒ ロボット，BMI(Brain 
machine interface)，
再⽣医療，AI

リハビリテーション医療における
チーム医療

活動⾯

疾患

社会的

精神⾯

療法⼠

医師

看護師

MSW

義肢装具⼠

臨床⼼理⼠
栄養⼠

リハビリテーション診療では，多くの職種がチーム医療としてかかわる

リハビリテーション医療における
チームアプローチ

• Multidisciplinary approach
（多職種チーム）

• Interdisciplinary team approach
（相互関係チーム）

• Transdisciplinary approach
（相互乗り⼊れチーム）

Multidisciplinary approach
療法⼠

医師
看護師

MSW

義肢装具⼠

臨床⼼理⼠

各職種それぞれで情報交換を⾏うが，それぞれ独⽴している。

栄養⼠



Interdisciplinary team approach
療法⼠

医師

看護師

MSW

義肢装具⼠

臨床⼼理⼠

各職種それぞれの役割があり，定期的なミーティングが⾏われる。
⼀般的なリハビリテーションチーム。

栄養⼠

Transdisciplinary team approach
療法⼠

医師 看護師

MSW

義肢装具⼠

臨床⼼理⼠

各職種相互乗り⼊れでアプローチし，医療者は状況に応じて役割が変動する。

栄養⼠

リハビリテーション治療

疾患・外傷の
専⾨的治療

リハビリテーション治療
• 機能の回復
• 活動の低下防⽌と初期

改善
過程・社会⽣活へのアプ

ローチ (準備)

疾患・外傷の
専⾨的治療

リハビリテーション治療
• 機能の回復
• 能⼒低下の最⼩化
• 活動の改善

過程・社会⽣活へのアプ
ローチ (準備促進)

疾患・外傷の
専⾨的治療

リハビリテーション治療
• 障害の克服
• 改善した活動の維持
• さらなる活動の改善

過程・社会⽣活へのアプ
ローチ (実践)

急性期 回復期 ⽣活期

回復期リハビリテーション
• リハビリテーション医療の効果が最も発現され
やすい時期
• リハビリテーション医療を最も集中的に⾏う
べき時期
• 主に回復期リハビリテーション病棟で⾏われる

⼊院から退院まで (脳卒中⽚⿇痺患者の例)
⼊院

退院

1 - 2週

3 - 4週

5 - 6週

7 - 8週

評価・訓練処⽅ 基本動作訓練（⻑下肢装具で
の⽴位訓練など）・移乗動作
訓練装具処⽅

初回カンファレンス ⻑下肢装具または短下肢装具
での歩⾏訓練・移乗動作訓
練・セルフケアの訓練・
トイレ動作

訓練処⽅・筋緊張の
治療

短下肢装具での歩⾏訓練・
浴槽動作退院にむけての

カンファレンス 応⽤動作訓練・住宅改修

外泊訓練・介護指導

訓練処⽅

退院準備

帰結の予測

• リハビリテーションは患者の満⾜度のためだけ
に⾏うものではない
• 医学的に治療のゴールを判断することが重要
• ゴールは⿇痺の帰結，ADLの帰結と分けて判断
することが重要



Comprehensive and 
Accessible Rehabilitation 

Database

Fujita Health University Nanakuri Memorial Hospital

CARD

• Concept
七栗記念病院に⼊院した
脳卒中患者の機能障害やADL
経過を即座にグラフ化

• Impact 
新⼈教育
患者や家族への説明
治療計画作成に活⽤
Benchmark Powered by BrainEnergy Inc.

使用
活⽤場⾯

• カンファレンス

• 患者への説明

回復期のベッド数
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前年度まで 年度増加数

リハビリテーション科専⾨医

現在 2618名



リハビリテーション医の必要性

求⼈倍率
リハビリ科 1.23
救急科 1.21
呼吸器内科 1.16

必要倍率
リハビリ科 1.29
救急科 1.28
産科 1.24

2010年度厚⽣労働省発表 2015年度⽇本医師会 病院に
おける必要医師数調査

求⼈倍率
美容外科 1.25
リハビリ科 1.14
救急科 1.10

必要倍率
リハビリ科 1.23
アレルギー科 1.23
救急科 1.20

まとめ
• 「ヒトの活動を育む医学」がリハビリテー

ション医学
• 運動学習を治療に導⼊する
• 脳の可塑性を利⽤したリハビリテーション

を⾏う
• リハビリテーション医はチームの要
• 帰結の予測が重要
• リハビリテーション医は求められている



発表内容，テキスト，画像などの
無断転載・無断使⽤を固く禁じます

Unauthorized copying and replication of the contents of 
this presentation, text and images are strictly prohibited.

⽇本リハビリテーション医学会
中部・東海地⽅会

高次脳機能障害者の支援

⾼次脳機能障害を有する
外傷性脳損傷患者への対応

2021.2.27  
藤⽥医科⼤学医学部ロボット技術活⽤地域リハビリ医学寄附講座 教

授
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1）TBIによる⾼次脳機能障害者が抱える問題
２)⾼次脳機能障害の診断・治療に役⽴つ基礎科学

⼤脳⽪質・視床・脳幹の認知機能ネットワーク
・興奮性ニューロトランスミッター（グルタミン酸）：イオンチャ

ネル型に結合
・⼤脳⽪質機能を修飾するニューロトランスミッター：代謝調節型

に結合

認知機能に影響を与える脳細胞環境の評価・対応
・脳浮腫/細胞外液電解質異常，抗てんかん薬/睡眠薬/向精神薬等の

影響
・覚醒/睡眠リズムの調整

外傷性脳損傷による⾼次脳機能障害のメカニズム
・脳挫傷/びまん性軸索損傷

3）医師が果す役割：社会⽀援に結び付ける対応
・診断書記載/投薬治療/リハ処⽅/⽣活指導/社会⽀援システムとの

本⽇の講習内容

外傷性脳損傷 (Traumatic Brain Injury; TBI) 
患者は、脳の前頭葉損傷やびまん性の軸索損傷
によって、多彩な神経症状を呈する。

記憶障害・遂⾏機能障害・発動性障害・
感情コントロール困難

など

⽇常⽣活・社会⽣活への適応が困難

しかし、⽬に⾒えにくい障害であるため、
社会的理解がまだまだ⽴ち後れているのが問題

１） TBIによる⾼次脳機能障害者が抱える特異的問
題

⾏政的⾼次脳機能障害
平成13年からのモデル事業で制定された⾼次脳機能障害診断ガイドラインよ

り
診断基準
Ⅰ．主要症状等
脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
現在、⽇常⽣活または社会⽣活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂⾏機能障害、社
会的⾏動障害などの認知障害である。
Ⅱ．検査所⾒
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、ある
いは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ．除外項⽬
脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、⾝体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状（
I-2）を⽋く者は除外する。
診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所⾒は除外する。
先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進⾏性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ．診断
I〜IIIをすべて満たした場合に⾼次脳機能障害と診断する。
⾼次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において⾏う
。
神経⼼理学的検査の所⾒を参考にすることができる。
なお、診断基準のIとIIIを満たす⼀⽅で、IIの検査所⾒で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例に
ついては、慎重な評価により⾼次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、⾒直しを⾏うことが適当であ
る。

（平成16年2⽉20⽇作成）

⾼次脳機能障害でみられる
おもな社会的⾏動障害

• 固執性： ⾃⼰主張が強くなった、ささいなこと
にこだわるようになった

• 感情コントロールの低下： 多少のことでイライ
ラしたり、怒りっぽくなった

• 欲求コントロールの低下： 欲しいと思うとガマ
ンできない、⾦遣いが荒くなった

• 依存性・退⾏： すぐに親に頼るようになった、
⼦どもっぽくなった



⾏政的⾼次脳機能障害
器質性精神障害として精神障害者⼿帳の申請に⽤いる診断書には，

以下のように F04, F06, F07を⽤いる．
F43: PTSD, F40: 外傷性全⽣活史健忘などは除外される．

⾼次脳機能障害診断ガイドラインよ
り

⼤脳⽪質・視床・⼩脳の認知機能ネットワーク
・記憶障害（Papez回路，Yakovlev回路，ワーキングメモリー）
・注意⼒障害
・遂⾏機能障害（前頭連合野・ワーキングメモリーの低下・展望記

憶低下）
・情意⾏動障害（前頭葉眼窩野・帯状回前部機能障害）
・古典的⾼次脳⽪質機能障害（失語・失認・失⾏など）

認知機能に影響を与える環境の評価・対応
・脳浮腫/細胞外液電解質異常，抗てんかん薬/睡眠薬/向精神薬等の

影響
・睡眠覚醒系（視床下部：オレキシン，松果体：メラトニン）
・上⾏性賦活系（腹側被蓋野：ドーパミン，マイネルト神経核：ア

セチル
コリン，縫線核：セロトニン）

・視床下部/下垂体系（側坐核/オキシトシン）
・情動/情動抑制回路（扁桃体・前頭葉眼窩野・帯状回前部）

構造と機能の基礎知識

２) ⾼次脳機能障害の診断に役⽴つ脳神経科学

記憶のメカニズム

• 記銘（新しいことを覚える）

• 記憶（覚えたことを貯蔵する）

内容の登録・符号化：
睡眠時に必要な記憶を整理して符号化して
海⾺から側頭葉などの⼤脳⽪質へ移動させて
いるようである：コラム内での神経回路。

• 再⽣（検索・再⽣：記憶をよびもどす）

記憶の種類
• 即時記憶 (immediate recall)

登録過程なく、海⾺関与せず．
ワーキングメモリーも即時記憶の⼀つ

• 短期記憶：近時記憶 (recent memory)
数分から数時間：⼲渉後の再⽣

• ⻑期記憶：遠隔記憶 (remote memory)
数時間以上：符号化されて貯蔵される。

記憶障害の種類

• 前向性健忘 (anterograde amnesia)
受傷以後の新しい記憶を獲得・蓄積できない。

⇒ 診断書で重要視される
PTA： Post Traumatic Amnesia

• 逆向性健忘 (retrograde amnesia)
受傷以前の過去の蓄積された記憶を再⽣できない。

海⾺による記憶形成
記憶は海⾺で⼀時的に保存された後，⼤脳新⽪
質（傍シルビウス裂⽪質/関連⽪質など）へと送
られて⻑期的に保存されると考えられている．

海⾺は短期の記憶を作り，重要なものだけを⻑
期的な記憶に置き換えていく．

記憶容量は莫⼤であり，記憶された情報が想起
されるためには頻回な再⽣が必要（学習）。



ワーキングメモリ
• ⾏動のために使われる即時記憶をもとにした作業台
の役割と考えられる。海⾺関与せず。

• 膨⼤な情報の中から、⾏動を実⾏するために必要な
情報を選択的注意で取り出す。

• 過去の記憶、予定記憶（展望記憶）などと照らし合
わせて⾏動を決定する。

• 決定された⾏動は、⾼次運動野に指令される。
• 情動をつかさどる⼤脳辺縁系にも指令を出して情動
のコントロールをする。

エピソード記憶と情動記憶

• 外傷性脳損傷で、海⾺を主とする回路が損傷され、
全くエピソード記憶を作ることができなかった⼈の
はなし。

• 毎⽇会っている医師が、この患者さんと握⼿すると
きに画鋲を隠し持ち、握⼿した時にわざと刺して痛
い⽬に合わせた。

• 翌⽇患者は、医師に先⽇会ったことや握⼿して痛い
⽬にあったという記憶はなかったが、医師と握⼿は
しようとしなかった。理由を聞いても患者は説明で
きなかった。

Papezの回路

• エピソード記憶に関与する回路
• 海⾺、視床前核群、乳頭体内側核、海⾺傍回を中
⼼に回路が形成される。

Yakovlevの回路
• 情動記憶に関与する回路
• 扁桃体、視床内側核、前頭葉下⾯を中⼼に回路が
形成される。

記憶の検査
⾔語性
三宅式記銘対語テスト

視覚性記憶
Rey-Osterrieth 複雑図形テスト
Benton 視覚記銘テスト

包括的な記憶検査
Wechsler 記憶評価尺度改定版
Rivermead ⾏動記憶検査

Rey-Osterrieth複雑図形テストで⽤いられる図
模写（模写の時には後で想起させることを告げない），即時・遅延再⽣

視覚記銘⼒だけでなく，遂⾏機能・構成⽅略・全般性注意機能にも影響される
．

情 動

⾝体的・感情的な反応．

不快情動には扁桃体を中⼼とするシステム
が働く．

⼀⽅，快情動には扁桃体の他に側坐核を中
⼼とした別のシステムも関与する．



情動に伴う現象
⾝体的な反応（情動反応）

逃避，攻撃，すくみ，接近．表情の変化，⼼

拍数，⾎圧の変化，ホルモンの分泌など

感情的な反応（主観的体験）

恐怖，怒り，嫌悪，喜びなど

側坐核；快楽に関する情動系システムの⼀つ

腹側被蓋野

報酬、快感、嗜癖、恐怖
などに重要な役割を果たす

快楽刺激：ドーパミン分泌増
加

側坐核

快感

注意障害

対象を選ぶ（選択性）

対象への注意を持続させる（持続性）

対象を切り替える（転導性）

複数の対象へ注意を分配する（分配性）

上記が障害される．

Trail Making Test (TMT)

Paced Auditory Serial Addition Test 
PASAT

CDで連続的に聴覚呈⽰される1桁の数字に

ついて，前後の数字を順次暗算で⾜してい

くテスト．

標準注意検査法
Clinical Assessment for Attention; CAT

1. Span
2. Cancellation and Detection Test（抹消・検出

課題）
3. Symbol Digit Modalities Test（SDMT）
4. Memory Updating Test（記憶更新検査）
5. Paced Auditory Serial Addition Test

（PASAT）
6. Position Stroop Test（上中下検査）
7. Continuous Performance Test（CPT）



前頭葉損傷症状の例
• 概念ないし“セット”の転換の障害。

発想の転換ができない、柔軟な発想ができない。
固執性が著しい。 mental rigidity

検査法 Wisconsin Card Sorting Test
• ステレオタイプの抑制の障害

⽇常的、習慣的な⾏為や認知傾向を抑制する
ことが特に難しくなる。

検査法 Modified  stroop test

その他、⼈格変化、⾔語の流暢性の問題など、社会⽣活をお
くるうえで、⼤きな障害となる症状が多い．

総合的検査法 BADS

遂⾏機能障害
⽬標を設定する．

⽬標達成のための⼿段を選択する．

正しい順序で開始，持続する．

⾃⼰の⾏動を評価・修正する．

上記が障害される．

段取りが悪い，こだわりが強く予定外の事に対応できない．

Wisconsin card sorting test; 
WCST

カードを分類させることで概念の形成（分
類の法則）やその変換（法則の変更）と
いった前頭葉機能（遂⾏機能）などを評価
する検査法．

前頭連合野の機能と評価法
•定型⾏動の抑制障害
⽇常的に決まっている⾏動の予定を変更しにくい．

• ⽂字を読まな
いように⾏動
を制御できる
かを評価

前頭連合野の機能と評価法
•計画性の障害
遂⾏機能障害：計画を持って、⾏動できなく
なる。

• ロンドン塔課題
右の状態から5回の作業で右の状態にする。

Behavioral Assessment of the 
Dysexecutive Syndrome; BADS

[検査項⽬]
１ 規則変換カード検査
２ ⾏為計画検査
３ 鍵探し検査
４ 時間判断検査
５ 動物園地図検査
６ 修正6要素検査
７ 遂⾏機能障害の質問表（本⼈⽤，家族・
介護者⽤）



⾔語に関連する感情の認識・表出

⾔語の感情⾯：右半球に表象されている．
右半球の⾔語の感情⾯の処理は，左半球における⾔語の

論理⾯の処理の鏡像となっている．

・ウェルニッケ野に対応する右側頭葉領域の損傷
相⼿の話の感情的な側⾯を理解することが困難となる．
「声のトーンから、悲しい出来事を話しているのか、
嬉しい出来事を話しているのかを察することが困難となる」．

・ブローカ野に対応する右側頭葉領域の損傷
話す際に、感情を表現することが困難となる．

喜怒哀楽，⽪⾁（irony)，隠喩（metaphor)，機智（wit）

構造的変化と機能的変化
器質性精神障害：⾼次脳機能障害

（ICD-10: F04,F06,F07）
★⼤脳⽪質・辺縁系・視床・視床下部・脳幹の損傷

およびそれらのネットワーク構造損傷
認知機能が活性化される神経活動の環境が不⼗分と

なっている要因を判断することが重要．

機能的変化 ⾼次脳機能障害では併存例が多い

★脳の構造は保たれているが，アルコールやストレス
でニューロトランスミッターの出⽅や神経の電気活動

が
⼀時的に異常になっている脳細胞環境の問題．

脳細胞が活動電位に達しにくくなる要因は？

細胞外 K・Na濃度の変化
⾎液：全⾝の細胞外電解質濃度を反映

局所変化
脳浮腫, 正常圧⽔頭症

神経疲労など

頭部外傷後 通過症候群として出現することが多い

睡眠・覚醒リズムの崩れ
↓

⽣活リズム（起床・睡眠時間）の定着化

睡眠・覚醒リズム（起床時の光（朝⽇）
⼗分な朝⾷
⽇中の運動

睡眠環境（静寂・安楽・睡眠薬）の確保



⾼次脳機能障害のメカニズム

どうして昔の私は今の私に
変わってしまったのか？

外傷性脳損傷による⾼次脳機能障害のメカニズ
ム

脳挫傷/びまん軸索損傷
頭蓋⾻と脳⽪質との直接及び対側打撲による損傷

前頭葉症候群の⽣じやすい脳挫傷部位

眼窩前頭野

脳挫傷

脳の構造模型
⼤脳の下⾯は、凹凸の著し
い頭蓋底で傷つきやすい

外傷性脳損傷： 脳挫傷

前頭葉： CT 像 側頭葉：MRI 像
（T2強調画像）

前頭葉損傷（眼窩前頭野）
• ⾏動変容法にて感情のセルフコントロールが可能
となった例

回転角加速で生じる脳内せん断力
→び慢性軸索損傷の原因

びまん性軸索損傷： DAI



びまん性軸索損傷による脳梁の損傷：MRI 像

脳幹の損傷：MRI 像

びまん性軸索損傷による⽩質/脳梁損傷:MRI 像

脳の回転加速度によって⽣じる脳⽩質の損傷
⼤脳⽪質の機能を修飾する脳幹からの刺激が減少．

意識障害，集中⼒低下，興奮性

上⾏性賦活系の神経細胞体
が密集する領域

せん妄状態：幻覚を合併

ドーパミン過剰放出

コカイン効果

シナプス間隙での
ドーパミン分解を抑制

ドーパミン効果で幻覚・せん妄

セロトニン

幸福感、気分の⾼揚

減少によって抑うつ状態となる

48

Cingulate Gyrus（帯状回）

前部帯状回 帯状回 帯状回

⼤脳辺縁系の⼀部，⼤脳⽪質との情報交換
前部帯状回：情動、意欲、認知、注意
後部帯状回：記憶、⾒当識

篠⽥ 淳：三重県⾼次脳機能障害者（児）
家族教室（2007年12⽉）での講演会資料より



3） 医師が果す役割：
社会⽀援に結び付ける

対応法
外傷性脳損傷者の治療過程と家族の介護

著しい困難に遭遇した家族は、
それらの問題を乗り越えてきた家族でもある。

受傷

検査
治療 ⽣命の危険あ

りと説明され
る．

昏睡
⼈⼯呼吸器
経管栄養

覚醒 退院

⾝体機能はほぼ
回復

復職・復学困難社
会参加困難
⾃宅で家族と⽣活

⿇痺の改善
経⼝⾷開始
ADL⾃⽴

⾼次脳機能障害
が顕在化する

Passive approach ⾃宅
介護

意識障害の改善

Active approach Social approach 

通過症候群（意識の質）の改
善

リハ

睡眠・覚醒リズムの回
復

医療におけるモデル事業後の展開
シームレスな⽀援の構築

画像診断の進歩：障害予後の説明

早期リハビリテーションの開始
↓

回復期リハビリテーションへの移⾏
↓

就労⽀援・福祉サービスへの移⾏

モデル事業で⽰された診断基準

⾼次脳機能障害と診断されることで

認知機能の評価や
医学的リハビリテーションを受けられる．

⾼次脳機能障害診断書をもとに，障害者総合⽀援法に基づいた
地域⽣活⽀援事業のサービスを受けることができる．

全国都道府県に⾼次脳機能障害⽀援拠点機関が設置されている．
就労継続⽀援施設（A型作業所）での雇⽤契約に基づく福祉就労や

雇⽤契約を結ばないB型作業所の利⽤など．

⾃賠責保険や障害年⾦の申請などが可能となり，
認定後は補償・年⾦などが受給できる．

器質性精神障害として精神障害者保健福祉⼿帳を申請できる．
各種福祉サービスの利⽤や障害者雇⽤率制度を利⽤した就労が可

能．

⾼次脳機能障害の診断困難例
1） 以前から精神障害・学習障害・

アルコール依存などを有していた．

2） MTBI (mild traumatic brain injury)

3) PTSDの影響が強い例

4) 受傷後の対応が不適切であったため，過剰に
⾝体的・⼼理的ストレスが加わり精神機能

が
悪化した症例(拘束体験・向精神薬の過剰投
与なども含む）．

社会⽀援としての医療機関の役割

障害の診断：診断書の記載

⾼次脳機能障害の診断
精神障害者⼿帳申請書類記載
障害年⾦受給や⾃賠責保険の

障害等級判定のための診断



医療としての医療機関の役割
・脳外傷後のフォロー

合併症治療：てんかん，慢性疼痛，情動コ
ントロール，不安・うつ状態，薬の副反応

対策（パーキンソニズム・こむら返り）

併存症治療：担当医との連携
⽣活指導・⽀援機関との連携調整

症状変化に伴う各種診断書・意⾒書記載

医学的な改善の可能性

1）薬の併⽤

2）神経ネットワークの強
化

薬の併⽤
1）興奮性の抑制

・抑肝散 ・ω３：EPA/アマニ油
・抗てんかん薬
（デパケン/テグレトール/フィコン

パ）
・向精神薬
（リスパダール/セロクエル）

2）不安・抑うつの改善
・安定剤
・SSRI（セロトニン機能↑）

神経ネットワークを強化する上での
⽣活指導のポイント

1）⽣活リズムの確⽴
・起床/睡眠時間の適正化
・⾷事・運動・作業でリズムを作る．

2）良い刺激をあたえること
・楽しみを増やす（笑顔を増やす・褒める）
・感動する機会（成功体験）
・希望（得意分野を伸ばす）

2）悪い刺激を避ける
・エラーレス学習（失敗を減らす）
・情動を過度に刺激するゲーム・飲酒・付き合いを避

ける．

神経機能回復への基本戦略
受傷直後
急性期
治療：神経損傷

の軽減

損傷神経の修復
機能低下神経の賦活
神経周囲環境（脳浮
腫など）の改善

活動電位発⽣の調整；抗てんかん薬の調整
軸索周囲環境の活性化→軸索電流
⽇常⽣活リズムの定着→間脳・脳幹機能・認知機能改
善

良い刺激
の増加

新しい
良い

ネット
ワーク
の構築

悪い興奮を抑える
エラーレスが基本

最後に・・・家族/介助者への対応法
§ 重⼤でない問題⾏動についてはあえて無視する。
§ 注意を他に転換させる。
§ 物事の決定の際には、選択肢を⽤意して本⼈に選
択させる⼿続きを踏むように⼼がける。

§ 本⼈にとって過度の負担となるような期待や⽬標
設定を避ける。

§ うまくいかないときは、時間を変えて試みる。
§ 爆発する前の頭痛など、予兆・前兆を⾒極める。
§ 本⼈の怒りや攻撃的⾏動に左右されずに、冷静に
⼀定した調⼦で話しかけ対応する。

§ 意味のない争いをさける。
§ 家族・介助者もリフレッシュできるようにしま
しょう。
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若手医師のリハビリテーションセミナー

岐阜大学医学部リハビリテーション科 青木隆明

１ 変形性膝関節症

２ 変形性股関節症

３ その他

変形性膝関節症の

リハビリテーション

何らかの原因によって、関節軟骨の変
性とそれに続く構造の破綻によって関
節軟骨が磨耗し、それを原因とする関
節の炎症によって、関節の疼痛、拘縮、
変形、等が生じる病態。

病態

変形性関節症

u性
u加齢
u肥満
肥満：正常＝
４：１

u外傷

原因,誘因

変形性関節症



u一次性

u二次性

外傷、関節リウマチ、臼蓋形成
不全、先天性股関節脱臼、化
膿性関節炎、ペルテス病、等

分類

変形性関節症

症状

１）疼痛

２）可動域制限（拘縮）

３）変形

それらに伴うADL障害

変形性関節症

診断

臨床所見：疼痛、50歳以上、朝のこわ
ばり感、轢音、

検査所見：赤沈＜４０、関節液所見

X線所見：関節裂隙狭小、骨棘形成、
骨硬化、亜脱臼、骨磨耗

立位仰臥位

膝立位荷重Ｘ線の重要性
診断

[リハビリテーション]
１．物理療法

２．可動域改善（伸張）運動

３．筋力（筋肉）訓練

４．その他

変形性関節症

変形性関節症に対する

リハビリテーションの実際

[適応]
全ての病期において行う価値はある。

しかし、その有効性は進行度にしたがって低下する。

原則として禁忌はない。

患者の最低限の意志の力が必要。



変形性関節症に対する運動療法のエビデンス

Ettinger,WH, 1997

O’Reilly,SC, 1999

Petrella,RJ, 2000

日整会、 2005

Hoeksma, HL, 2004

Weigl, M, 2005

運動療法のエビデンス

Ettinger WH, 1997
[方法]RCT,膝OAを有する439名の60歳以上の地域
住民を有酸素運動、抵抗運動および健康教育の3
群に分けて18ヶ月間施行。

[結果]有酸素群と抵抗運動群において健康教育群に
比較して、それぞれ、ADL障害スコアが１２％、８％、
疼痛スコアが１２％、８％有意に減少し、6分間歩行
距離がともに有意に増加した。その他、階段昇降時
間、荷物運搬時間等でも向上した。

[結論]運動療法は膝OAの治療に組み込むべき。

日整会によるSLR訓練のRCT、2005
[方法]RCT、142名の膝OA患者をSLR訓練群と

NSAID服用群に2群に分け、8週間施行した。
[結果]121名（８５％）が完遂。WOMAC,JKOM,

VAS（疼痛）で評価して、SLR訓練群、NSAID服
用群ともに開始時よりも有意に疼痛、ADL障害が
改善した。

[結論]SLR訓練は副作用のない、有効で安全な治療
法である。

運動療法のエビデンス 変形性関節症に対するリハビリテーション

（ホームエクササイズ）

[変形性膝関節症]

１）温熱

２）伸展、屈曲拘縮に対する伸張訓練

３）SLR訓練、外転筋訓練、内転筋訓練
４）荷重、歩行

５）アイシング

3種の下肢等尺性運動
SLR訓練

外転筋訓練

内転筋訓練

変形性膝関節症

方法：荷重･歩行運動群

つかまり足踏み ウオーキング

つかまり足踏み；１００→２００歩×２/d ×７/w

ウオーキング；２０min～/d ×５/w



変形性膝関節症の外来初診

患者に対する運動療法の実際

6年間の外来患者に対する施行結果

運動療法：演者らの研究結果

方法

膝OAで初診した患者

（ 2002．９．１～2008．６．３０ ）

に全てまず運動療法を行ってもらい、

それらの方々の2年以後の結果を

retrospectiveに調査した。

調査期間：２００9.７．～20011.１２．

Home Exercise
１．Isometric Ex.；

SLR、Aｂｄ、Add EX
（２０/１set、２sets/ｄ）

２．Self-passive ROM Ex under warmth
（10sec./1、2 times/1set、１～２set/d.）

３．NSAID prescription
Regular check at 1 / 3~4m. 

Method

SLR EX

Abd Ex Add Ex

Flow Chart of Patient’s Course
First Visit

Exercise

329

257

71 186

Def.R. :15
D.D. :4

Surg.

Registration

Ex.

D.O. :53

24m

6m

FU rate: 82.9%

Progress of Participants 
according to X-ray Stage

II:          116           107(92%)

X-ray Stage
at Baseline

No. of 
Regist. 
Cases

No. of Ex. 
Cases

9(8%)

17(24%)

IV~V :        69             24(35%)
45(65%)op

op

op

Results

III:            72             55(76%)



運動療法の有効性

１．継続率： Survival rate

結果 Survival Rate （StageⅡ）
Rate

m

100

80

90

6

70

18 24 3012 360 42 5448 6660 847872

～～

99

90 9090 9090 90
93 92

96 95 94
90

98

Survival Rate （StageⅢ）
Rate

m

100

80

90

6

70

18 24 3012 360 42 5448 6660 847872

～～

98

71
78 7581 81

87
83

93 90 89
97

60

Survival Rate （StageⅣ&Ⅴ）
Rate

m

100

80
90

6

70

18 24 3012 360 42 5448 6660 847872

～

88

3939 3939 39
47 42

63
54 52

69

60
50
40
30
～

運動療法の有効性

２．運動療法継続症例での評価

結果 JOA Score at Baseline and Final Visit
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Results Case Presentation
Case: J. M., F., 67y.o.

First visit: ROM;0-3-135, 
JOA;65

53 m. after: ROM;0-5-150, JOA;73, 
VAS;51/100, NSAID;7T/w, 
WOMAC;27/96

Results

Results

Case: T. I., M., 70y.o.

First visit: ROM;0-15-135, 
JOA;75, 

61 m. after:ROM;0-15-125, 
JOA;85/100, VAS;35/100, 
NSAID;0T/w, WOMAC; 11/96

Case Presentation

膝ＯＡに対する運動療法の効果のメカニズム

1．筋力増強

２．疼痛軽減

３．有酸素能力、柔軟性、平衡機能等の向上

４．心理的、精神的効果

５．体重減少

考察

疼痛軽減のメカニズムは不明である。

運動療法を継続させるには

u時間を使って充分説明する。

u方法を医師自ら説明する。

uイラスト入りパンフレットを与える。

u２～４週間後に再指導。

u運動日誌を書いてもらう。

運動療法



あなたも背骨が曲がっちゃう

年齢とともに円背になることが多い。

一つには脊柱起立筋が大切。

他にも骨盤の後傾などの問題もある。

それには、腸腰筋なども関与している。

脊柱起立筋はどれくらいで、曲がるか？

対象

腰痛で来院した、患者85名（男性43名、女性42名）
20代（男性5名 女性4名）
30代（男性4名 女性3名）
40代（男性8名 女性11名）
50代（男性9名 女性9名）
60代（男性9名 女性10名）
70代（男性9名 女性5名）

方法

座位で腰部の中間位・最大屈曲位・
最大伸展位で超音波にて横突起まで
の固有背筋の距離をL1・L5レベルで
測定。

体重による換算・後弯角度の計測。



男性

ｍｍ

女性

ｍｍ

男性 女性

どれくらい

大体の目安として背筋

男性では35㎜
女性では30㎜

強化の指導として利用

１運動療法

２物理療法

３ヒアルロン酸

４装具療法（膝装具・足底版など）



u 柳川リハビリテーション病院 井上明生医師による開発 肋
椎関節にOAはない？（Salter)

u もともとは変形性股関節症のために考案された

u 関節表面を傷つけた動物の膝関節を繰り返し動かすと、傷
ついた軟骨が修復されるという動物実験に基づいている

u 当初の井上医師による適応：

臼蓋形成不全の程度が軽度な患者

歩きまわるような仕事についていない

貧乏ゆすりをする十分な時間がある

B.Kaneta, J.kenkou365, 2015.Sep. 
M.Hiromatsu,J.Hip Joint,vol40,2014, 
The authority on hip joint treatment is applied 
to patients! By bouncing your knee you can 
fight off the severe pain of osteoarthritis of the 
hip! Cartilage regenerates and surgery can be 
avoided with the Ortho-Bounce Machine.

u 健康ゆすり（貧乏ゆすり）の踵は２ｃｍ以上あ
げる。

u 尿は１２ｃｍで飛び散らない。



uどうしても人工関節の手術はしたくない

u変形の程度が中等度（病期で初期股関
節症）

u人工関節が置換されていない

u運動量が少ない

対象 2012年～2015年
変形性股関節症で人工関節置換を希望し
ない症例

8例（男2名 女性6名）
1日30分

初期股関節症 6名
進行期股関節症 2名
6か月後
人工股関節症例 1名



初診時 4年後

膝OAで初診した患者
（2013年～2015年）でヒアルロン酸の関節注射
などの治療をしていない患者で、人工関節の治
療を拒否し、保存的加療（運動療法など）を希
望した患者を1年間retrospectiveに調査した。

健康ゆすりは1日10分×２～3回

Grade1
62 ⇒62

人工膝関節置換 ０

Grade2
39⇒37

人工膝関節置換 ２

Grade3
11⇒6

人工膝関節 ５

患者の感想

下肢のだるさが軽減した。

浮腫はやや残存した。

関節痛は軽減した。（７２％）

わざわざ買わなくても・・・・

なかなか自分で健康ゆすりはしない。

冷え性改善（血流改善）

５分で約２度の皮膚温の上昇

軟骨の再生？

エコノミー症候群の解消（むくみの改善）

腓腹筋の筋収縮による血流改善

ストレス解消

セロトニンの分泌

脳の活性化？

男性に多い（筋力の差）

全国共通でマナー違反



１足を軽く開いている
リラックスして、相手を受け入れている。

２足を硬く閉じている

心も閉ざしている。相手に心を閉ざしているときと心を開い
てく

れる相手を求めているとき
３足を組んでいる

人目を気にするタイプ、相手に本心をみせたくない・・・

４足を投げ出す
見栄をはるタイプに多く、自己中心的な人？

５足の向き

自分の方に足が向いているのは好意があるかも。

最近尿漏れや便漏れの患者さんがリハビリに紹
介されます。

便漏れは主に人工肛門の閉鎖後です。

u 便漏れのリハビリテーションは主に骨盤底筋の
訓練をします。

u なかなか自主訓練ができません。

u 肛門内圧が70ｍｍＨｇを超えるといいと一般に
は言われています。

u 健康ゆすりは効果がある？

深会陰横筋、尿道括約筋、肛門挙筋、尾骨筋

振動中の肛門挙筋の表面筋電図

外来に通院リハビリしている便漏れ患者12名を
対象に、骨盤底筋の訓練（従来のもの）と健康
ゆすりを追加したもので比較してみた。

骨盤底筋の訓練のみ 6名
健康ゆすりを追加 6名



健康ゆすりの訓練中に漏れる

自然な方向へ動かす。（バイブレー
ションとは異なる）

自分で筋肉痛を起こすときは、他動
的にする。
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長期型（1年以上）

中間型（3-6ヶ月）

短期型（3ヶ月未満）

一週間当たりの回数と1回当たりの時間（分）
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多職種の連携について

地元の児童発達支援･
学校･リハとの協働

• 入所中の経過連絡･地元の情
報聴取

• 立位台、歩行器の利用継続
• 地元のリハビリ継続

福祉と医療の連携
地元での児童発達支援計画
に、障がい発生早期、ライ
フステージ早期に、有期有
目的入所（親子）を組み込
む。（地元での療育に、安
心して取り組めるまで）

児の発達支援・リハ
• 姿勢保持の多様性確保
（特に抗重力姿勢）

• 摂食リハ
• 遊びの拡大、意思表示
• 年齢・身体発育に応じたリ
ハビリ（在宅リハを補填）

母親への指導
• 運動発達、姿勢保持
• 下肢装具、立位台、歩行器
• 食事姿勢、食事形態
• 児の特性の理解ー接し方指
導
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年��月から	��	年�月までの、
データでは、１年間で、骨折�������件
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大腿骨

骨幹部
46％

顆上部
37％
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l 頚部、体幹、下肢支持性の向上、立位バランスの獲得。

l 体幹の安定により上肢リーチ範囲の拡大。

l 横隔膜の下降による胸郭の拡大。

l 下肢、体幹支持性の維持と下肢変形拘縮や骨脆弱性の防
止。

l 下肢筋のポンプ作用による下肢循環障害の防止。
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仰臥位 腹臥位 側臥位 座位

利点 ・安定した姿勢
・表情が良く分か
る
・目と目が合いや
すく、視野が広い

・呼気がしやすく、
背中側の胸郭・肺
が広がる
・下顎後退や舌根
沈下を避けられる
・腸管の動きが促
進される
・胃食道逆流が起
きにくい

・唾液の貯留を防
げる
・胸郭の前後の動
きが出やすい
・表情が見やすい

・胃食道逆流が起
きにくい
・表情が見やすい
・視野が広い
・横隔膜の動きが
良くなる
・抗重力姿勢であ
り、体幹の支持性
高まる

欠点 ・背中側の胸郭・
肺の動きが制限さ
れる
・誤嚥しやすい
・胃食道逆流起こ
りやすい
・身体を伸展させ
る動きが出やすい
・胸郭の扁平化

・表情が分かりに
くい
・膝などの支える
部分の圧の分散の
工夫

・姿勢の保持が不
安定
・保持具の工夫必
要
・胸郭の横の動き
は制限される
・側彎ある場合は、
左右変換で、クッ
ションの位置変更

・後方へのリクラ
イニングは、口腔
内の貯留物による
閉塞性呼吸障害に
注意
・唾液の誤嚥
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