健常者における椅子の高さによる立ち上がり動作の相違に関する研究

健常者における椅子の高さによる立ち上がり動作の相違に関する研究
‑3次元動作解析による一
田中幸子,木藤伸宏,徳森公彦,山崎貴博

広島国際大学 保健医療学部一理学療法学料
要

旨

本論文は, 3次元動作解析装置を用い,異なる2種類の高さの椅子からの立ち上がり動作中の矢状面
における体幹前屈度および膝関節最大屈曲角度を比較した実験室的研究である。
結果は40cm台からの立ち上がり時の体幹前屈度(体幹と大腿でなす角)は104.2±9.16度になった。
20 cm台からの立ち上がり時の体幹前屈度は128.7±4.59度になった。それぞれは有意差があった。
40cm台からの立ち上がり時の膝屈曲角度は84.4±7.50度になった。 20 cm台からの立ち上がり時の膝
屈曲角度は113.0± L.76度になった。それぞれは有意差があった(P=0.0000)。
椅子の高さが低くなると,立ち上がり時の体幹前屈度,膝関節屈曲度ともに有意に増加することが明ら
かになった。本研究により,低い椅子は,立ち上がり動作に負荷をかけることが示唆された。
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Abstract
The Sit‑to‑stand motion that there is a difference in seat height among the healthy individuals was
measured with three dimensional analysis devices, and the movement of trunk and lower limbs was
analyzed by kmesiology. 16 healthy men were the objects, and the trunk and thigh motion that changed
height on the seat side also analyzed standing up from the chair (Sit‑to‑stand).
As for the result, the trunk forward flexion level (angle between trunk and thigh) at the time of
standing up from 40cm level became 104.2士9.16 degrees. The trunk forward flexion level at the time of
standing up from 20cm level became 128.7土4.59 degrees. Of each had a significant difference (P‑0.0000).
The knee flexion angle at the time of standing up from 40cm level became 84.4ア7.50 degrees. The knee
flexion angle at the time of standing up from 20cm level became 1 13.0ア4.76 degrees. When the height of
the ehair with a significant difference lowered, it was clarified to of each angle that both trunk forward
flexion levels and the knee joint flexion levels at the time of standing up increased intentionally.

連絡先:
〒739‑2695広島県東広島市黒瀬学園台555‑36
広島国際大学保健医療学部 理学療法学科 田中幸子
e‑mail: s‑tanaka@hs.mrokoku‑u.ac.jp

論文受付日:2007年7月10日

論文受理目:2007年10月2日

‑‑‑ll‑‑

医療工学雑誌,第2号, 2008

椅子やベッドの高さを望ましい高さに選択,または

L はじめに
二足歩行や立位での生活をおくるわれわれにと

調整できる。近年,動作解析装置の開発が進み,

って,椅子からの立ち上がり動作は,立位での機能

動作解析がより精密に行えるようになってきた。本

を成し遂げるために必要不可欠なものであり,日常

研究では,最新の3次元動作解析装置を使用し,

生活で最も重要な機能の1つである。したがって,

座面の高さを変えた椅子からの立ち上がり動作に

加齢による体力の低下や筋骨格系あるいは神経系

おける体幹及び下肢の運動について運動学的視

などの影響による立ち上がり動作能力の低下は非

点から分析する。

常に重大な問題である卜2)。椅子からの立ち上がり
に関する運動学的研究は1970年代よりさまざまな

II.対象と方法

観点から行われ,肘掛けの有無,動作スピード,足

椅子の高さによる立ち上がり動作の相違を明らか

部位置などの影響が分析されている3‑6)椅子の高

にするため,健常者を被検者とし,座面の高さを変

さによる立ち上がり動作の相違については,ベッド

化させた背もたれの無い椅子(台)からの立ち上が

の高さによる相違を研究したものがあるが,筋電図

りを実験室において動作解析した。

を使用した研究であり,動作‑の解析は行っていな

被検者は健常男子16名で20歳前後の体格的

い7)。したがって,本研究は椅子の高さを変化させ

に中肉中背の者を選択した。被検者は整形外科的,

ることによる立ち上がり動作について,その相違を

神経学的な慢性疾患の既往の無い者とした。実験

解析することを目的とする。

に際して被検者からは事前に実験の趣旨に対し了

椅子の高さによる立ち上がりの相違が動作解析

解を得た。被検者の属性は表1に示す。

をとおして明らかになれば,施設や家庭で使用する
表1.被検者の属性

年齢

平均
1SD

身長

19.4

167.7

3.2

4.6

体重

BMI

63.0

22.4

6.8

2.2

計測空間は屋内の1室をあてた。外部からの光

台を天井から固定し,床反力計(AMTI, Inc.)4枚と

が入り込まないように,窓を遮光カーテンでさえぎっ

ともに用いた。カメラはCCD (注1)カメラの周囲に

た。立ち上がり動作時の身体運動を計測するため,

赤外線ストロボがリング状に配置される赤外線反射

赤外線カメラを用いた。赤外線反射方式は, 3次元

式ccDカメラを使用した。カメラにある発光部より赤

動作解析における現在の主流である。 3次元動作

外線を照射し,中心部のCCDカメラで撮影した。マ

解析とは人間のさまざまな動きを立体(3次元)とし

ーカは直径約1cmの球形の反射マーカ(図1)を使

て計測・解析する装置である。 3次元動作解析装置

用した。反射マーカの表面は微細など‑ズで覆わ

は,人体の主要な関節付近に付けられた目印の動

れている。球形のガラス球では入射した光は屈折と

きを,複数のカメラで追跡することで, 3次元空間内

反射により再びその方向‑帰っていく。カメラ周囲

での‑座標を特定し,コンピューター上で動作を再

にある光源となる赤外線ストロボから出た光はこの

現し,動作範囲や特性を把握することができる。ま

原理に従い大部分がカメラに戻ることになる。これ

た,この位置座標データから各関節の移動速度や

に対して対象者の他の身体部分や部屋の壁などに

角度,角速度,角加速度などが計算できる。

向かった光は乱反射して一部のみがカメラに戻る。

3次元動作解析システムはVICON MX(VICON

そのため反射マーカは他の部分に比べて圧倒的

PEAK, Inc.)を使用した。計測環境は赤外線カメラ8

に明るくなり,認識しやすくなる。しかし,すべての

注 charge‑coupled device:電荷結合素子,光を電気信号に変換する受光素子
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マーカが同じ形状のために,計測後にはトラッキン

定結果に関しては誤差の絶対値の平均値が,上下

グ作業が必要である。マーカは臨床歩行分析研究

0.66mm,進行方向0.44mm,左右0.94mmといわれ

会が推奨するDIFF15ポイントマーカ貼り付け位置

ている。8)また股関節前面で衣服の上に貼付した

を参考にした。すなわち両側の肩峰,肘頭,手関節

マーカの予測されない動きを小さくするため,体に

中央,大転子と上前腸骨棟を結んだ線の1/3遠位

密着する素材に着替えた。直立座位から体幹を前

点(股関節) ,膝関節側方において中央の高さで膝

屈し,上体を前方に移動し,殿部が浮き上がると同

蓋骨を除いた中央の位置,外果,第5中足骨骨頭

時に上体を上方向に伸展させ直立立位になるまで

の計14点に,左右を認識させるために右上後腸骨

を解析対象とした。

嬢上にマーカを1つ,合計15点のマーカを両面テ

被検者は胸の前で軽く両上肢を組み,動作中使

ープにて貼付した。マーカがずれないように被検者

用しないこととした。開始肢位は膝関節90度,足関

は体に密着する素材に着替えたが,股関節前面で

節屈曲伸展0度になるようにした。足幅は両下肢を

は衣服の上に貼付したマーカの予測されない動き

そろえた位置とした。高さ40cm台から至適速度で

を考慮する必要があった。

立ち上がりをした。立ち上がり時には足部は移動し

赤外線カメラで反射マーカを認識し,サンプリン
グ周波数200Hzにて空間座標系(X軸:左右方向,

ないように指示した。同様に高さ20cm台から至適
速度で立ち上がりをした。

Y軸:前後方向, Z軸:鉛直方向)での座標データを
測定した。

立ち上がり時,体幹前屈度(大腿と体幹でなす角
皮)と膝関節屈曲度を算出し,台の高さの違いによ

床反力計は4枚設置し,後方2枚にまたがるよう

って,比較した。 (図2)

に台を置き,前方2枚はそれぞれ右足部と左足部

統計的手法は体幹前屈度と膝関節屈曲度は互

が乗るようにした。床反カデータからは床反力鉛直

いに連動しており, 2つのパラメーターが独立してい

成分,前後成分,左右成分を測定した。得られた座

るとは言い難いため,反復測定2元配置分散分析

標データと床反カデータから臨床歩行研究会標準

を使用した。多重比較検定はFisher's PLSD法を採

フォーマットDIFF‑GAITを用いて剛体モデルで近

用した。危険率5%未満を有意とした。

似し,空間座標系の矢状面で体幹と股関節間の屈
曲度と膝関節の屈曲度を算出した。距離精度の検

図2体幹前屈度と膝関節屈曲度
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III.結果

からの立ち上がり時の膝屈曲角度は84.4±7.50度に
なった。 20 cm台からの立ち上がり時の膝屈曲角度
は109.3±15.2度になった。それぞれは有意差があ
った(P=0.0000)。 (表2)
また,床反力計と3次元動作解析装置による重心
の上下方向‑の移動は40cm台より20cm台の時の
立ち上がりの方が大きかった。 (図3‑4)
立ち上がり時,座位から立位になるまでの動作を殿
部離床前の第1相と殿部離床時の第2相,殿部離床
後から立位までの第3相に分けて記述する。 (図5‑6)

結果は40cm台と20cm台閣の変動が認められた。
体幹前屈と膝屈曲間の変動も認められた。
(P=0.3.61E‑15)交互作用は見られなかった
(P^0.23),表のとおり40cm台からの立ち上がり時の
体幹前屈度(体幹と大腿でなす角)は104.2±9.16度
になった 20 cm台からの立ち上がり時の体幹前屈度
は128.7±4.59度になった。それぞれは有意差があ
った(P=0.0000)体幹前屈度が大きくなるということ
は,体幹と大腿で挟み込む角が小さくなることを表し,
体幹がより深く前屈していることを意味する 40cm台

表2立ち上がりの結果
体幹前屈度

膝関節屈曲度

40cm台

104.2±9.16

84.4±7.50

20cm台

128.7±4.59

113.0±4.76
*

COG上下方向

COG上下方向

iT

1

p=0.0000

1

IIS

0.8

us

0.6

ォ

I*

0.2

0.2
0

0

20

40

60

80

20

1 00

図3重心の上下方向の移動(20cm台から)
横軸は動作の初めから完了するまでを100とする

60

80

1 00

図4重心の上下方向の移動(40cm台から)

第2相
図5 40cm台からの立ち上がり

第2相
国6 20cm台からの立ち上がり
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第1相では開始位は左右対称な静止座位で,上
肢の反動を使わないように,上肢は胸の前で軽く組
んだ。体重心(Center of Gravity:COGと以下略)か
らの鉛直線は殿部の下にあった。立ち上がり動作が
始まるとまず体幹が前屈し始める。徐々に体幹を前
屈していきCOGは殿部と足部に二分され,やがて足
部にあるCOGが増大していく COGの前方‑の移
動が始まり,体幹の前屈度も増していく。第2相では
殿部が離床し完全に足部にCOGが移り,両足底で
床を押した。体幹の前屈度がピークに達した。膝関
節の屈曲度もピークに達した。一瞬動作が止まり,動
作の「ため」のような時期があった。第3相ではCOG
は足底にのみかかっていた。このことは床反力のデ
ータからも明らかである(図6)。 COGはその場で上
昇を始め,前屈していた体幹は伸展し始め,股関節
屈曲位が伸展位に移行した。膝関節も同時に伸展し,
終了位である静止立位をとった。

普通の高さの椅子よりも低い椅子の方が,股関節と
体幹でなす角度をより大きくさせ,膝関節の屈曲が大
きいことが分かった。横井他も表面筋電図を用い,低
いベッドの方がより筋力を使うことを示唆している。 7)
本研究は20歳前後の健常男子という均一な対象群
を集めた研究である点に特徴があり,それ以外の高
齢者や障害者については別途研究が必要である。

V.まとめ
健常者における高さに違いのある立ち上がり動作
について3次元動作解析装置を用いて計測を行い,
体幹と下肢の運動を運動学的に分析した。椅子の高
さが低くなると,立ち上がり時の体幹前屈度,膝関節
屈曲度ともに有意に増加することが明らかになった。
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