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変形性股 関節症 (臼 蓋 形 成 不
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1)変 形 搬
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関節症 とは

年齢が進む と共に、股関節 の軟骨は摩耗 し、痛みや
違和感を感 じるよ うにな ります。 これが、変形搬 関
節症です。股関節の軟骨は厚 さ 3‐ 4mmで 骨 より少 し
柔 らかく、関節 がなめら力ヽこ動 くようにする役割 と、
クッションの働 きをしていますЭ この関節軟骨がす こ
しずつす り減 って しま うことで、変形慨 関節症は発
症するのです。年齢は中年期以降、50代 から 60代 に
多 く見 られます。頻度的には女性に圧倒的に多 く、先
天性の股関節脱臼や臼蓋形支不全 (骨盤側 の関節が浅
い構造の状態)な どを基盤に発症することが多い とい
う特徴があ りますι図 1に 関節軟骨がす り減 つて不整
となった関節を示 しますЭ
この疾患の痛みの特徴は、歩行時などの脚 の付け根

関節軟骨がす り減 って不整にな り、狭 くなってい る。
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初期股関節症

の痛みです。膝 の上の もものあた りの痛みを訴える方
も多 くいます。朝や動き始めに痛みが出やす く、初期
症状では、一晩寝て安静に していると痛みは翌 日に￨ま
消えますЭ しか し、中期症状 になると、痛みの出る頻
度が多 くな り、階段、 しゃがみ動作、長距離歩行時な
どで痛みが出るようにな ります。 さらに末期症状まで
進む と強い痛みのため、通常の歩行などが困難 にな り
日常生活に支障をきた しますЭ股関節 の痛みのため 日
常生活 が大きく制限されるようになると、60歳 以上の
方であれ ￨よ 症状に応 じて全人コ投関節形成術 CHD
の適応 とな ります。

2)変 形 田投関節症の リハ ビリテーション
1)股 関節への負担を軽減する。
2)股 関節のス トレッチングを行 う。
3)中 殿筋を主体 とした筋力;剣 ヒをはかる。

関節軟骨が完全に摩耗 してい る。
骨硬化像や骨の う胞 と呼ばれる空洞が見える。
大腿骨頭は、上方・外側 にずれてい る。
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末期股 関節症

4)股 関節のアライメン トを調整する。
① 股関節への負担を軽減す る。
股関節の負担を軽減する最も有効な一手段は体重を
減 らす ことです。またプール 内の歩行は浮力によつて
股関節への荷重 をかな り少なくできるため、痛みの少
ない歩行訓練が可能です
② 股関節のス トレッチ ング
柔軟性の低下は、股関節 に局所的な強い圧力が加わ
ることにな り、変形 を進行 させ るとい う悪循環を生
じやす くな ります。
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伸展 ス トレッチ

。 伸展ス トレッチ

(図

2):床 に患側後ろの方膝立ち

にな ります。そ して、ゆつ くりと腰を沈 めて股関
節 の後 ろ方向の可動̀性 を拡げますЭこの運動を 20
秒 ×2セ ッ ト行います。
・ 外転ス トレッチ (図 3):床 に四つ這いの姿勢 にな
り、両股 が拡がるように腰をゆつ くりと沈めます。
この運動 を 20秒 ×2セ ッ ト行 います。
・ 内旋 ス トレッチ (図 41:両 膝を立てた状態で仰向
けにな ります。図のよ うに良い方 の脚を患側 の上

外転 ス トレッチ

に組み、患側下肢 をゆつ くり内側に倒 します。 こ
の運動を 20秒 ×2セ ッ ト行います。
③ 中殿筋を主体 とした筋力強化訓練
変形搬 関節症では、股関節周辺 の全ての筋力が低
下 しますが、特に中殿筋

0却 を開く筋期

、大殿筋

(明 ]

を後ろに挙げる筋肉)、 腸腰筋 (脚 を前に挙げる筋肉)
が、 日立って低下 します。特 に中殿筋 の筋力低下は ト
レンデ レンブルグ歩行な どの要因 とな り、歩行時の股

内旋 ス トレッチ

関節の負担 を大きくするため、その予防は重要ですD
。 中殿筋の筋力3釘 ヒ訓練 (図 5):床 に患側を上にし
て横 にな ります。 この姿勢か ら患側 の脚 を 10cm
程度持 ち上げ、5秒 FH5止 めます。この運動 を 20回
×3セ ッ ト行 います。
・ 大殿筋の筋力強化訓練

(図

申匙 飾 の筋 力強化訓練

6):仰 向けに寝て両膝

を立てた状態で、お尻を床から持ち上げますL過
度 に持ち上げないよ うに注意 して下 さい。お尻に
力が入 つていることを意識 しなが ら行います。約
5秒 間止めますЭこの運動 を 20回 ×3セ ッ ト行い
大殿筋 の筋 力強化訓練

ますЭ
・ 腸腰筋 と大腿 四頭筋の筋力強化訓練 (図 7):仰 向
けで患側 の脚 を 10cm程度持 ち上 げ、5秒 間止め
ますЭ この運動を 20回 ×3セ ッ ト行います。
④ 股関節 のアライ ンメン トを調整す る。
変形性股関節症では多 くの場合、患側 の脚 の長 さが
短 くな ります。 どの くらい短 くなつている力ヽま、病院
の診察時 に淑1定 してもらい調整 してもらうと良いで し
ょう (図 8)。 足 のアーチ部分がつぶれると、股関節 に
わるため、
痛みの増強につなが ります。
過度な回旋がカロ
このため、アーチサポー トなどを施行 し、股関節 の負
担を和 らげることができます。

図・イラス トは 「自分 でできる痛みの リハ ビリ」
中災防新書 より
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腸腰筋 と大腿四頭筋 の筋 力強化訓練

