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1. 基礎

A  目的

B  リスク管理
臨床医学編　第 2 章　リハビリテーション概論参照

2. 基本介入手段

A  運動療法
a  全身調整運動

b  関節可動域運動

目的
関節可動域運動は筋や関節を構成する軟部組織の柔軟性を確保し、関節可動
域を維持改善する目的で行われる

① 正常な筋緊張の維持
② 軟部組織の癒着防止
③ 関節拘縮の防止
④ 局所の循環改善
⑤ 覚醒水準の改善（脳幹網様体賦活系への刺激）
⑥ 機能的動作実施のための準備
⑦ 関節痛の軽減（不動性関節炎の防止）
⑧ 固有受容器の刺激による筋再教育

関節可動域制限因子
1） 麻痺に伴う筋の弛緩もしくは痙性
2） 痛みによる防御的な筋のスパズム
3） 筋や軟部組織の短縮や拘縮および伸張性の低下
4） 関節の構築学的変化
5） 循環障害および浮腫

第3章 理学療法治療学
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168 3章　理学療法治療学

＊強直と拘縮
強直： 関節構成体である骨、軟骨、関節包などの変化で起きる運動障害
 →理学療法士の手技では治療困難
拘縮： 上記以外の皮膚、筋、腱、神経、血管などの変化に基づいて起こる

運動障害→理学療法士の治療対象

＊関節拘縮のメカニズム
① 関節固定による局所の循環障害の発生
② 局所の循環障害が軟部組織の細胞浸潤を引き起こし、密な結合組織が

増殖し、関節包の狭小化、関節軟骨の変性壊死
③ 関節腔内の線維性癒着すなわち関節強直

原則
・ 拘縮予防は治療より簡単なので優先する
・ 関節強直、化膿性筋炎、異所性化骨があれば、関節可動域の改善は困難である
・ 骨折、腱縫合、または手術後などで動かしてはいけない部分は十分固定する
・ 患者の筋力に応じた手技の選択
・ 可能な限り自動運動
・ 近位関節の固定

方法
・ 予防的手段：関節可動域の維持で関節に制限が起こらないようにする
・ 矯正的手段：関節可動域制限の改善

1）他動的運動（徒手）
(1) 他動運動
(2) 伸張運動

2）自動介助運動

3）自動運動
筋力強化も含まれる

4）器具、機械を用いた方法
(1) CPM：ope 後 3 日目から用いる

目的：
① 拘縮の予防、目標可動域の早期獲得
② 創治療の促進
③ 腫脹、疼痛の軽減
④ 血行の改善
⑤ 軟骨変性の予防

(2) 牽引
(3) 装具

5）その他
ポジショニング：（例）腹臥位になることにより股関節を伸展させる
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1692．基本介入手段

適応
1）他動関節可動域運動

昏睡、麻痺、全身状態の著しい低下または自動運動で疼痛が増強する場合
筋力→ MMT 0、1 レベル
片麻痺、脊髄損傷、ギランバレー症候群の急性期
弛緩性麻痺

2）自動介助関節可動域運動
筋収縮力が弱いか、または自動運動で疼痛を伴うとき
筋力→ MMT 2 レベル
関節炎

3）自動関節可動域運動
随意的筋収縮可能な場合
筋力→ MMT 3 レベル以上

注意事項
1）快適肢位（患者・治療者）
2）異常な筋緊張、スパズムを取り除く
3）固定、支持
4）疼痛のない範囲
5）ゆっくり行う（反動は禁止）
6）随意収縮を利用
7）姿勢反射を利用
8）温熱を利用
9）実施者の体重を利用

その他
関節モビライゼーション
・ 関節包内運動の制限は関節の遊びの大きさで評価
・ 関節包内運動が制限されている時に適応
・ 関節の遊びが大きい位置で治療開始
・ 緩やかな振幅運動を用いる

関節運動学
構成運動： すべり、転がり、軸回旋
副運動： 関節の遊び（離開、関節面水平移動）
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170 3章　理学療法治療学

c  筋力増強運動
目的

萎縮し弱化した筋の強化（長期臥床による廃用症候群など）、残存筋を強化し
て機能の代償を行わせること（末梢神経損傷など）、正常な筋を平均以上に強
化すること（スポーツ選手、脊髄損傷における下肢機能の代償としての上肢
筋力の強化など）
進行性疾患、全身状態が著しく低下した患者などについては筋力維持が目的
となる。

基本的事項
(1) 筋力増強のためには筋線維の肥大、活動する神経筋単位数およびインパル

スの増加が必要である
(2) 筋により高い張力を発生させる運動を選択
(3) 筋線維の肥大の程度は負荷の大きさに比例
 （筋力の弱化が著明な筋に対する高負荷の抵抗→筋線維の壊死）
(4) 等尺性収縮は求心性収縮より、遠心性収縮は等尺性収縮より高い筋張力を 

与える
(5) 交叉性効果： 一側の筋を強化することで運動していない他側の筋にも筋力

（クロスオーバー）増加がみられる

一般原則
オーバーロード： 運動効果を得るためには、一定量以上の負荷を加えて
　（過負荷） ある時間以上の運動を行うことが必要である

基本条件：運動の強度、運動の持続時間、運動の頻度、運動の期間

特異性の原理： 筋活動における特異性
  （負荷） （頻度）
 筋力増強 ...... 高強度、低回数
 持久力 .......... 低強度、高回数

筋力別にみた筋力増強運動の原則
① 筋力 Z (0) 他動運動、低周波刺激
② 筋力 T (1) 他動運動、自動介助運動、低周波刺激
③ 筋力 P (2) 自動介助運動
④ 筋力 F (3) 自動運動
⑤ 筋力 G (4) 抵抗運動
⑥ 筋力 N (5)
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1712．基本介入手段

運動の強度・持続時間

表 3-1　等尺性運動のための強さの条件と時間の条件

最大筋力に対するパーセントで 
示したトレーニング強度（%） 必要な筋収縮時間（秒）

40 ～ 50 15 ～ 20

60 ～ 70 6 ～ 10

80 ～ 90 4 ～ 6

100 2 ～ 3

＜ 10 RM ＞
・ 関節の全可動域にわたり 10 回反復して運動できる最大の抵抗量
・ 軽い負荷を与え 10 回筋を収縮させ、段階的に負荷を増し、10 回動かす

ことのできる最大負荷に達するまで行い 10 RM を決定する

1）DeLorme の漸増抵抗運動
10 RM の 10% の力で 10 回反復運動
10 RM の 20% の力で 10 回反復運動
10 RM の 30% の力で 10 回反復運動
10 RM の 40% の力で 10 回反復運動
10 RM の 50% の力で 10 回反復運動
10 RM の 60% の力で 10 回反復運動
10 RM の 70% の力で 10 回反復運動
10 RM の 80% の力で 10 回反復運動
10 RM の 90% の力で 10 回反復運動
10 RM の 100% の力で 10 回反復運動

・ 1 段階ごとに 2 ～ 4 分休息をとらせてもよい
・ 1 週間のうち 5 日間運動する
・ 筋力の増強度の評価と次週の抵抗量を決定するために、10 RM を毎週 1

回計測する

2）漸減抵抗運動
抵抗を小さくしていくことで患者の疲労を少なくし、筋の最大限の運動を
行わせようとするもの

運動の頻度

表 3-2　トレーニングのねらいと運動の条件

持久力 スピード 最大筋力
強度（%） 25 － 50 50 － 80 80 － 100 

反復回数 40 回以上 約 10 回 1 － 6 回
セット数 5 4 3
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172 3章　理学療法治療学

筋力増強運動の方法
1）等尺運動： 関節の運動を起こさず筋収縮を得られる。
 固定期間の筋萎縮を最小限にとどめる。
 循環改善、筋の柔軟性の保持、癒着や拘縮の予防、痛みの軽減。
 特別な器具を用いないためどこでも手軽に行える。
 （抵抗を加えた等尺運動、同時収縮による等尺運動）
2）等張運動： 最大筋力より小さい抵抗に抗して収縮と弛緩を繰り返す関節運

動では、関節角度により抵抗が変化する。運動中、筋にかかる
負荷の大きさが変わるため筋の張力も変化して厳密には等張と
はなり得ない。

3）等速運動： 等張運動の一種と考えられるが、動作を行うときに一般に等張
性収縮では加速度が生じるため開始から終了まで運動速度が一
定になることはない。等速運動は、このような加速度が生じて
あらかじめ設定された運動速度に変化が起きそうになると機械
的に負荷を調整できるときにのみ実現可能である。

d  ストレッチング
他動的あるいは自己で筋を引き伸ばす運動方法

目的
・ 痙性などの原因による筋の短縮に対して筋長をもとの長さに戻そうとする
・ 筋の短縮が原因による関節可動域制限の改善
・ 炎症のある関節包や靱帯など関節周囲の軟部組織の伸張

方法
・ 目的の筋を十分弛緩させた上で、ゆっくりした速度で持続的に筋の長さを引

き伸ばす方法で他動的に関節運動を行う
・ 2 関節筋では含まれる多関節の肢位を筋長が最も長い状態になるようにする
・ 関節運動速度の速い急激な伸張は、反射性筋収縮を起こして効果がないだけ

でなく疼痛を伴うと筋の痙性を強くする
・ 強い力での伸張は筋や他の軟部組織の損傷を引き起こす

e  筋再教育

f  筋持久力
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1732．基本介入手段

g  全身持久力
持久力の分類

1）筋持久力
(1) 静的持久力：一定負荷に対する張力の持久力
(2) 動的持久力：一定負荷に対する筋の反復収縮能力

2）全身持久力
全身運動を持続させるために、酸素を組織に運搬する呼吸循環系の能力である。

持久力の決定因子と影響因子
1）筋持久力

(1) 決定因子
末梢血液量
組織への酸素供給量

(2) 影響因子
最大筋力：筋力が大きいほど持久力大
筋収縮エネルギー量：貯蔵量が多いほど持久力大
酸素運搬能力
筋酸素摂取量
　毛細血管量、ヘモグロビン量、血管表面積大、
　ミオグロビン量大、ミトコンドリア量大

2）全身持久力
(1) 決定因子

呼吸機能
循環機能

(2) 影響因子
肺換気能力
肺拡散能
酸素運搬能力
組織拡散能力

持久力運動の基本
1）筋持久力運動

負荷：最大筋力の 20 ～ 40% が最適
持続時間：筋が疲労するまで
頻度：5 ～ 6 回／週

2）全身持久力運動
負荷：最大酸素摂取量の 50 ～ 65% が最適
　　　最大予測心拍数の 70 ～ 85%　高齢者では 40%
持続時間：30 分以上
頻度：3 ～ 4 回／週
注意：ウォームアップ、クールダウンの実施
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174 3章　理学療法治療学

持久力運動の効果
1）骨格筋に対する効果

(1) ミトコンドリア量増加
(2) ミオグロビン含有量増加
(3) ATP 含有量増加
(4) グリコーゲン含有量増加
(5) 毛細血管密度増大
(6) 筋血流量増加

2）心臓に対する効果
(1) 毛細血管密度増大
(2) 心臓容積増大
(3) 全血液量増加
(4) 循環血液量増加
(5) 運動時心拍出量増加
(6) 一回拍出量増加
(7) 安静時末梢血管抵抗低下
(8) 心筋活動量の増加

3）肺に対する効果
(1) 呼吸筋筋力増強による一回換気量増加
(2) 肺血流量の増加による肺拡散容量増加
(3) 肺容量増加
(4) 肺胞と肺毛細血管との接触面積増加

4）その他
(1) 体脂肪の減少
(2) 血中コレステロール量の減少

h  感覚・知覚再教育

i  協調運動
目的

協調性は、運動の正確性、円滑性、合目的的な運動である。
3 つの要素を正常化する運動である。

(1) 使用筋の選択
(2) 筋収縮の程度
(3) 筋収縮のタイミング

基本的事項
協調性の障害は、末梢神経損傷、疼痛、スパズム、関節障害、痙性・固縮など
の筋緊張、感覚障害、小脳病変、脳幹・大脳基底核・前庭・迷路の障害などに
より生じる。
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1752．基本介入手段

一般原則
正確で、滑らかな運動を反復して行う
視覚を利用する
休憩を取りながら実施する

運動の原則
運動速度は速い運動から遅い運動へ（逆の場合も有、速度により異なる）
単純な運動から複雑な運動へ
単一方向から多方向への運動へ
運動の大きい範囲から小さい範囲へ（小脳性）（逆もあり）
安定した重心から実施（支持面広く、重心が低い）

方法
1）フレンケル（Frenkel）体操

脊髄性失調症（脊髄後索障害）に対する体操で、視覚を利用する。
① 臥位、座位、立位、歩行時の順序で行う
② 視覚を利用する。最初は開眼、その後は閉眼
③ 正確性と反復運動
④ 単純な運動から複雑な運動へ
⑤ 注意を集中する

2）固有受容性神経筋促通法（proprioceptive neuromuscular facilitation: PNF）
目的：固有受容器を刺激
方法：

① リズミックスタビライゼーション：同時収縮を強化、安定性の確保
② スローリバーサル、スローリバーサルホールド：滑らかな筋収縮、切

り替え能力の向上

3）重錘負荷
目的： 固有受容器を刺激、企図振戦の減少、装着部位に注意集中（集中力）
方法： 上肢末梢部位　200 ～ 400 g
 下肢末梢部　300 ～ 800 g
 腰部　1 kg

4）緊縛帯
目的： 固有受容器を刺激、動揺の減少、装着部位に注意集中（集中力）
方法： 近位部位を弾性包帯などで圧迫

j  バランス練習

k  基本動作練習

l  歩行練習

m  痛みに対する運動療法

n  運動学習

o  運動発達に対する運動療法
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176 3章　理学療法治療学

p  各種の治療手段
神経生理学的アプローチ

「神経生理学的あるいは発達学の理論を基礎にした神経筋再教育の特殊な方法」

外受容器：刺激方法… 素早い接触（quick touch）
 ブラッシング（brushing）
 振　動（vibration）

1）PNF 法（固有受容性神経筋促通法）：主に固有受容器を刺激することによっ
て、神経筋機構の反応を促通する方法　Kabat

(1) 固有受容器：筋紡錘、腱紡錘、関節受容器、前庭器官
刺激を加える方法

a. 筋の伸張（stretch）
b. 最大抵抗（maximal resistance）
c. 関節の牽引（traction）
d. 関節の圧縮（compression）
e. PNF 肢位

(2) 方法
上肢・下肢の運動促通パターン

a. 上肢（肩関節）
① 屈曲・内転・外旋パターン（手関節掌屈）
② 伸展・外転・内旋パターン（手関節背屈）
③ 伸展・内転・内旋パターン（手関節掌屈）
④ 屈曲・外転・外旋パターン（手関節背屈）
＊ それぞれのパターンに肘関節の運動を伴わないストレートパターン、

肘屈曲を伴う屈曲パターン、肘伸展を伴う伸展パターンがあり、上肢
では 12 通りの運動パターン

b. 下肢（股関節）
① 屈曲・内転・外旋パターン（足関節背屈）
② 伸展・外転・内旋パターン（足関節底屈）
③ 屈曲・外転・内旋パターン（足関節背屈）
④ 伸展・内転・外旋パターン（足関節底屈）
＊ 上肢のパターンと同様に膝関節の運動の組み合わせにより 12 通りの

運動パターン

特殊テクニック
a. 反復収縮（repeated contraction）

促通パターンを用いて片側方向の運動だけを繰り返し行う
筋力増強と協調性の改善

b. スロー・リバーサル（slow reversal）遅い逆運動
促通パターンをゆっくりと往復運動する
筋力増強、協調性の改善、耐久性の向上

c. スロー・リバーサル・ホールド（slow reversal hold）遅い逆運動保持
求心性収縮であるスロー・リバーサルの途中に静止性収縮を加える
関節の安定性の向上

d. リズミック・スタビライゼーション（rhythmic stabilization）
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1772．基本介入手段

関節を可動させずに拮抗する方向に交互に抵抗を加える手技
運動失調症

e. ホールド・リラックス（hold-relax）
筋のリラクセーションを得るための手技

2）Brunnstrom 法
基本原則： 運動機能回復段階
治療手技 共同運動パターンの完成
 共同運動パターンからの分離
 ステージ 6 段階の評価

3）Bobath 法
基本原則： 神経発達学的治療
治療手技 異常な姿勢反射パターンより正常な姿勢の反射活動
 トーン調整パターン（TIPs）（以前は RIP 反射抑制肢位）
 セントラルキーポイント
 基本的な運動パターンを導く
 姿勢トーンと相反性筋機能の調整を増進

4）Rood 法
基本原則：個体発生学的な視点（運動発達段階）＋筋の特性
促通刺激方法：ブラッシング、振動
抑制刺激：アイシング、ストローキング、持続的伸張
段階 第 1 段階：相動性、相反性運動
 第 2 段階：筋の共同収縮による体重支持：四つ這い、パピー肢位
 第 3 段階：運動の安定性
 第 4 段階：協調性、巧緻性の獲得

5）Vojta 法
基本原則： 発達運動学的治療（反射性移動運動の誘発）
治療手技 誘発帯：骨の圧迫、筋・筋膜の伸張により運動誘発
 反射性腹這い：前進移動運動
 反射性寝返り：

呼吸循環系
・Buerger-Allen 体操：慢性閉塞性動脈疾患

運動器疾患
・Böhler 体操：脊椎圧迫骨折
・Codman 体操：肩関節周囲炎
・Klapp 体操：側弯症
・Williams 体操：腰痛症

神経疾患
Frenkel 体操：運動失調症
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B  物理療法

電気
1）電気の記号と単位

種類 単位 記号
電圧 V E or V
電流 A I
電気抵抗 Ω R
電気容量 F C　　キャパシタンス、コンデンサー
電気誘導 H L　　インダクタンス

2）波形の種類（表 3-3）
矩形波
台形波
三角波
鋸状波
棘状波
指数波
正弦波
サージ正弦波
サージ矩形波
うねり断続波

3）波形の構成
振幅、波長（λ）、周期（T：秒）

周波数（f）＝ 
1

 T
角周波数（w）＝ 2 π f

図 3-1　波形と周期

4）オームの法則
電圧（E）＝電流（I）× 抵抗（R）
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1792．基本介入手段

5）プリューゲルの法則
(1) プリューゲルの第 1 法則（Erb の公式）

いわゆる極興奮の法則と呼ばれるもので、露出した神経に平流電流（直
流）を流すとき、刺激回路を閉鎖すると陰極で興奮が起こる。電流が充
分強いときは、回路を開放したときに陽極で興奮が起こること。

(2) プリューゲルの第 2 法則（Erb の公式）
電流刺激をする前にしばらくの間刺激にならない程度の弱い電流を流し
ておくと（閾値下、無刺激通電）、陰極を置いた部分は、最初刺激用の
電流に感じやすくなっている（閾値が低く）が数分後にはかえって感受
性が鈍くなり（閾値が高く）、陽極を置いた部分は、最初鈍くなってい
るが後では電流を感じやすくなること。

(3) プリューゲルの第 3 法則（Erb の公式）
平流（直流）刺激を加えるとき、陽極・陰極のいずれかを置いたところ
でも、電流を流し始めたときと、電流を切ったときともに興奮が起こる
が、それに必要な最小の電流閾値には一定の順序があり、閾値の低い順
に並べると以下のようになること。
CCC ＜ ACC ＜ AOC ＜ COC
CCC（cathode closing contraction）：陰極閉鎖収縮
ACC（anode closing contraction）：陽極閉鎖収縮
AOC（anode openin contraction）：陽極開放収縮
COC（cathode openin contraction）：陰極開放収縮

表 3-3　電流波形の種類
波形（もしくは 
電流）の名称 波形の特徴 波形の形式

直
流

平流
（galvanic）

血行改善，イオン導入法に用いられる。電流は
一方向に流れ，＋，－の極性を持っている。

低
　
周
　
波
　
電
　
流

正弦波 電流の傾きの角度が緩やかで痛みを起こしにく
い。変形筋に用いられる。

短形波

立ち上がりが急なため，正弦波に比べて痛みが
ある。通電期間を調整することで正常筋から変
形筋まで収縮させることが出来る。平流を断続
しても得られる。

三角波 正常筋は立ち上がりが緩やかなため，収縮しな
い。変形筋ではゆっくりと確実な収縮が起こる。

棘状波

立ち上がりが急で，変形筋は収縮しない。サー
ジ変調したものを用いると正常に近い筋収縮を
行わせることが出来る。正常筋，変性のない軽
い麻痺筋の廃用性萎縮防止，浮腫除去の筋肉パ
ンピングに用いられる。

感伝波（faradic）
（感応波，ファラ
デー電流とも呼
ばれる）

立ち上がりが急で，変性筋は収縮しない。中枢
性麻痺時の拮抗筋通電に用いる。正常筋だと強
縮を起こすが，サージ変調すれば，正常に近い
筋収縮を起こすことが出来る。
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180 3章　理学療法治療学

6）電磁波
周波数と波長の関係：波長は周波数に反比例
　C ＝ f・λ　　C：光速度（3 × 108 m/sec）　　f：周波数（Hz）　　λ：波長 (m)
エネルギー量は周波数に比例し、波長に反比例する。

X線 赤外線 極超短波 超短波

：可視光線
：紫外線

0.01 μm 400 μm0.76 μm
0.38 μm

30 GHz 300 MHz 30 MHz

300 MHz
1 m

1 nm
300 GHz
10-3 m

1 μm
300 THz
10-6 m

1 nm
300 PHz
10-9 m

（周波数）

波長
1 nm (=10  A)

。

図 3-2　各種電磁波と波長（M：106，G：109，T：1012，P：1015）

表 3-4　電磁波の各周波数による分類
周波数 波長 名称 応用

3 ×103（3 kHz） 100 km
VLF

3 ×104（30 kHz） 10 km
LF（長波） キロメートル波

3 ×105（300 kHz） 1 km
MF（中波） ヘクトメートル波 国内ラジオ　AM

3 ×106（3 MHz） 100 m
HF（短波） デカメートル波 国際通信（短波アマチュア無線）

3 ×107（30 MHz） 10 m
VHF（超短波） メートル波 VHF テレビ、超短波療法、FM

3 ×108（300 MHz） 1 m
UHF（極超短波） デシメートル波 UHF テレビ、電子レンジ、極超短波療法

3 ×109（3 GHz） 100 mm
SHF センチメートル波 レーダー

3 ×1010（30 GHz） 10 mm
EHF ミリメートル波

3 ×1011（300 GHz） 1 mm
デシミリメートル波

3 ×1012（3 THz） 100 µm

3 ×1013（30 THz） 10 µm 　赤外線（IR）
赤外線療法

3 ×1014（300 THz） 1 µm 　0.76 µm 光
　可視光線

3 ×1015（3 PHz） 100 nm 　0.4 µm（0.38 µm）
　紫外線（UV） 紫外線療法

3 ×1016（30 PHz） 10 nm 　　10 nm

3 ×1017（300 PHz） 1 nm 放 放射線療法
X 線

3 ×1018（3 EHz） 100 pm 射

3 ×1019（30 EHz） 10 pm 　　　γ線 線

3 ×1020（300 EHz） 1 pm

3 ×1021 100 fm
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1812．基本介入手段

温度
1）温度

熱と温度：絶対零度（0 K、−273℃）
絶対温度 T［K］＝ 273 ＋ t［℃］

2）熱量
単位：cal：水 1 g の温度を 14.5℃から 15.5℃まで上昇させるのに必要な熱量

K：温度差 1℃を 1 K
比熱（cal/gk）： 物質 1 g の温度を 1℃上げるのに要する熱量
 水　1　　パラフィン　0.5
熱容量（cal/k）＝質量×比熱
熱量＝熱容量×温度差＝質量×比熱×温度差

3）熱の移動
(1) 伝導：物体と物体の直接の接触により熱を移動

　　例：ホットパック、パラフィン
(2) 対流：液体または気体の移動による熱移動

　　例：蒸気浴
(3) 輻射（放射）：電磁波の形で媒体を介さず熱の移動

　　例：赤外線、マイクロ波
放射エネルギーに対する吸収エネルギーの比を吸収率（吸収率＝ 1　黒体）
熱放射量は物体の絶対温度の 4 乗に比例

付） エネルギー変換熱：電磁波や音波のエネルギーが生体内で熱エネルギー
に変換。超短波、極超短波、超音波療法など。

光線
1）光線の種類

(1) 赤外線
赤外線： 波長　0.76～400 µm（～1 mm）
 温熱効果をもつ赤外線　0.76～15 µm
　近赤外線：0.76～1.5 µm（0.78～1.5 µm も有り）
　遠赤外線：1.5～15 µm　
　可視光線：0.38～0.76 µm（紫～赤）　または 0.4～0.78 µm
 1 µm ＝ 10－6 m＝1000 nm

(2) 紫外線
紫外線：波長　0.01～0.4 µm（10～400 nm）
　長波長紫外線（UVA） 0.32 ～  0.40 µm（320～400 nm）
　中波長紫外線（UVB） 0.28 ～  0.32 µm（280～320 nm）
　短波長紫外線（UVC） 0.20 ～  0.28 µm（200～280 nm）
　Dorno 線 0.30 ～  0.32 µm（300～320 nm）

　遠紫外線 100 ～  300 nm
　近紫外線 Dorno 線 300 ～  320 nm
 長波紫外線 320 ～  400 nm
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2）法則
(1) 逆自乗の法則

物体が受ける照射強度は、放射源（熱源）と物体との距離の二乗に反比
例する：距離が 2 倍になれば、照射強度は 1/4 になる

x 2x 3x
光源

強度1
（面積s）

強度1/4
（面積4s）

強度1/9
（面積9s）

図 3-3　逆自乗（逆 2乗）の法則

(2) Lambert（ランベルトまたはランバート）の法則（余弦の法則）
吸収度は照射源と照射される面のなす角の余弦に比例して変化する：
効率よく照射するには、患部に垂直に照射する
cos θで計算可

　  0°（垂直） ：100%
　45°：70%
　60°：50%
　90°：0%

(3) Wien’s displacement law（ウィーンの変位則）
すべての物体は絶えず赤外線を放射している
黒体からの輻射のピークの波長が温度に反比例

　λ max ＝ b/T
　b ＝ 2.8977 × 10–3 K・m
　　T は温度（k）
　　λは波長（m）

照射強度
単位：pyron　cal/（cm2 × min）
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水
1）水の特性

比重
粘性

2）生理的特徴
(1) 温熱及び寒冷作用
(2) 浮力作用

人の比重
水位による体重免荷（図 3-4）

(3) 静水圧作用
呼吸への影響：肺活量減少
循環への影響：血液静脈圧、静脈環流

(4) 動水圧作用
抵抗
渦流

図 3-4　水位による体重免荷量

音波
1）特性

音波：縦波
可聴範囲　20～20,000 Hz
超音波　　20,000 Hz（20 kHz）以上
伝播速度
反射
エネルギー吸収
ドップラー効果

2）超音波の生理的作用
(1) 温熱効果
(2) 機械的振動　マイクロマッサージ、発泡現象

電気療法
平流電気療法（持続、断続）、感伝電気療法
超短波療法、極超短波療法 ........ 温熱療法にも含まれる
超音波療法 ................................... 機械的振動刺激

光線療法
紫外線療法
赤外線療法 ................................... 温熱療法にも含まれる
日光療法

70 30

40～50     50～60

20 80

  8 92

90 10

浮力
（%）

荷重
（%）

10 90
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温熱療法
1）分類

熱移動形式による分類
(1) 伝導：ホットパック、パラフィン
(2) 伝導と対流：熱気浴、蒸気浴、ハバードタンク、渦流浴
(3) 輻射：赤外線、電気浴、超短波、極超短波
(4) 機械的振動：超音波

熱源形式による分類
(1) 固体：鉱泥浴、電熱パッド
(2) 液体：温浴、交代浴、パラフィン
(3) 気体：蒸気浴、熱風

熱の種類による分類
(1) 乾熱：赤外線、電気浴、パラフィン
(2) 湿熱：ホットパック、温浴、交代浴
(3) 変換熱（転換熱）：超短波、極超短波、超音波

熱の透過性による分類
(1) 表在熱：赤外線、電気浴、ホットパック、パラフィン
(2) 深部熱：超短波、極超短波、超音波

表 3-5　エネルギー伝達形式と熱伝達様式

物理療法の種類 エネルギー伝達形式 熱伝達様式
ホットパック 伝導 伝導熱
パラフィン 伝導 伝導熱
極超短波 輻射（放射） エネルギー変換熱
超音波 輻射（放射） エネルギー変換熱
超短波 輻射（放射） エネルギー変換熱
レーザー 輻射（放射） 輻射（放射）熱
赤外線 輻射（放射） 輻射（放射）熱
水治療法（渦流浴、気泡浴） 対流 対流熱

2）作用（温熱効果）
(1) 血管拡張作用（血圧降下）、循環血量増加
(2) 新陳代謝促進
(3) 心拍出量と心拍数の増加
(4) 筋緊張（筋のスパズム軽減）、γ 線維活動の減少
(5) 軟部組織の伸張性増大
(6) 鎮痛作用、鎮静作用
(7) 神経伝導速度の増大

局所作用
① 疼痛の軽減
② 末梢血流増加
③ 創傷治療促進
④ 痙縮抑制
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3）適応
(1) 疼痛の緩解
(2) 痙縮の軽減、スパズムの緩解
(3) 軟部組織の伸展性増大（拘縮の改善）　＜粘弾性低下＞
(4) 創傷の治療促進（血流増進）

4）禁忌
(1) 急性期及び重篤な疾患（結核、悪性腫瘍、重症な心疾患など）
(2) 感覚障害
(3) 出血傾向
(4) 循環障害／動脈硬化

 寒冷療法
1）種類

(1) コールドパック
(2) アイスパック
(3) アイスマッサージ
(4) 冷浴
(5) スプレー冷却法
(6) 極低温療法

2）作用（寒冷効果）
(1) 一次的な末梢血管の収縮（表在性、局所の血流減少） 初期効果
(2) 二次的な（反射性）血管拡張（血流増加） 後期効果
(3) 新陳代謝低下（炎症抑制）
(4) 筋紡錘の活動低下、γ線維の機能的遮断による痙性の抑制（筋緊張低下）
(5) 疼痛の軽減（初期は増悪もある）：感覚の閾値の上昇、寒冷麻酔
(6) 神経伝導速度低下
(7) 毛細血管透過性低下　浮腫軽減
(8) 血液・組織の粘性増加

局所の寒冷
① 疼痛閾値の上昇
② 神経伝導速度の低下
③ 結合組織弾性の低下
④ 血管収縮及び反応性の血管拡張
⑤ 浮腫軽減
⑥ 痙性抑制

3）疼痛の軽減メカニズム：
(1) 感覚受容器の閾値上昇
(2) 刺激伝導の遅延による中枢の感覚性インパルスの減少
(3) 新陳代謝低下による発痛物質産生の減少
(4) 筋緊張低下による血液循環改善
(5) 痙性低下による鎮痛効果
(6) 反応性充血による鎮痛効果
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4）適応
(1) 疼痛の緩解（有痛性筋スパズム）
(2) 痙縮の軽減（筋緊張軽減）
(3) 腫脹の軽減
(4) 創傷の進展防止
(5) 急性期の炎症
(6) 褥瘡治癒促進
(7) 筋再教育

5）禁忌
(1) 感覚障害（表在感覚鈍麻・脱失）
(2) 高度の高血圧、心疾患、腎疾患、呼吸疾患
(3) 末梢循環障害（レイノー現象含む）
(4) 寒冷過敏症
(5) 開放性外傷
(6) 発作性頻脈症
(7) 寒冷グロブリン血症
(8) 心臓部
(9) 高齢者で神経質な人

水治療法
1）種類（リハビリテーションの立場からの水治療法の分類）

(1) 水治温熱療法：湿布、パック浴、漸温部分浴、気泡沸騰浴、交代浴
(2) 水治機械療法：渦流浴、気泡沸騰浴、水中マッサージ、水中圧注
(3) 水治運動療法：運動タンク浴（ハバードタンク）、運動用プール浴
(4) その他の水治療法

① 浴形式：気泡浴、人工炭酸浴、砂浴、薬浴など
② 圧注・灌注
③ 蒸気：蒸気浴
④ Kneipp 療法

2）生理学的作用
(1) 非特異的作用

温熱・寒冷作用
浮力・粘性による作用：体重免荷、負荷増大
静水圧による作用：静脈・リンパ液還流促進、右心負担増加
動水圧による作用：機械的刺激によるマッサージ効果、血流量増大
精神作用：リラクセーション

(2) 特異的作用（温泉などを用いた場合に生じる）
含有成分、ガスなどによる局所的作用
含有成分が皮膚、胃腸管、呼吸器を通して体内に取り入れられるための作用
放射能による生理学的作用
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(3) 浴温の区分
冷水浴 24℃以下
低温浴 24～34℃
不感温浴 34～37℃：日本人は 36℃、欧米人は 34℃
微温浴 37～39℃
温浴 39～42℃
高温浴 42℃以上

機械的刺激による治療（メカノセラピー）
1）マッサージ
2）マニュプレーション
3）牽引

その他
バイオフィードバック
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a  温熱・寒冷療法
温熱療法

1）ホットパック
(1) 実施方法

① ホットパック（シリカゲルやベントナイトを木綿の袋でパック状に
したもの）をタオルで 8～12 枚重ねにする

 ハイドロコレータ中の熱水：80～90℃
 ホットパック：75～80℃
② 20 分患部に置く

(2) 注意：火傷、皮膚疾患
(3) 生理学的作用

温熱作用：熱が脂肪に集中、筋組織に伝導しにくい
血流増加：ヒスタミン様物質分泌による毛細血管拡張
痙性の減弱：γ線維の活動低下
鎮痛

(4) 適応
疼痛： 打撲、捻挫、関節拘縮、RA、変形性関節症、腱鞘炎、腰痛、 

筋スパズム、痙縮
(5) 禁忌

あらゆる疾患の急性期、悪性腫瘍、出血傾向の強いもの、感覚麻痺

2）パラフィン浴
(1) 特性

パラフィン浴：50～55℃
熱伝導率：小さい（水の 0.42 倍）、不感温度が高い
比　　熱：大きい（温熱効果）
固形パラフィン：流動パラフィン ＝ 100：3

(2) 実施方法
パラフィン浴浸法：間欠法、持続法　20 分
塗布法
パラファンゴ法

(3) 注意
火傷：2 回目以降のパラフィン被膜は被膜縁より遠位部にする
被膜に亀裂が生じた場合やり直す
引火性

(4) 生理学的作用
温熱作用：筋部 2～3℃の上昇
充血作用：皮膚充血のみで筋内での血管拡張はほとんどない
鎮静効果

(5) 適応
疼痛： 打撲、捻挫、関節拘縮、RA、変形性関節症、腱鞘炎、腰痛、 

肩手症候群
(6) 禁忌

あらゆる疾患の急性期、悪性腫瘍、出血傾向の強いもの、感覚麻痺
アレルギーなどの皮膚疾患
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（a）間欠パラフィン浴
1～2 秒つけてはあげ，約 10 回繰り返
してパラフィンの皮膜を表面につけ，
そのままパラフィンの中へつける。

（b）持続パラフィン浴
手指，手関節によく利用されるが，足にも
利用できないことはない。多少温度を低く
して行う。つけた手はそのままにしておく。

浴湿布
上の間欠パラフィン浴のように 10 回繰り返した後，防油性のビニールその他
のもので包み，さらにタオル，毛布で保温してしばらくそのままに保つ。

（c）塗布法
溶けたパラフィンをブラシで何度も塗って厚い層をつくり，それを防油布，タオルで包む。

図 3-5　パラフィン療法の種類

図 3-6　パラファンゴパック

チョコレートのように硬く固まっているものを鍋で 60℃くらいに溶か
し，布に塗り，膏薬のように患部を包む。上からタオルか毛布で覆う。
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190 3章　理学療法治療学

寒冷療法
1）コールドパック

シリカゲルを防水加工性のビニール袋に詰めた物
温度：−5～0℃　治療時間：20～30 分

2）アイスパック
温度：水分量が多い物：−12～−15℃、水分量が少ない物：−4～−5℃
治療時間：5～20 分

3）アイスマッサージ
(1) アイスキューブ
(2) クリッカー：断熱材で作られた円筒と、ジュラルミン製のヘッド

氷：食塩＝ 3：1
トリガーポイントに対しては小さめのヘッドを用いる
温度：内部：−15～−18℃、ヘッド：−10℃
治療時間：4～5 分

4）冷水浴（寒冷浴）
水温は 2～15℃

5）コールドスプレー
気化熱を利用
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b  電気刺激療法

電気療法
1）低周波療法

(1) 定義：低電圧の電流を 300 Hz 以下の割合で振動、断続させたもの
 （現在では 1,000 Hz まで治療に用いられる）
(2) 身体に対する作用：

廃用性筋萎縮の防止
鎮痛作用：血管の運動神経の刺激と筋の律動的刺激による循環改善
平滑筋刺激による効果：腸管運動亢進
骨成長の癒合促進（骨芽細胞形成の促進）
下腿深部静脈血栓症の予防
鎮静作用：痙性筋の拮抗筋を刺激し、相反的に痙性筋の鎮静を得る
循環の改善（動脈血流、リンパ液流増加）

(3) 電流波形の種類
前述（p.179　表 3-3）

(4) 刺激の与え方
① 導子の種類：刺激導子（関導子）、不関導子（関導子より大きい）
② 導子のあて方

・導子の面積と電流密度は反比例
・導子と皮膚の接触が重要（皮膚抵抗が大→痛み、発熱）

選択的刺激法
グループ刺激法

単極通電法 双極通電法

方
法

① 関導子は不関導子より小さい
② 関導子はモーターポイント上

に置く
③ 普通関導子は陰極

関電極，不関電極の区別なく特
定の筋上に置く。収縮の弱い筋
に適応。

運動神経幹上，または支配筋群
上に置き，全体を収縮させる。
鎮痛の目的。

特
色

不必要な筋の収縮を起こすこと
がある。

より収縮を限定した収縮が可 多くの神経筋単位が参加
（筋収縮が大）
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192 3章　理学療法治療学

(5) 麻痺筋に対する電流の基準（表 3-6）

表 3-6　麻痺筋に対する使用電流の一般基準（変調波は 1～30 ／分）

変性度
非変性 不完全変性 完全変性

通電条件

波形 何でも可 蓄電器放電型矩形波
およびその変調波 同左

①電流強度 気持ちよく耐えうる最大量 同左 同左
②通電期間 1 ms 以下 5 ～ 10 ms 50 ms 以上
③電流方向 刺激関導子は陰極 同左 同左
④刺激休止期 5 ～ 20 ms 5 ～ 100 ms 100 ～ 200 ms

⑤周波数 50 ～ 200 Hz 5 ～ 10 Hz 10 ～ 20 Hz
（原　武郎・編：理学療法・作業療法マニュアル．医歯薬出版，1972 改変）

(6) 刺激に関する電気生理
① 刺激の 5 要素

電流の強さ
刺激の時間（通電時間）
休止時間
刺激の立ち上がり変化（急な立ち上がり、閾値低下）
周波数　高いほど疲労は生じやすい、強縮

② 強さ時間曲線
基電流：興奮を起こす最小電流強度
クロナキシー：基電流の 2 倍の刺激で収縮を起こす刺激時間
パルス幅が広いほど閾値は低下

a:基電流
b:時値

基電流

b

a

2a

(mA)

(msec)0.1 1 10

　   
a-a':筋肉要素
b-b':神経要素

a'

b'

a

b

(msec)

(mA)

0.1 1 10 100

 図 3-7 図 3-8
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1932．基本介入手段

図 3-9　脱神経，神経再生，正常神経支配の筋肉に対する最小有効刺激の時間と強さの関係

刺激時間 (msec)

正常

完全な脱神経
部分的な脱神経

電流の強さ (mA)
20

10

0.1 1 10 100

a

b
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194 3章　理学療法治療学

③ 運動点

 図 3-10　上肢（伸側）のおもな筋の運動点 図 3-11　上肢（屈側）のおもな筋の運動点

 図 3-12　下肢（伸側）のおもな筋の運動点 図 3-13　下肢（屈側）のおもな筋の運動点

三角筋 A,C5,6

三頭筋後部 A,C5,6

上腕三頭筋長頭 R,C7,8

上腕三頭筋外側頭 R,C7,8

尺側手根伸筋 R,C7

小指伸筋 R,C6 

橈骨神経 C5,6,7,8,T1 

腕橈骨筋  R,C5,6

小指外転筋 U,C8

短橈側手根伸筋 R,C6,7

肘筋 R,C7,8

尺骨神経C7,8,Th1

広背筋Thd,C6,7,8

大円筋Sub,C5,6

小円筋A,C5

棘下筋 Sup,C5,6

上腕三頭筋内側頭Mc,C5,6 

長橈側手根伸筋 A,C6,7

背側骨間筋 U,C8

長母指外転筋 R,C7

短母指伸筋 R,C7

長母指内転筋 U,C8

指伸筋 R,C7

長母指伸筋 R,C7

上腕筋

三角筋前部 A,C5,6

上腕三頭筋 R,C7,8

上腕三頭筋長頭 R,C7,8

上腕三頭筋内側頭 R,C

尺骨神経 C7,8,Th1

円回内筋 M,C8

橈側手根屈筋 M,C8
長掌筋 M,C7,8,Th1
尺側手根屈筋 U,C8

浅指屈筋III U,C8,Th1

掌側骨間筋I～III U,C8,Th1

虫様筋I～II M,C6,7
　　　III～IV U,C8

掌側骨間筋III U,C8

小指外転筋 U,C8

尺骨神経 C7,8,Th1

正中神経 C6,7,8,Th1

上腕筋 Mc,C5,6 

三角筋中部 A,C5,6

正中神経 C6,7,8,Th1

上腕二頭筋 Mc,C5,6

鳥口腕筋 Mc,C7

腕橈骨筋 R,C5,6

短母指外転筋 M,C6,7 

短母指内転筋 U,C8

方形回内筋 M,C6 

長母指屈筋 M,C8,Th1 

短母指屈筋　浅部 M,C6,7 
                  深部 U,C8

長内転筋Obt,L3,4
薄筋Obt,L3,4

脛骨神経L4,5,S1,2

腓腹筋Tib,S1,2

ヒラメ筋Tib,S1,2

母趾外転筋Tib,L5,S1

大内転筋Obt,L2,4

閉鎖神経L2,3,4

内側広筋F,L2,3,4

短母趾伸筋Perp,L4,5,S1

短趾伸筋Perp,L4,5,S1

長腓骨筋Pes,L4,5,S1

長指伸筋Perp,L4,5,S1

前脛骨筋Perp,L4,5,S1

短腓骨筋Pers,L4,5,S1
長母趾伸筋Perp,L4,5,S1

骨間筋Tib,S1,2

大腿神経L2,3,4

大腿筋膜張筋Gs,L4,5,S1
恥骨筋F,L2,3,4

大腿直筋F,L2,3,4

縫工筋F,L2,3,4

外側広筋F,L2,3,4

大殿筋Gi,L5,S1,2

大内転筋Obt,L3,4

半腱様筋Tib,L4,5,S1,2,3

薄筋Obt,L3,4
半膜様筋Tib,L4,5,S1,2,3

脛骨神経L4,5,S1,2,3

腓腹筋Tib,S1,2

ヒラメ筋Tib,S1,2

長母趾屈筋Tib,L5,S1

脛骨神経L4,5,S1,2,3

中殿筋Gg,L4,5,S1

坐骨神経L4,5,S1,2,3

大腿二頭筋
　長頭Tib,L4,5,S1,2,3
　短頭Perc,L4,5,S1,2

腓骨神経L4,5,S1,2

長母趾屈筋Tib,L5,S1,2
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2113．心身機能、身体構造

C  義肢、装具を用いる療法
第 2 章　理学療法評価学　6．義肢、装具等に含む

 3. 心身機能、身体構造 

運動解剖生理学編、理学療法編　第 2 章参照

 4. 活動、参加 

臨床医学編　第 2 章　リハビリテーション概論参照

 5. 背景因子等 

臨床医学編　第 2 章　リハビリテーション概論参照
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212 3章　理学療法治療学

 6. 疾患、障害 

A  骨関節
評価
頸椎・頸部疾患

1）スパーリングテスト　Spurling test
座位、頸部を側屈させ、頭頸部を下方へ圧迫する。
側屈側に疼痛やしびれ　→　神経根の圧迫など

2）ジャクソン圧迫テスト　Jackson head compression test
座位、頭部を側屈させ、圧迫し、反対側の肩を下制する。
側屈側に限局した疼痛　→　頸椎障害
側屈側の上肢に放散痛　→　腕神経叢の圧迫症状

3）椎間孔圧迫テスト（頸椎圧迫テスト）
座位、頭部を回旋させ、圧迫する。
ジャクソンテストと同じ現象

4）肩押し下げテスト（肩圧迫テスト）　Shoulder depression test
座位、検者は一側で側頭部を圧迫し側屈させ、他側で肩を押し下げる
上肢に放散痛　→　根性疼痛増強（神経根癒着など）
これはジャクソンテストという場合もある。

5）神経伸展テスト　（イートンテスト：Eaton test）
座位、検者が一側の手で非検側に頭部が側屈するように押し、他側で検側の
手を握り、上肢伸展、外旋、手関節背屈、手指伸展させる。
上肢、手に疼痛が放散　→　神経根の圧迫症状

6）アドソンテスト　Adson test
座位、上肢を前方に出し、検者が両側の橈骨動脈を触診、その後、顔面を検
側に回旋、後屈し、深呼吸させる。
橈骨動脈の拍動が減弱または消失　→　斜角筋症候群（斜角筋で鎖骨下動脈
および腕神経叢を圧迫）

7）エデンテスト　Eden test（気をつけ姿勢テスト：Attention posture test と同じ）
座位、両上肢を下垂、検者が後ろから両橈骨動脈を触診、気を付け姿勢を取
らせる（顎を引き、肩を引く）。
橈骨動脈の拍動が減弱または消失　→　肋鎖症候群（肋骨と鎖骨の間で鎖骨
下動脈を圧迫、リュックサック麻痺）

8）ライトテスト　Wright’s test
座位、検側橈骨動脈を触診後、肩過外転、90°外旋させる。
橈骨動脈の拍動が減弱または消失　→　過外転症候群（小胸筋が烏口突起を
下方に引き腋窩動脈を圧迫）

9）アーレン手技　Allen 手技
座位、肘 90°屈曲、肩外転、外旋し、頭を反対側に回旋
橈骨動脈の拍動が減弱または消失　→　胸郭出口症候群

10）モーレーテスト　Moley test
鎖骨上窩部を叩打すると、患側上肢に放散痛　→　胸郭出口症候群
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図 3-22　頸椎・頸部疾患
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