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Backward half sitting exercise の荷重量が運動力学に及ぼす影響
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2）

背

景

研究方法

半月板縫合術後は，縫合部における組織の治癒 1）や力学

1）対

象

下肢に外傷・障害既往のない健常成人 8 名（男性 8 名）

的強度 2）の回復に時間を要することから，保護的にリハビ
リテーションを進める必要がある 3）．特に，スクワットの

を対象とした．対象の年齢は 28.5（25 ～ 32）歳 , 身長は

ような荷重下での膝関節の屈伸運動は長期間の制限が必要

168.2（160 ～ 180）cm，体重は 58.2（45 ～ 67）kg であっ

3），4）

，このような制約から大腿四頭筋の筋力低下を

た．対象者には本研究の主旨を説明し，実験への参加に同

生じる症例が散見される 5），6）．そこで，術後早期における

意を得た．尚，本研究は大阪大学医学部附属病院の倫理審

荷重下の安全な大腿四頭筋強化法として，健側の殿部で椅

査委員会の承認を受けたものである（承認番号 15227）．

であり

子に着座し，健側を前方，患側を後方に開脚した姿勢（half
sitting）から，膝関節を屈伸させずに体幹を後傾させ，患

2）運動課題
左の殿部のみを椅子に着座し，後方に位置する右脚の大

側下肢で支持する運動（Backward half sitting exercise：
BHSE）を考案した

，下腿を床面と平行に
腿部を下垂，膝関節屈曲 80 ～ 90°

3），7）

．

先行研究において，膝関節手術後の初期段階で頻繁に設

して，足関節と中足趾節関節を背屈位で接地させた．前

定される体重の 1/3 部分荷重（1/3PW）での BHSE と，両

方の左脚は膝関節屈曲 80 ～ 90°，下腿は床面と垂直にし

下肢に均等荷重したスクワットの運動力学を比較した．下

て，足底全面で接地させた．右足部を体重計に載せ，体幹

腿を床面に対して平行に保持する BHSE は，スクワットに

を垂直位から角度の規定なしに後傾させることにより右脚

比べて足圧中心と膝関節中心との距離が長く膝関節のモー

の足部へ荷重させた．右脚の足部への荷重量は，体重の

メントアームも長いため，膝伸展モーメントが有意に高

1/3（1/3PW）と各対象者の最大荷重（MW）の 2 条件と

値を示した．その結果，BHSE はスクワットに比べて内側

した．対象者の右足部への荷重量が 1/3PW に達したこと

広筋の活動電位が有意に高かったが，大腿直筋の活動電

を検者が確認した時点，さらに対象者が MW と判断した

位には 2 群間に有意差がなかった 7）．臨床では術後経過に

時点で，それぞれ体幹の後傾運動を 3 秒間静止させ，垂直

伴い，BHSE の体幹後傾角度や荷重量の制限を解除し，大

位に戻すように指示した（図 1）．解析の対象はいずれも

腿直筋にも筋肥大効果を認める症例を経験する．そこで

右脚を検査側とし，3 秒間の静止時とした．いずれの動作

BHSE における荷重量の増加により，膝伸展モーメントが

も，両手は腹側部に当て，体幹は前額面および水平面上で

増加し，内側広筋だけでなく大腿直筋の筋活動電位も高ま

中間位を保つように指示した．運動の速度は，メトロノー

ると仮説を立てた．本研究の目的は，BHSE における荷重

ム（60bpm）に合わせて，3 秒間で後傾し，3 秒間静止し

を 1/3PW から最大荷重に増加した際の運動力学と下肢筋

た後，3 秒間で前傾するように規定した．

活動への影響を調べることとした．
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a．

b．

結

果

1）荷重量（床反力垂直成分）
荷 重 量 は，1/3PW（34.7 ± 4.8 ％ BW） に 比 べ て MW
（41.5 ± 6.0%BW）が有意に高値を示した（P<0.05）．各対
象者の荷重の増加量は 6.8 ± 3.9%BW であった．
2）関節角度
両群ともに股関節は伸展位，膝関節は屈曲位であり，2
群間に有意差はなかった．体幹は後傾位であり，1/3PW
図 1．運動課題
a．開始肢位 b．終了肢位
データ解析は，両動作とも 3 秒間の静止肢位（b）について実施
した．

に比べて MW が有意に高値を示した（P<0.01）（表 1）．
表 1．関節角度

3）運動計測
運動計測には，5 台のカメラで構成される三次元動作解
析装置（OMG 社製 VICON512）と床反力計（AMTI 社製
GEN5）を用いた．指標（マーカー）には，合計 23 点で構
成される Plug in Gait Marker set を用いた．マーカーデー

1/3PW

MW

股関節伸展

16 ± 9

18 ± 9

P値
0.6

膝関節屈曲

83 ± 6

84 ± 10

0.24

体幹後傾

14 ± 7

20 ± 10

<0.01

平均値±標準偏差，単位：°

3）関節モーメント

タは 120Hz，床反力データは 1000Hz でサンプリングした．

両群ともに股関節は屈曲モーメント，膝関節は伸展モー

右脚の筋活動は，筋電計（Noraxon 社製テレマイオ G2）

メントを生じ，1/3PW に比べて MW が有意に高値を示し

を用いて表面双極誘導にてサンプリング周波数 1000Hz で

た（P<0.05）（表 2）．

測定した．測定筋は大殿筋（GM），大腿直筋（RF），内側

表 2．関節モーメント

広筋（VM），大腿二頭筋（BF）の 4 筋とした．
4）データ解析
評価項目は，荷重量（床反力垂直成分），関節角度，関
節モーメント，筋活動電位とした．全てのデータにおいて，
評価の対象は 3 秒間の静止時における平均値とした．荷重
量は，1/3PW と MW の差から荷重の増加量も算出した．

1/3PW

MW

P値

股関節伸展

0.9 ± 0.4

1.3 ± 0.5

<0.05

膝関節屈曲

0.9 ± 0.4

1.3 ± 0.5

<0.05

平均値±標準偏差，単位：Nm/Kg

4）筋活動電位
内側広筋，大腿直筋および大腿二頭筋における動作時の

関節角度は，解析ソフト（OMG 社製 vicon workstation

5.6.2）を用いて体幹，股関節，膝関節の角度を算出した．

筋活動電位は，1/3PW に比べて MW が有意に高値を示し

関節モーメントは，同解析ソフトを用いた逆動力学計算に

（表 3）．大殿筋には 2 群間の有意差がなかった．
た（P<0.05）

より股関節，膝関節のモーメントを算出し，内部モーメン

表 3．筋活動電位

トとして表現した．筋電計から得られた活動電位は，解
析ソフト（Noraxon 社製 Myoresearch）を用いて 50ms の
Root Mean Square を求めた．さらに，静止時の平均振幅
値を算出した．これらの各筋活動電位は，5 秒間の随意最
大等尺性収縮時における 1 秒間の平均振幅値を用いて正規
化した（%MVC）．
5）統

1/3PW

MW

P値

内側広筋

77 ± 36

115 ± 58

<0.05

大腿直筋

38 ± 12

62 ± 23

<0.05

大腿二頭筋

12 ± 6

18 ± 9

<0.05

大殿筋

3±2

7±6

0.11

平均値±標準偏差，単位：%MVC

計

考

Power analysis には JMP pro13（SAS Institute Inc.）を

察

用いた．1/3PW と MW の 2 群を併合した関節モーメント
BHSE における荷重量を 1/3PW から MW に増加した際，

の標準偏差を 0.3，検出する差を 0.75 とし，有意水準を

5%，検定力を 80% とした際，標本サイズは両群合わせて

体幹後傾角度の増加は 6°であり，荷重の増加量は体重の

8 例と算出された．1/3PW と MW の 2 群間の比較には対応

約 7% に過ぎなかった．しかし，股屈曲モーメントと膝伸

のある t test を用い，p 値 5% 未満を有意差ありとした．

展モーメントは約 40%，内側広筋と大腿直筋の活動電位
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もそれぞれ約 50% と約 60% の顕著な増加を認めた．BHSE

量の増加のみならず体幹後傾を促すことから，腰椎の過伸

は荷重下のトレーニングとして代表的なスクワットに比べ

展を防ぐ配慮が必要と考えられた．
BHSE の MW における荷重量は体重の 50% に達するこ

て，膝関節のモーメントアームが長く膝伸展モーメントが
7）

大きい ．また床反力ベクトルは股関節の後方を通過する

とはなく，両下肢に均等に荷重する両脚スクワットよりも

ため，股屈曲モーメントが発揮される．MW は 1/3PW に

小さかった．膝関節への荷重負荷が制限される膝関節術後

比較して，荷重量とともに体幹後傾角度が増加したことに

早期において，最大荷重した BHSE は両脚スクワットと比

より，重心の後方移動が生じて床反力ベクトルが後方に傾

較して，大腿四頭筋を安全かつ選択的に強化できると考え

斜した結果，股関節と膝関節のモーメントアームが延伸し，

られた．

股屈曲および膝伸展モーメントが顕著に増大したと考えら
れた（図 2）．

要とする半月板縫合術や軟骨損傷の修復術後のリハビリ

筋力増強効果を得るには 40 ～ 65%MVC 以上の筋活動
が必要とされる

以上より，BHSE は荷重量や剪断力の段階的な調整を必

8），9）

．内側広筋の活動電位は両群ともにこ

れを超えており，MW においてより高い筋力増強効果を

テーションにおいて，筋力低下や萎縮を生じ易い大腿四頭
筋の筋力維持や筋肥大を期待できる有用なトレーニングで
あると考えられた．

期待できると考えられた．単関節筋である内側広筋は，股

結

関節肢位の影響を受けにくいことに加えて，膝屈曲 90 ～

論

110°付近で筋出力が高い 10）ことから，MW において顕著
BHSE は 1/3PW から MW への移行により，荷重量とと

に増加する膝伸展モーメントの発揮に貢献したと考えら
れた．大腿直筋の活動電位は，1/3PW では小さかったが，

もに体幹後傾角度が増加し，股屈曲モーメントと膝伸展

MW では筋力増強効果が期待できる水準に達した．股関

モーメントが増大し，選択的に大腿四頭筋の筋収縮活動が

節屈筋である大腿直筋は，股関節伸展位では筋出力が低下

高まる．

する 10） とされるが，MW では膝伸展モーメントのみなら
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図 2．BHSE における荷重量増加による運動力学への影響
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