
脳血管障害後の下肢装具療法のコンセプト
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はじめに
WHOによると、約1500万人もの人が毎年、脳卒中に罹患しており、
患者の約3分の1は発症後に障害が残ります[Mac, p. 50]。多くの場
合、影響を受けた脳の部位には筋骨格系を制御するプログラムが
含まれており [Cor, p. 11]、早急に対処することが重要です。脳卒中
を発見し治療するのが早いほど後遺症の管理はしやすくなります。
発症後に障害が残ってしまう場合すみやかな装具療法が必要とな
り[Hes, p. 1150]、数多くの臨床研究により脳卒中後の歩行リハビリ
において装具の必要性とが確認されています[Bow, p. 87ff.]。

脳卒中患者の装具療法には、まだ多くのの可能性を秘めてお
り、NEURO SWING足継手はその新たな機会をたらします。その結
果、これまで適用されてきた装具コンセプトの多くを見直すことが
できます。

本「脳卒中ガイド」は医師、理学療法士、義肢装具士、その他医療従
事者の間で、脳卒中患者の装具療法についてのコミュニケーション
を促進するために作成されたものです。実践的な経験と科学的知
識に基づいて装具内容の推奨事項を提供します。また最後に重要
なこととして、患者のパートナーや介護者、そしてもちろん患者自身
が装具内容の決定を行う際のコミュニケーションに関与することが
できます。

現在の治療コンセプトの基準の１つはは「N.A.P.®歩行分類」で、理
学療法士Renata Horst氏との協力により開発されたものです。病的
歩行パターンを分類したもので使用しやすく、理解しやすいものに
なっています。また、テストと写真の提供にご協力くださった脳卒中
患者のBeate Hesseさんにお礼申し上げます。本「脳卒中ガイド」は
完成なものではありません。むしろ、脳卒中患者の装具療法を考え
直すのに役立つ刺激となることを狙いとしています。質の継続的な
改善のために、皆様からのコメントやご意見をお待ちしております。

FIOR & GENTZチーム
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脳卒中とは？

脳卒中とは急に起こる脳の血液循環障害であり二次的症状が24時
間以上続きます。命に関わる可能性があり、血管の問題が原因とな
って起こります。全脳卒中のうち約80%が血流の急性減少(虚血性) 
であり、全症例の15%が脳内出血(出血性梗塞) によって起こります
[Did, p. 592]。特定の脳の部位での血液不足により神経系内に保存
されている運動プログラムに障害が起こり、四肢を動かす機能に
障害が生じることによって [Cor, p. 11f.]しばしば病的歩行を発症し
ます。さらに、このような機能不全において筋緊張を変化させる筋
の痙縮を伴うことがあり[Thi, p. 1102]、これも歩行に影響を及ぼし
ます。

治療目標：生理学的歩行

定義(略語)
初期接地 
(IC)

荷重応答期 
(LR)

立脚中期前半 
(MSt) 

立脚中期 
(MSt)

立脚中期後半 
(MSt)

立脚終期 
(TSt)

前遊脚期 
(PSw)

遊脚初期 
(ISw)

遊脚中期 
(MSw)

遊脚終期 
(TSw)

歩行周期の割合
0% 0～12% 12～31% 31～50% 50～62% 62～75% 75～87% 87～100%

股関節角度
20°屈曲 20°屈曲 10°屈曲 5°伸展 5°伸展 20°伸展 10°伸展 15°屈曲 25°屈曲 20°屈曲

膝関節角度
5°屈曲 15°屈曲 10°屈曲 5°屈曲 5°屈曲 10°屈曲 40°屈曲 60°屈曲 25°屈曲 5°屈曲

足関節角度
ニュートラル 5°底屈 ニュートラル 5°背屈 5°背屈 10°背屈 15°底屈 5°底屈 ニュートラル ニュートラル

Jacquelin Perryの歩行解析 Kirsten Götz-Neumannのモデルによる、 生理学的歩行の個々の段階への区分
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多分野共同チームで脳卒中を治療

脳卒中後には、整形外科的支援や装具をすぐに提供することが非
常に重要です[Hes, p. 1105]。病的歩行による二次的な障害を避け
るため、医師、理学療法士、歩行訓練士、義肢装具士、その他医療
従事者からなる多分野共同チームが同じ治療コンセプトを追求し
ていなければなりません。この第1段階は理学療法の早期開始であ
り、[Die, p. 34]機能不全の筋肉群を治療し、これによって運動イン
パルスを通じて大脳への正しい感覚フィードバックを確立すること
です[Hor, p. 5-26]。装具療法と組み合わせることにより生理学的歩
行に向けて的確な誘導とサポートをすることができます。脳卒中患
者を治療する際には下図に示す生理学的歩行が多分野共同チー
ムのガイダンスとなります
[Per, p. 70ff  ., 92ff  ., 111ff  .; Goe, p. 14ff  ., 44ff  .]。
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脳卒中患者の治療は重症度と疾患パターンの特性に応じてさまざ
まな装具を使って行うことができます。包帯や整形外科用特殊イン
サートなどの装具から短下肢装具(AFO) （足関節を含むものも含ま
ないものもある) まで、さまざまなものがあります。症状が重い場合
には杖や歩行器を補助に使う場合もあります。

効果的な装具は理学療法の支援に必須です。場合によっては装具
だけでなく整形靴による補正・矯正、靴の加工・調節が必要になりま
す[Fat, p. 523]。よく知られている装具療法がこのページにまとめら
れています。これら従来型の装具は依然として有効ではありますが、
新たな選択肢が出てきたことにより見直してみる必要があります。

脳卒中患者の治療で最もシンプルな
方法は包帯固定やサポーターです。
弾性包帯や面ファスナーを使って遊
脚期中に足関節をニュートラルポジ
ションに保持します。ただし一般的な
AFO と比較すると背屈保持効果はご
くわずかです。

ポリプロピレン製またはカーボン製
のリジットAFO (SAFO：Solid Ankle 
AFO) では足関
節を動かすことはできません。SAFOは一般に、重度の痙縮がある
患者に使用されます[Con, p. 437]。下腿前面シェルを備えたいわゆ
る床反力AFO (FRAFO：Floor Reaction AFO) も解剖学的足関節の
動きをブロックします。FRAFOはポリ
プロピレンまたはカーボンで製作さ
れることがほとんどです。下腿前面シ
ェルは立脚終期での膝関節伸展を
可能にします。しかし、反張膝を呈す
る患者には禁忌です[Fat, p. 527]。

包帯

FRAFOSAFO

従来型装具のフィッティング
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従来型のヒンジ付きAFOは、底屈をブロックし、背屈は装具製作時
に設定した機械軸に沿った動きを可能にします。これらのデザイン
は一般的にエラストマー製のものであり、ばね作用や背屈ストッパ
ーがないため、従来型のヒンジ付き
AFOがは必ずしもすべての脳卒中患
者に適しているわけではありません
[Con, p. 437]。また、整形靴に組み込
まれた金属製AFO（ダブルクレンザッ
ク式）も機械軸に沿った動きと可動
域を有しており、コイルばねを装填す
ることがはできますが、従来のコイル
ばねには歩容に影響を及ぼすような
強い力はありません。

最近では、後方リーフスプリングAFO 
(PLS AFO：Posterior Leaf Spring 
AFO) を用いられることが多く、強い
ばね効果を得ることができます。しか
しこれは足関節生理軸に合わせた動
きとはならないため、踵や装具上縁
部に剪断力を集中させ擦過傷を起こ
す恐れがあります。またレバーアーム
が短いため適切なヒールロッカー作
用を獲得することは困難です。

後側リーフスプリングAFO

金属製AFOヒンジ付きAFO
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現在の装具療法の問題点

患者の病的歩行と、医師の処方と指示、理学療法の目標に応じて、
義肢装具士はそのために必要な機構を有する装具の製作を求めら
れますが [Fat, p. 516; Owe, p. 262]、これまでは調節機構が不足し
ていたため、効果的な装具の製作は実際上困難でした。

現在実施されている装具療法にはいずれも長所と短所があるた
め、どの方法でもプラスとマイナスの作用が生じる可能性がありま
す。

従来型AFOのほぼすべてにおいて生理学的底屈が制限されるた
め背屈支援効果を獲得することができません。これではヒールロッ
カーの再現とプッシュオフのためのエネルギー蓄積が難しくなりま
す。理学療法では、レバーアームにより発生するヒールロッカーを
利用したリハビリテーションが非常に重要視されています。これに
より、早期から正しい大脳接続が運動インパルスを介して確立され
[Hor, p. 5-26]、特定の筋のトレーニングにより単独筋群が強化され
ます。これにより、歩行が生理学的歩行に近づきます。従来型AFOに
よる装具療法はどれも、患者の病的歩行に合わせた最適な調節が
できないため、装具の効果が低下します。

従来型装具のフィッティング
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NEURO SWING足継手を用いた装具の新たな可能性

最新の装具コンセプトは、患者のニーズに合わせた最適な調節が
全て可能であること、つまり、すべての目標を1つのAFOで実現す
る、ということです。NEURO SWING足継手は、まさにそのために開
発されました。

病的歩行と必要な可動域とに対応するには、調節可能な足継手を
備えた、動的かつ静的なAFOを製作
する必要があります。体重がかかって
いるときのポジションと、動きに応じ
たポジションとは異なるため、歩行パ
ターンに合わせて装具を調節するこ
とが必要です。可動域が調節でき、さ
らにばね力の変更が可能であること
により、回復段階の中で起こり得る病
的歩行の変化に対して、容易に対応
することが可能になります。
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NEURO SWING AFOの利点

既存のAFOの欠点 NEURO SWINGの特性 解説

AFOは足を90°もしくは軽度背屈位に保ちます。これにより、遊
脚期中に患足が床に引っかからずに自由に振り出すことが可
能になり、初期接地時の踵接地が可能となります。同様の効果
をもたらすための足関節サポーターがありますが、その背屈保
持力では足関節を保持するには弱すぎます。この欠点は股関
節の挙上や、遊脚期中の下肢外旋や分回し歩行といった代償
動作で表われます。一方、NEURO SWING足継手のスプリング
には足関節を設定背屈角度に保持するのに十分な強さがあり
ます。これによりつまずくことなく自由に振り出すことができ、さ
らに初期接地時に踵から接地が可能となります。

背屈支援効果が小さい 背屈支援効果が大きい

遊脚期中の底屈ブロックにより効果的な背屈が可能になり
ます。しかしその結果、膝関節屈曲モーメントが大きくなり大
腿四頭筋に多大な応力がかかります(スキーブーツを履いて
歩くのと同じです)。この多大な応力によって、膝関節の過屈
曲が大きくなることがあり、これは大腿四頭筋と腓腹筋が弱
くなった患者にとっては生理学的に不適切です[Goe, p. 
134ff.; Per, p. 195]。
理学療法士は、生理学的底屈を使って機能不全となった筋
群に対処します。正しい大脳接続が運動インパルスを介して
確立され[Hor,p.5-26]、特定の筋のトレーニングにより単独
筋群が強化されます[Goe,p.98ff.]。底屈方向へ可動しない 底屈方向に可動する
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NEURO SWING AFOの利点

既存のAFOの欠点 NEURO SWINGの特性 解説

装具の機械軸を解剖学的足関節軸に一致させることにより、ヒ
ールロッカーを獲得するためのレバーアームが形成されます。
踵接地時に、このレバーアームを介して体重により受動的底屈
が生じます。この底屈は前脛骨筋の遠心性収縮により制御され
ます。
他の装具（例えば後方リーフスプリングAFO（PLS AFO）） では
このレバーアームは生じません。この種の装具は活性された下
腿三頭筋の筋作用によって底屈を可能にしますが、これは生理
学的な動きには対応していません。NEURO SWING足継手では
設定された機械軸での動きと、底屈の可動域調節機構を使用
して可動域を設定することにより、適切な受動的底屈を可能に
します。この動きは前脛骨筋の遠心性収縮により制御され、ま
たスプリングユニットのばね力によりサポートされます。ヒール踵ロッカーなし ヒール踵ロッカーの再現あり

NEURO SWING足継手の底屈・背屈のばね力は、５種類の強
度のスプリングを用いることで患者の病的歩行に合わせて
個別に簡単に調節することができます。初期接地から立脚中
期までの間の膝関節の位置は、ばね力を変えることにより明
らかな影響を受けます[Kob,p.458]。他の従来型のヒンジ付
きAFO (例えば金属製AFOなど) ではわずかに調節可能か、
または全く調節ができません。

ばね力が変えられない ばね力が変えられる
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NEURO SWING AFOの利点

既存のAFOの欠点 NEURO SWINGの特性 解説

装具は、必要なテコ作用を提供するようにアライメントを調節
しなければならないため[Fat, p. 516]、アライメント調節が可
能な足継手付AFOを使用することが必要になります。
NEURO SWING足継手ではアライメントが調節可能なため、装
具の微調整が確実に可能です。下腿の傾きを決定するには、初
期アライメントから10°～12°の調整域を有していることが推奨
されます[Owe, p. 257]。

アライメントが調節できない アライメントが調節可能

一部の装具では足継手がなくとも足関節を動かすことがで
きます。ただしそのような装具では解剖学的足関節の十分な
動きが確保できず筋萎縮が生じます[Goe, p. 98f.]。さらに、
装具のシェルが患者の脚の表面でずれて擦過傷を引き起こ
してしまう可能性があります。
装具に設定された機械軸により、運動インパルスを用いて正
しい大脳接続（感覚フィードバック）を確立し、また特定の筋
のトレーニングで単独筋群を強化でき、機能不全の筋群の
治療において、適切な理学療法をサポートすることができま
す[Hor, p. 5-26]。

設定された機械軸がない 足継手軸が設定されている
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既存のAFOの欠点 NEURO SWINGの特性 解説
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NEURO SWING AFOの利点

既存のAFOの欠点 NEURO SWINGの特性 解説

手術後や急性期では、装具の可動域を部分的または完全に制
動し、治療の過程で再び可動域を大きくする必要があります。
よって、個別に可動域調節が可能な足継手をAFOに取り付ける
必要があります。
理学療法による改善が一般的に期待できない場合や、足の変
形が重度な場合は、脳卒中患者に対して静的AFOで治療するこ
とが合理的です。静的AFOは最も大きなテコ作用を提供し、足
継手が調節可能なことにより患者の治療経過に合わせて常に
適合させていくことができます。

可動域の調節機構を持たない 可動域の調整機構を持つ

一部の脳卒中患者の病的歩行には、非常に強いばね力が必
要です。NEURO SWING足継手では、コンパクトなスプリング
ユニット内に積層されたワッシャースプリングによってこの
ばね力が達成されます。スプリングは荷重を受けてそれを
吸収し、かつエネルギーを蓄積します。従来型のヒンジ付き
AFOや金属製AFOによく見られるような、エラストマー製ば
ねやコイルばね継手などの一般的な構造では、このような効
果を達成することはまったくできません。
同時に、底屈方向と背屈方向、互いの2本のスプリングユニッ
トによる相互的な制御機構はバランス感覚にプラスの効果
を生み出し、歩行時や立位時の安定性をもたらします。

弱いばね力 強いばね力
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望ましい治療目標を達成するためには、多分野の共同チームが共
通の基盤に立って、脳卒中のさまざまな特性を評価する必要があり
ます。この基盤は、決められた基準に従って脳卒中患者を分けるこ
とにより形成され、その分類を確立することができます。

これらの分類は患者の治療経過全体にわたって患者に付随します
が、特に脳卒中発作直後に呈するものです。脳卒中(急性段階を専
門とした治療部門) では、この分類は損傷箇所を特定し治療ガイド
を準備するのに不可欠です。

機能的自立度と日常生活動作の評価

急性期に病院で使用される分類は無数にあります。最も一般的な
のはRankinスケールとバーセル指数です。Rankinスケールは、脳卒
中発作後に患者の症状度や運動障害を評価するのに用いられるシ
ンプルな尺度です。障害を、0 (神経学的障害なし)～6 (致命的脳卒
中) の7つの段階に分けています[Cor, p. 30f.]。

バーセル指数の目的は、筋骨格系疾患や神経筋肉系疾患の患者、
脳梗塞のある患者の日常生活動作における能力を測定することで
す。その人の機能的自立性に関して10項目の基本的日常生活動作
(ADL) を評価し、最高100点満点でこれをリハビリテーションプロセ
スに使用することができます[Cor, p. 26f.]。

痙縮

最適な治療のためには、痙縮の状態を知ることが大切です。Modi-
fied Ashworth Scale（MAS） が医療現場で最もよく使用されていま
す。この評価では、影響を受けた関節について患者に受動的運動を
行わせることにより、筋緊張が測定されます。速度依存性の抵抗に
基づいて患者を検査し、痙縮を0～4の尺度で分類します。

脳卒中患者の分類
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病的歩行

脳卒中発症後の歩行に関する研究は数多くありますが、一貫性のあ
る分類はまだありません。Jacquelin Perryは1995年、脳卒中患者の
移動能力を分類しました。この検査では147人の患者が、それぞれ
の日常生活状況に基づいて6つの歩行機能タイプに分類されまし
た[Per2, p. 982ff.]。2001年にはRoddaとGrahamが、ビデオ録画を
用いて特に痙性片麻痺の患者の分析を行いました。その際、歩行パ
ターンに姿勢も考慮に入れ患者を4つの歩行タイプに分けました
[Rod, p. 98ff]。

2003年にPerryは、機能的観点から脳卒中患者の分類を行いまし
た。患者の歩行スピード、立脚中期の膝関節の位置、遊脚中期の足
関節の位置に基づいて、4つのカテゴリーを作成し、歩行特性、動
きの角度、筋活動、手技療法による筋の試験の結果を評価しました 
[Per, p. 305ff.]。 

理学療法士と病院の協力のもと、経験と研究に基づいて作成され
た分類により病的歩行のシンプルな評価が可能になっています。こ
の分類は「N.A.P. ® 歩行分類」と呼ばれるもので、距骨の位置の代償
としての、立脚中期における膝関節の位置を記述するもので、2つ
の歩行タイプが識別されます。1つは膝の過伸展があるもの、1つは
膝の過屈曲があるもので、いずれもそれぞれ、足関節の内反または
外反を伴うものがあります。立脚中期の生理学的位置についての
説明は、p. 4～5 にあります。

N.A.P.® 歩行分類により、歩行パターンに従って脳卒中患者を簡単
に分類することが可能になります。これにより多分野間のコミュニ
ケーションが促進され正しい治療方法の選択、さらに装具療法の標
準化と品質質の管理にも役立ちます。

N.A.P.® = Neuroorthopädische Aktivitätsabhängige 
Plastizität® (神経整形外科的アクティビティ依存性塑性) の略。
これは、1999年の理学療法士Renata HorstによるPNFと手技療
法から発展した治療コンセプトを指す。N.A.P.® は、患者の能動
的な参加を伴う有用なアクション中での動きを開始しようとい
うアイデアに基づきます。
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この分類は、4つの基本的歩行分類に分けられます。矢状面で観察
すると立脚中期に膝関節の異常(過伸展または過屈曲) があります。
通常、骨盤は過剰に前・後傾しています。

N.A.P.® 歩行分類

膝関節

矢状面

前頭面

足関節
歩行タイプ

内反 外反
タイプ1A タイプ1B

過伸展

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5 Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

N.A.P.® 歩行分類による歩行タイプ
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患者は既存の能力により歩行の安定性を維持しようとします。前額
面から観察すると、足部や膝の外反または内反を呈し、さらに股関
節や体幹バランスも不良姿位をとります。

N.A.P.® はRenata Horstの登録商標です。

膝関節

矢状面

前頭面

足関節
歩行タイプ

外反 内反 外反
タイプ1B タイプ2A タイプ2B

過伸展 過屈曲

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5 Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

N.A.P.® 歩行分類による歩行タイプ
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歩行タイプ1aの推奨治療

病的歩行

膝関節過伸展／足部内反タイプ：
立脚中期には、荷重は足部の外側
にかかります。腓骨筋と足部の内在
筋が弱く、前足部を安定させること
ができません。膝関節は過伸展とな
り、骨盤は前傾しています。体幹は
患側に傾いており、上肢筋は安定
を保つため緊張しています。

立脚中期

膝関節：過伸展
足底の接地：内反 Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

推奨される装具

高さのある下腿前面シェル 
足先まである部分的可撓性をもつ足
部 (柔軟な踏み返し領域のある剛性の
底面)
NEURO SWING足継手付き動的AFO
下腿前面シェルが必要なのはなぜでし
ょうか？ p. 25の最後の段落を参照して
ください。
使用するスプリング： 

• 底屈（後方）：黄色マーク 
(非常に強いばね力、
可動域最大10°)、

• 背屈（前方）：黄色マーク 
(非常に強いばね力、
可動域最大10°)。

掲載しているスプリングは、初期設定の提案です。これを基本として、各使用者にとって
最適なばね力を決定することができます。スプリングの効果についての詳しい情報は
p. 38～41に記載されています。膝伸筋群の活動がほとんど確認できない場合、長下肢
装具を検討する場合があります。
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インソールのデザイン

インソールのデザインにより感覚フィードバ
ックを得て歩容をコントロールすることが可
能です。後足部の内反の補正には、下記のよ
うな踵部のサポートが最適です：

• 内側：後脛骨筋を強化し、踵をサポー
トします(緑色)。

• 外側：腓骨筋を強化し、後足部の内反
を防ぎます(赤色)。

NEURO SWING足継手の調整オプション

病的歩行の個別調整方法:
• 交換可能なスプリング
• アライメントが調整可能
• 可動域の調整可能

3つの調整はすべて別々に変更することができ、互いに影響し合い
ません。

可動域 ばね力
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Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

従来の装具療法

この歩行タイプの脳卒中患者は、従来、筋緊張に基づきヒンジ付き
または剛性のAFOで治療されてきました。これらの装具タイプでは
その構造により、足関節はニュートラル位置または軽度背屈位に保
持され受動的底屈（ヒールロッカー）は阻止されます。これにより踵
接地期から立脚中期にかけて膝関節の屈曲モーメントが増大し、
大腿四頭筋に大きな負荷がかかります(スキーブーツを履いて歩い
ている状態) [Goe, p. 134ff; Per, p. 195]。床反力AFO (FRAFO：Floor 
Reaction AFO)は、膝関節の過伸展がある患者には禁忌です[Fat, p. 
527]。この装具はアライメントの調節ができず、機械軸としての足継
手軸の設定や可動域もないため、下腿前面シェルと組み合わせる
と膝関節の過伸展は増大する可能性があります。

ニューロスイング足継手を用いた効果 (下図を参照)

• 初期接地と荷重応答期：NEURO SWING足継手の底屈スプリン
グは、足関節をニュートラル位置に保持するのに十分な強さを
持ち、これによって踵接地期に踵からの接地を可能にします。よ
って受動的底屈（ヒールロッカー）が可能になり、腓腹筋の早期
活性化を防ぎます。膝関節屈曲モーメントが増大することなく前
脛骨筋の遠心性作用が改善され、ヒールロッカーが能動的にサ
ポートされます。p. 38とp. 39にスプリングの交換による歩行へ
の効果の概要が掲載されています。 

歩行タイプ1aの推奨治療

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o
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• 立脚中期：NEURO SWING足継手の背屈スプリングは、立脚中期
後半から調節された可動域の範囲で圧縮されます。 

• 立脚後期：背屈スプリング（非常に強いばね力）により踵の生理
学的挙上が達成できます。

• 前遊脚期：背屈スプリングが蓄積されたエネルギーを放出する
ことでをプッシュオフを補助し、足関節をニュートラル位置にし
ます。

• 遊脚初期～遊脚後期：NEURO SWING足継手の底屈スプリング（
非常に強いばね力）は、足関節をニュートラル位置に保つのに十
分な強さです。脳卒中患者はつまずかずに歩くことができ、体幹
および股関節の生理的な動きを可能にします。

下腿前面シェルが必要なのはなぜでしょうか？

スプリングに非常に強いばね力がかかるため、高さのある下腿前
面シェルを備えた装具を製作することが必要となりました。下腿前
面シェルのため、患者が自分で身体を支えて安定を達成しようとす
る初期反射が変わります。下腿前面シェルに対して体重をかけるこ
とにより立脚時に安定が得られ、これにより常時膝関節の過伸展が
防止できます。

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o
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歩行タイプ1bの推奨治療

病的歩行

膝関節過伸展／足部外反タイプ：
足部の内在筋と後脛骨筋が弱い
ため、立脚中期に内側アーチが内
向きに潰れます。膝関節は過伸展
で、骨盤は前傾しています。その結
果、長母指屈筋の緊張の方向が変
わり、中足趾節関節が内転します(
外反母趾)。上肢の筋は安定を保つ
ため緊張しています。

立脚中期

膝関節：過伸展
足底の接地：外反 Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

推奨される装具

高さのある下腿前面シェル
足先まである部分的可撓性をもつ
足部 (柔軟な踏み返し領域のある
剛性の底面)
NEURO SWING足継手付き動的
AFO。 
下腿前面シェルが必要なのはなぜ
でしょうか？ p. 29の最後の段落を
参照してください。
使用するスプリング： 

• 底屈（後方）：黄色マーク(非
常に強いばね力、可動域最
大10°)

• 背屈（前方）：黄色マーク(非
常に強いばね力、可動域最
大10°)

掲載しているスプリングは、初期設定の提案です。これを基本として、各使用者にとって
最適なばね力を決定することができます。スプリングの効果についての詳しい情報は
p. 38～41に記載されています。膝伸筋群の活動がほとんど確認できない場合、長下肢
装具を検討する場合があります。

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5
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インソールのデザイン

インソールのデザインにより感覚フィードバ
ックを得て歩容をコントロールすることが可
能です。後足部の外反の補正には、下記のよ
うな踵サポートが最適です：

• 内側：後脛骨筋を強化し、後足部の外
反を防ぎます(赤色)。

• 外側：腓骨筋を強化し、踵をサポート
します (緑色)。

NEURO SWING足継手の調整オプション

病的歩行の個別調整方法：
• 交換可能なスプリング
• アライメントが調整可能
• 可動域の調整可能

3つの調整はすべて別々に変更することができ、互いに影響し合い
ません。

可動域 ばね力
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歩行タイプ1bの推奨治療

従来の装具療法

この歩行タイプの脳卒中患者は、従来、筋緊張に基づきヒンジ付
きまたは剛性のAFOで治療されてきました。これらの装具タイプ
ではその構造により、足関節はニュートラル位置または軽度背屈
位に保持され受動的底屈（ヒールロッカー）は阻止されます。これ
により初期接地から荷重応答期にかけて膝関節の屈曲モーメン
トが増大し、大腿四頭筋に大きな負荷がかかります(スキーブーツ
を履いて歩いている状態) [Goe, p. 134ff; Per, p. 195]。床反力AFO 
(FRAFO：Floor Reaction AFO)は、膝関節の過伸展がある患者には
禁忌です[Fat, p. 527]。この装具のアライメントの調節ができず、機
械軸としての足継手軸の設定や可動域もないため、下腿前面シェル
と組み合わせると膝関節の過伸展は増大する可能性があります。

ニューロスイング足継手を用いた効果 (下図を参照)

• 踵接地期から立脚中期：NEURO SWING足継手の底屈スプリン
グは、足関節をニュートラル位置に保持するのに十分な強さを
持ち、これによって初期接地で踵からの接地を可能にします。よ
って受動的底屈（ヒールロッカー）が可能になり、腓腹筋の早期
活性化を防ぎます。膝関節屈曲モーメントが増大することなく前
脛骨筋の遠心性作用が改善され、ヒールロッカーが能動的にサ
ポートされます。p. 38とp. 39にスプリングの交換による歩行へ
の効果の概要が掲載されています。 

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o
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• 立脚中期：NEURO SWING足継手の背屈スプリングユニットは、
立脚中期後半から調節された可動域の範囲で圧縮されます。 

• 立脚後期：背屈スプリング（非常に強いばね力）により踵の生理
学的挙上が達成できます。

• 前遊脚期：背屈スプリングが蓄積されたエネルギーを放出する
ことでプッシュオフを補助し、足関節をニュートラル位置にしま
す。

• 遊脚初期～遊脚後期：NEURO SWING足継手の底屈スプリング（
非常に強力なばね力）は、足関節をニュートラル位置に保つのに
十分な強さです。脳卒中患者はつまずかずに歩くことができ、体
幹および股関節の生理的な動きを可能にします。

下腿前面シェルが必要なのはなぜでしょうか？

スプリングに非常に強いばね力がかかるため、高さのある下腿前
面シェルを備えた装具を製作することが可能となりました。下腿前
面シェルのため、患者が自分で身体を支えて安定を達成しようとす
る初期反射が変わります。下腿前面シェルに対して体重をかけるこ
とにより立脚時に安定が得られ、これにより常時膝関節の過伸展が
防止できます。

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o 10o
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歩行タイプ2aの推奨治療

病的歩行

膝関節過屈曲／足部内反タイプ：
立脚中期には、荷重は足部の外側
にかかります。腓骨筋と足部の内在
筋が弱いため、前足部を安定させ
ることができません。膝関節は過屈
曲で安定していて、骨盤は後傾して
います。体幹は健側に傾いており、
上肢の筋は安定を保つため緊張し
ています。

立脚中期

膝関節：過屈曲
足底の接地：内反

推奨される装具

高さのある下腿前面シェル
足先まである部分的可撓性をもつ
足部 (柔軟な踏み返し領域のある
剛性の底面) 
NEURO SWING足継手付き動的
AFO 
使用するスプリング：
• 底屈（後方）：緑色マーク(中程度

のばね力、可動域最大15°)
• 背屈（前方）：黄色マーク(非常に

強いばね力、可動域最大10°)

掲載しているスプリングは、初期設定の提案です。これを基本として、各使用者にとって
最適なばね力を決定することができます。スプリングの効果についての詳しい情報は
p. 38～41に記載されています。膝伸筋群の活動がほとんど確認できない場合、長下肢
装具を検討する場合があります。

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5



31

インソールのデザイン

インソールのデザインにより感覚フィードバ
ックを得て歩容をコントロールすることが可
能です。後足部の内反の補正には、下記のよ
うな踵サポートが最適です：

• 内側：後脛骨筋を強化し、踵をサポー
トします(緑色)。

• 外側：腓骨筋を強化し、後足部の内反
を防ぎます(赤色)。

NEURO SWING足継手の調整オプション

病的歩行の個別調整方法:
• 交換可能なスプリング
• アライメントが調整可能
• 可動域の調整可能

3つの調整はすべて別々に変更することができ、互いに影響し合い
ません。

可動域 ばね力
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従来の装具療法

この歩行タイプの脳卒中患者は、従来、床反力AFO (FRAFO：Floor 
Reaction AFO)により治療されてきました。足関節はニュートラル位
置または軽度背屈位に保持されます。立脚中期に下腿前面シェル
と硬い底面の作用により、膝関節を伸展するよう保持します。しかし
ながら、この装具は機械軸としての足継手軸の設定や可動域もな
いため、受動的底屈（ヒールロッカー）が極度に制限され、踵接地期
から立脚中期の間で大きな膝関節屈曲モーメントが生じます。これ
により、大腿四頭筋に大きな負荷がかかります(スキーブーツを履
いて歩いている状態) [Goe, p. 134ff; Per, p. 195]。 

ニューロスイング足継手を用いた効果(下図を参照)

• 踵接地期から立脚中期：装具に機械軸を設定し可動域を持たせ
ることで受動的底屈が可能になります。足関節は底屈スプリング
から受ける中程度のばね力に対抗して制御された状態で底屈
し、前脛骨筋の遠心性作用が可能になります。よって、ヒールロッ
カーが能動的に支持され、大きな膝関節屈曲モーメントが生じ
ることがありません。 

• 非常に強い背屈スプリング、足先まである部分的可撓性をもつ
足部、下腿前面シェルによって膝関節伸展モーメントが生じ、そ
れにより患者は直立姿勢をとるこができ病的歩行が改善します。
さらに、患者は安定した立脚相を獲得します。立脚中期後半か
ら、調節された可動域に至るまで背屈スプリングは圧縮され、体
重により得られるエネルギーを蓄積します。

歩行タイプ2aの推奨治療

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o
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IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

• 立脚後期：NEURO SWING足継手と背屈スプリング（非常に強力
なばね力、足底面のテコ作用により、生理学的に適切なタイミン
グで踵が挙上します。

• 前遊脚期：背屈スプリングは蓄積されたエネルギーを放出する
ことでプッシュオフを補助します。装具アライメントと背屈スプリ
ング（非常に強いばね力）の両方のサポートによって、歩行中の
エネルギー消費が改善されます。p. 41に、スプリングの交換によ
る歩行への効果の概要が掲載されています。

• 遊脚初期～遊脚後期：NEURO SWING足継手の底屈スプリング（
中程度のばね力）は、足関節をニュートラル位置に保持するのに
十分な強さです。脳卒中患者はつまずかずに歩くことができ、体
幹および股関節の生理的な動きを可能にします。
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推奨される装具

高さのある下腿前面シェル 
足先まである部分的可撓性を
もつ足部 (柔軟な踏み返し領域
のある剛性の底面) 
NEURO SWING足継手付き動
的AFO 
使用するスプリング：
• 底屈（後方）：緑色マーク(中

程度のばね力、可動域最大
15°)

• 背屈（前方）：黄色マーク(非
常に強いばね力、可動域最
大10°)

病的歩行

膝関節過屈曲／足部外反タイプ：
足部の内在筋と後脛骨筋が弱い
ため、立脚中期に内側アーチが内
向きに潰れます。膝関節は過屈曲
で安定していて、骨盤は若干後傾
しています。その結果、長母指屈
筋の緊張の方向が変わり中足趾
節関節は内転します(外反母趾)。
上肢の筋は安定を保つため緊張
しています。

歩行タイプ2bの推奨治療

立脚中期

膝関節：過屈曲
足底の接地：外反 Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

Gangtyp 1Gangtyp 2Gangtyp 3Gangtyp 4Gangtyp 5

リ掲載しているスプリングは、初期設定の提案です。これを基本として、各使用者にとっ
て最適なばね力を決定することができます。スプリングの効果についての詳しい情報
はp. 38～41に記載されています。膝伸筋群の活動がほとんど確認できない場合、長下
肢装具を検討する場合があります。
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インソールのデザイン

インソールのデザインにより感覚フィー
ドバックを得て歩容をコントロールす
ることが可能です。後足部の外反の補
正には、下記のような踵サポートが最適
です：

• 内側：後脛骨筋を強化し、後足部
の外反を防ぎます(赤色)。

• 外側：腓骨筋を強化し、踵をサポ
ートします (緑色)。

NEURO SWING足継手の調整オプション

病的歩行の個別調整方法:
• 交換可能なスプリング
• アライメントが調整可能
• 可動域の調整可能

3つの調整はすべて別々に変更することができ、互いに影響し合い
ません。

可動域 ばね力
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歩行タイプ2bの推奨治療

従来の装具療法

この歩行タイプの脳卒中患者は、従来、床反力AFO (FRAFO：Floor 
Reaction AFO)により治療されてきました。足関節はニュートラル位
置または軽度背屈位に保持されます。立脚中期に下腿前面シェル
と硬い底面の作用により、膝関節を伸展するよう保持します。しかし
ながら、この装具は機械軸としての足継手軸の設定や可動域もな
いため、受動的底屈（ヒールロッカー）が極度に制限され、踵接地期
から立脚中期の間で大きな膝関節屈曲モーメントが生じます。これ
により、大腿四頭筋に大きな負荷がかかります(スキーブーツを履
いて歩いている状態) [Goe, p. 134ff; Per, p. 195]。 

ニューロスイング足継手を用いた効果 (下図を参照)

• 踵接地期から立脚中期：装具に機械軸を設定し可動域を持たせ
ることで受動的底屈が可能になります。足関節は底屈スプリング
から受ける中程度のばね力に対抗して制御された状態で底屈
し、前脛骨筋の遠心性作用が可能になります。よって、ヒールロッ
カーが能動的に支持され、大きな膝関節屈曲モーメントが生じ
ることがありません。 

• 立脚中期：非常に強い背屈スプリング、足先まである部分的可撓
性をもつ足部、下腿前面シェルによって膝関節伸展モーメントが
生じ、それにより患者は直立姿勢をとるこができ病的歩行が改善
します。さらに、患者は安定した立脚相を獲得します。立脚中期
後半から、調節された可動域に至るまで背屈スプリングユニット
は圧縮され、体重により得られるエネルギーを蓄積します。

IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o
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IC 荷重応答期 立脚中期 立脚終期 前遊脚期Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

Terminal stance Pre swingIC   Loading response Mid stance

10o15o

• 立脚後期：NEURO SWING足継手と背屈スプリング（非常に強力
なばね力）、足底面のテコ作用により、生理学的に適切なタイミ
ングで踵が挙上します。

• 前遊脚期：背背屈スプリングは蓄積されたエネルギーを放出す
ることでプッシュオフを補助します。装具アライメントと背屈スプ
リング（非常に強いばね力）の両方のサポートによって、歩行中
のエネルギー消費が改善されます。p. 41に、スプリングの交換に
よる歩行への効果の概要が掲載されています。

• 遊脚初期～遊脚後期：NEURO SWING足継手の底屈スプリング
ユニット（中程度のばね力）は、足関節をニュートラル位置に保
持するのに十分な強さです。脳卒中患者はつまずかずに歩くこ
とができ、体幹および股関節の生理的な動きを可能にします。
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脳卒中患者におけるAFOの基本的な目標は、遊脚期に足関節をニ
ュートラル位置またはわずかに背屈状態に保持することにより、つ
まずかずに脚を自由に振り出すことです。これにより初期接地時に
踵接地が可能となります[Nol, p. 659]。ただし、この基本的な目標以
外にも装具が満たすべき他の要件があります。AFOは各脳卒中患
者に対して生体力学的なアプローチが可能のであり、病的歩行に対
して最適な適合と調整がされなければなりません。NEURO SWING
足継手は交換可能なスプリング、アライメントおよび可動域の調整
機構が備わっているためそれらの目標を達成することができます。

踵接地期から立脚中期の歩行における効果

NEURO SWING足継手のスプリングは交換可能であるため、病的歩
行に対してばね力を適合させることができます。実際の歩容を参照
しながら、有効かつ最適なプロセスで、適切なばね力を見出すこと
ができます。また、調節機構が備わっていることはそれ自体が大き
なメリットとなります。

NEURO SWING足継手では、装具に設定された機械軸と可動域調
整機構によって受動的底屈（ヒールロッカー）が可能となります。底
屈の範囲は選択するスプリングの種類によって変わります。受動的
底屈は、底屈（後方）スプリングにより制御されます。
可動域15°のスプリングと組み合わせることによりヒールロッカー
が最大になります。

ばね力が弱いほどヒールロッカーは大きくなります。

ヒールロッカーの調整

15° 15° 10° 10° 5°

ばね力の調節による歩行への効果
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受動的底屈は前脛骨筋の遠心性収縮により制御されます。これによ
り正しい大脳接続が運動インパルスを介して確立されます[Hor, p. 
5-26]。遠心性収縮の程度および運動インパルスのレベルは、ばね
力と可動域による影響を受けます。 

ばね力の増加に伴いヒールロッカーと受動的底屈の範囲が減少す
ることによって、これに応じて膝関節屈曲モーメントが増加します。
これによって下腿の前傾が速くなり、大腿四頭筋に対する負荷が大
きくなります。底屈に対する抵抗が増加することによって、荷重応答
期と立脚中期初期との間で膝関節屈曲が増大し、最大底屈が小さく
なります[Kob, p. 458]。

前脛骨筋の遠心性収縮

ばね力が弱いほど、前脛骨筋の遠心性収縮が大きくなります。

ばね力の調節による歩行への効果

ばね力が強いほど、下腿の前傾が速くなります。

下腿の前方推進力
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立脚中期における効果

立脚中期には、下腿は背屈（前方）スプリングの抵抗に対抗しなが
ら前傾します。強力なばね力のスプリングにより最大の抵抗力が生
じます。エネルギー入力はスプリング内に蓄積されます。足関節の
可動域は、選択したスプリングの最大可動域 (5°～15°) によって制
限されます。10°～12°の下腿前傾を考慮して、この歩行段階で装具
アライメントの調節性を最大限に活用することが推奨されます。こ
の前傾は歩行において最適な反発力をもたらします[Owe, p. 257]
。NEURO SWING足継手は装具アライメントの調節も可能です。

立脚後期における効果
背屈（前方）スプリングを圧縮しながら、立脚中期～後期で踵が床
面から挙上します。ばね力が強いほど踵は早期に挙上します。非常

ばね力が強いほど、背屈に対する抵抗が大きくなります。

 背屈に対する抵抗力

15° 15° 10° 10° 5°

ばね力が強いほど、踵挙上が早くなります。

踵挙上のタイミング

ばね力の調節による歩行への影響
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に強力なばね力と5°の運動範囲により、踵は、普通のばね力と運動
範囲15°の場合よりも早期に上がります。

前遊脚期における効果

背屈（前方）スプリングユニットに蓄積されたエネルギーは遊脚初
期に解放されます。ばね力が強いほどエネルギーが蓄えられている
ためプッシュオフを最大限サポートします。強力なばね力と設定さ
れた可動域を持つAFOであれば、このプッシュオフが遊脚初期の生
理学的歩行に近づけるためのアプローチをサポートします[Des, p. 
150]。可動域の大きいスプリングを選択することにより歩隔が広が
り、足関節がニュートラル位置に戻ります。

遊脚中期における効果

NEURO SWING足継手の5種類のスプリングはそれぞれ、遊脚期中
に足関節をニュートラル位置または軽度背屈状態に保持するのに
十分な強さがあり、初期接地で踵接地を可能にします。この足関節
のポジショニングは、ヒールロッカーと生理学的荷重応答期のため
に最も重要な条件となります[Nol, p. 659]。

ばね力の調節による歩行への影響

ばね力が強いほど、プッシュオフのためのエネルギー蓄積が大きくなります。

足尖離床のためのエネルギー蓄積
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N.A.P.® による理学療法エクササイズ

Renata Horst氏

Renata Horst氏はハンブルク生まれ、ニュー
ヨーク育ち。ドイツとオーストリアで理学療法
の高等教育を修了。1999年、PNFと手技療法
に基づいてN.A.P.® を開発。同氏は現在、イン
ゲルハイムでInstitute for Further Education 
for Physiotherapyを運営している。 

ここで理学療法士兼N.A.P.とPNFの指導者を
務める。また、神経整形外科リハビリテーショ
ンに関する論文や書籍を数多く執筆し、国際的に講演や監督を行
っている。この章は、Renata Horst氏の指導を受けエクササイズの
方法が記録されている。また、N.A.P.® 歩行分類(p. 20および21を参
照) の基礎を築いた。

参考書籍：

Renata Horst：
N.A.P.– Therapieren in der Neuroorthopädie
ISBN-13: 978-3131468819
March 2011, Thieme Verlag, Stuttgart

この「N.A.P. –Therapieren in der 
Neuroorthopädie」は、N.A.P. (神経整形外科
的アクティビティ依存性塑性) の背景につい
て述べ、エビデンスベースのエクササイズに
ついて説明しています。筋と神経学的な基礎
に加え、バイオメカニカルな人間の動きと
病理学的、その治療について説明する臨床
的コンテキストが確立されています。N.A.P.® 
は、患者の能動的な参加を伴う、有用な活
動の中での動きを開始しようというアイデア
に基づくものです。よって、この療法コンセプ
トには装具が積極的に組み込まれます。脳
はバイオメカニカルな状況にすぐに反応し
ます。
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このエクササイズについて：

以降の章では、N.A.P.® 療法による理学療法エクササイズを紹介し
ています。これらのエクササイズは一人で行うことも、理学療法士の
サポートを得て行うこともでき、装具装着の有無に関わらず行うこ
とが可能です。本文および掲載写真は、最も一般的な間違いとその
修正方法を示しています。

提示されているエクササイズ例はすべて歩行に必要な筋を活性化
するために、患者のベストのバイオメカニカルな状況を確立するこ
とを目的としています。よって、歩行タイプや装具状況が異なっても
これらのエクササイズはすべての患者に同様に適応するものです。
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エクササイズ1：座位から立位への
移行

足関節と患肢を安定させる。

図1：患者は立ち上がる際に膝を安定化さ
せることができません。内側に崩れてしまい
ます。

図2：最初に患者は足部を安定化させる必要
があります。このためには、足を引いて椅子
の下まで動かす必要があります。療法士は右
手で距骨を内向きに回転させることで正し
いバイオメカニカルの状況にします。下腿三
頭筋の必要な収縮性を達成するために、療
法士は遠位側から近位方向に向かって長軸
方向に張力をかけます。

図3：立ち上がるとき、療法士は足を安定化
させ下腿前方への動きをサポートして股関
節が伸展できるようにします。これによって
底屈筋(長腓骨筋) と大腿四頭筋が遠心方向
に活性化されます。転子窩で腱の根元に圧
力をかけることによって股関節伸展筋と外
旋筋の活動(これは骨盤を背側方向に持ち
上げるのに必要) が達成されます。

図4： 足継手付きの NEURO SWING装具を
用いることで、患者は介助なしでも装具によ
る制御のみで下腿を前傾させ、またこれに
より股関節を伸展、膝関節を曲げることがで
きます。

図1

図2

図3

図4

N.A.P.® による理学療法エクササイズ
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エクササイズ2：バーベル棒

足部と体幹の安定化をはかる。

図5：バーベル棒により患者は足部と体幹を
安定させます。最初は膝を軸に沿って保持
することができません。

図6：母趾の付け根の方向と股関節に圧力
をかけることで患脚を安定させるのに必要
な全体的な筋チェーンが活性化されます。

図7：療法士は右手で母趾の付け根の方向
に圧力をかけて長腓骨筋を活性化させま
す。左手の指先で骨盤を背側方向に少し押
し上げます。腱の端から寛骨臼に向かって、
親指で圧迫します。

図8：患者が自分で練習する際は、この療法
で取り組んだエクササイズを反復してくだ
さい。

図7

図6

図8

図5
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エクササイズ3：横向きに上がる

荷重応答期から立脚中期への移行中に前足
部を安定させる。

図1：患者は手すりに向かって立ち、患足を1
段上に置きます。前側で交差しているため、前
足部を安定化させるよう強いられます。これに
よって前足部の前方に脛骨を持ってくること
ができるようになります。

図2：足部が安定することにより、上に上が
る際に股関節を伸展させることができま
す。この伸展と底屈が長くなることにより膝
窩に張力がかかります。患者はこれで制御
された状態で膝を伸展させることができ
ます。

エクササイズ4： 横向きに下がる

プッシュオフ中に前足部を安定化させる。

図3：患足を後ろにして立ち、患者が下りる
際に健足を前で交差させて下の段に下ろし
ます。この状況により患者は前足部を能動
的に回内させることになり膝が軸内で安定
化します。筋を最適に活性化させるため、療
法士は踵が上がっていることと骨盤が中心
にで保持されていることを確認します。

図4：段を上がる際は、脳は療法士の正確
な狙いの手技療法に応答し、前足部の安定
性と制御された膝関節・股関節の伸展を行
います。 

図2

図3

図4

N.A.P.® による理学療法エクササイズ

図1
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図5

図6

エクササイズ5：階段を下りる

前足部を安定化させ伸展筋シナジーを遠
心的に制御する。

図5：階段を下りる際は、療法士が右手で母
趾の付け根方向に圧力をかけることで腓
骨筋と長趾伸筋を活性化させます。股関節
外旋筋は療法士の左手で活性化されます。

図6：これにより患者は足関節近位側、膝関
節、股関節の回避的な動きをすることなく
階段を下りる方法を学習します。 
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エクササイズ6：階段を上がる

遊脚初期に膝関節を曲げる。

図1：階段を上がる際に回避的な動きを避
けるため、療法士の手技療法により、股関節
外旋筋を能動的に活性化させます。下腿に
張力をかけることにより弱い膝屈筋群も同
時に活性化されます。

図2：腱の端、坐骨結節の刺激によって、股
関節伸展筋が活性化されます。前足部の前
方への下腿前傾は、療法士の指でガイドさ
れます。これにより底屈のコントロールが可
能になり膝の過伸展が防止されます。

図3：その後、患者は自分で階段を下りる練
習ができます。

図2

図1

図3

N.A.P.® による理学療法エクササイズ
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エクササイズ7：スクーター

荷重応答期、立脚中期、プッシュオフ離期の
安定化を達成する。

図4：患足をスクーターに載せて立ちます。
左足の離地により、右足の荷重応答期が改
善されます。

図5：健足をスクーターに載せます。患者は
患足を使って前に進もうとします。

図6：動きの流れをガイドした後、療法士が
サポートしながら、または手すりを利用しな
がらスクーターの練習をします。

図5

図4

図6



50

NEURO SWING足継手に関する研究

NEURO SWING足継手は、2012年以降、幅広い研究に採用されてい
ます。これらの研究の結果は国内外のさまざまな学会でポスター発
表または講演発表され、あるいは著名学術誌に掲載されています。
下記の文献は主に、NEURO SWING足継手の脳卒中適応と機械的
な基本情報に関するものです。

Block J, Heitzmann D, Alimusaj M et al. (2014): Effects of an ankle foot 
orthosis with a dynamic hinge joint compared to a conventional 
orthosis – a case study. OTWorld 2014. Leipzig, Germany, May 
2014.

Block J, Heitzmann D, Alimusaj M et al. (2013): Dynamische 
Untersuchung einer Unterschenkelorthese mit Federgelenk zum 
Einsatz bei neuromuskulären Defiziten. Annual meeting of the 
DGfB (German Society for Biomechanics). Neu-Ulm, Germany, 
May 2013.

Kerkum YL, Houdijk H, Brehm MA et al. (2015): The Shank-to-Vertical-
Angle as a parameter to evaluate tuning of Ankle-Foot Orthoses.
Gait & Posture 42(3): 269-274.

Kerkum YL, Harlaar J, Noort JC et al. (2015): The effects of different 
degrees of ankle foot orthosis stiffness on gait biomechanics and 
walking energy cost. Gait & Posture 42 (Suppl. 1): S89-S90.

Kerkum YL, Brehm MA, Buizer AI et al. (2013): Mechanical properties 
of a spring-hinged floor reaction orthosis. Gait & Posture 38 
(Suppl. 1): S78.

Ploeger HE, Brehm MA, Harlaar J et al. (2014): Gait responses to 
modifying the spring stiffness of a dorsiflexion stopped ankle-
foot orthosis in a polio survivor with plantar flexor weakness. 
Gait & Posture 39 (Suppl. 1): S4.

Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2017): Adjusting spring force of ankle foot 
orthoses according to gait type helps improving joint kinematics 
and time-distance parameters in patients with hemiplegia 
following stroke. Cerebrovascular Diseases 43 (Suppl. 1).
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Sabbagh D, Horst R, Fior J et al. (2015): Ein interdisziplinäres Konzept 
zur orthetischen Versorgung von Gangstörungen nach einem 
Schlaganfall. Orthopädie Technik 66(3): 44-49.

Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2015): Classification of Gait Types Following 
Stroke to Standardise Orthotic Treatment Orthopädie Technik 
66(3): 52-57.

Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2014): The N.A.P.® Gait Classification as a 
means for quality assurance and standardisation of orthotic 
treatment for apoplexy patients Neurologie & Rehabilitation 
20(6): 339.

Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2014): Classification of Gait Pattern in Stroke 
Patients to Optimise Orthotic Treatment and Interdisciplinary 
Communication.23rd Annual Meeting of the ESMAC. Rom, Italy, 
October 2014.
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ADLスコア
(日常生活動作)： 脳卒中や多発性硬化症などの変性疾患患者が日
常生活の動作を行う能力を測定するための方法。

AFO
(ankle-foot orthosis、短下肢装具)： 下腿装具。

FRAFO
(床反力ankle-foot orthosis、床反力AFO)：前面シェルを備えた硬性
装具。立脚終期から、膝関節または股関節の伸展モーメントを提供
する。ただし、床反力と相互作用する他のAFOもあるため、FRAFOは
誤解を招きやすい用語である。

N.A.P.® 歩行分類
Neuro-orthopaedic Activity-dependent Plasticity®; N.A.P.® は、日
常生活の運動戦略を改善するための、統合された神経整形外科治
療プロセス。N.A.P.® 歩行分類は、脳卒中患者の病的歩行を4つの歩
行タイプに分ける。この分類では、立脚中期の、矢状面における膝
関節の位置(過伸展/過屈曲) と、前額面における足の位置(内反/外
反) を評価する。

PNF
(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)固有受容性神経筋促
通法。PNFは、1940年代以降、最も重要な理学療法コンセプトとなっ
ている。PNF療法と技法は、運動スキルの学習を促進する安全かつ
経済的な運動戦略に関して最善の運動品質を求めるものである。

SAFO
(solid ankle-foot orthosis、硬い短下肢装具)： 剛性の下腿装具。 
SAFOという用語は、ポリプロピレン製の剛性AFOについて国際的
に使用されている。静的AFOも剛性であるため、現在、この用語の
使用はあいまいになっている。

WHO
(World Health Organisation)世界保健機構：世界規模の公衆衛生
に関する国連機関。

用語集
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回外
足の外向き回転、あるいは足の内側縁の挙上。回内の反対の動き。

外転
身体の中心から離れる方向への、脚の遠位方向の動き。内転の反
対の動き。

回内
足の内向き回転、あるいは足の外側縁の挙上。回外の反対の動き。

外反
外反は、回内と外転と背屈を合わせた動きである。荷重応答期に踵
骨に対する足首の骨(距骨) の内旋中に起こる。内反の反対の動き。

外反母趾
バニオンとも呼ばれる。母趾が小趾方向に向かって逸れる。

踵接地点
初期接地で、踵が最初に床面に触れる点。
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機能不全
臓器・器官系(例えば筋肉系) の働きが不完全であること、何らかの
不具合があってうまく働かないこと。

求心
中心に向かって動く、共通の中心を有する。機械的：力が正確に中
心から起こる。生理学的：求心的筋肉作用は、筋肉が収縮するとき
に起こる作用である。

虚血 
局所的な乏血や、血液供給が急激に不足する状態。虚血状態になる
と、脳の特定の部分の血流が低下または遮断される。

距骨
身体の荷重を脛から土踏まずへと移行させるいちばん近位の足根
骨。

筋肉
下腿三頭筋 (2および5) 
上部が3つに分かれたふくらはぎの筋肉で、上部が2つに分かれた
腓腹筋とヒラメ筋とを合わせたもの。

 前脛骨筋 (6)
  脛骨から内側の足骨端まで延びる、脛の前の筋肉。足を背屈させ

る筋肉。

 大腿四頭筋 (4)
  大腿部の、上部が4つに分かれた筋肉。身体で最大の筋肉。膝関

節で下腿を伸展させる。大腿直筋、内側広筋、外側広筋(4a)、中間
広筋が含まれる。

用語集
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 長母指屈筋 (1) 
 母趾を屈曲させる筋。

 腓骨筋 (3) 
 腓骨筋には、短腓骨筋（3a)、長腓骨筋（3)、 
 義の第3腓骨筋 の3つが含まれる。

 腓腹筋 (2) 
 上部が2つに分かれたふくらはぎの筋 
 で、足を底屈させる。下腿三頭筋の一部。

 ヒラメ筋 (5) 
 下腿の筋肉。その腱と腓腹筋の腱を合 
 せてアキレス腱を形成する。足の底屈 
 支持する。下腿三頭筋の一部。

筋肉萎縮
使用が低下することによる、目に見える筋
量の喪失。 

筋肉の離心作用
能動的に筋肉を伸ばし、関節の動きを遅
くす
るよう制御する作用。例えば、ウエイトリフ
ティングでダンベルを頭上に上げ、ゆっく
り下に下ろすような作用。

屈曲
能動的または受動的に関節を曲げるこ
と。屈曲の反対の動きは伸展である。関 の
角度が減少するのが特徴である。

3

3a

2

5

1
6

4

4a
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脛骨
膝関節と足関節の一部である2本の下腿骨のうち、強靱な方。

痙縮
知覚運動系を受け持つ上位運動ニューロンの病変により生じる、間
欠的または持続的な、不随意の筋肉活動[Pan, p. 2ff.]。

拘縮
関節周囲の軟部組織が原因でおこる不可逆的関節可動域制限。

後方リーフスプリングAFO 
アキレス腱の後方側にリーフスプリングを取り付けた短下肢下腿
装具。多くは炭素繊維製。

坐骨結節
さまざまな筋肉が付着している坐骨の後側部分にある骨質の膨ら
み。

集中治療医療
命に関わる急性疾患とその治療を扱う医療分野。

出血性梗塞
出血と、その周辺組織に対する結果により起こる脳卒中。脳におけ
る出血は脳出血と呼ばれる。

伸展
能動的または受動的に関節をまっすぐにすること。伸展の反対の動
きは屈曲である。関節の角度が増加するのが特徴である。

用語集
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静的
力と静止のバランスに関するものであり、バランスがとれていて、静
止（固定）している状態。静的AFOでは、解剖学的足関節で動かすこ
とはできない。

生理学的
自然な生命プロセスに関するもの。 

足外在筋
足外在筋と足内在筋には臨床的な区別がある。下腿筋肉は、足の
骨格の外側にあり、長い腱を介して足に影響するため、足外在筋に
属する。

足内在筋
足内在筋と足外在筋には臨床的な区別がある。足の短い筋肉は、
足の内部にあるため、足内在筋に属する。

卒中
脳の卒中、CVA。血管の閉塞または脳出血により、脳の一部の機能
が失われ、まひなどの障害が起こること。

大脳接続
脳は複雑な運動パターンのための制御プログラムを保存している。
生理学的運動パターンを繰り返すことにより、脳内でこの制御プロ
グラムが修正される。環境による妨害が起こると、制御プログラム
エラーが繰り返されることがあり、病理学的運動パターンを生じる
ことがある。 

多分野共同
さまざまな専門分野間の協力。
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底屈
足首を足の裏の方向に曲げること。逆の動きは、足首を甲の方向に
反らせること (背屈)。

転子窩
大腿骨の大転子の後内側表面にあるくぼみで、さまざまな筋肉の
付着部となる。

動的
動きを示す。モーメントとエネルギーで特徴付けられる。動的AFO
では、解剖学的足関節内での設定された動きが可能になる。

内転
身体の中心に近づく方向への脚の近位方向の動き。外転の反対の
動き。

内反
内反は、回外と内転と底屈を合わせた動きである。立脚中期に踵骨
に対する足首の骨(距骨) の外旋中に起こる。外反の反対の動き。

ニュートラル位置
足を肩幅程度に開いて直立姿勢になったときの状態。関節の運動
範囲は、ニュートラル位置から判定することができる。

用語集
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背屈
足首を甲の方向に反らせること。逆の動きは、足首を足の裏の方向
に曲げること (底屈)。身体部分の屈曲が関与するため、背屈と呼ば
れる。ただし機能的な観点からは、この動きは正確には「伸展」であ
ると言うこともできる。 

病理学的
病気により変化したもの。

ヒールレバー
旋回点が踵接地点であるレバー(テコ) であり、このレバーアーム
は、踵接地点から、解剖学的足関節の旋回点までの距離となる。初
期接地中、足関節から背側へと動く床反力によって、踵接地点を中
心とした回転が生じる。

ヒールロッカー
初期接地と荷重応答期の間に、踵接地点を中心として回転する。床
反力はこの踵接地点で始まり、力ベクトル(破線) は足関節から背側
へ動く。結果として得られる踵ロッカーにより、底屈モーメントが足
関節内に生じ足が下に下がる。前脛骨筋はこの動きに対して離心
方向に作用し、制御された底屈が可能になる。

ヒンジ付きAFO
古典的なヒンジ付きAFOは、ポリプロピレン製の背側シェルを備え
た装具であり、エラストマー製ばね継手または単純なコイルばね継
手がある。ヒンジ付きAFOでは、解剖学的足関節内で背屈が可能で
ある。多くの場合、使用されるエラストマー製ばね継手は、底屈を可
能にし同時に遊脚期中に足をニュートラル位置に維持するほどの
十分な強度がないことが多い。これが、ヒンジ付きAFOでは底屈が
ロックされている理由である。
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プッシュオフ
踏み切り、蹴り出し。前遊脚期のつま先離地で、これによりプッシュ
オフを支援する。

片まひ
半身のまひ。片まひは、身体の右半分または左半分が完全なまひと
なる。

床反力
身体が床にかける力に応じて、床により印加される力。

両まひ
身体の両側のまひ。両まひでは、身体の2つの部分(例えば両腕、両
足など) が影響を受ける。

ロッカー
立脚段階での足の3つの異なる点を中心とした回転。第1ロッカー(
ヒールロッカー) = 初期接地と荷重応答期の踵を中心とした足の回
転と解剖学的足関節を中心とした下腿の回転。第2ロッカー(ロッカ
ー) = 立脚中期の足関節を中心とした下腿の回転。第3ロッカー(フ
ォアフットロッカー) = 立脚終期の中足骨頭部を中心とした後足部
の回転。第4ロッカー= 前遊脚期の足関節および中足骨頭部を中心
とした回転。

用語集

第1ロッカー 第2ロッカー 第3ロッカー 第4ロッカー

踏み切り、蹴り出し。前遊脚期のつま先離地で、これによりプッシュ踏み切り、蹴り出し。前遊脚期のつま先離地で、これによりプッシュ

半身のまひ。片まひは、身体の右半分または左半分が完全なまひと半身のまひ。片まひは、身体の右半分または左半分が完全なまひと

身体の両側のまひ。両まひでは、身体の2つの部分(例えば両腕、両身体の両側のまひ。両まひでは、身体の2つの部分(例えば両腕、両

立脚段階での足の3つの異なる点を中心とした回転。第1ロッカー(立脚段階での足の3つの異なる点を中心とした回転。第1ロッカー(
ヒールロッカー) = 初期接地と荷重応答期の踵を中心とした足の回ヒールロッカー) = 初期接地と荷重応答期の踵を中心とした足の回
転と解剖学的足関節を中心とした下腿の回転。第2ロッカー(ロッカ転と解剖学的足関節を中心とした下腿の回転。第2ロッカー(ロッカ
ー) = 立脚中期の足関節を中心とした下腿の回転。第3ロッカー(フー) = 立脚中期の足関節を中心とした下腿の回転。第3ロッカー(フ
ォアフットロッカー) = 立脚終期の中足骨頭部を中心とした後足部ォアフットロッカー) = 立脚終期の中足骨頭部を中心とした後足部
の回転。第4ロッカー= 前遊脚期の足関節および中足骨頭部を中心の回転。第4ロッカー= 前遊脚期の足関節および中足骨頭部を中心

第4ロッカー第4ロッカー
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