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知っておきたい拘縮予防・改善のケア 

株式会社 大起エンゼルヘルプ 

入居・通所事業部 事業部長付 

理学療法士 田中義行 

簡単な自己紹介 
• 介護療養型医療施設勤務：そのころに「身体拘束ゼロ
への手引き」や「縛らない看護」の作成にも参加 

• 専門学校専任教員→介護老人保健施設→ 

• 現在株式会社大起エンゼルヘルプ所属 

• その他著作 

「潜在力を引き出す介助」（単著：中央法規） 

「ケアマネのリハビリ知識便利帖」（翔泳社） 

「拘縮予防・改善のための介護」（中央法規） 

「これから介護を始める人が知っておきたい介助術」 （日
本実業出版社） 

「写真でわかる拘縮ケア」（ナツメ社） 

「写真でわかる移乗・移動ケア」（ナツメ社） 

今日の研修後に興味があれば 

拘縮の種類（Hoffaの分類） 

① 皮膚性拘縮 

② 結合組織性拘縮 

③ 筋性拘縮 

（筋肉の硬さが原因） 

④ 神経性拘縮 

（脳や神経のダメージが原因） 

⑤ 関節性拘縮 

拘縮の種類とその原因から対策を考える 

連合反応とは？ 

非麻痺側が過剰に努力していると「連合反応」が出現しやすい 

麻痺側下肢に荷重しにくくな
るため、重心が非麻痺側優
位に寄ることで過剰な努力
をするようになり連合反応が
出現しやすくなる 

麻痺側下肢が全体が伸展し
突っ張りやすくなる 

麻痺側の上肢全体が屈曲し
肩甲帯が後方に引かれ向き
たい方向と逆に引かれてしま
う 
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左片麻痺と診断 

右側が非麻痺側
と診断されていた 

非麻痺側座面のみ高くする 
神経性拘縮への対応 

（イメージ図） 

神経性拘縮対応の座位（5分後） 

こちら側の
座面半分に
クッション 

継続して翌日 
（1か月後に胃ろう抜去） 

あくまでも「非麻痺側」を高くする 1年後 
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筋性拘縮の根本要因と助長要因 

（根本要因） 

• 「寝たきり状態」による抗重力筋の影響（筋緊張
の亢進） 

（助長要因） 

• 特定の姿勢でいる時間が突出している 

• 不安定な姿勢の状態 

• 不適切な関節の動かし方 

不安定な姿勢の影響もあるが、最も重要なのは寝
たきり状態による抗重力筋の影響の方。 

①離床を促し、特定の臥床姿勢だけ
が多くならないようにする。 

どの姿勢でいても重力下にいる以上         
必ず抗重力筋が活性化しています 

同じ姿勢で居続けると               
特定の抗重力筋のみが活性化します 

よく背部が丸まっている状態でのポジショニングの解説を見るが、
原因の殆どは①マットレスが柔らかすぎる、②不適切な座位姿勢、
③ギャッチアップ姿勢時のずれ、による。 

こうなる 

背臥位が長いと、この側の筋が短縮
しやすく拘縮の原因になります 

３０度側臥位の体位変換は？ 

各姿勢での抗重力筋は    
どこになるか考えてみよう！ 
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②正しいポジショニングをしましょう 

正しい知識を持っていますか？ 

正しく行うことで、リラクゼーションが
得られ、 全身の緊張が減少します。 

正しいポジショニングの       
ポイントは6つ！ 

①できるだけ腰が反らないように、肩甲骨
は外側へ、頸部は軽度前屈位。 

②頚部、体幹部、股関節など、全身のねじ
れ、傾きがないように 

③体とマットの間に隙間をつくらない 

④マット・クッションは、やわらかすぎるもの
を使用しない 

（注意！）下線部で６つ 

できるだけ腰を反らないように  
（背臥位も同じ） 

肩甲帯と骨盤にかかる「圧の分散」と      
呼吸が楽になる「腰椎骨盤リズム」を考える 

下肢全体をしっかり支える 

下肢の床側全体を支えることで      
仙骨部の圧迫を軽減させることができる 

頚部は軽く前に 

前屈できなくとも首だけは 
下から支える！ 

腹筋の活性化が
起こります 

リクライニングやティルトでの座位は臥床
時と同じ抗重力筋の働き 
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効果は？ 

• 錐体外路系の仕組みで拮抗筋の背筋が筋緊
張軽減 

• 腹筋群の活性化で咳ができるようになり、口
も閉じたり動かせるようになる。 

悪い姿勢では… 

良い姿勢では口も動く 

 

上肢のポジショニングは 

よく見る悪いやり方 
クッションやタオルをはさんで改善したためしはない 

上肢のポジショニングは        
「抗重力筋」の影響を考える！ 

上肢を水平内転すれば、肩甲骨が外転する 
（決して無理に上肢を広げないこと） 

上肢の位置の比較 
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上肢のポジショニングは 

肩甲骨外転を保持して、
上肢全体を下から支える 

②頚部、体幹部など、全身の捻じれがないように 

どちらも辛そうですよね・・・ 

全身の捻じれがないように ねじれと傾きのチェック 

肩鎖関節 

上前腸骨棘 

体幹のねじれを改善する 特に支えるところは３つ！ 

• 首の下 

• 腕と肩甲骨の下 

• 下肢の下 
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拘縮予防のためのポジショニングが          
褥瘡対策にもなる理由 

①支える個所が多くなれば、１ヶ所に
かかる圧が減少する。 
 

②筋緊張が低下すれば、骨格筋の血
流が確保されるので、多少の圧では
褥瘡が発生しにくくなる。（骨格筋は
血流が元々多い組織） 

左下肢が曲がらず座位が安定しないため      
リクライニング式車いすの使用を指示されていた 

「おはよう21」2014年2月号（中央法規参照） 

臥床時の適切なポジショニング 20分後、頸部も前屈しやすくなってきた 

適切なポジショニング後、筋緊張が低下し   
普通型車いすに乗れるようになった 側臥位もこんな感じです 
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下肢の重なっているイメージ図 半側臥位もこんな感じです 

こうすれば体の捻れなく安定します 
半側臥位でギャッチアップの場合 

ベッドの縦軸と頭部・腰部が
揃うように 

正面から確認してなるべく
左右非対称が無いように 

拘縮予防のシーティングについて 

良い座位をしないと          
拘縮はひどくなります 

基本はポジショニングと同じ 

• 腰の反りを直す、肩甲骨外転、頸部軽度屈曲。 

• 体幹の捻じれ、傾きを取る。 

• 腰回りや座面との隙間を埋める。 

• 柔らかすぎる素材は避ける。 

 

それに加えて 

• 股関節、膝関節は90度位に。 

• 足底はしっかり接地すること。 
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比較してみてください 

股関節は約９０度屈曲の方が緊張が高く
ならずにリラクゼーションが得られます。 

接地していても簡単に動くのは   
身体を支えられていない 

ずり落ちの2パターン 

③利用者を介助するときは 
ゆっくり動かしましょう 

更衣・排泄・入浴などの介助の時、 

早く動かしたりしていませんか？ 

触り方（虫様筋握り） 上肢（脇）の開き方 
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下肢（股関節）の開き方 
ギャッチアップするときに       
軸がズレていると・・・ 

良い例 悪い例 

股関節 

脊柱に過度な負担がかかります 

良い例 悪い例 

ギャッチアップ（ダウン）の時は       
背抜き（圧抜き）も大切 

ギャッチアップしたあと背抜き（圧抜き）をしないと皮膚の
ズレ生じて褥瘡発生のリスクが高くなります。 
筋緊張も高くなり、拘縮の進行を助長します！ 

円背のある利用者の状況 

重力の影響で脊椎
と周辺組織に負荷
がかかる 

腰の支えは重要 
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浅座りにならないために 
普段の立位姿勢 

まっすぐ立てないため、歩行中の        
膝折れやふらつきなどが見られる 

ソファでの悪い座位姿勢              
（注：利用者ではありません） 

隙間が腰背部の筋緊張亢進と円背を進行させる 

腰背部にクッションを入れてサポート 

腰部の筋緊張低下のために            
座位時の背中にクッションを入れた 

基礎作り（この場合は腰部の筋緊張低下を行
う）の後の立位姿勢 
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基本的介護技術の考え方 

• 「障がい特性」を正しく理解すること 

• 動作の「最低必要な条件」を知ること 

• 廃用症候群だけでなく「誤用症候群・過用症
候群」も理解すること 

• 「人間本来の自然な動きを引き出す介助」は
障がいを有する利用者に、本来は適さないこ
とを知ること 

健常者の自然な移乗が中腰で行われているか
らといって、障がい者も中腰が楽とは限らない！ 

中腰状態で移乗していた時は
立位保持も安定せず、方向転
換時に介助を要する。 

できる限りまっすぐ立位になる
訓練を追加してから、立位保
持や方向転換が安定し、移乗
は自立した。 

「営む」と「行う」の違いを考える 

• 私たちの仕事は「生活支援」ともいわれる。 

• 「生活支援」ではなく「イベント（行う）支援」に
なっていないか？「生活」は（開催）ではなく
（営む）もの。 

• 営むということは「継続性」が求められる。障
がい特性を理解した支援を行わないと、誤
用・過用症候群による二次障害のために「継
続」が難しくなる。よって「生活支援」が難しく
なる。 

杖の使い方 

肘関節屈曲
３０度くらい 

杖は必ず障がい側
でない方で持つ 

歩行時の側方からの介助の注意点 

介助者がしっかり支えす
ぎると障がい側へ重心が
寄ってしまう 

側方から介助するときは
杖より安定性を与えては
いけない 

杖や歩行器の高さを適切に調整 

肘屈曲が大きいと上体が
起こしにくい 

低いところの方が肘屈曲30

度に設定しやすく、支持性が
高まり状態を起こしやすい 


