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研究成果の概要（和文）：本研究は3つの主な研究により行なわれた。
研究１は，両脚支持から単脚支持へ移行する際の前額面の動的股関節スティフネスは，骨盤の前額面と水平面の
安定性に関与する股関節の制御的側面を表す重要な指標であることが示された。また単脚立位動作が前額面の動
的股関節スティフネスをスクリーニングするテストとして有用であることが示された。研究2は，女性では立脚
期中の股関節外旋が大きいと立脚期中の膝関節内反から外反への運動が大きいことが示唆された。研究3は，本
研究の被験者において股関節回旋の切り替えのタイミングと内旋運動量は，単脚起立期の膝関節内反角度に影響
を与えることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted by two main studies.
1) The dynamic hip joint stiffness of the frontal plane when transitioning from double limb stance
to single limb support was shown to be an important index representing the control aspect of the hip
joint involved in the stability of the frontal and horizontal surfaces of the pelvis. 2) In
females, it was suggested that subjects with large hip external rotation movement had larger
movement from varus to valgus on knee during single limb support than subjects with less hip
external rotation movement. 3) In the subjects of this study, it was clarified that the timing of
switchover of hip joint rotation and the amount of internal rotation exert influence on knee varus
during single limb support phase.
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１．研究開始当初の背景
高齢社会に突入した日本では，健康寿命と
平均寿命のかい離が認められ，男性で 9 年，
女性で 12 年以上の差がある。運動器の疾患
は，健康寿命を阻害し，要支援・要介護の原
因としては脳卒中に続き第 2 位である。特に
下肢関節の痛みは移動能力を低下させるこ
とで不活動を招き，脳血管疾患や心疾患の罹
患につながる。内側型変形性膝関節症（以下，
膝 OA）の罹患者数が最も多く，60 歳代女性
で有病率は 60%と非常に高い。膝 OA の診断
として，臨床症状と x 線などの画像診断によ
って行われる。しかし，x 線で変化が認めら
れる段階では，膝関節構成体である関節軟骨
に不可逆的変化が生じており，そのような状
態に対して決定的な治療法は未だ確立して
いない。そのため，申請者は，膝 OA を見つ
けて治療する体制から，予測し予防する診療
体制への変換が必要であり，そのためには膝
OA 発症に関与する因子を考慮したスクリー
ニング方法の確立が必要であると考えるに
至った。
２．研究の目的
高齢社会に突入した日本は，移動能力を低
下させ，QOL を低下させる変形性膝関節症
（膝 OA）に対する予防対策は重要である。
本研究は，将来的に膝 OA の発症と進行につ
ながる筋骨格系運動機能障害に着目し，それ
を有する者をスクリーニングするための妥
当性と信頼性を有する基本的動作テストを
開発することを目的とする。
３．研究の方法
研究 1: 歩行、単脚立位、降段動作時の前額
面の動的股関節スティフネスと骨盤と
体幹角度との関係
被験者は下肢や腰部に疼痛のない健常若
年者 80 名 (男性 40 名，女性 40 名)を対象と
した。歩行，単脚立位，降段動作時の運動学
的および運動力学的データは三次元動作解
析装置 VICON MX と床反力計を用いて収集し
た。前額面の動的股関節スティフネスはそれ
ぞれの動作において両脚支持から単脚支持
へ移行する際の外部股関節内転モーメント
に対する股関節内転角度の回帰直線の傾き
から算出した。歩行，単脚立位，降段動作時
の骨盤と体幹角度の平均値および最大角度
変位量はそれぞれの動作の両脚支持期，単脚
支持期から算出した。各動作時の前額面の動
的股関節スティフネスと，骨盤と体幹角度の
平均値および最大角度変位量の相関分析，動
作間の動的股関節スティフネスの相関分析
は Spearman の順位相関係数を用いた。
研究 2: 健常者における歩行中の下肢関節運
動の特徴とその関係性
20 歳代から 70 歳代の男性 62 名，女性 62 名
の健常者を対象とした。課題動作は歩行とし，
歩行中の運動学および運動力学的データは
三次元動作解析装置 Vicon MX と床反力計か

ら取得した。歩行中の左立脚期の股関節，膝
関節，足関節の矢状面，前額面，水平面関節
角度データに対して主成分分析を行った。主
成分分析で得られた主成分得点を用いて相
関分析を行い，関節運動の関係性を抽出した。
研究 3: 歩行時の股関節回旋運動と歩行時
膝関節内外反角度との関係の解明
被験者は高齢者群 39 名 (男性 17 名，女性
22 名)，若年者群 44 名 (男性 24 名，女性 20
名)の 2 群を対象とした。課題動作は歩行と
し，運動学的データは 3 次元動作解析装置
Vicon MX を用いて取得した。関節角度に関し
て，立脚期中の股関節内旋・外旋角度および
膝関節内反・外反角度を算出した。股関節回
旋運動角度からは，股関節回旋が内旋運動か
ら外旋運動に切り替わる時間，および初期接
地から股関節外旋運動が生じるまでの股関
節回旋角度変位量を算出した。男女それぞれ
について，各パラメーターを群ごとに比較し，
立脚期中の膝関節内反・外反運動角度への影
響を検討した。
４．研究成果
研究 1: 歩行、単脚立位、降段動作時の前額
面の動的股関節スティフネスと骨盤と
体幹角度との関係
男性において歩行時の前額面の動的股関節
スティフネスは歩行時の初期両脚支持期に
おける骨盤傾斜の最大角度変位量との間に
負の相関関係を認め (r = −
0.633，p <0.01)，
また単脚支持期における骨盤傾斜角度の平
均値との間に負の相関関係を認めた (r =
−
0.347, p = 0.02)。単脚立位動作時の前額
面の動的股関節スティフネスは単脚立位動
作時の両脚支持期における骨盤回旋の最大
角度変位量との間に負の相関関係を認めた
(r = −
0.339, p = 0.03)。女性において歩行
時の前額面の動的股関節スティフネスは歩
行時の初期両脚支持期における骨盤傾斜の
最大角度変位量 (r = −
0.541, p <0.01)，骨
盤回旋の最大角度変位量 (r = −
0.580, p
<0.01)との間に負の相関関係を認めた。また
女性の単脚立位動作時の前額面の動的股関
節スティフネスは両脚支持期における骨盤
傾斜の最大角度変位量 (r = −
0.395, p =
0.01)との間に負の相関関係を認めた。これ
らの結果から前額面の動的股関節スティフ
ネスが増加すると，歩行，単脚立位動作時の
前額面と水平面の骨盤運動量は減少するこ
とを示し，骨盤がより安定することを意味す
る。また男女ともに各動作の動的股関節ステ
ィフネスの間に有意な正の相関関係を認め
た。結論：両脚支持から単脚支持へ移行する
際の前額面の動的股関節スティフネスは，骨
盤の前額面と水平面の安定性に関与する股
関節の制御的側面を表す重要な指標である
ことが示された。また単脚立位動作が前額面
の動的股関節スティフネスをスクリーニン
グするテストとして有用であることが示さ
れた。
研究 2: 健常者における歩行中の下肢関節運

動の特徴とその関係性
主成分分析では，固有値 1 以上かつ累積寄
与率 80％以上に達する，寄与率が 5%以上の
主成分のみを採用し，男性で 14，女性では
15 の主成分が採用された。相関分析では，男
女それぞれ 20 通りの組み合わせに相関がみ
られ，関節運動の関係性が示された。男性で
は，股関節水平面主成分 1 と有意な相関のみ
られた組み合わせは，膝関節前額面主成分 1
と膝関節水平面主成分 1 の 2 つであった。一
方女性では，股関節水平面主成分 1 と有意な
相関のみられた組み合わせは，膝関節前額面
主成分 1，膝関節前額面主成分 2，膝関節水
平面主成分 1，足関節前額面主成分 1，足関
節前額面主成分 2 の 5 つであった。結論: 本
研究では健常者の歩行中の関節運動の特徴
と関節運動の関係性が明らかとなった。退行
変性を基盤とした変形性関節症などの発症
や進行を予防することを目的とした今後の
歩行研究では，これらの健常者の関節運動の
関係性を考慮し，特定の関節運動や運動パタ
ーンに焦点を当てることが重要である。また，
男性と女性において股関節回旋と膝関節内
反運動の関係性に違いがみられ，女性では立
脚期中の股関節外旋が大きいと立脚期中の
膝関節内反から外反への運動が大きく，より
定型化された歩行パターンを呈しているこ
とが示唆された。
研究 3: 歩行時の股関節回旋運動と歩行時
膝関節内外反角度との関係の解明
(1) 高齢者と若年者の他動的股関節内旋・外
旋および全可動域の比較
男女ともに高齢者群は，股関節内旋角度と
股関節回旋全可動域が有意に小さかった。
(2) 高齢者と若年者の歩行立脚期中の股関
節回旋運動切り替わり時間と，股関節回旋角
度変位量の比較
男性高齢者群は，男性若年者と比較して，
股関節回旋運動切り替わり時間が有意に早
く生じていた。女性高齢者群は，男性若年者
と比較して，股関節回旋角度変位量が有意に
小さかった。
(3) 歩行立脚期中の股関節回旋運動切り替
わり時間と角度変位量と，膝関節内反 外反
運動角度との関係
若年男性群は切り替え早期群と遅延群の
間に膝関節内反角度に有意な差はなく，股関
節外旋運動の切り替え時間は膝関節内反・外
反運動に影響を与えなかった。男性高齢者の
右下肢と女性高齢者の両下肢は，股関節外旋
運動の切り替え時間は有意な影響を与え，切
り替え時間遅延群は早期群と比較して，膝関
節内反角度が大きかった。 一方で，若年女
性の両下肢において，股関節外旋運動への切
り返しが早く起こる群ほど，膝関節内反角度
が大きいことが示された。この結果は，高齢
女性とは相反する結果であった。結論:本研
究の高齢男性の右下肢と高齢女性の両下肢
について，股関節内旋運動から外旋運動への
切り替えが遅いことは，単脚起立の時間にお

いて，膝関節内反角度の増加につながった。
このことは，先行研究においても報告されて
おらず，新たな知見である。立脚初期に股関
節内旋が大きい若年女性は，膝関節内反角度
が大きく，そのことは膝関節内側コンパート
メントに生じるメカニカルストレスが大き
くなる可能性が示唆された。
これらの研究結果を踏まえ，以下のことを結
論とする。
(1) 歩行，単脚起立において大腿骨内旋運動
が過度に起こる者，外旋運動の切り返しが遅
い者は，膝関節内反運動が過度に起こる可能
性が高い。そのため，膝関節内側コンパート
メントに加わるメカニカルストレスの増加，
そして膝蓋骨と大腿骨膝蓋滑車とのインピ
ンジメントが生じる可能性が高い。
(2) 単脚起立テスト，降段テストはこれらの
者をスクリーニングするためのテストとし
て有用性が高い。
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