
の研究で認められている１-５）。例えば，５歳から
92歳までの6,000人を対象としたMedeiros et al. 6）

の研究では，測定した20か所（腰椎関節，肘関節，

Ⅰ�．はじめに

　加齢に伴い関節可動域が漸減することは，多く
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股関節と膝関節の可動域とそれら（膝伸展・屈曲
力） との関係を検討することを目的とした。

Ⅱ．方法

１．被験者

　被験者は，身体に深刻な障害がなく，他者の補
助なしで生活できる65歳以上の女性高齢者95名で
あった。測定は，2014年８月から2015年10月の間
に実施した。測定前に，全ての被験者に研究目的，
測定項目およびアンケートの内容を詳細に説明
し，研究に協力する旨の同意を得た。また，個人
が特定されることがないようデータを取り扱うこ
と，研究参加に同意した後であっても，参加を拒
否できることも説明した。

２．身体および体重の計測

　身長の測定は，被験者に両足先を30度に開き，
頭位を耳眼水平に合わせた直立姿勢をとらせて，
また，体重の測定は，軽装のまま体重計の上に乗
り直立姿勢をとらせて行った。体重と身長の値か
ら，Body Mass Index （BMI） を算出した。

３．関節可動域の測定

　関節可動域の測定は，関節可動域測定法11）に
基づき，関節角度計東大式（堤製作所） を用いて
実施した。本研究では，測定値の再現性が高い自
動関節可動域を用いた。股関節（屈曲，外転，内
転，伸展，内旋，外旋） および膝関節（屈曲） に
ついて，７項目の可動域の測定を行った。被験者
には，自力でできうる限り大きく関節を動かすよ
う指示した。左右両側を測定し，平均値をその被
験者の値とした。また，検者の違いによる測定値
の変動を防ぐために，測定は全て著者が行った。

４．筋力の測定

　 膝 伸 展・ 屈 曲 力 の 測 定 に は，Dynamometer

（ミュータスF-1，アニマ）を用いた。被験者に座
位で，股関節および膝関節を90度屈曲した姿勢を
取らせた。また，測定時に上半身と大腿部が動か

膝関節，股関節，手首関節，足首関節および肩関
節） 全てで，30歳を過ぎた時点から，男女ともに
可動域が減少することが示されている。また，腰
椎関節や頸椎関節でも減少が生ずること7，8），可
動域の減少率は最大で約30％にも及ぶこと9），あ
るいは股関節伸展運動における減少率が，他と比
べ大きいことなども報告されている10）。関節可動
域の変化が問題視されるのは，減少の度合いが大
きくなると，運動能力が低下し，日常生活に支障
をきたすようになるためである11）。
　先行研究において，「着替える」，「入浴する」，「階
段を昇る」あるいは「椅子から立ち上がる」など
の日常生活動作を円滑に遂行するためには，一定
以上の下肢関節可動域および下肢筋力が必要とさ
れること12，13，14，15），また，膝伸展・屈曲力が低下
すると，身体を支持する機能が低下するため，転
倒の確率が増すことなどが報告されている16）。こ
れらの知見は，関節可動域および筋力の低下が著
しい高齢者では，身体を支持する機能について，
一定以上の値をできうる限り長く維持すること
が，自立した生活を継続することに直結すること
を示すものである。
　ある関節の可動域が低下すると，身体のバラン
スを維持する機能などが低減し，そのことが筋活
動量の低下を誘起する場合があることを考慮する
と，関節可動域の低下が筋力低下の原因になって
いることが推察される。関節可動域と筋力との間
に正の相関関係があることを，高齢者を対象に示
したGerety et al. 17）およびBeissner et al. 18）の研究
は，この推察を支持するものである。しかしなが
ら，この２つの研究では，数項目の関節可動域お
よび筋力を測定し，合計した数値について検討し
ており，個々の関節可動域が筋力に及ぼす影響に
ついては不明である。介護施設などでは，関節可
動域の維持あるいは増加を促す介入により，高齢
者の生活をサポートする試みが実施されている。
そのような試みを効果的に行ううえで，「どの関
節の可動域が筋力に大きな影響を及ぼしているの
か」は極めて重要な情報である。そこで本研究で
は，膝伸展・屈曲力に影響を及ぼす可能性が高い
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関節可動域

　表２に，被験者の関節可動域を示した。被験者
間でもっとも偏差が大きかった項目は股関節伸展
であり，その変動係数は26.8％であった。股関節
伸展以外で変動係数が20％を超えた項目は，股関
節外転および股関節内旋であった。これに対して，
変動係数が10％以下であったものは，股関節屈曲
および膝関節屈曲であった。
膝伸展・屈曲力

　筋力の平均値は，膝伸展力では174.1 N，膝屈
曲力では80.2 Nであった（表３）。変動係数は，
関節可動域でみられた最大値（26.8％） より大き
く，膝伸展力で30.6％，膝屈曲力で34.5％であった。
身体的特性と関節可動域および筋力との関係

　表４に身体的特性と関節可動域との関係を，表
５に身体的特性と筋力との関係を示した。年齢で
は４項目（股関節伸展，股関節外転，股関節内転
および膝屈曲力）と，体重では５項目（股関節屈
曲，股関節伸展，股関節外旋，股関節内旋および

ないように，胸部および腰部をベルトで固定し
た。Dynamometerと繋いだベルトを足首にかけ，
最大努力で５秒間の等尺性運動を行わせた。１分
間の休憩を挟み２回測定を行い，２回の平均値を
その被験者の値とした。

５．統計

　統計量は，平均±標準偏差で示した。測定項目
間の関係は，Pearsonの相関係数を用いて検討し
た。また，膝伸展力および膝屈曲力を従属変数に，
関節可動域を独立変数とし，ステップワイズ重回
帰分析を行った。有意水準はP < 0.05とした。

Ⅲ�．結果

身体的特徴

　年齢，身長，体重およびBMIにおける平均値は，
年齢では70.7歳，身長では152.4 cm，体重では
53.2 kgおよびBMIでは23.0であった（表１）。

表１　被験者の身体的特性（n = 95）
平均 ± 標準偏差 最小値 最大値

年齢（歳） 70.7 ± 4.7 65 83
身長（cm） 152.4 ± 5.0 138.6 165.0
体重（kg） 53.2 ± 6.9 38.6 72.0
BMI（kg/m2） 23.0 ± 3.0 17.6 32.1
BMI: Body Mass Index.

表２　関節可動域
平均 ± 標準偏差（度） 変動係数（％） 最小値（度） 最大値（度）

股関節屈曲 122.6 ± 10.8 8.8 53 144
股関節伸展  16.8 ±  4.5 26.8 8 27
股関節外転  32.2 ±  7.4 23.0 15 55
股関節内転  18.3 ±  3.6 19.7 6 27
股関節外旋  28.5 ±  4.9 17.2 17 42
股関節内旋  27.9 ±  6.1 21.9 14 47
膝関節屈曲 127.6 ±  8.3 6.5 104 144

表３　膝伸展・屈曲力
平均 ± 標準偏差（N） 変動係数（％） 最小値（N） 最大値（N）

膝伸展力 174.1 ± 53.3 30.6 71.8 339.5
膝屈曲力  80.2 ± 27.7 34.5 27.0 164.5
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は，有意な関係は観察されなかった。膝伸展力あ
るいは膝屈曲力を従属変数とし，関節可動域を独
立変数としたステップワイズ重回帰分析を行った
ところ，両筋力に対して，股関節伸展可動域が有
意な説明変数（膝伸展力，β=0.295; 膝屈曲力，
β=0.418） となることが示された。両筋力に対す
る股関節伸展可動域の寄与率は，膝伸展力では
８％，膝屈曲力では17％であった。図１に股関節
伸展可動域と膝伸展力とを，図２に股関節伸展可
動域と膝屈曲力とをプロットした図を示した。

膝関節屈曲） と，またBMIでは６項目（股関節屈
曲，股関節伸展，股関節内旋，膝関節屈曲，膝伸
展力および膝屈曲力） と有意な負の相関関係に
あった。身長については，いずれの項目とも有意
な関係は観察されなかった。
関節可動域と筋力との関係

　表６に，関節可動域と筋力との関係を示した。
股関節屈曲，股関節伸展，股関節外旋および股関
節内旋では，膝伸展力と膝屈曲力の両方の間に有
意な正の相関が観察された。一方，股関節外転，
股関節内転および膝関節屈曲と両筋力との間に

表４　身体的特性と筋力との相関関係
膝伸展力 膝屈曲力

r P r P
年齢 －0.168 n.s －0.228 ＊
身長 　0.166 n.s 　0.145 n.s
体重 －0.180 n.s －0.146 n.s
BMI －0.284 ＊＊ －0.224 ＊

BMI: Body Mass Index, r 相関係数，＊P < 0.05，＊＊P < 0.01，n.s 有意差なし．

表６　関節可動域と筋力との相関関係
膝伸展力 膝屈曲力

r P r P
股関節屈曲 0.298 ＊＊ 0.276 ＊＊
股関節伸展 0.303 ＊＊ 0.419 ＊＊＊
股関節外転 0.114 n.s 0.101 n.s
股関節内転 0.107 n.s 0.118 n.s
股関節外旋 0.243 ＊ 0.282 ＊＊
股関節内旋 0.288 ＊＊ 0.237 ＊
膝関節屈曲 0.201 n.s 0.164 n.s

r 相関係数，＊P < 0.05，＊＊P < 0.01，＊＊＊P < 0.001，n.s 有意差なし．

表５　身体的特性と関節可動域との関係．
股関節屈曲 股関節伸展 股関節外転 股関節内転 股関節外旋 股関節内旋 膝関節屈曲

r  P r  P r  P r  P r  P r  P r  P

年齢 －0.198 n.s －0.309 ＊＊ －0.335 ＊＊ －0.292 ＊＊ 　0.026 n.s －0.144 n.s －0.137 n.s

身長 　0.187 n.s 　0.123 n.s 　0.191 n.s 　0.101 n.s －0.078 n.s 　0.154 n.s 　0.102 n.s

体重 －0.336 ＊＊ －0.330 ＊＊ －0.040 n.s －0.125 n.s －0.203 ＊ －0.249 ＊ －0.535 ＊＊＊
BMI －0.448 ＊＊＊ －0.401 ＊＊＊ －0.154 n.s －0.177 n.s －0.166 n.s －0.339 ＊＊ －0.598 ＊＊＊

BMI, body Mass Index. ＊ P < 0.05，＊＊ P < 0.01，＊＊＊ P < 0.001，n.s 有意差なし．
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図１　股関節伸展可動域と膝伸展力との関係．
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図２　股関節伸展可動域と膝屈曲力との関係．
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相関関係が認められた。股関節外旋・内旋の可動
域が小さいと，階段を上がる動作が円滑にできな
いことが報告されており20），股関節伸展可動域の
場合と同様に，股関節外旋・内旋の可動域が小さ
い高齢者では，大腿の筋に大きな負荷をかけるこ
とができないものと考えられる。
　上述のように，統計学的には，股関節伸展可動
域は膝伸展・屈曲力の説明変数にはなったが，図
１および図２に示されるように，同じ可動域を有
する者であっても，筋力の違いは大きく，このこ
とは筋力に対して，股関節伸展可動域以外の他の
要因も関与していることを示唆する。また，筋力
が大きいことが，関節可動域を大きくする要因に
なっている可能性も排除できない。今後，高齢者
を対象に，関節可動域を広げる介入が筋力に及ぼ
す影響を検討し，関節可動域と筋力との因果関係
を明確にする必要がある。
　以上の結果から，女性高齢者では，股関節伸展
可動域の減少が，大腿四頭筋および大腿二頭筋の
発揮張力低下の要因になっていることが示唆され
た。

Ⅴ．要約

　本研究では，平均年齢70.7歳の女性高齢者95名
を対象に，股関節および膝関節７項目の関節可動
域と膝伸展・屈曲力との関係を検討し，以下の結
果を得た。

（１）股関節屈曲，股関節伸展，股関節外旋およ
び股関節内旋の可動域と膝伸展・屈曲力と
の間に，正の相関関係が認められた。

（２）股関節外転，股関節内転および膝関節屈曲
の可動域と膝伸展・屈曲力との間には，有
意な関係はみられなかった。

（３）膝伸展力あるいは膝屈曲力を従属変数とし，
関節可動域を独立変数としたステップワイ
ズ重回帰分析を行ったところ，両筋力に対
して，股関節伸展可動域が説明変数となる
ことが示された。

Ⅳ．考察

　高齢者では，年齢が類似していても，被験者の
健康状態および生活環境などが異なれば，身体的
特性にも大きな違いが生まれる。また，関節可動
域の測定値は，検者によっても差異が生じる。さ
らに，老化による身体の変化には，個人差あるい
は人種差も存在するため，高齢者に関する研究間
で測定値を比較し，値の持つ意味を洞察すること
は難しい場合が多い。例えば，関節可動域につい
て本研究と60 ～ 74歳の高齢者を対象としたRoach 

and Miles 2）の報告とを比較すると，股関節伸展で
は類似しているが（本研究：17度 vs. Roach and 

Miles：17度），股関節外旋では本研究の方が大き
く（本研究：32度 vs. Roach and Miles：29度），股
関節内旋では逆に本研究の方が小さい　（本研
究：18度 vs. Roach and Miles：30度）。また，筋力
について60歳以上の女性を対象としたMckay et 

al. 19）の報告と比較すると，膝伸展力（本研究：
174 N vs. Mckay et al.：82 N），膝屈曲力　（本研
究：80 N vs. Mckay et al.：46 N） ともに，本研究
で観察された値の方が著しく大きい。
　本研究で得られた最も重要な知見は，膝伸展・
屈曲力に対して，股関節伸展可動域が説明変数に
なることである。これまで，複数の関節可動域の
合計値と筋力との間に正の相関関係が存在するこ
とは示されてきたが17，18），個々の関節の可動域と
筋力との関係を検討したものはなく，本研究が最
初の報告となる。股関節伸展可動域と膝伸展・屈
曲力との間に，このような関係が存在する原因は
明らかではない。しかしながら，股関節伸展可動
域が小さいほど，ストライドが縮まり歩行速度が
遅くなること，また，そのために行動範囲が狭ま
ることなどを考慮すると，股関節伸展可動域が小
さい高齢者では，日常の生活において，大腿四頭
筋あるいは大腿二頭筋に十分な負荷をかけること
ができず，廃用性萎縮が生じやすいことが推察さ
れる。
　他方，説明変数とはならなかったが，股関節外
旋・内旋と膝伸展・屈曲力との間にも有意な正の
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