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1. はじめに 

左下腿切断後、PR と歩行訓練により義足歩行に自信が持てる

ようになり、社会復帰への第一歩として失っていた自宅での役

割の再構築に向けて取り組む事ができた。若干の考察を加え報

告する。 

 

2. 事例紹介 

S 氏 69 歳 女性 要介護 1  

家族構成：夫（主介護者）、長男夫婦、孫 4 人の 8 人暮らし 

診断名：閉塞性動脈硬化症（以下 ASO）、左下腿切断 

H23 年 10 月、ASO と診断される。H28 年 1 月、病状が悪化

し、左下腿切断のため入院となる。義足を装着してのリハビリ

を経て、ピックアップ式歩行器歩行ができるまでに回復し、同

年 7 月 19 日退院の運びとなる。退院後もリハビリを継続して

いきたい事、自宅での入浴が困難である事から DS 利用を希望

し、7 月 27 日より週 2 回利用中。 

自宅は地元で有名な食堂を営んでおり、入院前は家族と共に店

の仕事をしていた。車の運転や近所の友人との交流もあったが、

左下腿切断により店の仕事をする事も外出する事もなくなっ

た。疲労感や腰痛があり、横になる事が多かった。腰痛のため、

常時腰痛ベルトを着用している。リハビリへの意欲は強く、「ま

た車を運転したい」と免許も更新している。しかしながら、利

用当初はすぐに車椅子に頼りがちであった。送迎車の乗降練習

も行ったが、初めは練習時に担当した職員でないと送迎も受け

入れなかった。通信やホームページに写真を載せる事にも拒否

があった。初めての未知な環境への不安や不信感がみられた。

家族は店を営んでいるため、忙しい時は援助できない事、また

氏と同様、初めての事が多く今後への不安を抱いている。 

 

3. ケアプラン 

・PR と歩行訓練 

元々店の仕事の役割を持っていたが、下腿切断により失ってし

まった。自宅での役割がまた持てるようになる事を目標とし、

まずは義足歩行の安定・向上のために PR と歩行訓練を行う。 

片側下腿切断の場合、下腿支持性の欠如に伴う姿勢・バランス

の不安定があるため、姿勢の対照性・安全性・再現性を備えた

PR は効果的と考えられる。 

・基本のケア 

体力の向上、基本である普段の体調を整えるため、1 日 1500cc

の水分摂取、1 日 1500kcal の食事摂取を目標とする。水分・

栄養・活動の確保により、自然排便にも繋げる。 

・精神的ケア 

不安や不信感を抱いているため、困っている事や不安な事を共

に解決しながら、氏と家族の不安の軽減を図ると共に、信頼関

係の構築を図る。できる事やできそうな事に一緒に取り組む事

で、自信や意欲向上に繋げる。 

 

4. ケア方法・展開 

＜7 月末～8 月＞ 

通常 PR では初回利用時の評価を行うが、氏より「まずリハビ

リをしてほしい」との要望があった。9 月に全体評価もある事

から、氏と相談の上すぐの評価は行わなかった。初めの 2 回は

6 機種 1 セット、3 回目より 2 セットを開始した。2 セットに

してから疲労感がみられ、PR の前後でベッドで休む時間を確

保するよう配慮した。腰痛がみられた回もあり、その際はホリ

ゾンタルレッグプレスを中止し、腰の負担に配慮した。8 月 10

日より屋内での歩行訓練も開始した。本人用ピックアップ式歩

行器を使用し、最初は付き添い歩行を行い、回数を重ね一人で

屋内を往復できるようになった。水分・栄養・排便は、利用前

は自宅水分量 1 日 1000cc弱、食事 1 日 3食常食で 8 割の摂取、

毎日下剤内服での排便であった。基本ケアの重要性を説明し、

水分摂取を中心に促した。ADL は利用当初からほぼ自立して

いたが、自宅では浴室が狭いという理由から、自宅入浴は困難

とされていた。入浴状況は、義足を外して行わざるを得ない移

動・移乗動作の際に一部介助を要した。DS での入浴で自信が

つき、環境が整えば、自宅入浴も可能になると予想できた。利

用当初は送迎への不安も強くみられたが、PR や歩行訓練を通

して動作に自信が持てるようになり、不安な様子はみられなく

なった。他者との交流面では馴染みの利用者ができ、スムーズ

にコミュニケーションが図られている。 

＜9 月＞ 

PR や歩行による疲労感や腰痛の訴えがなくなり、ベッドで休

む事もなくなっていった。屋内歩行の自立から、9 月 7 日より

屋外付き添い歩行へステップアップし、歩行距離も伸びていっ

た。意欲的かつ歩行時の姿勢やバランスも良く、できている事



への声掛けや、引き続き疲労感・腰痛の有無を確認し、気にか

けながら関わりを持った。椅子に座っている際は、少しでも腰

痛を軽減できるようクッションを当てる配慮をした。歩行訓練

や声掛けを通して積極的にコミュニケーションを図り、信頼関

係づくりに努めた。入浴では DS で一部介助のもと不安なく行

われており、氏に思いを確認した所、「家でもできそう」との

返答があった。後日、氏より夫の介助のもと自宅での入浴を行

っているとの報告があった。DS での入浴が不要となった。 

＜10 月＞ 

自宅内は狭く車椅子やピックアップ歩行器での移動が困難な

ため、最近では 4 点杖も使用しているとの情報を得た。義足の

ためバランスを崩し、転倒する恐れも大きい。そのため歩行訓

練で補っていく必要がある。そこで DS にも 4 点杖を持参して

もらい、歩行訓練を行う事を提案した。氏も「持ってくる」と

意欲的で、義足側から支える形で屋内での 4 点杖歩行訓練を実

施し、姿勢・バランスを保って行う事ができた。また、自宅で

の役割に繋げる第一歩として、まずは DS での役割を持っても

らう事とした。お茶っ葉包みやお茶汲み、裁縫や折り紙等手仕

事が得意な事から、季節の折り紙を折ってきてもらい、他者に

教えながら一緒に作ってもらう等の役割作りを行った。10 月

19 日には外出支援にも参加した。外出先での歩行に不安があり、

最初は車椅子でなければ無理だと消極的であった。そこで歩行

の不安や疲労を考慮し、DS の押し型シルバーカーの使用を提

案し、それを用いた歩行訓練を行った。氏も「これなら大丈夫

そう、これで行ってみる」と前向きに外出する事ができた。「疲

れはあったけど、食事や買い物なんて何年ぶりだろう？楽しか

った」と話し、笑顔がみられた。 

 

5. 結果 

 

9 月 16 日の PR 終了後、氏より「あともう終わり？」と物足り

なさを示す反応がみられた。疲労感・腰痛を訴える事もなくな

り、大分軽減しているとの返答があった。最近では日中自宅で

横になる事はなく、DS でも横にならずに過ごす事ができてい

る。常時着用していた腰痛ベルトも外すようになった。利用前

は転倒が頻繁にあったとの事だが、今は危ないと感じる事もな

いと話している。移動・移乗動作・義足着脱等に必要な立位バ

ランスや耐久性が向上している。今後の自宅での応用、転倒予

防のためにも、引き続き 4 点杖を使用しての訓練も行い、実用

性を上げていく必要がある。自宅での入浴は、元々狭くて困難

とされていたが、改修は必要ないと行っていない。DS での入

浴を通し、困難と思っていた自宅入浴ができるようになった。

9 月末には、「お父さんと酒田にドライブに行ってきた。歩行器

での移動も大丈夫だった」と嬉しそうな表情で話された。全て

において利用当初は不安や不信感で強張っていた表情も、今で

は柔らかく明るい笑顔がみられ、余裕すら感じられる表情とな

っている。当初はしていなかった化粧や服装の変化もみられ、

気持ちの変化が明らかに感じられる。できる事が確実に増え、

自信を持つ事ができている。しかし、未だ自宅での役割を持つ

事ができていない。DS での役割作りから介入し、「私でいい

の？こんなんでいいの？」と言いながらも表情良く引き受けて

いる。外出支援にも参加する事ができ、塞ぎ込んでいた気持ち

が外にも向けられるようになっている。 

 

6. 考察・まとめ 

下肢切断者のリハビリの主たる目標は、義足歩行能力を獲得し、

社会復帰を果たす事である。本事例では、義足歩行の安定・向

上によりできる事が増え、役割の再構築に繋がる事が、氏の社

会復帰へのステップと考え取り組んだ。PR・歩行訓練の積み

重ねで体力・姿勢が向上し、疲労や腰痛も軽減し、歩行が向上

した。ADL 全般においてできる事が増え、自信がつき、PR の

効果である行動変容に繋がった。更にそれが仕事で忙しい家族

にとっての不安・負担の軽減にも繋がっていると考えられる。

更に自信がつけば、自宅での役割、地域交流、車の運転等、で

きる事が増え、QOL の向上にも繫がる。以前の生活を取り戻

す行動変容＝自己実現、社会復帰へと繋がり、卒業への道も想

像に難くない。目標である自宅での役割の再構築のために私達

は、氏が DS での存在・役割に自信を持つ事で、電話対応や皿

洗い、店への顔出し、接客等の自宅での役割に繋げていきたい。

もう一度、氏の以前の生活を取り戻して欲しい。そのためには、

同時に家族の理解と協力も必要となる。家族の思いや負担も確

認しながら、家族との仲介となって進めていかなければならな

いと思う。今後 DS でできている事を踏まえて自宅訪問の機会

を持ち、社会復帰に向けて家族も含めた支援をしていきたいと

考えている。 

H28年7月 H28年8月 H28年9月 H28年10月 H28年11月

DS 1200 1128 1213 1139 1186

自宅 1000弱 １５００ １３００ １０００ 1000

1500 1500 1600 1600 1600

― 19.5 20.8 20.3 20.3

下剤で毎日 自然で毎日 自然で毎日 自然で毎日 自然で毎日

― 113 292 505 491

6/1 6/2 6/2 6/2 6/2

- - 111.70 118.19 -

- - 21.5 29.5 -

- - 29.13 22.66 -

- - 8 16 -

- - 88 100 -

歩行距離（m）

排便

BMI

食事（Kcal/日）

水分（cc）

ファンクショナルリーチ

TUG（秒）

体前屈（㎝）

2分間足踏み（歩）

PR（機種数/セット数）

片足立ち（秒）


