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～拘縮の対策とアプローチ～



③モビライゼーション ④Stage-UP

今日の講義内容

②ケーススタディ①手関節周囲の知識



「転位した骨片を解剖学的に正しいアライメントに整復し、

良好な可動域をもち使える手に復元すること」

坪田 貞子 臨床ハンドセラピィより引用

骨折の治療目標とは？



使えない手にする要因は？

3つの管理が重要

・浮 腫

・拘 縮

・Red flag

結論



中図 健先生 上羽 康夫先生 林 典雄先生

九州ハンドセラピィ研究会 日本ハンドセラピィ学会

私の経験+セミナー、論文、文献をもとに解説します！



腫脹と浮腫はイコール？

腫脹は肉眼的に身体の一部が腫れる．

浮腫は組織内に水分が過剰に存在する．

日ハ会誌（JJHTS），第12巻第 1 号 25-28，2019第31回日本ハンドセラピィ学会学術集会

腫脹

白血球の増殖 細胞増殖

たんぱく質貯留

軟部組織の増生 浮腫
・リンパ性浮腫
・炎症性浮腫
・腎性浮腫
・心性浮腫



浮腫のメカニズム

骨折・手術

日ハ会誌（JJHTS），第12巻第 1 号 25-28，2019第31回日本ハンドセラピィ学会学術集会

血管浸透圧UP
つまり間質液UP

血管壁内の血漿成分が
異常増加！

間質 毛細血管壁 内

アルブミン

水分



輪切り

上羽康夫(著) 手 その機能と解剖(第6版)

発生した浮腫の行方は？

Clinical point

手背部には、手指屈曲への皮膚の伸張性を確保する為に、

腔が存在しています．



浅層

皮下組織
静脈 動脈

中間

総指伸筋

深層

背側骨間筋
虫様筋

プロメテウス・コアアトラス (監訳：坂井 建雄)

では浮腫への対応層は？



浮腫で皮膚の
伸張性低下

皮下・軟部組織
の線維化

手指の
不動・拘縮

静脈還流量の低下再び浮腫発生

中図 健(編集):上肢運動器疾患の診かた・考え方-関節解剖学的リハビリテーション・アプローチ

浮腫による悪循環



手・手背に浮腫が発生！

MP関節側副靭帯にフィブリンが沈着し、繊維化が加速．
（手指MP関節伸展拘縮）

屈筋の緊張が増加し、手指PIP・DIP関節は屈曲位となる．

掌側板・副靭帯・手綱靭帯にフィブリンが沈着し、繊維化へ．

（手指PIP・DIP関節屈曲拘縮）

浮腫の中に潜む魔物フィブリン

2018 九州ハンドセラドセラピィ資料参考
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動脈側毛細血管からの排水を100とすると、

静脈側毛細血管で90、リンパ管で10吸収される

浮腫の吸収先は？

日ハ会誌（JJHTS），第12巻 第 1 号 25-28，2019第31回日本ハンドセラピィ学会学術集会

リンパ管 水分

アルブミン

静脈 動脈



高挙手

自動運動

昨晩は手を上げて

休まれましたか⁇

2018 九州ハンドセラドセラピィ資料参考

浮腫撃退のベストな方法は？



発赤・熱感・腫脹撃退のベストな方法は？

・冷却により毛細血管が収縮し、血管拡張や血
管透過性の亢進が軽減され腫脹が抑制される．

・20度の水温で手関節を含めた手全体を冷却する．

坂本淳哉，石井瞬，他：寒冷療法の生理学的効果．理学療法 29：971-977，2012．



実技

浮腫に対するテーピング

安静時 伸展時

https://youtu.be/WVF52kgki94


沖田 実(編)：関節可動域制限第2版，三輪書店，2013

皮膚は、不動になると皮下組織の細胞が萎縮し、

その隙間を埋めるようにコラーゲンの増生が生

じて線維化が発生します．

表皮

真皮

皮下
組織

皮膚の拘縮



骨格筋は、筋周膜や筋内膜といった筋膜にコ

ラーゲンの増生に伴う肥厚が生じて、線維化
が発生します．

筋周膜 筋内膜

沖田 実(編)：関節可動域制限第2版，三輪書店，2013

骨格筋の拘縮



生理学

弱い伸張で線維が再配列される

強い伸張で線維が微細断裂する

椎名貴美子(著)：手の外科のスプリント療法に必要な基礎知識Hunter JM,et al：ハンター新しい手の外科

過度のストレッチはコラーゲン生合成亢進

による線維化・瘢痕化を増悪させます．

拘縮してしまった組織にどう対応する？

BAD

GOOD



西田まどか・他：理学療法学31: 304-311, 2004.中田彩・他: 理学療法学29: 1-5, 2002.

実施時間の影響 方法の違いによる影響

足関節背屈可動域 足関節背屈可動域

つまりROM練習は20分以上で

持続ストレッチが推奨されます．

長崎大学 沖田 実先生 講義資料参考

拘縮予防の実際



手根中央関節
(MCJ)

橈骨手根関節
(RCJ)

遠位橈尺関節
(DRUJ)

手関節解剖と二次的合併症について



橈骨遠位端のアライメント

Radial inclination
平均23度

Palmar tilt
平均15度

Ulnar variance

Plus
variance

mainus
variance



月状骨

舟状骨

大菱形骨
有頭骨

舟状骨は通常30°～60°の
傾斜角をもっている.

VISI変形：

三角月状靭帯の損傷、S-L 

angleの減少する.

DISI変形：

舟状月状靭帯の損傷、S-L 

angleは増大する.

手根骨のアライメント臨床では？

上羽康夫(著) 手 その機能と解剖(第6版)



事例1 事例2 事例3 事例4

掌側月状骨窩骨片(Vorar lip fracture)

・掌側Barton骨折、smith骨折が掌側亜脱臼をきたしやすい．

第10回 九州ハンドセラピィ研究会杉野先生 資料参照

Lt

Lt

リスター結節月状骨窩

Watershed line

関節外科ジャーナル：(川崎恵吉 昭和大学病院 整形外科)



掌側亜脱臼予防のためには

掌側月状骨窩付近を支えれてるか？



スクリューの注意点

・長母指屈筋に対しては、手関節掌屈位での

ROMを実施します．



手関節背屈・掌屈時の手根骨の動き

The hand its function and anatomy 手 その機能と解剖上羽 康夫

手関節背屈：橈骨手根関節66％ 手根中央関節34％

掌屈：橈骨手根関節40％ 手根中央関節60％
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手関節橈屈・尺屈時の動き

手関節橈屈：近位手根列が尺側へ移動する

尺屈：近位手根列が橈側へ移動する

背側回転

掌側回転
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三角線維軟骨複合体(TFCC)

橈尺靭帯

尺側側副靭帯
三角線維軟骨

Cuff型スプリント Ulnar guatter型
スプリント



実技

ダーツスロウex

https://youtu.be/CVVhH06avLk


症例供覧



を改善させるための要とは、

「治療技術」ではなく です

つまり です！

痛みを改善させるために一番大切なことは？

❛❛ ❛❛

園部俊晴の臨床～膝関節～膝蓋下脂肪体



基本情報 ： 50代男性、妻と二人暮らし

仕 事 ：工場勤務

診断名 ：左前腕開放骨折

受傷要因 ：仕事中、ベルトコンベアに巻き込んで受傷する

既往歴 ：特になし

症例供覧で例える



①画像から拘縮を予測

♯1：示指PIP関節屈曲拘縮

手全体に強い腫張を予測

♯4 :手関節周囲拘縮
前腕屈筋群の拘縮

♯5：前腕回内, 回外拘縮

♯2：示指・中指MP関節伸展拘縮

♯3：環指・小指伸筋腱・骨間筋拘縮



仮説通り
♯1：示指PIP関節屈曲拘縮

♯2：示指・中指MP関節伸展拘縮

♯3：小指伸筋腱の拘縮

♯4：手関節周囲拘縮

♯5：前腕回内、外の拘縮

②問診・視診で仮説検証する

仮説で見落としていた拘縮の評価
・母指内転拘縮
・長母指屈筋の癒着
・感染予防
・肩, 肘関節の拘縮



皮膚に対して

筋に対して 関節に対して

腱に対して

今どこの何に対して、評価・アプローチを

しているのか考えることが大切です．

Clinical point

③触診で仮説検証する



① ②

③ ④

手関節掌屈・背屈の

自主練習

指の自主練習

重度の外傷患者さんはリハビリ時間内で

はよくならないことを経験します

自主練習も簡単にかつ、誰でも簡単に！

Clinical point



・母指の肢位、MP関節、PIP関節の安静肢位を保ちます．

safety position

重度外傷例には安静スプリントが必須

上羽康夫(著) 手 その機能と解剖(第6版)

セーフティ ポジション



退院日 術後7週時

・アドバイス、エクササイズ、ペーシングも徹底して

疼痛と拘縮予防を実施．



退院日 術後7週時



前 腕

回内位 ＜ 回外位

手関節

掌屈位 ＜ 背屈位

MP関節

伸展位 ＜ 屈曲位

PIP関節

屈曲位 ＜ 伸展位

母 指

内転位 ＜ 対立位・外転位

ADLを考えた可動域の優先は？

2018 九州ハンドセラドセラピィ資料参考



「関節や軟部組織に対して、様々な振幅やスピードで連続

して他動的な運動を施行する手技.」

関 節

軟部組織・筋肉

奈良 勲, 黒沢 和生, 竹井 仁 系統別治療手技の展開1999, pp7-10.

評価・治療

最終章：関節モビライゼーションについて



1 機械的効果

●制限組織の伸張

●関節内癒着の剥離

●関節包運動の円滑化

2 神経生理学的効果

○疼痛抑制効果

○筋緊張抑制効果

関節モビライゼーションの効果は?



治療の考え方は？

凹固定側
治療面

凸動かす側

操作



凸の法則

滑る方向
滑り方向とは
逆方向へ転がる

https://youtu.be/DNT-roNT5_A


関節窩 骨頭 転がり

滑り 離解

治療面に対して
垂直方向への運動

治療面に対して
平行方向への運動

軸回旋

関節モビライゼーションの種類には?



手関節離開

凹固定側凸動かす側

(離 開)(通 常)



手関節すべり

凹固定側凸動かす側

https://youtu.be/q_JKt-W-wig


モビライゼーションの選択ステップ

介入 5回程度

わずかな改善 劇的改善

改善

介入停止
経過観察 1～5回の介入の繰り返し

悪化 変化
なし

一段階上の
モビライ

一段階下の
モビライ

再評価


