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ACL 損傷の予防に向けて開発した Elastomeric Strap の Knee-in 抑制効果
― S.E.R.F. Strap との比較 ―
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1．対象

の予防策として膝装具やテーピングなどが用いられる事が

対象は体幹・下肢に疾患の既往が無く，knee-in 動作を

あるが，硬性膝装具はルール上で装着が禁止されているこ

呈する女子大学生 14 名とした．対象者の身体特性は，年

とが多く，予防に対して積極的に推奨されていない．一方，

齢 20.1 ± 0.9 歳，身長 162.2 ± 5.5cm，体重 52.0 ± 4.0kg で

テーピングは角質剥離による皮膚障害や，緩みが生じて効

あった．対象者にはヘルシンキ条約に基づき，研究の趣旨

果が持続しないなどの問題がある．またこれらの補装具に

を十分説明し同意を得た．本研究は大阪電気通信大学倫理

よる ACL 損傷の予防効果や，危険肢位とされる着地動作

委員会の承認を得て実施した（承認番号：生倫認 18 − 006

時の knee-in を制御したとする報告は少ない．そこで我々

号）．

は patellofemoral pain 症例に対しスクワット時に膝外反の
制動効果 1）を有する DJO Global 社製 S.E.R.F. Strap を参考

2．Elastomeric Strap

として，伸張性と弾性に富んだスチレン系エラストマー

TPS は 1）1000％以上の高伸張性があり，関節運動を過

（Thermoplastic Styrenic Elastomer：TPS）を用いて新た

度に制限しない．2）硬度と厚みの変化により弾性が高ま

なストラップを開発した．今回，TPS を用いて開発した

るため，張力が発生して適度に関節運動を制動することが

Elastomeric Strap：ES の着地動作における knee-in の制動

できる．3）表面に粘着性があるため，体表面の運動に追

効果を，S.E.R.F. Strap 及び，装着なしと比較・検証した．

従するという特徴を有している．この TPS を用いた kneein を制動する解剖学的ラインを考案した．作成した ES（図

図 1．Elastomeric Strap：大殿筋＋縫工筋ライン
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1）のライン走行は運動学的に knee-in の制動効果がある
とされる 2），大殿筋と縫工筋の解剖学的走行に近似させた．
大殿筋＋縫工筋ラインは股関節の外転・外旋を誘導する
ことで knee-in の制動を目的としている．ES の伸張率は約

200％とし関節可動域を制限しないように装着した．
3．運動課題

30cm 台 か ら の Single Leg Drop Landing：SDL を， ラ
インのない Compression Wear：CW の上から ES を装着し
た（ES）と CW ＋ S.E.R.F. Strap（S.E.R.F.），ラインなし
の CW（装着なし）の 3 条件で，ランダムに実施した．台
上から片脚で飛び降りて着地し，着地後出来る限り静止す
るように指示した．着地後に足をずらして支持基底面を移
動させた試技は失敗とした．成功した SDL を 5 回行い，2
回目～ 4 回目の 3 回をデータとして採用し，平均を被験者
の代表値とした．
図 2．Knee in distance の計測

4．測定方法
二次元画像解析はデジタルビデオカメラ（CASIO 社製 ,
EX-F1, 6MP）を用いてハイスピードモードで前額面から
撮影を行った（300 フレーム / 秒）．なお，ビデオカメラは

6．統計解析

被験者の 5.5m 前方に設置し，高さ 85cm で水平にし，画像

ES と S.E.R.F., 装 着 な し の 3 群 間 に お け る KID を Fried-

の中心が着地した被験者の膝となるよう位置を調整した．

man 検定を行い，多重比較には Bonferroni 法を用いた（5％

分析対象は接地前 40ms，接地時，接地後 40ms，80ms，

を有意水準とした）．

120ms，160ms，200ms を静止画として抽出した．

結

果

5．二次元画像による Knee-in の計測
抽出した二次元画像の静止画から Knee in distance：

KID（cm）は ES / S.E.R.F./ 装着なしで，接地前 40ms

KID を計測した（図 2）．KID は Kagaya ら 3）の報告に準じ

（− 2.0 ± 3.2/ − 0.9 ± 3.5/0.0 ± 4.3），接地時（− 1.1 ± 2.2/2.1

て，上前腸骨棘と膝関節中心を結んだ延長線と母趾中央部

± 2.5/2.4 ± 2.7），接地後 40ms（1.9 ± 4.5/6.1 ± 4.9/5.6 ±

の足部縦軸延長線上との距離を測定した．KID は画像解析

4.0）であり，80ms を除いて ES が有意に低値を示した．

ソフト ImageJ（Ver.1.51）を使用し解析を行い，knee-in

S.E.R.F. と装着なしとの間に有意差はみられなかった（表

を＋，knee-out を−と定義した．

1，図 3，4）．

表 1．片脚着地時の Knee in distance
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図 3．Knee in distance の推移

図 4．Elastomeric Strap 装着の効果

い．また Strap の課題として素材の弾性による制動力が弱

考

察

く，下肢の関節運動に伴って緩みやズレが生じることから，
一定の張力を維持できない可能性がある．

近年，骨盤から下肢にかけて着用するストラップが荷重

大見らは股関節に着目した ACL 損傷予防トレーニング

位の knee-in を制動したとの報告がある．Herrington らは

を実施し，着地動作における股関節の内転，knee-in を制

S.E.R.F. Strap™ を装着することで，片脚スクワット中の

動したと報告した 6）．予防トレーニングにより空中での股

knee-in を減少させたが，Strap 自体の効果よりも誤差に起

関節内転・内旋，膝関節外反を防ぐ肢位を保てるようにな

因する可能性があるため，解釈には注意を必要とすると報

り，それが着地動作における knee-in の減少に繋がったと

1）

告した ．Greuel らは Powers™ Strap 装着によって片脚

考察している 6）．今回我々が作成した骨盤帯から大殿筋と

スクワットにおけるの股関節外旋角度の増加，内転角度の

縫工筋の走行に近似させた ES は，TPS の弾性と解剖学的

減少，膝関節内反モーメントの増加を認めたが，股関節の

なライン構造により片脚着地動作中の股関節外転と外旋を

角度変化に対する効果量は小さく，knee-in は制動できな

誘導（股関節内転と内旋の制動）した事で，着地前後の

4）

かったと報告した ．これら Strap の効果は knee-in が危険

knee-in を制動したと考えられた．

因子 5）となる ACL 損傷の予防にも有用である可能性があ

Numata らはバスケットボール選手とハンドボール選手

る．しかし，patellofemoral pain 症例を対象としているた

を対象としてシーズン前に KID を評価し，前向き調査を

め，渉猟しえた範囲では ACL 損傷が多発するジャンプか

実施した 7）．その結果，ACL を損傷した選手はしなかった

らの着地に対する kinematic などの評価は実施されていな

選手と比べ，接地時，最大外反時ともに KID が有意に増
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大していたと報告し，KID の増大は ACL 損傷の危険因子
7）

とされている ．今回の研究の結果から，ES の着用は着
地前および着地直後から knee-in（KID）を制動すること
から，ACL 損傷および再損傷の予防に有用である可能性
が示唆された．
本研究の限界として，今回行った調査は前額面状での 2
次元動作解析であり，矢状面や水平面における ES が動的
アライメントに及ぼす影響については明らかではない．今
後は ES が及ぼす体幹への影響や矢状面・水平面を含めた

3 次元での解析が必要である．また床反力を含めた運動力
学，運動パフォーマンスへの影響を検討していく必要があ
る．

結

論

ACL 損 傷 の 予 防 に 向 け て 開 発 し た Elastomeric Strap
は，S.E.R.F，Strap 及び，装着なしと比較して片脚着地時
の着地前および着地直後から有意に knee-in を制動した．
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