スポーツ傷害（J. sports Injury）Vol. 24：21−23

2019

膝前十字靭帯再建術後の両脚スクワット動作における
患側下肢荷重量の経時的変化
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はじめに

対

象

膝前十字靭帯（ACL）再建術後患者は両脚スクワット

対象は，平成 30 年 4 月から 12 月に当院で ACL 再建術を

動作において健側により多く荷重する傾向がある 1）と言わ

施行された 26 名とした．内訳は男性 12 名，女性 14 名，平

れている．また ACL 再建術後のスクワット動作における

均年齢 22.3 ± 8.4 歳であった．そのうち ACL 単独損傷例は

非対称性は，パフォーマンスの低下につながる 2）～ 4），再

9 名，半月板縫合例は 17 名であった．

損傷となる可能性がある

2），5）

，と言われている．臨床上で

方

も ACL 再建術後の両脚スクワット動作指導中，術側下肢

法

への荷重が不十分で，健側へ偏っていることを経験する．
そこで今回，ACL 再建術後患者のスクワット動作におけ

評価項目は両脚スクワット動作における患側下肢荷重量

る下肢荷重量の経時的変化を調査し，健側への荷重偏位量

と筋力とした．下肢荷重量の測定にはアルケア社製の下肢

が減少してくる時期について検討した．また，両脚スク

筋力測定・訓練器（測定器）を特製の枠板内に設置したも

ワットにおける荷重の不均等に影響する因子について検討

のを使用した（図 1a）．被験者は枠板の上で，音に合わせ

した．

て 4 秒に 1 回の速さで連続 3 回スクワットを実施した（図

1b）．枠板の片側半分に測定器が入っており，患側の下肢

図 1．
a：アルケア社製下肢筋力測定・訓練器（測定器）を特製の枠板内に設置したもの．
b：枠板の片側半分に測定器が入っており、患側の下肢荷重量を測定した．
c：2 回目の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．

— 21 —

荷重量を測定した．下肢荷重量の分析方法は，2 回目のス

検討②：半月板縫合例の傾向を調査する目的として，術

クワットの時の患側下肢荷重量の平均を採用値とし（図

前，術後 12 週，16 週に限定し，各時期の健常者・ACL 単

1c），体重で除して荷重割合を算出した．その後，体重の

独例・半月板縫合例の 3 群間の両脚スクワット時の 50％偏

50％からの差の絶対値（50％偏位割合）を算出した．測

位割合の値を比較した．統計学的分析は一元配置分散分析，

定時期は ACL 単独例では，術前，術後 4 週，6 週，8 週，

Games-Howell 検定を用い，有意水準は 5％とした．

12 週，16 週とした．当院における ACL 再建術後のプロト

検討③：術後 12 週時に患側への荷重変位割合が，基準値

コールでは，ACL 単独例は早ければ術後 2 ～ 3 週からス

の 1.5％よりも大きい例を健側偏位（大）群，それよりも

クワットなどの CKC エクササイズを開始するが，半月板

小さい値を示した例を健側偏位（小）群とし，比較した．

縫合例は術後約 2 か月間装具を装着し，膝の角度固定をす

検討項目は，（1）筋力，（2）術前の健側偏位が大きい例

る関係から，概ね 4 ～ 6 週から装具の固定角度内でのス

の割合とした．筋力は，術前，術後 16 週における最大膝

クワットを開始している．そのため，半月板縫合例の測

伸展・屈曲筋力の患健比を比較した．統計学的分析はマン

定は，術前，術後 12 週，16 週とした．筋力は，BIODEX

ホイットニー検定，χ2 検定を用い，有意水準は 5％とした．

System4 にて等速性膝伸展・屈曲筋力（60°/s）を測定し，

結

最大膝伸展・屈曲筋力の患健比を算出した．測定時期は術

果

前，術後 16 週とした．

検

検討①：健常者との比較では，術後 4 週，6 週，8 週にお

討

いて有意差が認められ，12 週以降は有意差が認められな
かった（図 2）．

検討①：我々が健常者 20 名（男性 10 名，女性 10 名，平均

検討②：術前において，健常者と ACL 単独例の間に有意

年齢 30.9 ± 8.1 歳）を対象とし測定した，50％偏位割合の

差が認められたが，術後は各時期とも 3 群間に有意差は認

中央値は 1.5％であった．その値を基準値とし，ACL 単独

められなかった（図 3）．

例の両脚スクワットを測定した各時期の値と比較した．統

検討③：（1）筋力は術前，術後 16 週において有意な差は

計学的分析はマンホイットニー検定，welch の t 検定，2 標

認めなかった（表 1）．（2）術前の健側偏位が大きい者の

本 t 検定を用い，有意水準は 5％とした．

割合は，術後 12 週時の健側偏位（大）群で有意に多かっ
た（図 4）．
表 1．健側偏位（大）群と健側偏位（小）群の筋力の比較
術前と術後16 週での筋力では，両群間に有意差は見られなかった．

図 2．健常者と ACL 単独例の各測定時期での比較
健常者と術後 4，6，8 週の間に有意差が認められ，12，16 週で
は有意差は認められなかった．（グラフの黄点は中央値を示し、
赤点線は健常者の中央値を示す．）

図 3．健常者・ACL 単独例・半月板縫合例の 3 群の比較
術後 12・16 週において，ACL 単独例・半月板縫合例の間に有意差はなく，また両群ともに健常者との間に有意差は見られなかった．
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ま と め
◦ ACL 再建術後患者の両脚スクワットにおける左右の下
肢荷重量の経時的変化，ならびに荷重の不均等に影響
する因子を検討した．
◦再建術後 12 週経過すると健常者と同等の左右均等の荷
重に近づくことが示された．
◦術後 12 週時に健側偏位の大きい例は，術前からのスク
ワット動作の左右非対称性が影響している可能性が示唆
された．
◦パフォーマンスを目的としたトレーニングへのスムーズ
な移行のために，術前からの対称的なスクワット動作指
導を考慮することも必要である．
図 4．健側偏位（大）群と健側偏位（小）群の術前において
健側偏位が大きかった者の割合
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ニングの他に，術前からの対称的なスクワット動作の指導
も必要であると示唆された．
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