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姿勢をみるとき
・・・みなさんは何を評価してますか？



姿勢を評価する上での

いくつかの基本的な考え方



1. MIDLINE1. MIDLINE1. MIDLINE1. MIDLINE

2. SYMMETRY2. SYMMETRY2. SYMMETRY2. SYMMETRY

3. PATTERNS3. PATTERNS3. PATTERNS3. PATTERNS

4. BASE OF SUPPORT4. BASE OF SUPPORT4. BASE OF SUPPORT4. BASE OF SUPPORT

　　〔重要な評価・観察点〕



姿勢と運動

    運動は    「姿勢」    と    「運動」    の二側面がある．

前者は        体幹・四肢の位置を        重心と関連して適
切に保持する静的過程である．

後者は        身体を動かす動的過程である．

双方の協調・統合により適切な運動が発現する．
　　　　　　　　　　　　(S.C.sherrington 1906)(S.C.sherrington 1906)(S.C.sherrington 1906)(S.C.sherrington 1906)



姿勢の連続が動作（運動）である



相反神経支配（関係）：Reciprocal InnervationsReciprocal InnervationsReciprocal InnervationsReciprocal Innervations
                                     (                                     (                                     (                                     (Reciprocal InteractionReciprocal InteractionReciprocal InteractionReciprocal Interaction)  )  )  )  
相反神経抑制：Reciprocal InhibitionReciprocal InhibitionReciprocal InhibitionReciprocal Inhibition

To move within the force of gravityTo move within the force of gravityTo move within the force of gravityTo move within the force of gravity

＋

－

＋

－



筋緊張の分類

Hypertonia Hypertonia Hypertonia Hypertonia 　過緊張
　　　　　　重度　抵抗が非常に強く動かない
　　　　　　                    中等度　運動は全体的パターンとして現れ，選択性にかける
　　　　　　                        軽度　運動時に痙性が増加するが，しばらくすると低下する

High toneHigh toneHigh toneHigh tone

Low toneLow toneLow toneLow tone
　　　　　軽度　                静的な姿勢は維持できる．動的な姿勢運動が困難
　　　　                            中等度　ある程度静的バランスを維持できる．
                                                                                                                                正中軸から姿勢の配列がずれたときに，姿勢を維持できない
　　　                                　重度　            まったく抗重力姿勢を維持できない．かなり限定される

Hypotonia   Hypotonia   Hypotonia   Hypotonia   弛緩

正常



健側　→　非麻痺側という考え方
　　　　　　　
安静時でも非麻痺側の筋の緊張は高
まっている

●脳血管障害片麻痺患者の非麻痺側における
　　脊髄運動神経機能：振幅f/mf/mf/mf/m波の変化　　（1995199519951995）

●脳卒中片麻痺患者の痙縮と連合反応．
　　　　　　　　　　　　　　　　関西理学，１：３５－４１，2001200120012001　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木敏明　　



＜可塑性（plasticityplasticityplasticityplasticity）とは＞

　状況に応じて役割を変えるという性質である
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（久保田競・宮井一郎）

＜痙縮とは＞

　中枢神経障害により変性した線維のα運動線維接合部
へ，筋紡錘からの求心性線維が側芽をつくり，α運動細胞
の興奮性入力が増加してきて，結果的に伸張反射が亢進
した状態
　　　　　　　　　　　　　　（間野　忠明　1980198019801980）



●片麻痺者の非麻痺側と麻痺側上下肢・体幹の関係

●片麻痺者の座位姿勢における台形的対応と平行四辺形的対
応の相違

●片麻痺者の座位重心位置における体幹および上下肢の関係

●成人片麻痺者の非麻痺側における対応の相違

●成人片麻痺者の座位姿勢における体幹の回旋と体幹・上下肢
の関係　

●成人片麻痺者の麻痺側の相違による座位姿勢の特徴

【今回の講義のエビデンス】



• 非麻痺側および麻痺側：他動・自動ROM-test

• 骨盤の傾斜角

• 体幹の回旋

・ 体軸の変位

脳卒中片麻痺者　100100100100名に対して
・平均年齢：65.765.765.765.7±±±±12.412.412.412.4歳。　性別：男性：54545454名、女性：46464646名。
・発症からの期間：平均5.05.05.05.0±±±±2.42.42.42.4ヶ月。
・右片麻痺者：47474747名、左片麻痺者：53535353名。
・脳梗塞：58585858名、脳出血：29292929名、その他：13131313名。



テスト　１
• 非麻痺側および麻痺側：他動・自動ROM-test

肩関節：屈曲・伸展・外転・水平内転・水平外転
股関節：屈曲・外転・内転



非麻痺側　他動テスト　⇒　高緊張

非麻痺側　自動テスト　⇒　可動性

麻痺側　他動テスト　⇒　痙縮

麻痺側　自動テスト　⇒　随意性　　

＜関節可動域テストの意義＞



テスト　２
• 骨盤の傾斜角

両側上後腸骨棘と仙骨の頂点でつくる面と垂線と
の成す角度をスラントにて測定

後傾　＋前傾　－

０



テスト　３ • 体幹の回旋

麻痺側 非麻痺側

肩峰

肩峰①ASIS

ASIS②

①上部体幹の回旋　②下部体幹の回旋

　それぞれ椅子前面に平行な線との成す角度で計測

＜前面＞
前方回旋　＋

後方回旋　－



テスト　４

　 ポイントに計測
棒を当てスラン
トにて垂線との
成す角度を計測

麻痺側非麻痺側

＋ －

垂直線

第７頚椎

第２腰椎

体軸の変位


