
Cure SMA Summit of Strength バーチャル・ウェビナー  

ご家庭での理学療法 2020 年 5 月 20 日 

 

０：００ 

Cure SMA の Summit of Strength バーチャル・ウェビナー・シリーズにようこそお越しいただき

ました。 

私は、Cure SMA のジェシカ・カールソン（？）と申します。 

この度は、Avexis 様、Biogen 様、Genentech 様ほか、スポンサー各社様のご支援に御礼申し上

げます。 

ご質問については、プレゼンテーションの中で答えさせていただくよう努めてまいります。 

また、チャットを利用してのご質問も可能です。プレゼンテーション後のご質問につきましては、

CureSMA のサポートチームにご連絡下さい。 

 

今回はライブカメラを使用し、このプレゼンテーションをお伝え致します。 

 

（１：０７） 

では、本日のスピーカーをご紹介致します。 

スタンフォード大学の理学療法士ティナ・ドゥォン（Tina Duong）さんより、ご家庭における理

学療法についてのお話しいただきます。 

 

（１：１７） 

ティナ・ドゥォン, MPT, PHD 

この度は Cure SMA より、このような形でお話をする機会をいただきありがとうございます。 

 

今回はこのような短い時間ですので、すべての内容を盛り込むことは難しい点があり、駆け足で

のご説明となってしまう点もございますことを最初にお断りさせていただきます。 

皆様がご家庭で療法士と共に理学療法を実践するにあたり、役立つ材料を出来る限りお伝えで

きればと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

（１：５６） 

ご紹介 (Disclosures) 

こちらは私についての情報でございます。 

 

 

 

 



 

（１：５４） 

目的 (Objectives) 

私が本日皆様にお話ししたい内容は次の通りです。 

 

まず、標準治療 (Standards of Care)の概要をごく簡単に紹介させていただきます。 

「標準治療とはどのようなものか」等、療法士とお話しされる際にも参考になる内容です。 

 

それから、理学療法のコンセプト (Physical Therapy Concepts)として、 

「遠隔医療をどのように活用するか」や「神経筋をどう教育していくか」など、ご家庭での理学

療法実践の参考になる内容をご紹介させていただきます。 

運動療法（エクササイズ）をどうモニタリングし、推進していくかについてもお話し致します。 

また、全体を通じたテーマとして、コミュニケーションについても折に触れお話しさせていた

だきます。 

 

さらに、機能改善に関する具体的事例について、ごく短いプレゼンテーションの形ですが、ご紹

介させていただきます。 

今後皆様が療法士と協働していかれる上でも有用となるものかと考えております。 

 

（３：１４） 

標準治療：９つの主要領域 (Standards of Care: 9 Focus Areas) 

標準治療（Standards of Care）には、９つの主要領域がありますが、今回はその内の、理学療

法とリハビリの領域についてお話しして参りたいと思います。 

 

（３：１９） 

運動介入：Ｉ型 (Exercise intervention: Non-Sitters) 

理学療法の中の、運動介入(Exercise intervention)に関しまして、SMA を持つ子達を、機能面

から分類した、以下の３つのカテゴリーに分けてお話しします 

 

まず、Ｉ型（Non-Sitters）と呼ばれる、自力で座ることのできない子ども達 

次に、II 型（Sitters）と呼ばれる、介助なしで座ることはできるが、自力歩行はできない状態

の子ども達 

そして、III 型（Walkers）の、歩くことのできる子ども達です。 

 

これら３カテゴリーについては、区分けがいささかはっきりしないとお感じになるかも知れま

せんが、詳細につきましては、別途、文書（※）をご参照頂ければ幸いです。 



（※「manuscript」が、具体的に誰が書いた何の文書を指すのかは不明） 

 

Ｉ型（Non-Sitters）では、機能を最大限に発揮できるようにすることを目指します。 

具体的な内容はそれぞれの皆様、およびお子様方により大きく異なりますが、難しい体位、例え

ば直立姿勢（Upright）などに耐えられるようにし、機能を最大化することを目指します。 

 

（４：０３） 

運動介入：II 型 (Exercise intervention: Sitters) 

II 型（Sitters）でも、Ｉ型同様に機能の最大化を目指していきますが、支援(treatment)を通し

て現状の機能を維持することに加え、これをさらに伸ばし、改善することを同時に目指します。 

機能維持と、さらなるリハビリテーションのゴール追求、これら２つのバランスを取って進めて

いきます。 

また、拘縮等の発生により機能が阻害されることを防止することも重要となります。  

運動訓練等では、標準治療で推奨されている内容を実施していく形となりますが、本日はイント

ロダクションとして、あくまで簡単に紹介する形に留めたいと思います。 

 

（４：５７） 

運動介入：III 型 (Exercise intervention: Walkers) 

III 型（Walkers）では、標準治療は、当然運動訓練を中心としたものになってきます。また、内

容としては筋力強化を目的とした、有酸素運動を含むものとなってきます。 

 

Ｉ型や、II 型の方々にはこういった内容が適さないという訳では必ずしもありませんが、機構

や、システムデバイスを変えていくなど、それぞれの方々に最も合った形で適用していくことが

大切になって参ります。 

 

（５：２０） 

でも、どうやって？ (But HOW?!!!) 

私がこのようなお話を致しますと、いつも 

「なるほど、ティナ、いいアイデアだ。で、どうやってやるの？」との質問をいただきます。 

 

ご家庭での理学療法を最も効果的にするために療法士とやりとりができるようなお話をさせて

いただきたいと思いますが、コロナウィルスの影響下の現在では、これはもちろん遠隔医療の話

を抜きにはできません。 

 

 

（５：４３） 



理学療法：遠隔医療 (PHYSICAL THERAPY: TELEHEALTH) 

コロナウィルスの影響下、遠隔医療が運動介入に非常に大きな影響を与える要素となってきて

います。 

 

医療マネジメントの観点からは、Cure SMA としては、SMA の患者様方が療法士に会えない状況に

あるのが最大の課題の一つと捉えており、いかにしてこのパラダイムを変え、理学療法を皆様自

身や患者様やお子様に提供していけるかが重要と考えています。 

 

遠隔医療自体は古くから存在しているもので、私が理学療法を学校で学んだ頃からありました。

いつ頃のことだったかは余り言えませんが…… 

 

遠隔医療を活用したコミュニケーションを通じ、私たち理学療法士は自分たちの考えを患者様

方に伝えることが出来るようになり、改善とモニタリングを促していくことが可能となりまし

た。 

 

（６：３５） 

遠隔医療とは何？ (Telehealth: What is it?) 

遠隔医療の提供には、複数の方法が存在します。 

 

遠隔医療の一義的な目的は、患者様方にご支援（ガイダンス）を与えることですが、一つ目のや

り方としては「同期的」な方法が有ります。 

これは双方向ビデオのようなもので、一方の人に変化があれば、それに対しもう一人がスクリー

ン上でそれを見て、あたかも「電子的な訪問」を行うように、即座に対応を行えるようなもので

す。 

この方法は、特に SMA をお持ちの患者様には療法士（E ヘルパー）が、体位を変える補助や、カ

メラの情報を通じて援助を行う事などができ、非常に有益となるものです。 

 

もう一つの「非同期的」な方法は、ダイレクトなビデオ通信ではなく、既に多くの方々が実践さ

れているように、ホームビデオを療法士に送付し、療法士からの情報を基に、ご自身でケアの実

践方法を加えていったり、変えていったりするようなやり方です。 

 

これらの二つの方法は、どちらかいずれかだけを単独で使うべきというものではなく、それぞれ

の良いやり方を取り入れて頂き、皆様に有益な形でお使いいただければと思います。 

 

（７：５５） 

遠隔医療での理学療法：ご活用に向けて (Telehealth PT: Ways to make it work for you!) 



＜治療のゴールを、協働して設定＞ 

遠隔医療での理学療法を効果的に活用していくためには、まず適切なゴール設定を行うことが

必要です。 

家庭での理学療法実践では、療法士と協働し、ゴールを設定してください。 

これは家庭での場合、特に重要なものになります。 

私も同僚と話していて、このような遠隔医療のメリットは、私たちが皆様のご家庭の様子を「の

ぞき見る」ことで、どのようなゴール設定が適切かを考えられることだと気付かされました。 

皆様に合った、ないしは皆様の目指すものに合った、適切なゴールを設定しなければ、成功への

道筋も立てられないからです。 

 

（８：３３） 

＜教育＞ 

それから、ゴール設定の中の一つとして、ホーム・エクセサイズ・プログラム（HEP）の作成が

あります。 

これは私たち療法士が支配的な立場に立って作るものではなく、患者様や、患者様にケアをされ

る立場の皆様方が中心となって作成すべきものです。 

遠隔医療を通じて私たち療法士が行うことは、療法が役に立っているか、進捗をモニターし改善

への助言を差し上げるとともに、それらが役立つよう実際に適用していくことです。 

 

（９：０４） 

＜相談＞ 

装具、補助具、車椅子などは非常に多種多様で、私たちはこれらの補装具につきレビューを行っ

ています。 

皆様に合った良い品をお選びいただくお手伝いをするのと同時に、不要な診察を受けに来るリ

スクを抑えることが出来るよう、遠隔医療を通じてもこれら補装具の推奨を行えるよう努めて

います。 

選択肢はとても幅広いものになって参りますので、療法士にご相談下さい。 

 

（９：４１）  

理学療法のコンセプト (PT CONCEPTS) 

これからの 30 分で理学療法士学校でやっているような講義をするわけではございませんのでご

心配なさらないで下さい。 

 

私がお伝えしたいことは、「私たち理学療法士が、皆様が動作をするのを見るとき、または他の

人が動いているのを見るとき何を考えているか」です。 

 



奇妙にお感じになるかも知れませんが、私たち理学療法士は 

「どうやって人間が動いているか、どのような筋肉が働いていて、どのような体の機構が働くこ

とで人が動き、他の人が動くのを補助できているか」を見ているのです。 

 

（１０:１５） 

何が動作に寄与しているか？ (Contributors to movement) 

SMA では、関節の周りの筋肉に不均衡が生じ、動作を実現するために必要な力を使うことが難し

くなることがあります。また、筋肉の長さへの影響や、拘縮の発生、筋肉の緊張にも繋がり、骨

格にも関係してくるものとなります。 

これらはすべて協働して、人が動くことを実現している大切なものです。 

 

 

（１０：３６） 

意識と体の関係 (MIND BODY CONNECTION) 

骨格、筋肉についてお話をする上では、脳について触れないわけにはいきません。 

このすべてのコミュニケーションは皆様と療法士の間だけではなく、皆様の体とのものでもあ

ります 

ヒトの脳には右の図のように、体性感覚（Somatosensory）と、運動（motor）をつかさどる、そ

れぞれの皮質が有ります。 

これら両者の間では常にやりとりを行っていて、体は、常に手足がどこにあるかを認識し、一方、

運動皮質ではそれらが動くことの手助けをしています。 

 

（１１：１２） 

SMA では、発症からの年数により程度の差はありますが、筋肉は眠りに落ちた状態になってしま

っています。そのため、眠っている筋肉を起こさなければなりません。 

筋肉を起こすためには「皆様の助けが必要」な点を今一度強調させて頂きます。 

 

眠った筋肉を起こすためフィードバックを与える、いくつかの技法を紹介致します。 

我々療法士の仕事は、我々自身の手を使うだけでなく、皆様が患者さん方やお子様方が動くのを

支援する方法をお伝えすることでもあります。 

 

 

（１２：００） 

神経筋の教育 (Neuromuscular Education) 

その一つの方法として「神経筋の教育」と呼ばれるものがあります。 

筋肉と脳、神経を訓練し、これらが相互にコミュニケーション出来るようにするものです。 



 

これは、意識（mind）と体、ないしは、意識と筋肉の相互関係を築いていくことです。 

そのためには、動きを鏡に映す、目で動きをたどるなどのような、視覚的インプットを活用する

方法や、 

手技を用いて眠った筋肉を起こし、心と筋肉の動きの間のコミュニケーションを促していく方

法が有ります。 

 

（１２：３０） 

神経学的理学療法：ファシリテーション（促通）テクニック (Neuro PT: Facilitation 

Techniques) 

＜タッピング（Tapping）＞ 

ファシリテーション（促通）の方法としては、いろいろなものが有りますが、 

神経的な理学療法、神経筋促通法（neuromuscular facilitation technique）の基本的な技法の

中で、皆様が目にされたことがある、もしくは既に実践されているようなものとしては、タッピ

ングがあります。 

 

タッピングとは、まさにその名の通り、軽くたたくことです。 

使おうとしている筋肉の筋腹の部分を見つけます。 

例えば、何かを食べるために何かを口に持っていくのであれば、使う筋肉はひじの屈筋になりま

すが、その筋腹を数回軽く叩いて「上腕二頭筋さん、起きて！仕事だよ！」と声かけをしてあげ

ることで、眠りに落ちていて、働くことを忘れている筋肉に意識づけをするのです。 

 

（１３：１８） 

＜ブラッシング（Brushing）＞ 

もう一つの方法はブラッシングと呼ばれるもので、筋腹を動きの方向にさっとこすり上げって

やるものです。これも、筋肉に意識づけのインプットを行ってやるものです。 

 

触覚を通じて動きを認識させ、これに視覚からの入力を加えていくことで、すべての感覚を統合

していきます。 

 

 

 

（１３：４２） 

＜関節圧縮（Joint compression）＞ 

最後は関節圧縮です。 

関節圧縮とは、単に２つの異なる大きさの関節がくっついてしまうことではなく、関節の破壊を



伴うこともあるものです。 

関節破壊が起こると、関節にある受容器（刺激を捉える器官など）の反応が変わってきてしまい、

これによる大きな影響として、体の安定性が損なわれてしまうことが起こります。 

体を動かすためには安定した基盤が必要なので、膝、肘、胴体などは、特に大切なものになりま

す。また、体の安定性を保つ上では、関節の周りの筋肉の同時収縮（co-contraction）をいかに

やわらげられるかが重要になって来ます。 

 

SMA では、ある筋肉が他の筋肉より強くなるアンバランスが起きることがあります。 

例えば膝では、伸筋が、屈筋よりも弱くなることが起きうるため、我々はその点を認識し、伸筋

の方により多く働きかけ、この不均衡を直していくように取り組みます。 

 

同時収縮を防止することは、運動（アクティビティー）の安全を保つことや、今後のケガの発生

を防いでいくためにも非常に重要です。 

 

（１４：５０） 

どのようなエクセサイズをすれば良い？（What type of exercises should I do?） 

これらを踏まえた上で、どのような運動（exercise）に取り組んでいけば良いのでしょうか？ 

 

運動を行う際に、目指す目標に特化した内容でトレーニングを行なっていくことが有効かにつ

いて行われた研究では、出来るようになりたい活動に合わせたトレーニングを行うことが推奨

されています。 

また、どのような目標を目指す場合でも、療法士と協力して進めていくことが大切とされていま

す。 

 

ちなみに、一般的なトレーニングを行うことが必ずしも良くないとされているものではありま

せん。例えば、心肺機能を高めるトレーニングを行いたいということであれば、自転車やウォー

キング等が候補に挙がってくるかと思います。 

しかし、実際にウォーキングが出来るようになるためには、歩行という動きに関連したアクティ

ビティが必要となってくることも忘れてはなりません。 

 

研究では、一般的なトレーニングを行なった成果は、あくまで一般的な能力の向上といったもの

になる一方、目的に特化した形でトレーニングをすれば、目指す目的に合った形での成果の向上

が現れてくることが示されています。 

研究では、筋肉は、筋肉に与えられた仕事に合った形でその能力を伸ばしていくことが示されて

います。 

 



例えば、もし歩きたいのであれば、療法士はそれに必要な内容を細かく分解し、少しずつの進歩

を通じて長期的に目指す目標に到達できるようお手伝いしてくれるでしょう。 

 

（１５：５０） 

筋肉の長さと緊張との関係 (Muscle Length Tension relationship) 

筋肉の長さと緊張との関係についてお話しなければいけません。 

このようなスクワット運動を行う際には、膝の角度も、それから肩の角度も変わってきているの

がお分かりになると思います。 

筋繊維は、動かすことの出来るすべての幅の中で同じ力を生み出せる訳ではありません。 

皆様も、可動域の全ての幅を使って活動されたいことと思います。 

 

言うことは簡単ですが、腕でも足でも筋肉が可動域の全ての幅の中で同じように力を発揮でき

る訳ではない中でどうしていけば良いのでしょうか？ 

 

理学療法士は、動きの幅の中で弱点となっている部分を見つけ出し、できるだけ能動的に動かす

ことができるようサポートの働きかけを行います。また一方、可動域の中で、強い部分も教えて

くれます。 

 

（１６：４５） 

動きの質が量よりも大切(Quality of movement is better than Quantity) 

動きの質が量よりも大切となってきます。この点は強調しすぎることはありません。 

 

そして、忍耐が必要ですが、あくまで質を見て、動きの勢いではなく筋肉に着目して下さい。 

 

多くの方が、勢いをつけてトレーニングをされていますが、日ごとのトレーニングの中で、１５

分から３０分をかけて、動きの仕組みを確認することを行って頂くことが非常に有効となりま

す。 

 

（１７：１５） 

勢いではなく筋肉を意識（Muscle NOT Momentum） 

画面に映っている２人の人を見比べてみましょう。 

右の力強そうな人は、体を揺らしながら運動をしています。 

 

しかし、良い例は、もう一人の痩せた人の方で、彼は軽いウエイトを使って上手にコントロール

をして運動しています。 

 



用具を使って、動きの幅に対応できるようトレーニングしてみましょう。 

棒(Wand)の類や、滑車、バンドなどはスポーツ用品店で入手可能なものです。療法士が適切な用

具を選び、皆様や運動支援を行う方が正しく理解できるよう指導できることが望ましいです。 

 

どのような運動プログラムも、着実に進めていくことが重要な点で、鍵となります。 

週末だけにまとめて大量の運動をしても、大きな効果は得られません。 

少しずつ毎日積み重ね、週末には休ませ、筋肉と体が復調する時間を取って頂ければと思います。 

 

行うべき内容を小さな目標に分解し、その達成を目指すことで、目指すゴールに着実に向かって

行けるようにして頑張ってください！ 

 

（１８：３０） 

適切な用具、ご家庭では (The right equipment...when at home) 

さて、ご家庭でのトレーニング実践の上では、このようなものを使う必要があります。 

（猫をウエイトにしてトレーニングしている） 

もし適切なものを買いに行くことが出来ないのであれば、 

療法士がお家にあるものの中から適切なものを探せるはずです。 

 

ウエイトはお家の中の何でも大丈夫です、コインでも、果物や野菜でも、牛乳、コメ、どんな形

のものでも、どんな重さのものでも。療法士に何が使えるか相談してみて下さい。 

 

（１９：０８） 

既存の枠にとらわれず考えてみましょう (Adapt...think outside the box) 

既存の枠にとらわれず考えてみましょう。 

こちらは SMA のコミュニティーです。色々な内容のものがございまして、「エンジェルアーム」

■手をつるためのホイスト■から自転車、その他など多種に渡っています。 

 

私もフェイスブックの SMA コミュニティーを見て、SMA を持つ皆様に合わせた色々なクリエイ

ティブな活動から多くのことを学びました。ぜひこれらのコミュニティーにコンタクトをして

みて下さい。彼らの豊かな発想の中には、お求めのものにあったものがあるはずです。 

 

（１９：４７） 

トレーニングプログラムの必要事項：FITT の原則（Training program requirements:FITT 

Principles） 

何がトレーニングプログラムで基本的に求められているかと言いますと、以下の４つの要素に

なります。 



頻度(Frequency) どれくらいの頻度で行うか 

強度(Intensity)  どれくらいハードなトレーニングを行うか 

時間(Time)   どれくらいの長さ行うか 

種類(Type)   強さ、持久力など、何を重視して行うか 

 

これらの中で、問題になってくることの多くは、強度についてです。 

どうすれば、どの程度が適切な強度の運動かを知ることができるのでしょうか？ 

また、強さ、持久力のバランスをどのように見ていけば良いのでしょうか？ 

 

（２０：２７） 

強度の測定法 (How to monitor intensity) 

強度を知る上で、最も簡単なのは、私たちが「会話テスト」と呼んでいるものです。 

運動中に「会話をすることはできるが、歌うことはできない」状態が、 

中程度の強度の運動ということを表している、というテスト方法です。 

   

あまり科学的な感じはしませんが、多くの研究を通じ、かなりの信頼性でこの会話テストで、ほ

ぼ中程度の強度の運動を知ることが出来ることが確認されています。 

 

もう少し科学的な方法としては、運動強度を数値で自己評価してもらう、というものがあります。

0 から１０点、（陸軍方式では 6 から２０点）で評価します。 

 

（２１：０７） 

運動強度 (Intensity) 

運動強度に関しましては、 

・ウォームアップ等に使われる軽度の運動は、自己評価点数で５点未満、または、最大心拍数の

５０〜６３％となります。最大心拍数の把握についてお分かりにならない場合には、療法士にお

尋ねいただければと思います。 

 

・最も望ましい運動強度は中程度となります。 

最大心拍数の６４〜７６％、会話テストによる自己評価では５〜６点の領域となります。 

 

（２１：４６） 

エクセサイズ・カレンダー(Exercise Calendar) 

皆様トレーニングを充実させるために、トレーニングの中身についてお知りになりたいかと思

いますが、皆様それぞれに最もあったトレーニング内容というのは、個々に異なるものですので、

療法士と協働して、皆様のトレーニングを最も効果的にするためコミュニケーションを取って



いくのにお役に立つような情報をお伝えさせていただきます。 

療法士は、皆様のお宅に２４時間居る訳ではなく、皆様が通常どのようなことをなさっているか

分かりませんので、私はこちらのエクセサイズ・カレンダーの活用をお勧めしています。 

 

このエクセサイズ・カレンダーには、先ほどの FITT（頻度、強度、時間、種類）の内容を指数化

して示せるようにしてあります。 

ご覧頂いている、私たちがスタンフォードで使用している表では、患者様方が、ご自身でどのよ

うな運動をされているかを記録し、療法士に送ることができるようにしてあります。 

 

このシートを見ることで、療法士がオンラインでの訪問時等にはポイントを押さえた形で運動

強度を確認していくことや、改善が必要な内容について考えていくことが可能となるのです。 

 

（２２：４４） 

エクセサイズ・プログラム(Exercise Program) 

エクセサイズ・プログラムには以下の３つが必要です 

 

まず、柔軟性 ストレッチングや、（受動的な）可動域の大きさ、 

 

それから、負荷トレーニング(Strength Training) 

これには安定性(Stabilization)も含まれます  

ウェイトトレーニングでは、高負荷で、少ない回数のものとなります 

 

最後に、持久力、および有酸素トレーニング 

こちらは、低負荷の運動を多く繰り返すものです。自転車、水泳といったものになります。 

 

23:16~24:06 

動く準備（Prep the body: Ready for Movement）   

どんな運動でも始める前に、精神と筋骨格の両面で準備が必要です。なぜなら、筋肉が緊張していたり、弱い

部分があったりすると、その抵抗に逆らう必要があるからです。これを解消する方法はいくつかあります。その１つ

はマッサージです。マッサージは筋肉の柔軟性を高め、硬さをほぐし、また血流を良くし、体と意識のつながりを改

善します。ストレッチも同じように硬さをほぐします。他動関節可動域訓練（Passive Range of motion） も同様で

す。先に触れた関節拘縮や ブラッシングなどの神経筋促通手技も有効です。 

 

24:07~24：34 

毎日のストレッチ（Daily stretching activities）   



 ではストレッチの具体的なやり方を紹介していきましょう。ここでは詳しい話は省略しますが、自分でストレッチす

る場合も、介助者の手を借りる場合も、こちらのリンクを参考にして下さい。ずいぶん前に私がデュシャンヌ型筋ジ

ストロフィーの患者向けに作ったウェブサイトですが、ストレッチのコンセプトやストレッチの方法には共通するとこ

ろが多々あります。正しいストレッチングのやり方やポジショニング、ストレッチを補助する機器などなども紹介して

います。 

 

24:35~25:45 

固有受容性神経筋促通法(Techniques: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 

理学療法士の視点から固有受容性神経筋促通法（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation、PNF法）を紹

介していきます。 

PNF法の一つに「コントラクト・リラックス」（Contract Relax、収縮と弛緩）というものがあります。これは伸ばしたい

筋肉の反対側の筋肉を収縮させるアプローチです。通常、気持ちを落ち着かせ、より効果的なストレッチをするた

めに深呼吸しながら行います。ヨガのコンセプトと似ています。 

「はい、深呼吸をして。もう少し筋肉を伸ばしていきましょう」といったようなコンセプトです。セラピストが誘導しなが

らコントラクト・リラックスを行います。 

 もう一つのおすすめは、 可動する関節の動きを繰り返すことです。自力で関節を大きく動かすことが困難な場

合、介助者に動きを補助してもらったり、抵抗をかけてもらったりします。 介助者はストレッチの動きに合わせて力

をコントロールします。介助者は被介助者の体の状態を知り、どれくらいのアシストが必要でどの程度の抵抗が適

切かを理解している必要があります。 

 

25:46~26：30 

例（Example）  

 次の動画の例をご覧ください。女性はパーソナルトレーナーの手を借りています。パーソナルトレーナーは女性の

動きに合わせて彼女が腕を引くときに、必要に応じて抵抗を加えて、重力によって腕が落ちることを防いでいま

す。この女性は介助なしでは 10度程度の角度でしか腕を動かせませんが、この方法で機能的な複合動作を強化

できます。 

 

26:31~27:10 

筋力強化に関する専門用語（Strengthening Terminology:）  

 筋力強化について話していきましょう。まずは専門用語の説明です。アイソメトリック （等尺性収縮） は、筋肉を

緊張させますが、動きを伴わない方法です。これが先に触れた共収縮（Co-Contraction）です。関節拘縮を回復す

ることができるでしょう。 

そして、アイソメトリックからコンセントリック（短縮性収縮）へ進むことができます。コンセントリックは実際に関節を

動かして筋肉を収縮させます。より難しいのが収縮させた筋肉を伸ばしながら関節を動かすエキセントリック（伸張

性収縮）です。エキセントリックでは常に筋肉をコントロールする必要があります。 

これが筋力強化の手順です。 



 

27:11~27:48 

この女の子の場合は……（What could we work on with this little girl? ） 

 ここでもまた動画を例に話していきます。どのように動作するのか、動きを補助するために体のどの部分に着目

するのかを決めていくことを意識しながらご覧ください。この少女の詳細については後程説明しますが、まずは動

きを見ていきましょう。ブランコを漕いだり､公園の木馬を揺らしたり、もたれかかったり､椅子を支えに立ったりして

います。どこに着目するのか、なにを取り上げていくか、意識しながら見てください。 

 

27:49~ 29:13 

頭部の制御：仰向けから始め、座位での動き、そして体幹を追加（Head Control : Start in supine, move to 

sitting… add trunk）  

 頭部の動きに着目しましょう。動画の中で認識できたでしょうか。彼女は動作するときに、視界を確保するために

頭部を動かしています。ミドルレンジでの動きが少ないですね。ここから数枚のスライドは、すべてがこの少女に関

連するわけではありませんが、例を示しながら、各部位の機能不全をどう改善するかを紹介していきます。まずは

頭部の動きから。 仰向けであごを引く運動です。横になることで重力の影響を小さくできます。横になることのもう

一つのメリットは体幹にも作用することです。体幹は動作を安定させるために極めて重要です。この部分で手を背

中の下に突っ込んで手を押しつぶすようにします。ヨガのコンセプトにとても良く似ています。背中で手を押しつぶ

すようにしながらあごを引きます。 

 次に座った状態でのあご引きです。その後は頭を回旋させています。目を使って、より大きく回旋できるように意

識してください。筋力がついてきたら、負荷をかけることもできます。全員がすべてをやる必要はありません。各々

の能力に応じて適切なレベルを選んでください。 

 

29:14~29:51 

例（Example ） 

次の動画は楽しいのでお勧めです。頭部のユニークなエクササイズ法については問い合わせを多く頂きます。お

でこにレーザーポインターを装着した若い女性が、的にレーザーを当てようとしています。これはアイソメトリックと

して首の筋力を強化する効果だけでなく、その質も注目すべきポイントです。的を狙ったり、壁に描いた絵を的にし

たりすれば楽しみながらエクササイズできるので、特にお子さん向けにお勧めです。 

 

29:52~ 31:30 

体幹の安定（Trunk stabilization: Sitting Posture） 

 そしてもちろん、体幹の安定を抜きに頭部のエクササイズを語ることはできません。体幹の安定についての話は

退屈なものなのでここに時間かけることはあまりないのですが、腕や脚を動かす際の基礎になるので重要な部分

です。我々は多くの時間を左側の少年のような姿勢で過ごしがちです。特にパソコンの前に座っているときなど。

腹筋と背筋が共収縮になっていることがわかりますね。この状態で腹部にパンチを受けたらどうなるでしょう？ 腹

筋を引き締めますね。あるいはおしっこが漏れそうなのを我慢するとき、どうしますか？腹筋を引き締めますよね。



この引き締め状態の共収縮で出来るだけ多くの時間を過ごしてください。TVを見ていて CMになった時、車を運

転していて信号待ちの時、腕を伸ばした状態で持ち上げることで、体幹のサポートを得ることができます。 

 少女の動画をご覧ください。枕を持ち上げるエクササイズを行っています。理学療法士の視点でこの動きを解析

していきましょう。ここで着目すべきは胸部の伸展です。脊椎のこの部分です。彼女は頭をピンとさせ、胸を押し上

げて運動しています。この脊椎が後弯する部分（kyphotic）は動いていません。特に子供に対してこれを動かすよ

うに促していきます。大人でも意識しないことが多いです。 

 

31:31~32：59 

胸部の伸展：動かし方と強化（Thoracic Extension: Mobilize strengthen）  

 胸部を伸展するためにはこの部分の脊椎の運動性を高める必要があります。この部分をストレッチして運動の準

備をする二つの方法を紹介します。まくらの上に寝そべって胸を引く方法、もしくはタオルを腕の下に通して安定を

確保することで胸部だけをストレッチすることができます。背中を丸めず胸部だけを動かします。介助者の手を借り

るのもよいでしょう。介助者は患者の胸部を支え、同時に背中もサポートします。こういった例で私が好きなのは、

動きを助けることだけを考えることです。立ち上がる、頭部を持ち上げるといった通常の動作も伸展運動をともない

ます。自然と重力に逆らって頭部を持ち上げるのもよいですが、筋肉の動きを改善するのに一番良いのは筋肉が

どのように働くかを示すことです。この絵の例では、手がしっかりと床面と相互作用するように、介助者が腕を下向

きに押しています。腕が床面に向けて作用することで頭部が持ち上がります。このテーマは下肢のエクササイズで

も上肢のエクササイズでも一貫して同じです。 

 

33:00~33:42 

体幹の安定を高める（Strengthening：Trunk stabilization） 

 ここでは、体幹の安定で成果を上げている大人の例を紹介します。彼女は脊椎サポートベストを着て、ヨガブロッ

クを使用して改善のステップを進めました。今やなんのサポートもなしに長い時間座っていられますし、腕を動かす

こともできます。そして彼女は座った状態でのふらつき も改善しました。このような手順をそれぞれの状態に合わ

せて参考にしてください。 

 

33:43~34:14 

骨盤回りの強化（Pelvic Girdle strengthening） 

 では私のお気に入りの筋肉について話していきましょう。中殿筋です。立っているときに重要な働きをします。こ

の絵の中で腰の水平差に着目して下さい。中殿筋がしっかりと作用して脚を持ち上げられると、ご覧の通り腰は水

平になります。もし中殿筋が弱っていると、腰が傾いてしまします。片方の脚からもう片方の脚へ重心を移動すると

きに中殿筋が関与します。 

 

34:15~34:50 

骨盤回りの強化のステップ（Progression of Pelvic Girdle Strengthening） 



 骨盤回りの筋肉を強化するにあたり、見るべきは次の改善のステップの例でしょう。両膝立ち例では介助者が下

向きに力を加えています。持ち上げるのではありません理学療法士の視点でいうと、これで恥骨周辺の筋肉を活

性化します。次に片膝立ち■片足を前に出し、もう片方の膝が下に着いた状態■のステップに進み、両足で立ち

片足を台の上に乗せることで中殿筋の活性化を促進することができます。 

 

34:51~35:21 

骨盤帯の強化のステップ：立位で支えを使って（Progression: Pelvic Girdle: upper extremity Support and 

Time ） 

また別の立ち姿勢でのエクササイズです。両手で椅子の背もたれにつかまった状態での片足立ち、両足立ち、片

手のみ背もたれを掴んだ片足立ち、両足立ち、手での支えがない片足立ち、そして両手を上にあげた状態での片

足立ち、もう少し強度を高めたければ ヒップディップ(片足でつま先立ちを繰り返す動作)もよいでしょう。これらの

エクササイズはすべて動的活動を安定化させる、動く前に安定性を高めるという同じテーマを持っています。 

 

35:22~36:08 

最善の方法は……ダンス、介助者は立位または膝立ちで（The best way …… Dancing! Standing, on your 

knees …）  

 この子は私を知っていて、私がダンスを大好きなことも知っています。ダンスは最高のエクササイズの一つです。

少し音量を下げます。15～20年前の映像ですが、重心移動の完璧な例です。ダンスは家でもできますし、楽しみ

ながらできます。訓練という感じがしません。さて、私が膝立ちになっていることに着目して下さい。膝立ちでのダン

ス、重心移動もまたどこでもできる楽しいエクササイズで、歩行能力の改善を助けます。 

 

36:09~37:14 

肘の伸展（Elbow Flexion Progression）  

 終わりが近づいてきました。重力を排除した屈曲運動法の紹介です。重力に逆らうのが難しい場合でも、鍛える

ことができないということはありません。動画の例では、女性は TRXサスペンションを使用しています。TRXサス

ペンションを持っていない場合、ジムへ行けない場合でも、家でテーブルの上に滑りを良くするために布を使う、何

も持たずに運動させる、トマトやニンジンなどを使って負荷を調整しながら筋肉強化のエクササイズができます。こ

れらは重力を排除した肘の屈曲運動です。負荷を高めていけば重力に逆らう能力も得られるでしょう。 

 

37:15~ 38:23  

膝の伸展（Knee Extension）  

膝の伸展も同じことです。ここではオープン・キネティック・チェーン（開放運動連鎖：カラダの末端部分（足や

手）が固定されていないもの） vs クローズド・キネティック・チェーン（閉鎖運動連鎖：カラダの末端部分が床な

どに接した状態で、固定されたもの）を紹介します。オープン・・キネティック・チェーンはイラストの男性が行ってい

るものです。おもりは付けず、足は地面につけません。少女がブランコで同じような動きをしていましたね。筋力が

ついてきたらおもりをつけて負荷を高めることもできます。そして最も実用的なのがクローズド・キネティック・チェー



ンです。クローズド・キネティック・チェーンは地面に接した状態での相互作用を利用します。立つために下向きに

押します。座面が高ければ立ち上がりは容易です。自身のレベルに合わせて座面の高さを調整して下さい。これ

は公園でも見られます。少女が足で木馬を押して揺らしています。自分にあった方法を考えてみてください、豊か

な創造性をもってクリエイティブにやりましょう。  

自立できない場合のクローズド・チェーンについてもお話しましょう。自立できない範囲のエクササイズでは、介

助者の手を借りる、補助器具を使う、もしくはこの少女のように自分の手でサポートしてもよいでしょう。 

 

38:24~39:05 

自宅での理学療法のポイント（Overview of Home PT） 

 振り返りです。ゴールの設定、何をしたいか理解できているか、最終目標にどうつながっているかを明確にして下

さい。 

準備、感覚と筋肉のコネクションは十分か、また、アシストは必要な場合は介助者とのコミュニケーションが円滑に

とれるか、あなたの体について、可動域などを理解してもらっているか確認してください。またエクササイズの質を

重視してください。勢いで動かすのでなく、筋肉で動かしてください。やったエクササイズの内容を記録し計画に沿

って運動を進めてください。また、オンラインで理学療法士のサポートを受け、運動習慣を確立して進み具合を確

認しましょう。 

 

39:06~39:25 

大切なのは楽しんでやること（Most importantly, HAVE FUN!!!） 

ご清聴ありがとうございました。こちらの動画は私のお気に入りで、親子でダンスをしています とにかく創造的に

やりましょう。 

また今回、理学療法士の考え方について紹介する機会を頂きありがとうございました。 

 

Q&A 39：26～ 

ありがとうございました、ティナ先生。 

皆さんこんにちは。Cure SMAのサラです。質疑応答に移りたいと思います。 

一つ目の質問です。 

 

39:36 

十分なストレッチによって拘縮は解消できますか？（Can you get rid of a contracture with enough stretching?） 

 

Tina： 一言でいうなら、解消できません。しかし少し補足説明をさせてください。これまでに勉強してきたように、真

の拘縮が起きてしまっている場合、ストレッチでは解消できないという研究結果があります。しかし、「拘縮」

と言っても、その定義はまちまちです。真の拘縮の場合、関節は岩のように固まってしまい動かすことがで

きません。こうなってしまうと外科的アプローチが必要になります。 



  拘縮と表現しながら、その実はただ緊張が強いだけの場合もよくあります。患者さんによって、この「拘縮」

が実際には緊張の範囲内である場合、筋肉強化やストレッチによって改善します 

 とても難しい質問です。ケースバイケースです。拘縮について話すとき、いつも議論を伴います。拘縮の定

義の仕方が人によって異なるからです。 

 

41:13~41:42 

拘縮予防以外のストレッチのメリット（Benefits of Stretching … Besides Preventing contracture）  

 ですが、ストレッチをしない方が良いか？というと、もちろんそんなことはありません。ストレッチはとても有

効で、筋肉への血流を良くし、運動にとって重要な関節の動きをなめらかにし、硬さをほぐします。硬さをほ

ぐすことは筋力強化を行うにあたって必須の準備です。我々はいつも 90秒のストレッチ、30秒を 3回と

か、を推奨しています。一般的な推奨時間です。 

 

41：43~41:52 

次の質問です。  

手を足に突っ張りながら、床から立ち上がる能力を取り戻すためのエクササイズを教えてください。（Can you 

share exercises to work on regaining the ability to get off the floor by walking hands up legs?） 

 

41:53~43:02 

タスクの細分化：それぞれのタスクを具体的に(Breaｋ down the task: Specificity of the task ) 

Tina： これは短時間で説明するのは難しいので、理学療法士によるタスクの細分化についてお話します。理学療

法士に依頼すると、それぞれの部位の具体的なエクササイズに細分化してくれます。そして患者は細分化

されたエクササイズを一つ一つこなしていきます。もちろんここにある項目について個々に説明することは

しませんが、これがタスクの細分化の例です。いくつかピックアップするなら、このかわいいエクササイズ、

ローリングは理学療法士がブランケットを使って赤ちゃんを転がします。また、バランスボールを使ったエク

ササイズ、バランスボールはスポーツショップなどで購入できます。これは重心移動の訓練に有効です。理

学療法士のサポートなしで実施することはお勧めしません。安全に行ってください。ハンドアウトは、手を置

く位置を具体的にしまします。これは介助者が患者のスキル習得にあたり可動域を理解しておくという意味

でもとても重要です。 

   

43:03~ 

ありがとうございます、ティナ先生。 

最後の質問です。 

膝立ちや歩行を強化するようなエクササイズを教えてください。私の息子は直立し、10m程度進めるだけの体幹

の強さを持っています。4歳です。楽しみながらできるようなものがよいです。(Can you share a variety of 

exercises to encourage kneeling and standing? My son has core strength to scoot and remain upright at 

least 10 feet, but he is four years old and key is making the activities fun.) 



 

Tina：楽しみながらというのは重要です。楽しみながらやることで創造性が高まります。小児科の理学療法士の仕

事は、矛盾するようですが、退屈なことを楽しませることです。次の例は家でできるエクササイズです。いろ

いろなものがありますが、ダンスが最も楽しいもののひとつです。MDA キャンプに行ったことがあればご存

じと思いますが、すべての MDAキャンプはダンスを取り入れています。みんな動くのが楽しいからです。こ

の子の場合はメレンゲ■ドミニカのダンス音楽■をかけてダンスにさそいます。ダンス以外に、膝立ちでボ

ール遊びをする、片膝立ちでボール遊びをする、ボードゲームをする、またその他に子供たちの好きなこと

をさせてあげる。左の写真の例のように、片膝立ちで遊ぶのもよいでしょう。この時お母さんは膝を下に押

し伸展運動を促します。膝の伸筋、またお尻の伸筋も活性化されるでしょう。また、より困難な状況であれ

ば、右上の写真のように、膝のポジションを調整できる器具を使うこともできます。これらは一般的な例です

ので、子供の好みや活性化したい部位、家の環境に応じて理学療法士と相談してください。 

 

 

翻 訳 協 力：栗田宗彦、岡央路(ともに株式会社ブリヂストン所属) 

監修・文責：SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会 


