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整形外科領域における認知運動療法
一特に足関節再教育訓練の理論と実際についてー

沖田一彦*1 宮本省三*2 

The cognitive therapeutic exercise for orthopaedic disorders : 

Its theory and pracice for re嶋 educationof the ankle. 

Kazuhiko OKIT A Shozo MIY AMOTO 

Abstruct 

The purpose of this article is to explain the theory and practice of Cognitive Therapeutic Exercise 

(CTE) for the re蜘educationof orthopaedic ankle disorders. The most important characteristic of CTE is to 

consider the purpose of the exercises as an appropriate intervention in the cognitive process of motor 

learning. The methods， therefore， were specifically designed， based on the recent theories of motor 

learning and neurophysiology. 

The CTE for re-education of the ankle is divided into three phases : the non-weight-bearing phase， the 

partial weight -bearing phase， and the full weight -bearing phase. The purpose of the first phase is to 

re-educate the pressure sensation of the plantar part of the foot and the ankle joint position sense， which 

supply important informations for postural control. The second phase consists of weight transfer exercises 

on specially developed therapeutic tools. In the last phase， various postural control exercises are 

emphasized using a spring-based balance board. 

The CTE is， therefore， expected to be effective as an innovative approach for re-education of 

orthopaedic disorders of the ankle. 
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はじめに

認知運動療法(cognitve出erapeuticexercise) 

とは，イタリアの神経科医 Car10Perfettiが，

運動機能障害の回復を目的として開発した新し

い治療アプローチである o その最大の特徴は，

すべての機能回復を運動学習の結果とみなし，

運動療法の目的を，運動の認知過程に対する適

切な介入とみなしている点にある1)。よって，

具体的な訓練方法が，最近の学習理論や神経生

理学的な知見をもとに方略化されており，従来

の訓練方法とは大きく異なるものとなってい

る2)。筆者らは，その歴史的な背景と脳卒中片

麻癖に対する方法についてすでに紹介している
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が3)，本法は，整形外科領域における運動障害

にも適応されている 4)。そこで，本稿では，そ

のうちでも，特に術後の足関節再教育訓練の理

論と実際について解説する O

訓練の特徴

認知運動療法の特徴は，運動に関わる知覚機

能と，立位・歩行といった荷重下で関節に要求

される姿勢制御機能とを，さまざまな訓練器具

を利用し，運動学習過程に沿って再教育するこ

とにある。荷重下における下肢関節の機能につ

い考えると，姿勢制御のために要求される最も

重要な機能とは，開放運動連鎖(openkinetic 
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chain)の中で屈曲したり伸展したりするための

「絶対的な筋力」などではなく，閉鎖運動連鎖

(closed kinetic chain)の中で，接地している地

面と身体との位置関係に関する情報に基づいて，

静的・動的な場面で身体の平衡を適切に保つた

めの「協調のとれた筋出力Jを行うことであろう O

足関節についてみると，その同有の機能とは，

Nashnerが anklestrategyと呼んだ，そこを

軸として身体を逆振り子様に制御することであ

るといえる(図1)5)。そして，その場合，身体

の偏動を認知するのに重要となる感覚は，足底

の圧覚と足関節の関節覚である6.7)。よって認

知運動療法では，筋力や関節可動域に関する個

別的な訓練を排除し，手術・固定後の免荷期に

は，足底の圧覚と足関節の関節覚に対する知覚

再教育訓練を，また荷重期には，さまざまな不

安定器具を用いて，身体偏動を足部・足関節で

認知しながらの姿勢制御訓練を重点的に行うと

ころに大きな特徴がある O

訓練の実際

訓練は，術後の荷重時期によって，免荷期，

部分荷重期，全荷重期の3期に大別されてい
る4)。

1 免荷期の訓練

この時期には，まず，足底圧覚の再教育訓練

を行う O

方法としては，坐位にて足部を小型のシーソー

板の土に乗せ，前足部もしくは後足部に記号を

振った硬度の異なるウレタンパッドを置き，セ

Ankle Axis 

A B C 

図 l 立位・歩行時における足関節の姿勢制御機

構(文献5)および20)より引用)

A:立位において，矢状面・前額面で足部・前足

部を軸として逆振り子様の姿勢制御を行う 5)0 B 

:水平面からみると，重心の落ちる点を中心に，

股関節よりも狭い範囲での重心動揺に対し制御の

責任を負っている20)0 c 歩行の立脚相では，同

様の制御機構を，軸点(足圧中心，図中企)を変えな

がら，股関節の動きと連動して連続的に働かせて

いると考えられる。

ラピストが他動的にシーソーを動かして，患者

にその硬さを閉眼のまま記号で当てさせる(図

2 )。これが上達すれば，今度は前・中・後足

底部に硬度の異なる 3つのパッドを組み合わせ

て置き，その組み合わせを記号で当てさせる O

このパッドの組み合わせによる複合的なマッチ

ングは，荷重が可能となれば，立位にて荷重し

た状態で引き続いて実施する。

これと並行して，足関節の関節覚の再教育訓

練も行う O まず，足関節の背屈方向に一定の角

度ごとに番号を付けた器具に沿ってセラピスト

が他動的に足関節を動かし，患者に閉眼のまま

番号でその位置を当てさせる(図 3)0他動運動

でのマッチングが向上すると，今度はセラピス

トが指示した位置まで患者が自動的に関節を動

かしてのマッチングを行わせる O さらに，同様

の手順にて，足部でさまざまな運動軌道を追跡

することにより，足関節の複合運動のマッチン

グを行ニう(図 4)。

整形外科的な運動器障害における関節覚の低

下については，肯定的な報告と否定的な報告と

があるが，足関節に関しては，特に靭帯損傷の

場合の低下が問題視されておりMKこれに対

する具体的な訓練の方略化が行われていること

は極めて興味深い。また，これらのマッチング

を早期から他動的・自動的に繰り返すことで，

患者に意識させることのない関節可動性の維持・

拡大も期待できると説明されている O

2.部分荷重期の訓練

この時期には，健側下肢に体重計を置き，許

図2 足底圧覚の再教育訓練



図3 関節覚の再教育訓練

図4 足関節の複合運動のマッチング訓練

基板と足板が universaljointで連結された訓練器

具を用いる。厚紙に 3種類の運動軌道を色分けし

て描いたものを基板の前部にはさむ。運動軌道は

足関節の底背屈・内外反が複合するような曲線を

描くが，曲線の複合性や振り幅を変えることで追

跡に難易度をもたせる O 他動的なマッチングの場

合，セラピストは足板を動かして足板の先の針で

運動軌道をなぞり，患者に色で軌道を当てさせる。

可された荷重量を守りながらの，歩行の踏み切

り期と接腫期の足関節の制御訓練を行う O

患者は，ローラーボックスの上に置かれた単

軸(長軸)の不安定板を水平に保ちつつ，ローラー

ボックスの端から転落させないように後ろから

前ヘスライドさせることで，踏み切り期には前

足部に，接腫期には後足部に圧(体重)をかける

ことを学習する(図 5) 0 この運動課題は，スラ

イドさせる不安定板上で，後足部から前足部に

かけての正確な体重の移動が行われなければ成

功しない。

このとき，セラピストは，患者に前方を注視

し体幹を常に直立位に保つように指示すること

で，代償による課題の達成を防止する O また，

言語による教示は，不安定板の水平性に関する

内容のみを伝えることとし，課題の遂行をあく

まで患者の足部からの情報に頼らせるようにし

なければならない。

3.全荷重期の訓練

この時期には，四隅にパネのついた多軸の不

広島県立保健福祉短大紀要 1 (1) 135-139 1995 

図5 ローラーボックスと長軸不安定板を用いた

体重移動訓練

図6 バネ付き多軸不安定板

中心に universaljointを，四隅にパネが取り付け

てある O パネをレールの上で移動させることで不

安定性の調整ができるようになっている。

安定板(図 6)を用い，歩行立脚相の各時期を想

定したさまざまな制御訓練を行う。

具体的には，図 7の 1'"'-' 4に示すごとく，歩

行立脚相の各時期を想定して 1.両下肢をそ

ろえた位置(立脚中期に相当)， 2. 患側一歩前

進位(接腫期に相当)， 3. 同一歩後進位(踏み

切り期に相当)の順で荷重させる O また，不安

定板の軸を，各時期の足庄中心にあわせてセッ

トする O これらの訓練の課題は，やはり不安定

板を常に水平に保つことであり，部分荷重期の

訓練と同様，セラピストの言語教示は課題の達

成度合にのみ向けられなければならない(不安

定板の上に小型の傾斜計か水平器を置けば正確

なチェックが可能となる)。さらに，最後の段

階として 4.健側一歩前進位で健側の足底に

不安定板を置き，患、側の踏み切りによって健側

へ体重を移動させて不安定板を水平に保つ訓練

を行う O これは，患側足関節の踏み切り時の筋

出力が適正に行われなければ達成困難な課題で

あり，仕上げの訓練として位置付けられる O
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一ー一一歩行周期における足圧中心の変化
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パ//(///

佐、¥¥しヤ三
*いずれの場合も、課題は不安

定板を水平に保つことである。

図中のパネは省略しである。

図7 バネ付き不安定板を用いた訓練の進め方

不安定板による姿勢制御訓練自体は，古くは

Freeman10
)により提唱され，本邦には井原と

中山11)が導入して一般的な訓練になっているが，

認知運動療法では，これにパネをつけることで

課題達成の是非を認知しやすくしていることに

大きな特徴がある O 四隅のパネは，レール上で

スライドさせて軸の中心に寄せられるようになっ

ており(図 6)，パネを中心に寄せるほど荷重に

よる衝撃の緩衝作用が弱まるため，課題の遂行

とその認知は困難となる O 一連の訓練の難易度

は，このことによって上げていく O

考察

整形外科領域における運動療法プログラムは，

関節周囲筋の個別的な筋力増強訓練と関節可動

域の維持・拡大，および許可荷重量に応じた定

型的な移動能力の獲得といった量的な側面から

のアプローチが中心となってきた12)。このこと

は，足関節の障害に関しても例外ではない13)。

その根底には，患者の機能障害の原因を，身体

運動を運動学・運動力学的な観点、から分解した

個々の要素の異常に求めるという思考様式が横

たわっているといってよい。その代表は，筋力

の低下であり関節可動域の制限である。そして，

我々理学療法士は，それらの要素への個別的な

アプローチが身体運動の改善を導くと信じて治

療訓練を実施してきたといっても過言ではない。

しかし，そこには，中枢神経系の関与による統

合された運動の獲得，言い換えれば「学習Jと
いう重大な視点が欠落している 14.15)。

足関節の障害についてもこのことが指摘さ

れ1617)，近年では，いわゆる閉鎖運動連鎖，す

なわち立位・荷重下という自然に近い状態で運

動を行わせることの必要性が，運動学習の観点

から提唱されている 11，18)。しかしながら，具体

的な方法となると，神経筋促通手技(PNF)を

応用した動作訓練19)，不安定板を利用したバラ

ンス訓練71，13)， トランポリンやゴムの抵抗を

利用した応用動作訓練18)というように，動作そ

のものを，難易度は考慮、しながらも，そのまま

行わせているものがほとんどといってよい。そ

れらと分解された運動要素との聞には，あまり

にも大きなギャップがあるといわざるをえない。

そのギャップを埋める意味で，最近では，米

国を中心に，運動学習理論の理解とそれを応用

した運動療法手技の開発が盛んに行われてい

る20)。今回紹介した認知運動療法も，足関節の

運動学的な機能特性と術後のさまざまな運動制

約を考慮したうえで，運動学習理論や神経生理

学的所見を導入して演鰐的に開発された手技で

あれ整形外科領域における運動機能改善への

質的アプローチとして，実践する価値は高いと

考える O

おわりに

目的をもった身体運動は，モザイク状に分解

した運動要素の単純な組み合わせによって成立

しているものではない。それは，運動の「文脈」

(context)として中枢神経系にプログラムされ

ており 21)そのプログラムは知覚状況に依存し

て発動される22)。整形外科的な運動障害を，こ

ういった知覚一運動連鎖の破綻から捉えるとき，

本法の理論と実際には非常に興味深いものがあ

ると思われる O 本法に対する意見が多くの理学

療法士から寄せられることで，この分野の運動

療法が新たに展開していくことを切望している D
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