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大会長挨拶 

 

第 1回日本前庭理学療法研究会学術集会開催にあたって 

 

大会長 塩崎 智之 

（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 

 

 

このたび「第 1 回日本前庭理学療法研究会学術集会」を奈良県立医科大学厳橿会館およ

びWEBのハイブリッド形式で開催することとなりました。本学術集会のテーマは「前庭理

学療法の現状と課題」としました。 

本研究会は日本で初めて前庭に特化した理学療法の研究会です。前庭理学療法の対象疾

患は末梢前庭障害、中枢神経疾患、整形外科疾患、加齢性変化など多岐にわたる分野である

にも関わらず日本ではまだ発展途上の分野です。前庭理学療法は米国では専門領域として

確立されており教育、臨床、研究のシステムが構築されています。この大きな隔たりを解消

するためには日本における新たなエビデンスの構築および学術的発展は急務であるといえ

ます。本学術集会がその目的を達成する第一歩になるのではないかと考えています。 

前庭理学療法を実践している理学療法士は日本では少ないため本研究会では対話を重視

しています。特に一般演題でのディスカッションから現状の研究や臨床課題の明確化や新

たな研究への発展に広がってほしいと考え、現地参加でも WEB 参加でも対話を行える準

備をしています。あまり知らない分野なので教えてほしい、話を聞きたいと受け身になる方

が多いとは思いますが参加される方には会期中に一言でも良いので発言していただければ

と思っています。シンポジウムでは西大和リハビリテーション病院の中村潤二先生を講師

としてお呼びし、当研究会の理事である福岡国際医療福祉大学の光武翼先生、JCHO 滋賀

病院の植田耕造先生と対話形式で中枢神経疾患における前庭と姿勢制御の関係を討論して

いただく予定となっております。これから明確にしていくべきことを参加者と共に考えて

いく時間にしていきたいと思っています。 

 初めての学術集会の開催ではありますが、打ち上げ花火のように盛り上がって終わるの

ではなく、まずは 10年間継続しこの分野を発展させていこうと思っています。ここででき

た仲間が研究パートナーとなり、さらなる出会いを生んで大きな輪になってほしいです。ま

た、研究だけではなく臨床においても施設の垣根を超えて相談しあえるような仲間ができ、

臨床の発展につながるきっかけとしていただきたいと考えています。 

 新たな分野への挑戦の小さな一歩ですが、本学術集会に参加されたことがきっかけにな

り、皆様がこれからの日本の前庭理学療法をけん引していく存在になることを心より願っ

ています。 



2 

 

目次 

会場アクセス・会場案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3・4 

参加者へのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5 

発表者へのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6 

大会プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7～9 

抄録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10～25 

協賛・運営スタッフ・役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26 

 

  



3 

 

会場アクセス 

 

 

 

 

会場 
厳橿会館 
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会場案内 

 

【奈良県立医科大学】厳橿会館（いつかし会館）3 階大ホール 

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 番地 TEL.0744-22-3051(代表)  

当日問い合わせ先：耳鼻咽喉科 塩崎 
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参加者へのご案内 

 

本学術集会は、対面と web を同時に用いたハイブリッド形式で行います。web で参

加される場合、表情が見えないものとなるため、特に建設的な議論となるよう十分にご

注意ください。 

誹謗中傷、荒らし行為などを発見した場合、即座にその参加者が研究会に参加できな

いように対応いたします。 

講演や一般演題の内容を保存することは一切禁止です。講演や一般演題の閲覧に関す

るパスワードを他人に教えるということは絶対におやめください。参加登録していない

参加者がいた場合、即座にその参加者が研究会に参加できないように対応するとともに、

状況を調査した上で厳正な対応を行います。 

参加登録者 1 名に対して 1 アカウントでの参加をお願いします。複数人で閲覧する

という行為はおやめください。 

 

1. 参加登録費 

    参加者種別     参加費 

日本前庭理学療法研究会 会員     1,000 円 

日本前庭理学療法研究会 非会員     3,000 円 

本研究会の年会費が 2,000円となっておりますので、この機会に是非とも会員登録を

お願いいたします。 

 

2. 講演・一般演題発表形式 

各講演およびシンポジウムは、Zoomを用いた配信形式で行います。参加登録者に開

催の 1 週間前に閲覧のための配信 URL、パスワードをメールで送付します。6 月 6 日

を過ぎてもメールが届かない場合、他の受信フォルダー（迷惑メールフォルダー 等）

や受信拒否設定等を確認の上、下記 運営事務局まで e-mailにてお問い合わせください。

次のドメインからのメールが受信できるようメール受信設定を行ってください。

@gmail.com 

下記アドレスは 迷惑メールフィルタの影響で受信ができない場合がございます。参

加登録時には、ご注意ください。 

@hotmail.com、@outlook.jp、@outlook.com、携帯電話のキャリアメール（@docomo.ne.jp、

@i.softbank.jp、@ezweb.ne.jp、@au.com 等）  

一般演題は、eポスターでの発表となります。学術集会 1週間前から 1週間後の間で

e ポスターをホームページに掲示し、Slack にて質問を受け付けます。当日会場ではポ

スター掲示を行い、質疑応答を対面で行う予定です。 

閲覧・質疑応答期間 6月 4日～6月 19日 
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発表者へのご案内 

 

本研究会の一般演題は e-Poster形式での発表となります。 

一般演題は A4 サイズ PDF ファイルをホームページ上の参加者のみ閲覧可能なペー

ジに掲載します。現地参加される発表者は A0サイズで印刷して会場までお持ちくださ

い。印刷方法は自由ですが、A0の枠内に収まるように印刷してください。 

スライドの提出期限は 2022 年 5 月 27 日（金）までにお願いいたします。スライド

の提出方法は演題採択のご連絡時に演者へ直接ご連絡させていただきます。 

発表に対する質疑応答は、コミュニケーションツールの Slackを使用します。当日の

現地参加者はポスターの前で直接の討論を行う時間を作ります。発表データはダウンロ

ードできないように設定しますが、「外部からの撮影」や「画面のスクリーンショット」

は防ぐことができませんので、予めご了承ください。 

 

⚫ e-Poster作成手順 

作成方法は自由ですが、パワーポイントでの作成方法をWeb上で公開しています。 

https://www.jvpt-shince2021.net/general-5-4 

 

こちらで提示されている方法以外で作成した場合でもサイズは同じサイズにするよ

うにしてください。現地で発表予定の方は e-Posterを提出し、A0サイズに拡大して印

刷したものを当日はお持ちください。 

https://www.jvpt-shince2021.net/general-5-4
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プログラム 

8:30 ～ 9:00   受付開始 

9:00 ～ 9:10   開会式 

9:10 ～ 10:00   研究会長講演 

10:10 ～ 11:00  特別講演 

11:10 ～ 12:00  シンポジウム   

12:00 ～ 13:00  昼休み 

13:00 ～ 15:00  一般演題 

15:00 ～ 15:15  総会・閉会式 
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6月 12日 9時 10分～10 時 00分       研究会長講演           

司会 福岡国際医療福祉大学  光武 翼 

日本前庭理学療法研究会の設立と目指すべき方向 

奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科  塩崎 智之 

6月 12日 10時 10 分～11 時 00分       特別講演             

司会 国際医療福祉大学  岡 真一郎 

前庭理学療法の現状と課題 

日本福祉大学  浅井 友詞 

6月 12日 11時 10分～12 時 00分       シンポジウム           

ファシリテーター 福岡国際医療福祉大学  光武 翼 

シンポジウム テーマ「前庭×姿勢制御」 

西大和リハビリテーション病院 中村 潤二 

JCHO滋賀病院 植田 耕造 

6月 12日 13時 00 分～13 時 40分  ポスター1 末梢前庭障害          

P01：末梢前庭障害患者における前庭リハビリテーションの効果に関連する要因 

長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻  荻原 啓文 

P02：両側前庭障害者における 

めまい症状と歩行・バランス能力に対する前庭リハビリテーションの有効性 

目白大学耳科学研究所クリニック  田中 亮造 

P03：持続性知覚性姿勢誘発めまい患者における歩行時バランス能力の特徴 

日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科  浅見 正人 

P04：一側性前庭障害により長期めまい症状を呈した症例に対する前庭リハビリテーションの効果 

名古屋市立大学病院リハビリテーション技術科  川村 愛実 

P05：整形外科術後に良性発作性頭位めまい症を発症し理学療法介入した症例 

久我山病院リハビリテーション科  近 裕介 

P06：眩暈を伴う突発性難聴患者に早期から理学療法介入した症例 

久我山病院リハビリテーション科  那須 和佳奈 
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6月 12日 13時 50 分～14 時 30分  ポスター2 中枢前庭障害          

P07：脳卒中患者に対する前庭リハビリテーションが歩行能力に及ぼす影響 

：ランダム化比較試験のシステマティックレビュー 

福岡国際医療福祉大学  光武 翼 

P08：Body Lateropulsion症例に対する Gaze Stability Exercise の報告 

西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部  藤田 大輝 

P09：小脳動静脈奇形摘出術に伴う小脳出血後に Lateropulsionを生じた症例の 

重心動揺及び視覚的垂直軸の経時的変化 

福井大学医学部附属病院リハビリテーション部  井上 大聖 

P10：めまいの訴えが強く理学療法に難渋した小脳出血患者の一症例 

JCHO星ヶ丘医療センター  福本 匠吾 

P11：前庭リハビリテーション介入後も垂直性の前庭動眼反射障害と 

中枢性めまいが遷延化している左小脳出血後の訪問リハビリテーション症例 

医療法人香庸会川口脳神経外科リハビリクリニック  平田 康介 

P12：持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)の症状を有した生活期脳卒中者に対する前庭リハビリテ

ーションの経験 

株式会社かなえるリンク かなえるリハビリ訪問看護ステーション住之江 福原 康平 

 

 

6月 12日 14時 40 分～15 時 00分  ポスター3 姿勢制御・平衡機能       

P13：Visual Display Terminal作業後の頚部疲労が動的姿勢制御に与える影響 

名古屋市立大学病院リハビリテーション技術科  浅井 勇人 

P14：トレッドミル歩行前後の Sensory Conflictにおける 

立位姿勢制御と体性感覚および前庭覚の関係 

令和健康科学大学リハビリテーション学部理学療法学科  岡 真一郎 

P15：Gaze stability exerciseが地域在住高齢者の平衡機能に及ぼす影響 

専門学校柳川リハビリテーション学院理学療法学科  平田 大勝 
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抄録集 

 

 

 

 



11 

 

P01：末梢前庭障害患者における 

前庭リハビリテーションの効果に関連する要因 

 

荻原啓文 1)2)，加茂智彦 2)3)，田中亮造 2)4)，加藤巧 2)， 

浅見正人 2)3)，遠藤まゆみ 2)，角田玲子 2)5)，伏木宏彰 2)5) 

 

1)長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 

2)目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科  

3)日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 

4)目白大学保健医療学部理学療法学科  

5)目白大学保健医療学部言語聴覚学科 

 

キーワード：前庭リハビリテーション, Dizziness Handicap Inventory, 

 Activities-specific Balance Confidence Scale 

 

【目的】前庭リハビリテーション介入において，患者の回復に関連する予後不良因子を考慮することは

重要である。しかし，本邦において理学療法士による前庭リハビリテーションの効果に関連する要因は

検討されていない。本研究の目的は，理学療法士の監視下で前庭リハビリテーション介入を受けた末梢

前庭障害患者の ADL改善に関連する要因を明らかにすることである。 

【方法】対象は末梢前庭障害患者 47 名とした。調査項目は，年齢，性別，罹患期間，Dizziness Handicap 

Inventory (DHI)，Timed Up and Go test (TUG)，Activities-Specific Balance Confidence Scale(ABC 

scale)，Dynamic Gait Index(DGI)，Functional Gait Assessment(FGA)，Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS)とした。対象者は週 1 回，1 回 40 分，4 週間の前庭リハビリテーションを

行った。介入前後の DHI 変化率を目的変数，年齢，性別，罹患期間，入院時の DHI，TUG，ABC scale，

DGI，HADS_ Anxiety，HADS_Depression を独立変数として重回帰分析を行った。 

【結果】前庭リハビリテーションによって全てのアウトカムが改善した。重回帰分析では，ABC scale

が DHI 変化率に影響を与える要因として抽出された（β = -0.428, p < 0.01）。 

【考察】ABCスケールスコアが高いほど，DHI 変化率が低い（すなわち，改善度が高い）ことが明らか

となった。末梢性前庭障害患者に対する前庭リハビリテーションでは，バランスに対する自信を評価す

ることが重要であると考える。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に準拠し，対象者に研究の主旨と内容を説明し書

面にて研究参加への同意を得た。本研究は目白大学倫理委員会において承認された（承認番号：18 医-

001）。 

【利益相反】なし 
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P02：両側前庭障害者におけるめまい症状と歩行・バランス能力に対する 

前庭リハビリテーションの有効性 

 

田中亮造 1)2)，加茂智彦 1)3)，荻原啓文 1)4)，加藤巧 1)， 

浅見正人 1)5)，角田玲子 1)，伏木宏彰 1) 

 

1)目白大学耳科学研究所クリニック 

2)目白大学保健医療学部理学療法学科 

3)群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科 

4)長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 

5)日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 

 

キーワード：両側前庭障害，前庭リハビリテーション，めまい 

 

【目的】本研究の目的は両側前庭障害者における，めまい症状と歩行・バランス能力に対する前庭リハ

ビリテーションの有効性を検証することを目的とした。 

【方法】対象は両側前庭障害者と診断された 7 名（平均年齢±標準偏差：75.6±6.5 歳）とした。介入は

週 1 回の理学療法士による前庭リハビリテーション介入と自宅エクササイズを 4 週間行った。測定項目

はめまいの自覚症状を Dizziness Handicap Inventory (DHI)，歩行・バランス能力を Functional Gait 

Assessment (FGA)，Dynamic Gait Index (DGI)，Timed Up and Go test (TUG)，日常生活上の自信度

を Activities-specific Balance Confidence scale (ABC scale)を用いて介入前後に評価した。各評価指標

の介入前後の値をウィルコクソンの符号付順位検定を用いて比較した。 

【結果】DHI，FGA，DGI，ABC scale では有意な改善が認められた（P＜0.05）。TUGでは介入前後で

有意な改善は認められなかった。転倒リスクの評価では介入前に FGA・DGI どちらかの転倒リスクの

カットオフ値を下回る対象者は 6 名であり，介入後は 5 名であった。 

【考察】両側前庭障害者に対する前庭リハビリテーションはめまいの自覚症状，歩行能力の改善に有効

であることが示唆された。前庭リハビリテーションにより，前庭機能以外の代用が起きたことでめまい

の自覚症状，歩行能力が改善したと考えられた。歩行能力指標のスコアに有意な改善は認められたが，

両側前庭障害者では介入後も転倒リスクが高い者が多かった。 

【倫理的配慮，説明と同意】対象者に趣旨，内容などに関して十分に説明し書面にて同意を得た。目白

大学倫理審査委員会において承認された(18 医-001)。 

【利益相反】なし。 
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P03：持続性知覚性姿勢誘発めまい患者における歩行時バランス能力の特徴 

 

浅見正人 1)2)，加茂智彦 1)2)，荻原啓文 2)3），田中亮造 4)， 

加藤巧 2)，角田玲子 2)5)，伏木宏彰 2)5) 

 

1)日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 

2)目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科 

3)長野保健医療大学保健科学部理学療法学専攻 

4)目白大学保健医療学部理学療法学科 

5)目白大学保健医療学部言語聴覚学科 

 

キーワード：持続性知覚性姿勢誘発めまい，バランス能力，Dynamic Gait Index 

 

【目的】持続性知覚性姿勢誘発めまい(以下：PPPD)は浮動感，不安定感，非回転性めまいを主訴する疾

患である。PPPD 患者では長立ち上がりや歩行時の浮動感，めまい感を呈し歩行中のバランス修正能力

(バランス能力)の把握が重要である。しかし，他の平衡障害を呈する疾患と比較した場合の PPPD のバ

ランス能力の特徴は十分な検討はされていない。そこで本研究では PPPDと末梢前庭障害患者のバラン

ス能力を比較した。 

【方法】対象者は 2019 年 5月～2020年 10 月に PPPDの診断を受けた 11 名(男性 5 名，48.9±2.4 歳：

PPPD群)とした。比較対象は年齢をマッチングさせた末梢前庭障害の診断を受けた者 11名(男性 4 名，

50.2±2.6 歳：末梢前庭障害群)とした。バランス能力指標は Dynamic Gait Index(DGI)を用いた。PPPD

群と末梢前庭障害群の 2 群間で DGI 合計点，DGI1~4 項目得点(4-Item DGI)および 8 個の各項目それ

ぞれを対応のない t検定を用いて比較した。解析には SPSS Ver.25 を使用し、有意水準を 5％未満とし

た。 

【結果】PPPD 群のうち DGI が 19 以下だった患者は 2 名(12 点，17 点)，24 点満点であった患者が 2

名であった。両群とも最も点数が低い項目は水平方向の頭部の回転を伴う歩行，次が垂直方向の頭部の

回転を伴う歩行であった。DGI 合計点では PPPD群(20.8 点)は末梢前庭障害群(22.4 点)に比べ有意に低

かった(p＜0.05)。4-Item DGI でも PPPD群(9.5 点)は末梢前庭障害群(10.7 点)に比べ有意に低かった(p

＜0.05)。 

【考察】本研究結果より，PPPD 群・抹消前庭障害群の両群とも同様なバランス修正能力低下の特徴を

示した。また，PPPD群は末梢前庭障害群に比較しバランス能力が低い可能性を示唆した。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究は目白大学倫理委員会の承認を得て実施した(No.18 医-001)。対象者

へは口頭および書面にて説明と同意を得たうえで行った。 

【利益相反】 なし。 
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P04：一側性前庭障害により長期めまい症状を呈した症例に対する 

前庭リハビリテーションの効果 

 

川村 愛実 1)2), 浅井友詞 4)5)，加賀富士枝 1)2)，田中照洋 1)2)，堀場充哉 1)2)， 

蒲谷嘉代子 1)3)，勝見さち代 1)3)，村上里奈 1)4)，植木美乃 1)4)，岩﨑真一 1)3) 

 

1)名古屋市立大学病院, 2)リハビリテーション技術科, 3)耳鼻咽喉科, 

4)リハビリテーション医学分野, 5)日本福祉大学 

 

キーワード：前庭リハビリテーション，めまい，前庭神経炎 

 

【目的】長期間めまい症状を呈した症例に対し，PTによる前庭リハビリテーション（Vestibular 

rehabilitation：VR）の有効性について検討すること。【方法】症例は 50 歳代女性。6 年前に右 p-

BPPVを発症し Epley法にて治癒。2 年前より右前庭神経炎を発症し，投薬治療を継続したが症状は改

善せず VRの適応となった。PTによる VRを週 1 回の頻度で 4 週間実施した。その後 3ヶ月間は

Home exercise を 1日 2 回毎日継続し，また日記での管理を指導した。VRは①Adaptation exercise，

②Habituation exercise，③Substitution exercise からなり，①はカードを目視し頭部を水平，垂直運

動，②は頭部を回旋，また前後，左右運動，③は足踏み，閉眼立位，片脚立位，タンデム肢位の保持を

行わせた。評価は初期評価および 1，2，3 ヶ月後に行った。医学的評価は，めまいによる生活機能障

害度を Dizziness Handicap Inventory：DHI，めまい関連症状の頻度を Vertigo Symptom Scale-short 

form：VSS-sf，不安・抑うつを Hospital Anxiety and Depression Scale：HADS，PPPDの重症度

を Niigata PPPD Questionnaire：NPQ，VR前後のめまい感を Visual Analogue Scale：VASで評価

した。理学療法評価は，静的バランスをラバー負荷重心動揺検査（グラビコーダ GW5000®︎，アニマ

社），歩行機能評価を Timed Up and Go Test：TUG，Walking speed，Functional Gait 

Assessment：FGA，8 の字歩行，動きの感受性をMotion Sensitivity Quotient：MSQで評価した。

【結果】初期評価および介入 3 ヶ月後の結果を示す。DHIは総合 38 点から 2 点へ，MSQ score は

31.4 から 0.4 へ改善した。歩行機能評価は TUG，Walking speed，8 の字歩行の速度が改善し，FGA

は 28 点から満点へ改善した。重心動揺検査は全ての項目で改善を認めた。【考察】冊子のみの VR

は，症状の改善に有効ではなかった。しかし，PTが病状と VRの目的を説明し，理解を得ながら介入

したことで，めまいの不安が減少し，VRに積極的に取り組めるようになった。さらに日記の記載が

VRへの意識付けとなり，Home exercise の継続に繋がったものと考える。本症例は評価終了後も自宅

で VRを継続しており，評価終了から 1，6 ヶ月後もめまい症状の訴えはない。以上のことより，冊子

のみの VRよりも PTによる VRの実施はより有効であることが示唆された。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究は所属施設倫理審査委員会の承認を得た（承認番号：46-21-

0002）。対象者には書面にて本研究の目的，倫理的配慮について説明し，同意を得た。 

【利益相反】なし 
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P05：整形外科術後に良性発作性頭位めまい症を 

発症し理学療法介入した症例 

 

近 裕介 1)，那須 和佳奈 1)，井上 侑希子 1)，宮地 麻美子²)，松村 将司³) 

 

1)久我山病院リハビリテーション科 

2)久我山病院耳鼻咽喉科 

3)杏林大学保健学部 

 

キーワード：整形外科術後，良性発作性頭位めまい症，耳石置換法 

 

【はじめに】良性発作性頭位めまい症(以下 BPPV)は末梢性めまい症の中で最も多い疾患である。発症

契機は不明とされているが，整形外科術後に発症し安静を強いられるケースを認める。今回，理学療法

士(以下 PT)による耳石置換法を実施し，棟内での ADLが保たれた症例を経験したため報告する。 

【症例】60 歳代，女性。仕事は事務で ADLは自立。今回，両側手根管症候群にて左母指対立再建術目

的で入院となり，術当日夜より，回転性めまいが出現した。経過観察し作業療法士が介入していたが，

歩行困難でトイレは車椅子を使用し，離床が進まなかった。めまい・吐き気が続き，術後 3 日目に耳鼻

科コンサルトされ，BPPV の診断にてメリスロンとアデホスコーワ内服開始となった。翌日，耳鼻科医

より PT へ頭位変換治療目的でリハビリ依頼あり介入となった。初期評価時，めまいは起き上がりや寝

返り動作で出現した。めまいの持続時間は 1～2 分で蝸牛症状はなかった。頭位変換眼振検査として Dix-

Hallpikke 法(以下 DH 法)を実施し、右回旋性の眼振を 20 秒程度認めた。これに対し右 Epley法を耳鼻

科医指導の下，実施した。 

【結果】Epley 法の 2 回の施行後，DH 法で眼振は消失した。さらに，歩行時のめまいは消失し，棟内

監視下で歩行が可能となった。翌日もめまいはなく経過し，棟内での ADL向上を認めた。本症例は，術

前より両下肢の静脈瘤があり，杖を使用した歩行であった。これに加えてめまいによる恐怖心と活動性

が低下したため，PT では下肢筋力向上を目的とした歩行練習を継続的に実施し，10 日目で自宅退院と

なった。 

【考察】BPPV に対して耳石置換法は奏効率の高い治療法であるが、治療を受けれないケースが多い。

本症例の様に他科で入院し、安静が強いられることがある。今回の様に，PTが耳鼻科医と連携して早期

に耳石置換法を施行できることで，離床遅延とリハビリ遅延を防ぐ手段になる。 

【倫理的配慮，説明と同意】本症例報告はヘルシンキ宣言に遵守しており，久我山病院倫理審査委員会

の承認を得て，対象者が特定されないように配慮した。(倫理審査承認番号：2021E007) 

【利益相反】なし 
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P06：眩暈を伴う突発性難聴患者に早期から理学療法介入した症例 

 

那須 和佳奈 1),近 裕介 1),井上 侑希子 1),宮地 麻美子 2),松村 将司 3) 

 

1)久我山病院リハビリテーション科 

2)久我山病院耳鼻咽喉科 

3)杏林大学保健学部 

 

キーワード：突発性難聴,眩暈,前庭リハビリテーション 

 

【はじめに】突発性難聴は突然の難聴を認め,その半数は眩暈を伴う。一側前庭機能が障害されると,前庭

代償不全により,ふらつき感が残存することがある。今回,突発性難聴患者に対する早期からの理学療法

介入について報告する。 

【症例】60 歳代女性,発症前 ADL自立。入院時,回転性眩暈と右難聴あり。耳鼻科医によって右突発性難

聴と診断され,リハビリ依頼となった。理学療法評価は,片脚立位は右 5 秒/左 3 秒であった。歩行は浮遊

感があり軽介助であった。早期より前庭代償を促すことを目標に,Adaptation exercise と Substitution 

exercise を中心に前庭リハビリテーションを実施した。12日間入院し,聴力と浮遊感の軽度改善を認め,T

字杖歩行にて自宅退院した。退院後は, 週 1 回の頻度で外来リハを実施した。 

【経過・結果】外来リハ初回は,片脚立位は右 20 秒/左 12秒であった。歩行は独歩自立レベルだが,浮遊

感が残存していた。DHI は 34 点(P14 点,E6 点,F14 点),HADS は Anxiety4 点/Depression5 点であっ

た。重心動揺検査は,ラバーロンベルグ率 2.08/閉眼ラバー比 2.75 であった。外来リハ最終(発症から 33

日後)は,片脚立位は左右共に 20 秒可能となり,歩行時の浮遊感が改善し,独歩にて通勤が可能となった。

DHI は 6 点(P2 点,E0 点,F4 点),HADS は Anxiety1 点/Depression7 点となった。重心動揺検査は,ラバ

ーロンベルグ率 1.70/閉眼ラバー比 2.10 となった。 

【考察】本症例は最終的に各評価項目の大幅な改善を認め,ADL 自立し社会復帰が可能となった。これ

は,早期から理学療法士が介入する事で,本人の不安感軽減と前庭代償を促せた事で,慢性眩暈への移行を

予防することが出来たと考える。よって,突発性難聴患者に対する早期からの理学療法介入に一定の効果

があることが示唆された。 

【倫理的配慮,説明と同意】本症例報告はヘルシンキ宣言に尊守しており,久我山病院倫理審査委員会の

承認を得て,対象者が特定されないように配慮した。(倫理審査承認番号 2021E008) 

【利益相反】なし 
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P07：脳卒中患者に対する前庭リハビリテーションが 

歩行能力に及ぼす影響：ランダム化比較試験のシステマティックレビュー 

 

光武 翼 1) 

 

1) 福岡国際医療福祉大学 

 

キーワード：脳卒中，前庭リハビリテーション，歩行能力  

 

【目的】脳血管障害は様々な要因によって歩行能力が低下しやすい疾患である。その要因の一つとして，

直接的な前庭中枢の損傷や，感覚運動機能障害による二次的前庭機能低下などを引き起こすことで姿勢

制御機能が低下する可能性がある。しかし，脳卒中患者に対する前庭リハビリテーションの効果に関す

るエビデンスは十分に確立されていない。本システマティックレビューでは，前庭リハビリテーション

が歩行能力に及ぼす効果を明らかにすることとした。 

【方法】データベースは Pubmed，CENTRAL，CINAHL，PEDro を使用した。適格基準は，1) 脳卒

中患者を対象とした研究，2) 前庭リハビリテーションを実施した研究，3) 歩行能力を継続的に評価し

た研究，4) 従来のリハビリテーションと比較した研究，5) ランダム化比較試験（RCT）とした。これ

らの適格基準に基づいて，2 名の理学療法士が個別にタイトルと抄録による該当論文を検索し（一次ス

クリーニング），適格性の高い論文の全文を確認（二次スクリーニング）することで本システマティック

レビューに適応した。RCTの risk of bias 評価には PEDro scale を使用し，エビデンスレベルの判定は

GRADEシステムに基づいて行った。 

【結果】組み合わせたデータベースにより 1491 編の論文が検出され，一次スクリーニングで 47 編，最

終的に二次スクリーニングで本システマティックレビューの適格基準に該当した論文は 3 編であった。

歩行能力は 10m 歩行テスト，Timed up and go test，Dynamic gait index で評価されており，すべての

論文で改善が認められた。PEDro scale では 2 編の論文が 6 点，1 編の論文が 5 点となり，GRADEシ

ステムではサンプルサイズが小さいことから非常に低いと評価された。 

【考察】脳卒中患者への前庭リハビリテーションは歩行能力の改善のために有益な方法であることが示

された。しかし，全体的にサンプルサイズが小さく，エビデンスの質が非常に低いため決定的な結論に

は至らなかった。今後は，より質の高い大規模な RCT研究が必要である。 

【倫理的配慮，説明と同意】本システマティックレビューは PROSPERO に登録して実施した（ID: 

CRD42019138257）。 

【利益相反】なし 
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P08：Body Lateropulsion 症例に対する Gaze Stability Exerciseの報告 

 

藤田大輝 1), 中村潤二 1)2)，辻本直秀 1)，塩崎智之 3)，生野公貴 1)2) 

 

1) 西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 

2) 畿央大学大学院健康科学研究科 

3) 奈良県立医科大学医学部医学科耳鼻咽喉・頭頸部外科学  

 

キーワード：lateropulsion，gaze stability exercise，前庭神経核 

 

【目的】延髄外側部梗塞後に生じる Body Lateropulsion(BL)は，一般的に急性期で消失するとされる

が，長期的に残存する症例も報告されている。BLは前庭機能低下と関連するが，中枢性前庭機能障害の

介入の一つの Gaze Stability Exercise（GSE）を実施した報告はない。今回，BLの長期残存例に対し

て GSEを行った。 

【方法】症例は右延髄外側部，右小脳の脳梗塞を呈した 50 歳代男性である。急性期病院入院時はめまい

を伴う立位時の右傾斜を認めた。回復期リハビリテーション病棟入院時（38 病日）では立位時の左傾斜，

右の運動失調，左上下肢の温痛覚鈍麻を認めた。134 病日で立位時の左傾斜が残存したため，詳細な評

価を行い，毎日 10 分程度の GSEを自主訓練で実施した。姿勢制御評価は 1 週ごとで，重心動揺計を用

いて 60 秒間の開眼立位での CoP 平均位置を算出した。前庭機能評価として subjective visual 

vertical(SVV)を 1 週ごとに行い，video Head Impulse Test(vHIT)，頭振後眼振検査を 134 病日と 177

病日に実施した。SVVは頸部正中位，右側屈位，左側屈位で各 8 回行い，平均を算出した。 

【結果】134 病日の CoP 平均位置は左偏倚を認めた。SVV は右側屈位で左側へ偏倚し，頭振後眼振検

査では右向き水平性眼振を認め，右側前庭神経核の過剰興奮の可能性を示した。vHIT は正常範囲内の

gain であったが，右側で Overt catch up saccade を認め，右側前庭神経核の損傷後の代償機構の残存を

示した。177 病日の CoP平均位置の左偏倚は残存し，vHITは変化なかった。SVVの右側屈位の左偏倚

と頭振後眼振検査の水平眼振は軽減した。 

【考察】134 病日は小脳から前庭神経核への脱抑制により頭頚部の右傾斜に対する過剰反応を認めたと

考える。これらに対する GSEにより右側屈位の SVVと頭振後眼振検査が改善し，小脳から前庭神経核

への脱抑制が軽減したと考える。しかし，前庭神経異常と BL の姿勢制御の代償機構は不規則なため，

CoPの左偏倚は残存したと推察する。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，対象者の保護に十分留意した。対象者

には本研究の目的を説明し、本人の自署による同意を得た後に実施した。 

【利益相反】なし 
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P09：小脳動静脈奇形摘出術に伴う小脳出血後に 

Lateropulsionを生じた症例の重心動揺及び視覚的垂直軸の経時的変化 

 

井上 大聖 1)，渡邉 拓 1），松村 真裕美 1)，月輪 悠 2)，久保田雅史 3) 

 

1)福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 

2) 福井大学医学部脳脊髄神経外科 

3）金沢大学医薬保健研究域保健学系理学療法科学講座 

 

キーワード：自覚的視性垂直軸，足圧中心，代償的姿勢戦略 

 

【目的】小脳動静脈奇形摘出術に伴う小脳出血後に同側 Lateropulsion(LP)を生じた症例を対象に，重

心動揺と視覚的垂直軸を経時的に評価し，自覚的視性垂直軸(SVV)偏位が変化しなかった時期でも立位

バランスの改善が認められたため報告する。 

【症例】症例は 30 代男性であり，左小脳動静脈奇形摘出術のために当院に入院した。X日に開頭摘出術

が実施され，術後に左小脳出血が生じ，病変側への LP を認めた。初期評価時は，座位でも LP 側へ傾

斜しており，scale for the assessment and rating of ataxia (SARA) 13.5 点，Berg balance scale(BBS) 

16点だった。 

【方法】静止立位 4 条件(開脚開眼，開脚閉眼，閉脚開眼，閉脚閉眼)の足圧中心(COP)を圧力分布測定器

(NITTA社製フットビュークリニック)によって評価した。SVVの評価には Bucket SVV testを用いた。

各評価は X+7日から X+21 日(転院)まで毎週計測した。 

【結果】X+7日では，開脚開眼立位のみ可能で COP平均位置(+：非 LP側，－：LP側)は 2.07cm，SVV

は 11.67°LP 側に偏位していた。X+14 日では，開脚閉眼及び閉脚開眼立位が可能になり SVV 偏位が著

明に改善した(開脚開眼 1.31cm，開脚閉眼 －0.07cm，閉脚開眼 －0.45cm，SVV 5°LP側偏位)。X+21

日には，開脚開眼，開脚閉眼，閉脚開眼，閉脚閉眼がすべて可能になったが，SVV偏位の変化は認めな

かった(開脚開眼 2.43cm，開脚閉眼  2.58cm，閉脚開眼 －0.50cm，閉脚閉眼 0.80cm，SVV 4°LP 側

偏位)。同日の SARAは 9.5 点，BBS24 点となった。 

【考察】本症例は LP側への SVV偏位が著明であった X+7 日には開脚開眼立位のみ可能だったが，SVV

偏位の著名な改善がみられた X+14 日には開脚閉眼及び閉脚開眼立位が可能になった。Dieterich らは，

LP 重症度と SVV 偏位量の関連を報告しており，本症例においても SVV 偏位の改善と立位バランスの

改善の時期が一致していた点において Dieterich らの報告と一致する。一方で，本症例では SVV偏位の

改善がわずかだった X+14 日から X+21 日にかけても立位バランスの改善を認めた。これらから本症例

では立位バランスの改善において SVV の改善だけでなく代償的姿勢戦略の学習も重要だったことを示

唆する。 

【倫理的配慮，説明と同意】本症例報告は，対象者に対して趣旨について説明し口頭による同意を得た。 

【利益相反】なし 
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P10：めまいの訴えが強く理学療法に難渋した小脳出血患者の一症例 

 

福本匠吾 1), 植田耕造 1) 

 

1)JCHO星ヶ丘医療センター 

 

キーワード：小脳出血，めまい，眼球運動障害 

 

【目的】小脳出血後は，めまいやそれに伴う吐き気，嘔吐などの症状が現れ，特に激しい運動やストレ

ス下で起こりやすいとの報告がある。今回，小脳出血後のめまいにより理学療法に難渋した症例を経験

したため報告する。 

【方法】本症例は小脳虫部に脳出血を発症し開頭血腫除去術を施行された 50 歳代男性であった。発症

後 39 日目に初期評価を行った。主訴は「動くと酔う」で，水平方向の安静時眼振が認められた。運動麻

痺・感覚障害はなく，SARA の立位 3，指追い試験 1，鼻指試験 1，踵脛試験 0 で，歩行はめまいにより

拒否があり客観的評価は困難で合計 5 点であった。TIS は 5 点，Mini-BESTest の動的歩行以外の合計

は 6 点であった。その後も拒否が頻回にみられ，練習に意味を感じないなど意欲低下も来し，理学療法

に難渋した。後方循環脳卒中患者に対する Gaze Stability Exercise が立位の安定性を向上させると報告

されているが，本症例は頸部回旋や眼球運動に伴いめまいが強くなるため実施困難であった。そこで，

頭頚部の運動を伴わない臥位の運動から開始し，徐々に座位，立位，歩行と段階的に難易度を上げ，可

能であれば座位や立位での頸部回旋を実施した。また，事前に各練習目的を入念に説明した。 

【結果】事前の説明と難易度調整により，意欲低下・拒否の頻度は減少した。めまいは自覚的に改善し，

安静時眼振は消失したが，頸部回旋や眼球運動を伴う課題でめまいが残存した。SARA は立位 1，歩行

3 であった。TISは 14 点，Mini-BESTestは 19 点で，FACは 4 であった。 

【考察】本症例は，めまいや眼球運動障害に加え，認知・情動的側面により理学療法に難渋した。事前

の説明や難易度調整により意欲低下は免れたが，めまいは残存した。難渋の原因として認知・情動的側

面を挙げたが，一般的にめまい患者の精神状態の評価として質問紙が使用されており，今回も同様の評

価を行うことでより症例の状態を詳細に把握できた可能性があると考えた。 

【倫理的配慮，説明と同意】症例には発表内容を口頭にて説明し，書面にて同意を得た。本発表は当院

倫理委員会にて承認を得た（承認番号 HG-IRB2210）。 

【利益相反】なし 
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P11：前庭リハビリテーション介入後も垂直性の前庭動眼反射障害と 

中枢性めまいが遷延化している左小脳出血後の訪問リハビリテーション症例 

 

平田 康介 1), 共同演者 知花 朝恒 1), 壹岐 伸弥 1)  

 

1) 医療法人香庸会 川口脳神経外科リハビリクリニック 

 

キーワード：前庭リハビリテーション，前庭動眼反射，中枢性めまい 

 

【目的】本症例報告の目的は，左小脳出血後に垂直性の前庭動眼反射障害と中枢性めまいが遷延化して

いる訪問リハビリテーション（以下，リハ）症例に対して，前庭リハ介入に資する有効な視点を議論す

ることである。 

【方法】本症例は，左小脳片葉の出血後に構音障害と軽度の左上下肢・体幹失調を認めた要介護 4 の 60

歳代男性である。入院時から中枢性めまいによる嘔吐を頻回に認め，回復期リハ病院退院後の 3 カ月間

も 30 分の座位保持後に嘔吐を繰り返し，日中臥床傾向となっていたことから，めまいや嘔吐の軽減に

よる離床を目的として週 1 回 40 分の訪問リハが開始となった。リハ開始時の前庭機能評価では，観察

上より水平・垂直性の前庭動眼反射の機能障害を認めた。めまいに対する主観的評価は，めまい症状尺

度短縮版（Vertigo Symptom Scale short form：VSS-SF）は 35 点，日常生活障害度（Dizziness Handicap 

Inventory：DHI）が 90 点と重度であり，座位バランス評価は体幹機能検査 (Functional Assessment 

for Control of Trunk)で 11 点と低値を示した。そのため，座位バランス機能の改善に加えて座位活動時

に生じるめまい軽減を目的に，運動学習に伴う前庭適応に必要な前庭リハを開始した。前庭リハの内容

は Yardley らを参考に，症例が嘔吐を生じない負荷・頻度で段階的に難易度調整を行い，同時にホーム

エクササイズ指導も開始した。介入 3 カ月後に再評価を実施した。 

【結果】前庭リハ介入 3 カ月後には，水平性の前庭動眼反射のみ改善を認め，垂直性の前庭動眼反射は

残存していた。VSS-SFと DHI はそれぞれも 37 点と 98 点まで増悪を認めたが，体幹機能検査は 18 点

に向上し連続座位保持時間は１時間まで増加した。症例より 

めまいは動くと強くなるが，日常生活での嘔吐は消失したとの内省を認めた。  

【考察】前庭リハ介入の運動学習効果により，水平性の前庭動眼反射が改善した背景には，損傷を受け

た左小脳片葉の前庭神経核が残存していたこと，あるいは非損傷側小脳の代償機構の作用によるものと

考えられた。 

【倫理的配慮，説明と同意】本発表に対して，症例と家族には十分な説明を口頭と紙面で行い，同意を

得ている。 

【利益相反】なし 
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P12：持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)の症状を有した 

生活期脳卒中者に対する前庭リハビリテーションの経験 

 

福原康平 1) 

 

1)株式会社かなえるリンク かなえるリハビリ訪問看護ステーション住之江 

 

キーワード：持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD) 前庭リハビリテーション(VR) 心因 

 

【目的】持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)は 2018 年 ICD-11 に新規収載された慢性めまいであり,薬

物療法,前庭リハビリテーション(VR),認知行動療法が有効とされる。今回,PPPD の症状を有した生活期

脳卒中者に対して訪問リハビリでVRを実施したが,心因の影響が疑われ難渋したケースを経験したため

報告する。 

【方法】症例は 50 歳代女性,生活期脳卒中者。既往歴は悪性リンパ腫。急性めまい発症後,浮動性めまい

が残存し抗めまい薬を服用するが改善せず,2 年以上持続性浮動感を認めた。血圧変動や動悸も出現し, 

平衡機能と心機能検査では異常を認めず,立位や複雑な視覚刺激でめまいが増強し PPPD の症状を認め

た。めまい増悪の不安や恐怖感で外出困難,日常生活に支障をきたし,めまい改善のため VRを実施した。

介入期間は 2021 年 6 月〜2022 年 1 月。訪問リハビリ週 3 回(1 回 40 分)の内,VR を 1 回と自主練習指

導を行った。評価は DHI,NRS(ふらつき感),NPQ(PPPD問診票),心理面に対して HADSを用いた。 

【結果】全身状態悪化と VRによるめまい増悪により,開始 1 ヶ月で VRを中断した。全身状態や本人の

意向をみて約半年後 VRを再開するが,再度めまい増悪から１ヶ月で中止に至った。再開時,DHI82 点(初

回 50 点),NRS4〜6/10(初回 2〜3/10),NPQ57 点(初回 38 点),HADS 不安 12 点(初回 14 点),抑うつ 15 点

(初回 14 点)で初回時から DHI,NPQ,HADS は高値を示し,再開時 DHI,NRS,NPQ は増悪していた。心

理・認知面を心理的ストレス反応尺度(SRS),うつ性自己評価尺度(SDS),身体感覚に対する破局的思考尺

度(SSCS)の各質問紙で検査したところ,いずれも高値であった。問診ではがん再発や全身状態悪化に対

する不安,片麻痺による家庭内の役割喪失,脳卒中後友人と疎遠で母親のみ頼りなどが聴取され涙を流す

場面もあった。 

【考察】本症例の PPPD の症状は VR による改善が困難であり,質問紙と問診結果から心因の影響によ

り難治化している可能性が考えられた。先行研究にそって認知行動療法や適切な医療機関へ繋げる等,心

理面への介入の必要性が示唆された。 

【倫理的配慮，説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき,対象者には口頭にて発表の趣旨を説明し,書面にて

同意を得た。また,本発表は当施設倫理委員会にて承認を得た。(承認番号：KL22001) 

【利益相反】なし 
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P13：Visual Display Terminal 作業後の頚部疲労が 

動的姿勢制御に与える影響 

 

浅井勇人 1), 浅井友詞 2), 唐澤杏奈 3), 堀場充哉 1), 村上里奈 4), 井田塁童 4), 植木美乃 4) 

 

1)名古屋市立大学病院リハビリテーション技術科 

2)日本福祉大学 健康科学部  

3)諏訪中央病院 リハビリテーション科 

4)名古屋市立大学大学院 医学研究科 リハビリテーション医学分野 

 

キーワード：Visual Display Terminal 作業，姿勢制御，頚部疲労 

 

【目的】頚部体性感覚は前庭機能や眼球運動と協調して姿勢制御に関与していると報告されている。

Visual Display Terminal（以下，VDT）作業者による頚部筋疲労は頸部体性感覚へ影響を与えると考え

られる。そこで VDT 作業後の頚部筋疲労は，作業時の頚部回旋による前庭器への刺激が動的姿勢制御

に影響を与えることが推測される。本研究の目的は，健常若年者による VDT 作業後の頚部疲労が歩行

時頚部回旋運動刺激による動的姿勢制御におよぼす影響について身体動揺及び踵部接地位置より検討す

ることである。 

【方法】対象は健常若年者 24 名とし，VDT 作業群（12 名）と安静群（12 名）に分けた。研究プロト

コルは，歩行計測の後に質問紙を用いた自覚的症状評価を行った。その後，安静または VDT作業を 30

分間行い，終了後，再度歩行計測，および質問紙による自覚的身体疲労評価を行った。歩行計測では，

通常歩行と歩行途中の 1 歩と２歩間に頚部回旋を付加する歩行を実施した。歩行中の身体動揺は加速度

計（小型無線ハイブリットセンサⅡWAA-010：Wireless-T社製）を用いて各区間の身体動揺を算出し，

足部接地位置は足圧計（Win FDM：Zebris 社製）を用いて各区間の歩幅と歩隔を求めた。自覚的身体症

状は頚部疲労・眼精疲労を Visual Analog Scale( 以下 VAS )，自覚症状しらべ（日本産業衛生学会産業

疲労会）を用いて評価した。 

【結果】VDT作業群において，自覚症状しらべ・VASでは pre に対し postで自覚症状が有意に増加し

た。また，VDT 作業群において，通常歩行では 1-2，2-3 歩間で歩隔が有意に増加した。頚部回旋を行

う歩行では 2-3 歩間で身体各部位の動揺が有意に増加し，歩隔は，立位-１歩間に対し 2-3 歩間で有意に

減少した。 

【考察】VDT作業は頚部疲労，眼精疲労を誘発し歩行時頚部回旋刺激にて動的姿勢制御に影響を及ぼす

ことが示唆された。VDT 作業後の頸部回旋歩行の 2−3 歩間で身体動揺が大きくかつ歩隔の減少が出現

したことには，前庭頚反射，前庭脊髄反射などの姿勢反射が関与していると推測される。 

【倫理的配慮，説明と同意】被験者には事前に書面と口頭にて本研究の目的，倫理的配慮について説明

し同意を得た。 

【利益相反】なし 
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P14：トレッドミル歩行前後の Sensory Conflictにおける 

立位姿勢制御と体性感覚および前庭覚の関係 

 

岡 真一郎 1), 光武翼 2) 

 

1)令和健康科学大学リハビリテーション学部理学療法学科 

2)福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科 

 

キーワード：トレッドミル歩行，Sensory Conflict， 立位姿勢制御 

 

【目的】トレッドミル歩行（TW）後のふらつきは，運動により前進する体性感覚と風景が後方へ流れな

い視覚との Sensory Conflictが関連しているため，TW 後の環境での感覚統合により収束すると考えら

れている。そこで，本研究では，TW 前後の身体動揺と体性感覚および前庭覚の関係について検討した。 

【方法】対象は若年健常成人 10 名（男女各 5 名，20.9±0.3歳）とした。Sensory Conflictによる身体動

揺の評価は，TW 前後の重心動揺検査および TW 後のふらつき感を NRSで評価した。重心動揺検査は，

固い床での開眼（EO），閉眼（EC）とフォームラバー上での開眼（FEO），閉眼（FEC）における立位

で測定し総軌跡長（SL）を算出した。体性感覚の評価は，右足底部の 2 点識別覚（TPD）を測定した。

前庭覚の評価は，video Head Impulse Test による前庭眼反射（VOR）の利得（gain）を測定した。重

心動揺検査と TPD，VOR gain および NRSの関係は Pearson 積率相関係数，TW 前後の比較は対応の

ある t検定を用い，有意水準 5％とした。 

【結果】TW 後は NRS3.8±1.7 とふらつき感があり，EOSL が増加する傾向（p＝0.06），FEOSL が有

意に増加した（p＝0.04）。TPD は，TW 後の EOSL の増加と強い負の相関を認めた。また，NRS は座

位の EOSLと中等度の負の相関，VOR gain は，座位の FECSLと中等度の負の相関を認めた。 

【考察】床面からの足底感覚情報は，TW 後の体性感覚と視覚の統合に寄与すると考えられる。また，

立位姿勢制御において視覚依存性が高いものは TW後の Sensory Conflictの影響を受けやすい可能性が

ある。ECでは Sensory Conflictの影響は受けず，FECの立位は前庭覚により制御されていることが示

唆された。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認（21-Ifh-026）後，対象者

から研究参加の同意を得た後に実施した。 

【利益相反】本研究は JSPS科研費 20H04059 の助成を受けたものである。 
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P15：Gaze stability exercise が地域在住高齢者の平衡機能に及ぼす影響 

 

平田 大勝 1), 岡 真一郎 2) 

 

1)専門学校柳川リハビリテーション学院 理学療法学科  

2)令和健康科学大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 

 

キーワード： Gaze stability exercise，地域在住高齢者，平衡機能 

 

【目的】前庭覚は，重力に対する頭位をとらえる感覚として，平衡機能には欠かせない感覚であり，前

庭器の有毛細胞の減少による加齢性の機能低下が起こると報告されており（Rosenhall et al., 1973），高

齢者が転倒する原因となっている可能性がある。  

Gaze stability exercise（以下，GSE）は，頭部や眼球を動かし網膜上の像のズレを引き起こすことによ

り中枢神経系で適応を起こさせ，前庭系の働きを変化させることを目的とした運動である（Herdman et 

al., 1998）。これまでに健常人（Morimoto et al.，2010）や脳卒中患者（光武ら，2016）の平衡機能を

改善することが報告されているが，高齢者における報告は少ない。本研究の目的は gaze stability 

exercise による地域在住高齢者の平衡機能への影響を明らかにすることである。 

【方法】対象は，介護保険を使用していない福岡県柳川市在住の健康つくり講座に参加している健常高

齢者で，書面にて研究計画の目的や内容を説明し，同意が得られた 27 名（男性 9 名，女性 18 名，平均

年齢 73.7±5.8 歳）を対象とした。評価項目は，5 回椅子立ち上がりテスト，Mini-BESTest，ロコチェッ

クとし，評価は初回と１か月後の２回行った。また，初回評価後にホームエクササイズとして，GSEを

用いた。GSEは説明後その場で練習を行い，１か月後の評価まで毎日２セットずつ行うよう指示した。 

【結果】初回評価と比較して，１か月後の評価は，5 回椅子立ち上がりテストでは有意に減少し（P＜

0.05），Mini-BESTestでは，有意に増加し（P＜0.05），ロコチェックでは有意に減少した（P＜0.05）。 

【考察】１か月の GSEによる介入は，地域在住高齢者の前庭動眼反射を賦活し，頸部運動による視覚の

安定に作用したことで，平衡機能が改善した可能性がある。高齢者の転倒予防に関する研究について，

Cochrane libraryの系統的レビューでは，バランス練習と筋力増強運動の複合的なプログラムが有効で

あり，個々の能力に合わせてプログラムの修正を行うことで効果的な介入になると報告されており

（Gillespie et al., 2012），GSEは前庭機能が低下した高齢者に対するプログラムとして有用である可能

性が考えられる。 

【倫理的配慮，説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，参加者の自由意思による協力を確認し

て実施した．すべての対象者に，研究の主旨を説明し，同意書への署名をもって研究参加の意思を確認

した．本研究は高木病院倫理審査委員会の承認（133-8）を得て実施した。 

【利益相反】本研究は，公益社団法人福岡県理学療法士会より 2019 年度福岡県理学療法士会研究助成

を受けた。 
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