
　［目的］本研究は，脳卒中片麻痺患者における異常歩行分析の客観的尺度結果から，その特徴を抽出する

こと，さらに客観的尺度結果と観察による異常歩行分析の評価結果を比較し，観察による異常歩行分析にお

いて評価が不十分となるポイントを明らかにすることを目的とした．［対象］脳卒中片麻痺患者５名および

理学療法士 14 名．［方法］三次元トレッドミル歩行分析を用いて脳卒中片麻痺患者の歩行分析を行い，客観

的尺度結果とその観察結果の比較を行った．［結果］脳卒中片麻痺患者の異常歩行において骨盤後退・急激

な膝関節の伸展・反対側への体幹側方移動が頻出していた．また観察結果との比較では骨盤後退・急激な膝

関節の伸展・骨盤挙上における正答率が低かった．［結語］脳卒中片麻痺患者における異常歩行の特徴がい

くつか確認でき，それらの観察ポイントについて明らかになった．
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脳卒中片麻痺患者の異常歩行分析

−客観的尺度の結果と観察による結果の比較−
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【要　旨】

図１　三次元トレッドミル歩行分析システム

　動作解析装置の KinemaTraser® は１台の収録，解
析用コンピュータとトレッドミルの周囲に配置する４
台の CCD カメラから構成する．コンピュータと CCD
カメラ間は IEEE1394 ケーブルにて接続するのみであ
り，撮影時のカメラ間の同期は不要である．
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ク株式会社）は異常歩行の客観的尺度が算出でき分

析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．
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１．はじめに

　現在，臨床現場では標準化された歩行分析はなく

観察による歩行分析が主流である 1)．臨床現場にお

ける歩行分析では，異常歩行パターンなどの特徴を

同定し，重症度判定することが歩行障害の原因の理

解および治療展開として求められる．観察による歩

行分析は簡便で即時性が高い利点はあるが，評価者

によって主観的尺度が異なるため，異常パターンの

分類や重症度などについて評価者間のばらつきが多

い現状にある 2)．また，歩行分析を教育的観点から

捉えると，異常歩行用語の定義が不明確 3) であるこ

と，教育される異常歩行パターンが少ない 4) こと，

観察トレーニングが不十分であることが課題として

挙げられる．

　近年，大塚らは三次元動作解析装置 Kinema 

Tracer®（キッセイコムテック株式会社）を用いた脳

卒中片麻痺患者における異常歩行の分析指標が算出

できる三次元トレッドミル歩行分析システムを考案

5) しており，異常歩行においても客観的尺度による

数値化が可能になり，その評価尺度の妥当性につい

ても報告されている6-8)．そして，異常歩行分析にお

運動麻痺の程度）を加えプロジェクターにて映写し，

評価者間の協議および一時停止やスロー再生は許可

しなかった．その後，症例の三次元トレッドミル歩

行分析による異常歩行の客観的尺度の結果から異常

歩行の出現有無をフィードバックした．また，フィー

ドバック後には再度歩行ビデオ画像を３分間観察さ

せた．症例１から症例５の順にこの過程を実施して，

三次元トレッドミル歩行分析による異常歩行の客観

的尺度の結果と評価者における症例毎の各異常歩行

の出現有無の解答の正答率を算出した．本研究は国

際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て行っ

た．（承認番号：17-Ig-129） 

３．結果

　まず，脳卒中片麻痺患者５症例の三次元トレッド

ミル歩行分析による異常歩行の客観的尺度の結果に

おいて各症例における異常歩行の出現数は，症例１

は８種類，症例２は５種類，症例３は７種類，症例

４は３種類，症例５は７種類であった．また，各異

常歩行の出現数は骨盤後退５名，急激な膝関節の伸

展５名，膝屈曲位歩行２名，前足部接地１名，内側

ホイップ２名，反対側への体幹側方移動５名，骨盤

挙上２名，外旋歩行３名，遊脚期の膝屈曲不全４名，

分回し歩行１名であった（図４）．異常歩行偏差値は，

骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，

症例２は出現数 5/10 で正答率 39.3％ともっとも低

い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察

　近年，脳卒中片麻痺患者におけるいくつかの歩行

パターンの報告がなされるようになってきており

9-11)，異常歩行分析においては分析結果を判断する

基準が必要と考えられている 12)．本研究では，三次

元動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の客観的

尺度を用いてその特徴を抽出し，さらに客観的な計

測結果を１つの解答とすることで観察による歩行分

析結果と比較し，観察による異常歩行分析において

評価が不十分となるポイントを明らかにすることを

目的とした．まず，三次元トレッドミル歩行分析に

よる客観的尺度の結果は異常歩行の出現数とその種

類が異なっていた．また異常歩行偏差値を見ると，

出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，

観察による異常歩行判定の精度には課題があると考

えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ

の異常歩行の定義（時期と現象）を十分に理解する

ことが必要であり，その上で十分な観察トレーニン

グを行う必要があると考えられた．

　最後に，観察による歩行分析の手法について言及

する．観察による歩行分析の特徴は，手順が簡便で

即時に分析することができ，経済的・人的コストが

低いことである．この精度を向上させ，評価者間の

ばらつきを低減することが本論文の目指すところで

ある．ここには評価者の視点の問題と，見方の問題

があると考えている．実際の理学療法場面では，療

法士が転倒予防のために患者に接近もしくは身体に

触れている場合，全身の観察が難しくなる 13) こと

が多い．これが視点の問題である．今回のビデオ画

像を用いた観察による歩行分析は，視点の問題を解

決しうる．しかしながら，本論文で述べた通り，ビ

デオ画像を活用した観察による歩行分析であって

も，異常歩行の判別結果は，十分な精度とは言えな

かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 



骨を除いた膝の前後径の中点の位置），足関節（外

果中央），爪先（第５中足骨骨頭）に計 10個のカラー

マーカを貼着し，各症例の静止立位を基本姿勢とし

て撮影した後，トレッドミル歩行をサンプリング周

波数 60Hz にて，10 秒間記録した．なお，歩行速度

は各症例の快適歩行速度とし，必要に応じて補装具

の使用は許可した．計測時には，各症例のトレッド

ミル歩行を麻痺側の側方と後方から２台のビデオカ

メラ（Panasonic 社製 HC-V700M）にて撮影した．ビ

デオ画像の撮影は症例の全身が収まるように据え置

き，サンプリング周波数 30Hz にて撮影し，その映

像を観察による歩行分析に用いた．

　三次元トレッドミル歩行分析による異常歩行の客

観的尺度は，三次元動作解析装置 Kinema Tracer®

（キッセイコムテック株式会社）の標準プログラム

として搭載されている 10 種類 6) とした．立脚期の

異常は骨盤後退・急激な膝関節の伸展・膝屈曲位歩

行・前足部接地・内側ホイップ，遊脚期の異常は反

対側への過度な体幹側方移動・骨盤挙上・外旋歩行・

遊脚期の膝屈曲不全・分回し歩行である（表２）．

各分析指標は偏差値（ = （症例の異常値 – 健常者

の平均値）×10 / SD + 50））として算出され，健

常者の分析結果を基準に推奨されている偏差値 70

以上を異常歩行の出現ありとした．
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表１　症例の基本情報
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ク株式会社）は異常歩行の客観的尺度が算出でき分

析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．
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いて障害の程度を判定する際にこれらの客観的尺度

を真値として活用し，どの評価者でも観察による歩

行分析において真値に近い主観的尺度が得られるよ

うにすることで，評価者間のばらつきも低減できる

と筆者は考えている． 

　そこで，本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者の異

常歩行分析に着目し，まず三次元トレッドミル歩行

分析により得られる客観的尺度の結果から脳卒中片

麻痺患者における異常歩行分析の特徴を抽出するこ

ととし，さらに客観的尺度の結果と観察による異常

歩行分析の評価結果を比較し，観察による異常歩行

分析において評価が不十分となるポイントを明らか

にすることとした．

２．方法

　まず，三次元トレッドミル歩行分析の症例は，脳

卒中片麻痺患者であり研究開始時にトレッドミル上

を監視で歩行可能なものでかつ本研究に同意を得た

５名とした（表１）．計測方法は，症例がトレッド

ミル歩行を十分に練習した後，三次元トレッドミル

歩行分析システムを用いて計測を行った．三次元ト

レッドミル歩行分析システム：KinemaTracer® は，

１台の収録・解析用コンピュータとトレッドミルの

周囲に配置する４台の CCD カメラで構成されている

（図１）．操作の簡便性については，短時間で計測と

解析ができるように配慮された設計になっている．

症例は両側の肩峰，股関節（大転子中央と上前腸骨

棘を結ぶ線で大転子から 1/3 の位置），膝関節（大

腿骨内転筋結節と膝関節裂隙の中央の高さで，膝蓋

運動麻痺の程度）を加えプロジェクターにて映写し，

評価者間の協議および一時停止やスロー再生は許可

しなかった．その後，症例の三次元トレッドミル歩

行分析による異常歩行の客観的尺度の結果から異常

歩行の出現有無をフィードバックした．また，フィー

ドバック後には再度歩行ビデオ画像を３分間観察さ

せた．症例１から症例５の順にこの過程を実施して，

三次元トレッドミル歩行分析による異常歩行の客観

的尺度の結果と評価者における症例毎の各異常歩行

の出現有無の解答の正答率を算出した．本研究は国

際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て行っ

た．（承認番号：17-Ig-129） 

３．結果

　まず，脳卒中片麻痺患者５症例の三次元トレッド

ミル歩行分析による異常歩行の客観的尺度の結果に

おいて各症例における異常歩行の出現数は，症例１

は８種類，症例２は５種類，症例３は７種類，症例

４は３種類，症例５は７種類であった．また，各異

常歩行の出現数は骨盤後退５名，急激な膝関節の伸

展５名，膝屈曲位歩行２名，前足部接地１名，内側

ホイップ２名，反対側への体幹側方移動５名，骨盤

挙上２名，外旋歩行３名，遊脚期の膝屈曲不全４名，

分回し歩行１名であった（図４）．異常歩行偏差値は，

骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，
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い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察
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析結果と比較し，観察による異常歩行分析において

評価が不十分となるポイントを明らかにすることを

目的とした．まず，三次元トレッドミル歩行分析に

よる客観的尺度の結果は異常歩行の出現数とその種

類が異なっていた．また異常歩行偏差値を見ると，

出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，

観察による異常歩行判定の精度には課題があると考

えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ

の異常歩行の定義（時期と現象）を十分に理解する

ことが必要であり，その上で十分な観察トレーニン

グを行う必要があると考えられた．

　最後に，観察による歩行分析の手法について言及

する．観察による歩行分析の特徴は，手順が簡便で

即時に分析することができ，経済的・人的コストが

低いことである．この精度を向上させ，評価者間の

ばらつきを低減することが本論文の目指すところで

ある．ここには評価者の視点の問題と，見方の問題

があると考えている．実際の理学療法場面では，療

法士が転倒予防のために患者に接近もしくは身体に

触れている場合，全身の観察が難しくなる 13) こと

が多い．これが視点の問題である．今回のビデオ画

像を用いた観察による歩行分析は，視点の問題を解

決しうる．しかしながら，本論文で述べた通り，ビ

デオ画像を活用した観察による歩行分析であって

も，異常歩行の判別結果は，十分な精度とは言えな

かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 
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異常歩行について紙面を作成した．
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骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，

症例２は出現数 5/10 で正答率 39.3％ともっとも低

い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察

　近年，脳卒中片麻痺患者におけるいくつかの歩行

パターンの報告がなされるようになってきており

9-11)，異常歩行分析においては分析結果を判断する

基準が必要と考えられている 12)．本研究では，三次

元動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の客観的

尺度を用いてその特徴を抽出し，さらに客観的な計

測結果を１つの解答とすることで観察による歩行分

析結果と比較し，観察による異常歩行分析において

評価が不十分となるポイントを明らかにすることを

目的とした．まず，三次元トレッドミル歩行分析に

よる客観的尺度の結果は異常歩行の出現数とその種

類が異なっていた．また異常歩行偏差値を見ると，

出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，

観察による異常歩行判定の精度には課題があると考

えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ

の異常歩行の定義（時期と現象）を十分に理解する

ことが必要であり，その上で十分な観察トレーニン

グを行う必要があると考えられた．

　最後に，観察による歩行分析の手法について言及

する．観察による歩行分析の特徴は，手順が簡便で

即時に分析することができ，経済的・人的コストが

低いことである．この精度を向上させ，評価者間の

ばらつきを低減することが本論文の目指すところで

ある．ここには評価者の視点の問題と，見方の問題

があると考えている．実際の理学療法場面では，療

法士が転倒予防のために患者に接近もしくは身体に

触れている場合，全身の観察が難しくなる 13) こと

が多い．これが視点の問題である．今回のビデオ画

像を用いた観察による歩行分析は，視点の問題を解

決しうる．しかしながら，本論文で述べた通り，ビ

デオ画像を活用した観察による歩行分析であって

も，異常歩行の判別結果は，十分な精度とは言えな

かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

図３　解答用紙

　解答用紙にはあらかじめ 10 種類の異常歩行を明記
している．

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 
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図４　三次元トレッドミル歩行分析の定量的指標結果

図５　各症例における解答結果と正答率
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ク株式会社）は異常歩行の客観的尺度が算出でき分

析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．

謝辞

　稿を終えるに当たり，今回の研究に協力をいただ

いたアルペンリハビリテーション病院の理学療法士

の方々に深く御礼申し上げます．

参考文献

大塚圭・他(2006)．トレッドミル歩行分析・訓練.  

総合リハ 34(2),141-166.

谷川広樹・他 (2010)．視診による歩行分析にお

ける評価者間信頼性の検討 . 総合リハ 38

(12),1175-1181.

Gotz-Neumann（2005）．月城慶一 , 山本澄子 , 江

原義弘,盆子原秀三(訳)，観察による歩行分析. 

(pp.82-83), 医学書院 .

才藤栄一 (2011)．PT・OT のための OSCE.pp214-

236, 金原出版株式会社

大塚圭・他（2014）．三次元トレッドミル歩行分析．

JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION.Vol.23 

No.9 871-879

才藤栄一 (2015)．歩行分析と動作分析．大塚圭

(共著 ). (pp.71-73), 学会誌刊行センター .

Itoh N et al(2012) Quantitative assessment 

運動麻痺の程度）を加えプロジェクターにて映写し，

評価者間の協議および一時停止やスロー再生は許可

しなかった．その後，症例の三次元トレッドミル歩

行分析による異常歩行の客観的尺度の結果から異常

歩行の出現有無をフィードバックした．また，フィー

ドバック後には再度歩行ビデオ画像を３分間観察さ

せた．症例１から症例５の順にこの過程を実施して，

三次元トレッドミル歩行分析による異常歩行の客観

的尺度の結果と評価者における症例毎の各異常歩行

の出現有無の解答の正答率を算出した．本研究は国

際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て行っ

た．（承認番号：17-Ig-129） 

３．結果

　まず，脳卒中片麻痺患者５症例の三次元トレッド

ミル歩行分析による異常歩行の客観的尺度の結果に

おいて各症例における異常歩行の出現数は，症例１

は８種類，症例２は５種類，症例３は７種類，症例

４は３種類，症例５は７種類であった．また，各異

常歩行の出現数は骨盤後退５名，急激な膝関節の伸

展５名，膝屈曲位歩行２名，前足部接地１名，内側

ホイップ２名，反対側への体幹側方移動５名，骨盤

挙上２名，外旋歩行３名，遊脚期の膝屈曲不全４名，

分回し歩行１名であった（図４）．異常歩行偏差値は，

骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，

症例２は出現数 5/10 で正答率 39.3％ともっとも低

い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察

　近年，脳卒中片麻痺患者におけるいくつかの歩行

パターンの報告がなされるようになってきており

9-11)，異常歩行分析においては分析結果を判断する

基準が必要と考えられている 12)．本研究では，三次

元動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の客観的

尺度を用いてその特徴を抽出し，さらに客観的な計

測結果を１つの解答とすることで観察による歩行分

析結果と比較し，観察による異常歩行分析において

評価が不十分となるポイントを明らかにすることを

目的とした．まず，三次元トレッドミル歩行分析に

よる客観的尺度の結果は異常歩行の出現数とその種

類が異なっていた．また異常歩行偏差値を見ると，

出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，

観察による異常歩行判定の精度には課題があると考

えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ

の異常歩行の定義（時期と現象）を十分に理解する

ことが必要であり，その上で十分な観察トレーニン

グを行う必要があると考えられた．

　最後に，観察による歩行分析の手法について言及

する．観察による歩行分析の特徴は，手順が簡便で

即時に分析することができ，経済的・人的コストが

低いことである．この精度を向上させ，評価者間の

ばらつきを低減することが本論文の目指すところで

ある．ここには評価者の視点の問題と，見方の問題

があると考えている．実際の理学療法場面では，療

法士が転倒予防のために患者に接近もしくは身体に

触れている場合，全身の観察が難しくなる 13) こと

が多い．これが視点の問題である．今回のビデオ画

像を用いた観察による歩行分析は，視点の問題を解

決しうる．しかしながら，本論文で述べた通り，ビ

デオ画像を活用した観察による歩行分析であって

も，異常歩行の判別結果は，十分な精度とは言えな

かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

　各症例における回答とその正答率を示している．異常歩行に下線があるものは偏差値 70 以上
で異常ありのものを示している．斜線部分が正答数に当たる．

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 
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ク株式会社）は異常歩行の客観的尺度が算出でき分

析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．
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行分析による異常歩行の客観的尺度の結果から異常

歩行の出現有無をフィードバックした．また，フィー

ドバック後には再度歩行ビデオ画像を３分間観察さ
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３．結果

　まず，脳卒中片麻痺患者５症例の三次元トレッド

ミル歩行分析による異常歩行の客観的尺度の結果に

おいて各症例における異常歩行の出現数は，症例１

は８種類，症例２は５種類，症例３は７種類，症例

４は３種類，症例５は７種類であった．また，各異

常歩行の出現数は骨盤後退５名，急激な膝関節の伸

展５名，膝屈曲位歩行２名，前足部接地１名，内側

ホイップ２名，反対側への体幹側方移動５名，骨盤

挙上２名，外旋歩行３名，遊脚期の膝屈曲不全４名，

分回し歩行１名であった（図４）．異常歩行偏差値は，

骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，

症例２は出現数 5/10 で正答率 39.3％ともっとも低

い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察

　近年，脳卒中片麻痺患者におけるいくつかの歩行

パターンの報告がなされるようになってきており

9-11)，異常歩行分析においては分析結果を判断する

基準が必要と考えられている 12)．本研究では，三次

元動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の客観的

尺度を用いてその特徴を抽出し，さらに客観的な計

測結果を１つの解答とすることで観察による歩行分

析結果と比較し，観察による異常歩行分析において

評価が不十分となるポイントを明らかにすることを

目的とした．まず，三次元トレッドミル歩行分析に

よる客観的尺度の結果は異常歩行の出現数とその種

類が異なっていた．また異常歩行偏差値を見ると，

出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，

観察による異常歩行判定の精度には課題があると考

えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ

の異常歩行の定義（時期と現象）を十分に理解する

ことが必要であり，その上で十分な観察トレーニン

グを行う必要があると考えられた．

　最後に，観察による歩行分析の手法について言及

する．観察による歩行分析の特徴は，手順が簡便で

即時に分析することができ，経済的・人的コストが

低いことである．この精度を向上させ，評価者間の

ばらつきを低減することが本論文の目指すところで

ある．ここには評価者の視点の問題と，見方の問題

があると考えている．実際の理学療法場面では，療

法士が転倒予防のために患者に接近もしくは身体に

触れている場合，全身の観察が難しくなる 13) こと

が多い．これが視点の問題である．今回のビデオ画

像を用いた観察による歩行分析は，視点の問題を解

決しうる．しかしながら，本論文で述べた通り，ビ

デオ画像を活用した観察による歩行分析であって

も，異常歩行の判別結果は，十分な精度とは言えな

かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 
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析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．
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かった．本論文で明らかになった異常歩行のポイン

トについて，観察による歩行分析の精度向上，評価

者間のばらつき低減に資する教育的な方法を検討し

ていく必要がある．なお，今回は評価者の経験年数

による違いを検討していないこと，観察を繰り返す

ことによるフィードバック効果を十分に検討できて

いないことが研究上の課題として残っている．今後，

これらについても十分な検討を加え，観察による異

常歩行分析における教育方法の開発に繋げていきた

い．教育方法においては，脳卒中片麻痺患者におけ

る異常歩行の特徴を明らかにし，観察ポイントとし

て明示化することが効果的であると考えられる．こ

のためには今後，脳卒中片麻痺患者の異常歩行にお

ける客観的尺度をデータベース化し，多変量的な解

析を用いて各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが重要である．

５．おわりに

　異常歩行の治療介入における効果判定は，我々理

学療法士にとって不可欠な評価となる．今回の三次

元動作解析装置 Kinema Tracer®（キッセイコムテッ

　次に観察による歩行分析の評価者は，理学療法士

14 名（実務年数 4.8±3.4 年）とした．方法は，ま

ず評価者に 10 種類の各異常歩行の出現時期と現象

の統一を図るために，才藤栄一・大塚圭 (編集 )「歩

行分析と動作分析」6) に記載されている内容を参考

とし，文章およびイラストを用いて作成した紙面（図

２）を５分間提示した．次に，三次元トレッドミル

歩行分析の計測と同時に撮影した症例（脳卒中片麻

痺患者）の歩行ビデオ画像（麻痺側側方と後方）を

１分間繰り返し観察させ，各異常歩行の出現有無に

ついて「あり」「なし」「わからない」で解答用紙（図３）

を用いて解答させた．ビデオ画像（麻痺側側方と後

方）には症例の情報（障害名・トレッドミル歩行速度・

8）

9）

10）

11）

12）

13）1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

例５の急激な膝関節の伸展（客観的尺度：偏差値

72）における正答率は 0%であった（図５）． 

　また，各異常歩行における解答結果において，骨

盤後退・急激な膝関節の伸展・骨盤挙上・分回し歩

行の解答が分かれやすく，正答率も低い結果であっ

た． 一方，内側ホイップ・反対側への体幹側方移動・

外旋歩行・遊脚期の膝屈曲不全は比較的高い正答率

であった（図６-７）． 
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ク株式会社）は異常歩行の客観的尺度が算出でき分

析結果の基準を作ることができる装置である．異常

歩行の客観的尺度の結果と観察による異常歩行判定

の正答率から，観察による異常歩行判定の精度を高

めることが課題として挙げられたが，脳卒中片麻痺

患者における異常歩行の特徴がいくつか明らかにな

り，それらの観察ポイントについても若干の考察を

加えて言及した．このような研究が発展することで

主観的尺度および客観的尺度の双方の点から異常歩

行分析の評価精度がますます向上することを筆者は

期待している．今後，さらに脳卒中片麻痺患者の客

観的尺度の結果をデータベース化し多変量的な解析

を用いて，各異常歩行の特徴や指標間の関係性を明

らかにすることが，観察による異常歩行分析の精度

を高めるための一助となると考えている．
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３．結果

　まず，脳卒中片麻痺患者５症例の三次元トレッド

ミル歩行分析による異常歩行の客観的尺度の結果に

おいて各症例における異常歩行の出現数は，症例１

は８種類，症例２は５種類，症例３は７種類，症例

４は３種類，症例５は７種類であった．また，各異

常歩行の出現数は骨盤後退５名，急激な膝関節の伸

展５名，膝屈曲位歩行２名，前足部接地１名，内側

ホイップ２名，反対側への体幹側方移動５名，骨盤

挙上２名，外旋歩行３名，遊脚期の膝屈曲不全４名，

分回し歩行１名であった（図４）．異常歩行偏差値は，

骨盤後退・急激な膝関節の伸展においては症例毎の

ばらつきは小さく，その他の異常歩行においては偏

差値が症例毎に大きくばらついており，また膝屈曲

位歩行・骨盤挙上・外旋歩行・分回し歩行において

は偏差値が 70前後となるものが散見された（図４）．

　次に，各症例における解答結果と正答率において，

症例２は出現数 5/10 で正答率 39.3％ともっとも低

い正答率であり，症例３は出現数 7/10 で正答率

81.4％，症例４は出現数 3/10 で正答率 82.9％と出

現数に関わらず高い正答率を得ることができていた

ものの，症例５では正答率 72.1% と低下していた．

（図５）．さらに，症例と異常歩行特徴の組み合わせ

によっては正答率が著しく低下する場合があり，症

例２の膝屈曲位歩行（客観的尺度：偏差値 65），症

４．考察
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パターンの報告がなされるようになってきており

9-11)，異常歩行分析においては分析結果を判断する

基準が必要と考えられている 12)．本研究では，三次

元動作解析装置を用いた脳卒中片麻痺患者の客観的
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出現が多い異常歩行として骨盤後退・急激な膝関節

の伸展・反対側への体幹側方移動が挙げられ，これ

らは運動麻痺の程度に関わらず脳卒中片麻痺患者で

頻出する異常歩行と言えた．一方，出現が少ない異

常歩行は前足部接地と分回し歩行が挙げられ，補装

具の使用有無や運動麻痺の程度などを総合的に考慮

して観察する必要があると考えられた．さらに臨床

現場で必要な観察による異常歩行分析という点で

は，頻出する異常歩行はその重症度までを判別する

必要があり，頻出しないものは漏れがないように有

無の判別ができることが必要と考えられた．

　次に，症例によって正答率が異なっていたことは，

観察による異常歩行分析の難しさを示しており，症

例毎の異常歩行の程度の差および出現する種類に

よって難易度が異なることが影響していると考えら

れた．各異常歩行における解答結果とその正答率を

見ると，異常歩行偏差値に関わらず，骨盤後退・急

激な膝関節の伸展・骨盤挙上の判別はより難しく，
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えられた．また，正答率０ % であった急激な膝関節

の伸展と膝屈曲位歩行において，主観的歩行分析の

観点では立脚期の歩行周期に応じて膝関節屈伸の動

きにおける異常を観察しなければならないため，そ

の見極めに重点を置く必要があることが考えられ

た．よって，これらの異常歩行の判別にはそれぞれ
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ばらつきを低減することが本論文の目指すところで
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Abnormal gait in patients with stroke-induced hemiplegia: Comparison of objective and 
subjective measures

Ryutaro Motoya1,2，Sumiko Yamamoto2，Midori Naoe1，
Rumi Taniguchi1，Azusa，Kawahara1，Takuya Iwata1

1Alpen Rehabilitation Hospital　 
2International University of Health and Welfare

Abstract
Purpose: In the present study, we examined the characteristics of patients with 
stroke-induced hemiplegia using objective measures of abnormal gait. We also compared 
the findings from the objective measures with subjective observations of abnormal gait 
to determine factors that are not evaluated sufficiently in subjective measures. 
Subjects: The study included 5 patients with stroke-induced hemiplegia and 14 
physiotherapists. 
Methods: Three-dimensional gait analysis was performed using treadmills for patients 
with stroke-induced hemiplegia to obtain quantitative measures of gait abnormalities. 
The results were then compared to subjective observations made by physiotherapists. 
Results: Common gait abnormalities in patients with stroke-induced hemiplegia 
included retropulsion of the hip, extensor thrust of the knees, and lateral shift of the 
trunk over the unaffected side. In subjective observations, physiotherapists frequently 
failed to identify retropulsion of the hip, extensor thrust of the knees, and hip hiking.  
Conclusion: We successfully demonstrated several characteristics of abnormal gait in 
patients with stroke-induced hemiplegia and identified specific factors that are 
important when observing these abnormalities. 

Key words: stroke，hemiplegia，abnormal gait，gait analysis
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