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はじめに 

 Guillain-Barre症候群（以下GBS）に対するグレードの高

いリハビリテーションは確立されておらず 1), 装具療法の報

告も少ない. 今回,軸索型 GBSに対してネジ調節により膝関

節の角度設定ができ, 伸展補助が働く Spring Assisted 

Extension膝継手付き膝装具（以下SPEX膝装具）を活用し, 長

期的に理学療法を実施した結果, 歩行での ADLが自立した症

例を経験したため報告する.  

症例紹介 

 20歳代女性. 身長 172cm. 体重 58.5kg. 診断名は軸索型

GBS（EGOS：Erasmus GBS outcome Scaleスコア 6点）. 発症

後まもなく人工呼吸器管理となり, 計 5回の血漿交換が行わ

れ, その後気管切開, 2回の免疫グロブリン大量静注療法が

実施された. 発症75病日に人工呼吸器を離脱し, 発症108病

日に当院の回復期病棟へ転入院となった. 入院時, 意識清明, 

スピーチカニューレで発話可能であった. 身体機能は, 明ら

かな感覚障害はなく,Modified Ashworth Scale（以下 MAS）

は両股・膝関節 1,Range of motion test（以下 ROM）は両手

指に屈曲制限を認め, 握力は両側 5㎏以下, Simple test for 

evaluating hand function（以下 STEF）は両側 0点, 筋力は

Manual muscle testing（以下 MMT）（R/L）で肩屈曲 3/2, 体

幹 2, 股屈曲 2/1・伸展 1/1,膝屈曲 1/0・伸展 1/0, 足底背屈

4/4と股・膝関節は左右ともに筋力低下を大きく認めたが, 足

関節の筋力は保たれていた. BBSは 0/56点,基本動作は全介

助, 歩行は実施困難, FIMは運動 21点/認知 31点だった.  

説明と同意 

対象者に目的･方法･自己決定権の尊重･プライバシーの保

護について説明し同意を得た.  

アプローチと経過 

入院後, 基本動作練習から開始し, 運動負荷量は疲労感・

筋痙攣・疼痛の有無・血液検査による CRP値を確認し調整し

た. 発症 112 病日から長下肢装具を用いた立位・荷重練習,

ステップ練習を開始した. 128 病日には立位保持が可能とな

り, 装具を両側ニ―ブレース（伸展位膝関節支持帯）へ変更

し, 馬蹄型歩行器歩行を開始した. 148 病日, 左ニ―ブレー

スのみでの歩行器歩行へ移行したが右膝折れにより転倒した. 

歩行量を調節しながら徐々に歩行練習を再開していき, 196

病日には,装具なしでの両松葉杖歩行見守りへ移行した. し

かし 226 病日に屋外両松葉杖歩行中に左膝折れし転倒した. 

以後, 2 度の転倒により本人の歩行に対する恐怖心が強まり

充分なリハビリテーションが展開出来なかった. そこで 237

病日, 左 SPEX 膝装具を作製した. 最初は負荷量の調節と歩

行への恐怖心を考慮し膝関節屈曲 0～10°設定とし, 可動範

囲を少なく, 装具装着下で両松葉杖歩行へ移行した. また起

立・跨ぎ・段差昇降・屋外歩行練習が可能となった. 269 病

日には膝関節屈曲 0～45°へ変更し, 装具装着下で両ロフス

トランド杖歩行と座面高 53cmからの起立を獲得し, 325病日

にはトレッドミル歩行,階段昇降練習が実施可能となった. 

この応用訓練中は右下肢の筋疲労を認めるも CRP値は正常値

で経過した.  

結  果 

退院時, 身体機能はMASで両股･膝関節1,ROMは両手指に屈

曲制限が残存した. 握力は両側 5kg以下と変化はなかったが, 

STEFは両側 98点まで改善した. 筋力は MMT（R/L）で肩屈曲

3/3, 体幹 3, 股屈曲 3/2･伸展 3/2,膝屈曲 2/0･伸展 2/0, 足

底背屈 5/5となり股関節周囲筋の筋力向上を認めた. しかし

左膝伸展のみ変化はなかった(図 1). また 196 病日にアニマ

社製μ-Tas を使用した筋力評価（R/L）では, 入院時は計測

困難だったが, 股伸展10.3/0.0kgf, 膝伸展1.3/0.0kgfで僅

かに向上を認め, 退院時には股屈曲 12.4/9.2kgf･伸展

14.6/9.7kgf, 膝屈曲13.6/6.7kgf･伸展2.5/0.0kgfとなった

(図 2,3). BBSは 37/56点. SPEX膝装具（膝屈曲 0〜45度）

装着下で両ロフストランド杖を用いて屋内歩行自立, 座面高

43cmからの起立を獲得, FIMは運動 83点/認知 35点となり, 

428病日に自宅退院となった.  

 

 

 

 

図 1 大腿部の MRI画像 

発症 270病日では筋萎縮を認める. 360病日では筋区画が

明確になり, 右四頭筋は面積増大を認める.  

発症270病日 発症360病日 



 

考  察 

GBS は一般的に予後が良いと考えられているが, 中には回

復が遅延する症例が存在し, その因子として①高齢者②下痢

症状の存在③発症時およびピーク時に高度の麻痺がある事

（特に人工呼吸を必要とする呼吸筋麻痺）などが挙げられ, 

EGOSスコア7点で6か月後の歩行不能例は約83％と言われて

いる. 2)3)一方, 重度 GBS でも軸索,髄鞘の再生を阻害し変性

を増強させないように負荷量を調節し, 長期間の治療を行う

ことで機能改善を認める報告も散見され, 日常生活の視点に

立った長期的な介入が必要であると言われている. 4)5)6)本症

例は, EGOSスコア 6点の軸索型GBSであり, 装具作製時には

特に回復が遅延していた左膝伸展筋を補助する機能を重視し, 

長期的な機能改善に合わせて補助量の設定変更が可能なSPEX

膝装具を選択した. 装具装着により膝伸展筋に過負荷となら

ないような補助量調整が可能となり, 歩行練習中の膝折れ転

倒に対する心理的不安 7)8)も軽減され, 立位・歩行での日常生

活練習を積極的に行えたことが, 歩行・ADL の自立に繋がっ

たと考えられる.  

理学療法研究としての意義 

現在, GBS に対する理学療法は廃用を予防し, 低負荷での

筋力増強訓練や関節可動域訓練が推奨されている. 本症例を

通して, 回復に長期間を要する場合, 適切な機能と補助量調

整が可能な下肢装具の選定を行う事は, 歩行・ADL 能力の向

上に効果があり, 活動量向上や長期的な機能回復にも寄与す

る可能性が示唆された.  
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図 3 歩行評価の推移 

筋力の回復に比例して歩行能力も向上している.  

図 2 筋力の推移 

2度目の転倒(発症226病日)から全体的に筋力低下を認めたが,

装具を作製後(発症237病日)より安全な歩行量の増大に伴い股

関節周囲筋の回復を認める. 左膝関節伸展筋のみ変化はなし.  

 


