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スクワット動作における下肢荷重量について
― 膝前十字靭帯損傷例と健常例の比較 ―
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はじめに

対象と方法
下肢疾患の既往がない健常例（以下健常群）20 名と当

両 脚 ス ク ワ ッ ト 動 作 は 膝 前 十 字 靭 帯（ 以 下 ACL：
anterior cruciate ligament）損傷後のリハビリテーション

院で ACL 再建術を施行した ACL 損傷例（以下 ACLD 群）

で導入されることが多く，ジャンプの着地姿勢や動作の構

40 名を対象とした．健常群は男性 10 名，女性 10 名，平均

え姿勢として左右対称を促す指導を行っている．両脚スク

年齢 30.9 ± 8.1 歳であり，ACLD 群は男性 18 名，女性 22 名，

ワット動作における荷重負荷の非対称性は健常者でもみら

平均年齢 23.7 ± 9.6 歳であった．

れ，ACL 再建術後ではより大きな非対称性を呈するとい
1．下肢荷重量測定方法（図 1）

う報告がある 1）．
術 前 の 膝 前 十 字 靭 帯 損 傷 例（ 以 下 ACLD：anterior

アルケア社製下肢筋力測定・訓練器（以下測定器）を特

cruciate ligament deﬁcient）でも同様なのかという疑問が

製の枠板内に設置し，枠板の上で両脚スクワットを音に合

生じ，両脚スクワット動作における下肢荷重量割合を健常

せて 4 秒に 1 回の速さで連続 3 回実施した．枠板の片側半

例と ACLD で比較し，ACLD の特徴を検討することとし

分に測定器が設置されており片側の下肢荷重測定を行っ

た．

た．ACLD 群の各種測定は当院での手術前日に実施した．

図 1． a：アルケア社製下肢筋力測定・訓練器と特製の枠板
b：特製の枠板内に測定器を設置したもの
c：枠板の片側半分に測定器が設置されており片側の下肢荷重を測定した
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〈再現性について〉健常者 20 名に対して 4 回測定し，変

4．統計処理

動係数は 1.6％であった．

統計学的検討は Mann-Whitney U 検定，対応のない t 検
定，χ 2 検定を用いた．いずれも有意水準は 5％未満とした．

2．下肢荷重量の分析方法

結

測定器のサンプリング単位は 0.131 秒で全部で 115 プ

果

ロットされる．2 回目のスクワット時の片側下肢荷重量は

4 秒間で 31 プロットされ（図 2），片側下肢荷重量の平均

1．健常群と ACLD 群の比較

を体重で除して荷重割合を算出した．その後，体重 50％

50 ％ 偏 位 割 合 は 健 常 群 は 1.5%，ACLD 群 は 2.1 ％ で

からの差の絶対値（以下 50％偏位割合）を算出した．採

ACLD 群が有意に大きい値であった（図 4）．また，ACLD
群は健側へ偏位していた例が 55％（22/40 名），患側へ偏

用値は，健常群は左下肢，ACLD 群は患側下肢とした．

位していた例が 45％（18/40 名）であった．

図 2．2 回目スクワットで得られた値
片側下肢荷重量は 4 秒間で 31 プロットされる

図 4．健常群と ACLD 群の比較
50％偏位割合は健常群は 1.5%，ACLD 群は 2.1％
で ACLD 群が有意に大きい値であった

3．検討項目

1）健常群と ACLD 群の比較
2．健側偏位群と患側偏位群の比較

健常群と ACLD 群の 50％偏位割合を比較した．

2）ACLD 群内での比較（健側偏位群と患側偏位群の比較）
ACLD 群での 50％偏位割合は健側に偏位するものと患
側に偏位するものが見られたため，健常群の 50％偏位割

性別，年齢，受傷から手術までの日数に有意な差は認め
なかった（表 1）．筋力は患側偏位群の方が膝伸展筋力 健
患比が有意に高い結果となった（図 5）．

合中央値（1.5%）を基準に，それよりも高値であった者
を健側偏位群（15 名）と患側偏位群（12 名）に分け（図 3），
性別，年齢，受傷から手術までの日数，筋力を比較した．

表 1．健側偏位群と患側偏位群の比較

筋力は，BIODEX SYSTEM4（BIODEX 社製）にて等速
性膝伸展，屈曲筋力（60deg/s）を測定し，最大膝伸展，
屈曲筋力の健患比を比較した．

（15 名）

（12 名）

図 3． 健常群の 50％偏位割合中央値（1.5%）を基準に健側
偏位群と患側偏位群に群分けした

図 5．健側偏位群と患側偏位群の筋力の比較
患側偏位群の方が膝伸展筋力 健患比が有意に高かった
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考

察

においては支障が少ないと考えるが，運動パフォーマン
スには支障が生じる可能性があるため，目的に応じたス
クワット指導が必要だと考える．

今回の結果から，ACLD の両脚スクワットは健常例に比
べ左右不均等の荷重量であること，ACLD の中でも健側へ
荷重偏位する例と患側へ荷重偏位する例が存在する可能性
が示唆された．また患側偏位群は膝関節伸展筋力の健患比
が有意に高く，両脚スクワットにおける患側荷重が筋力低
下の減少に繋がった可能性が考えられる．
ACLD の両脚スクワット動作は，患側荷重によって関節
安定性を得る代償動作と，患側荷重を逃避する代償動作が
ある可能性が報告されている 2）．本研究の結果をもとにす
ると，患側荷重偏位のスクワットは筋力低下を減少させる
目的においては支障が少ないと考えるが，ACLD の左右非
対称性は傷害発生の危険性や運動パフォーマンスの低下を
招く危険性が懸念されており 3），目的に応じたスクワット
指導が必要と考える．

ま と め
◦両脚スクワット動作における下肢荷重量について健常群
と ACLD 群で検討した．
◦ ACLD 群の両脚スクワット動作は左右不均等の荷重で
あり，健側偏位と患側偏位を認めた．
◦患側偏位群は膝伸展筋力健患比が有意に高い結果であっ
た．
◦患側荷重偏位のスクワットは筋力低下を減少させる目的
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