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抄　録

近年，動物モデルの分析を通じて，関節固定そして中枢神経障害にともなう関節拘縮はそれぞれ区別される
べきとの根拠が提示されるようになってきた。これまでに得られた結果は（1）原因が異なると，関節拘縮の進
行に筋と関節構成体のそれぞれが関与する割合は異なる，（2）滑膜に生じる病理変化は中枢神経障害モデルの
変化の方がより多面的である，（3）原因が異なると，関節軟骨の厚さに異なる変化が異なる分布で発生する，
と要約できる。現時点では治療法は区別されていないが，こうした知見は原因別に最適化された治療アプロー
チが必要であることを示している。これまで各種治療の関節可動域の治療効果は，主に関節固定モデルを用い
て検証されてきた。そこで得られた情報は，中枢神経障害における関節拘縮の治療でも利用できる可能性があ
る。しかし，病態は同一ではないため，治療による可動域，そして組織への効果は，原因ごとに検討される必
要がある。
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1 はじめに

関節拘縮が生じると，関節可動域の低下のため患者
の活動と自立が制限され，さらに褥瘡などその他の合
併症の一因となる 1）。関節拘縮はギブス固定のような
関節固定と，脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経障害で
発生する。一般的には，関節固定，中枢神経障害いず
れが原因であっても，廃用が拘縮発生の背景にあり本
質的に同じものと考えられている。しかし近年，責任
病巣 1, 2），組織学的変化 3-7）の違いから，中枢神経障
害により発生する関節拘縮は関節固定後に発生する関
節拘縮と区別すべきとの根拠が提示されてきている。
関節固定と中枢神経障害それぞれにともなう関節拘

縮が同一視できないとの指摘がある一方で，現時点で
はこれらは同一のものとして治療が行われている現状
がある。本稿の目的は，中枢神経障害における関節拘
縮への治療アプローチをより有効にするヒントを得る
ため，これまでに実験的な関節拘縮モデルから得られ
た知見を要約することである。そのため，まず関節固
定および中枢神経障害により発生する関節拘縮につい
て病態の違いについて解説する。次に，関節固定およ
び中枢神経障害モデルにおける関節拘縮に治療アプロ
ーチが果たす役割について述べる。以上を通して，関
節拘縮の治療に関してこれまで検証されていない部分
を明らかにし，今後の研究の方向性を検証する。

2 病態

関節固定と中枢神経障害それぞれによって引き起こ
された関節拘縮は異なる病態を持っている。違いは関
節拘縮発生に対する筋と関節構成体の関与の割合，筋，
そして関節構成体に生じた組織学的，組織形態測定上
の変化に由来することが示されている。

2.1 関節固定モデルと中枢神経障害モデル

臨床における関節拘縮を模するため，実験動物を用
いて作成された関節固定モデルと中枢神経障害モデル
が分析に利用されている。この 2つのモデルでは，関
節運動が許される範囲や筋の性状に違いが存在する。
関節固定モデルでは，関節運動が許されない。その

一方で，中枢神経障害モデルでは，関節運動が観察さ
れる。関節固定モデルでは，ラットやウサギなどを材
料に，膝関節や足関節が固定される。固定は，内固定
（プレート，スプリント）2-4, 8-17），ピンニング 18-21），ワ
イヤー 22-24），外科的結紮，外固定（ギプス，包帯，テ
ーピングテープ，および副子）25-35），あるいはこれら
が複合的に用いられることで行われる。なお，内固定
とは異なり，外固定では筋萎縮の発生に伴って固定に
ゆるみが生じるため部分的に運動が可能となってく
る。外固定モデルではこの変化に対応するため，随時

固定の巻き替えが行われる 34, 35）ので，結局，この場
合も関節運動はほとんど許されない。中枢神経障害モ
デルとしては，胸髄レベルにて脊髄が切断されたラッ
トの脊髄損傷モデルが利用され，膝関節が分析されて
いる 1, 5, 7, 36-38）。このモデルでは，後肢に運動麻痺が出
現するが，関節運動は完全には制限されない。なぜな
ら出現する麻痺は痙性麻痺であり，筋には不随意だが
自発的な収縮が起こり麻痺肢の関節に運動が生じるた
めである 39）。さらに外力を受けると，麻痺肢の関節
には他動運動がもたらされる。
筋の性状について，関節固定モデルと脊髄損傷モデ

ルに代表される中枢神経障害モデルとでは全く異なる
特徴を持つ。神経学的な異常を持たない関節固定モデ
ルでは，筋は正常な特徴を保っている。一方の脊髄損
傷モデルの筋は，痙性筋 38）であるため弛緩状態が得
られにくく，短縮しやすい。
後に述べるように，関節固定モデルと比べると，中

枢神経障害モデルにおける関節拘縮についての検証は
数が限られている。理由の一つは，関節固定，中枢神
経障害それぞれの関節拘縮が本質的に同じであると考
えられているためだと思われる。そしてもう一つの理
由として，中枢神経障害モデルとして用いられている
脊髄損傷モデルの管理には大きな労力が必要であるこ
とが指摘できる。最大限の運動麻痺を作るため，前述
のように，脊髄損傷モデルは脊髄を完全切断させるこ
とで作成される 1, 5, 7, 36-38）。そのため随意的な排尿は失
われ，未処置では 8週間の経過で 70%が死亡する 40）。
生存率を高めるためには継続的な排尿管理が不可欠で
ある。排尿管理は，実験者が毎日 2-3 回，用手的に膀
胱を圧迫し排尿させることで行われる 1, 5, 38, 39, 41）。こ
の方法にて管理を行っている我々のグループによる成
績 1）では，最長 24 週の経過においても 24 匹中 3 匹
の死亡（死亡率 12.5%）にとどまる。

2.2 関節拘縮に対する筋と関節構成体の関与

関節拘縮は，筋（筋，筋膜を含む）および関節構成
体（骨，軟骨，滑膜，関節包など）が変性することに
よって生じることが知られている。そして関節固定後
と中枢神経障害後における関節拘縮の進行過程では，
筋と関節構成体のそれぞれが関与する割合は異なると
指摘されている。
関節固定にともなう関節拘縮に対する主な責任は，

進行過程の初期では筋性要因にあるが経過が進むにつれ
て関節構成体に移ることが示されている。Trudelら 2）

は，内固定を受けたラット膝関節の可動域を 32 週ま
で観察し，骨格筋が制限因子として優位なのは関節固
定 2週後まで，そしてそれ以上固定期間が延長される
と関節構成体が優位になると報告している（図 1-A）。
他方，脊髄損傷における関節拘縮では，これとは異な
る責任割合を示すことが分かっている。我々 1）は脊
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髄損傷後のラット膝関節の可動域を 24 週まで追跡し
た。その結果，関節拘縮進行の経過全体にわたり筋お
よび関節構成体の両方の要因がほぼ等しく関与するこ
とが示された（図 1-B）。
筋性および関節性の要因が関節拘縮発生に関与する

割合の違いは，原因が異なれば治療アプローチを同一
にすべきでないことを示している。関節固定にともな
う関節拘縮では，治療アプローチの主体は，初期では
筋に，長期的には関節構成体に対して必要になると思
われる。一方，脊髄損傷後に発生する関節拘縮に対し
ては，筋と関節構成体の両方に対するアプローチが進
行期間の全体で必要になると考えられる。

2.3 組織学および組織形態測定上の変化

関節拘縮は，筋，そして骨，軟骨，滑膜，関節包などの
関節構成体が来す組織学的，そして形態測定上の変化
に責任を求めることができる。関節拘縮に伴って，これ
ら組織が来す変化についての情報は主に関節固定モデ
ルから得られてきた。近年，中枢神経障害における変化
が，主に脊髄損傷モデルの分析を通じて明らかとなっ
てきた。総合すると，関節固定と中枢神経障害における
変化には共通点が多いといえる。しかしその一方で，以
下に示すような相違点も存在することが分かっている。
関節固定モデルそして脊髄損傷モデルでは，滑膜に

組織学的，そして組織形態測定上の共通した変化が多
くみられる。しかし，脊髄損傷モデルの方が変化はよ
り多面的である。屈曲位に固定されたラットの膝関節
では関節後面の滑膜にいくつかの組織的変化が生じる
と報告されている。その変化には，萎縮，隣接する滑

膜絨毛同士の癒着，そして滑膜軟骨窩の閉塞 3, 4）が含
まれる。ラット脊髄損傷モデルの膝関節でも，滑膜に
上記と同じ変化が関節後面で観察される。しかし，変
化はこれらに止まらず，後方滑膜下層および関節包深
層の密性化が加わる 5）。
関節固定モデルと脊髄損傷モデルでは，関節軟骨の

厚さに異なる変化が異なる分布で発生する。Trudelら 17）

は，135 °屈曲位で固定されたラットの膝関節の軟骨
厚を調べ，大腿骨，脛骨双方の軟骨の厚さに変化はな
かったと報告している。O'Connor 6）はラットの膝関節
に後肢懸垂による荷重除去，または荷重除去と 70 ～
85 °の屈曲位による固定を与え，その後の大腿骨と脛
骨の軟骨表面から軟骨下骨までの軟骨厚を組織形態測
定的に調べた。この条件では，膝関節の接触面（図 2）
と荷重条件が Trudelらの実験 17）とは異なる。この研
究では，荷重除去が単独で与えられた際の膝関節軟骨
厚は大腿骨前部で厚くなること，荷重除去と固定を併
せた場合では，大腿骨後部と脛骨後部には変化がなか
ったものの，大腿骨前部で 15 ～ 22%，脛骨前部では
10%厚くなったことが報告されている。他方，我々 7）

は，O'Connorと同じ位置を対象に脊髄損傷ラットの
膝関節の軟骨厚を調べた。脊髄損傷を持つラットの膝
関節は主に深い屈曲位が保たれるため（図 3），Trudel

らの実験 17）と似た関節の接触面と荷重条件が生じる。
しかしこの研究の結果は上記の 2 つの実験 6, 17）のい
ずれとも異なり，軟骨厚が大腿骨前部では増大するが，
大腿骨後部そして脛骨の前後部両方で減少することを
示している。
関節固定，中枢神経障害の間に存在するこうした相

図 1 関節拘縮への筋性および関節構成体の関与
A. 関節固定モデルにおける関与： Trudelら 2）は，ラット膝関節を屈曲位とし，32 週までの実験期間で内固定し，筋
と関節構成体の割合を検討した。その結果，関節固定 2週後までは骨格筋が制限因子として優位であること，そして
それ以上固定期間を延長すると関節構成体が制限因子として優位になると報告している（引用文献２を改変）。B.脊髄
損傷モデルにおける関与：Moriyamaら 1）はラット脊髄損傷モデルの膝関節を対象に，24 週までの実験期間で筋と関
節構成体の関与の割合を検討した。その結果，関節拘縮進行の経過全にわたって筋と関節構成体がほぼ等しく関与す
ることを発見した（引用文献１を改変）。灰色の領域は，関節拘縮に関わる筋性要因，白色の領域は，関節要因を示す。



違点は，治療の奏効性，あるいは抵抗性を両者間で異
なったものにするかもしれない。そうした検証を今後
行うことで，拘縮の原因や病態に最適化された治療法
の開発を助けることができるだろう。

3 治療効果

現在までに，運動療法，温熱療法それぞれ単独，そ
してこれらが併用されたときの関節可動域の維持改善
効果が検証されてきた。検証は関節固定モデルを用い
て行われたものがほとんどである。しかし，最近にな
って中枢神経障害モデルを用いて得られたデータが提
供されるようになった。

3.1 中枢神経障害モデルを用いて得られた知見

脊髄損傷モデルを用いた我々の検証から，少なくと
も，急性期に発生した関節拘縮を静的ストレッチが抑
制できることが明らかになっている。脊髄切断を受け
たラットの膝関節に体重の 1/2 に当たる牽引力を 20
分間，1 日おきに 2 週間与えると，2 週間の経過にお
いてこの関節に発生する伸展制限を抑制できる 36）。
そして，静的ストレッチは，より強い強度かつより長
い時間で与えられた方が屈曲拘縮の出現をより強く抑
制する 37）。

3.2 関節固定モデルからはより多くの情報が得られ

ている

脊髄損傷モデルによって得られた知見と類似のもの
が関節固定モデルからも得られている。底屈位での固
定が 2週間行われたマウス足関節に背屈方向のストレ

ッチを，10 ～ 30 分/回，5 回/週の頻度で与えること
で背屈可動域の維持を助けることができる。そして，
その効果はストレッチの時間が長いほど大きい 32）。
これらの知見に加えて関節固定モデルでは，静的ス

トレッチ以外の治療でも関節可動域が維持改善できる
ことが分かっている。足関節が底屈位で固定されたラッ
トの腓腹部を 15 分/回，6回/週の条件で 4週間超音波
照射により加熱すると，足関節の背屈可動域が減少す
ることを抑制できる 31）。底屈位に固定されたラット足
関節から 1 日 1 回固定を外し 10 分間のトレッドミル
走を1週間行うと，背屈制限の発生が予防できる 34, 35）。
また関節固定モデルでは，運動療法単独より運動療

法と温熱療法が併用される方が関節可動域をより保
全・改善することが示されている。屈曲位にて固定さ
れたラットの膝関節へのストレッチと赤外線，または
超音波照射の併用は，いずれもストレッチ単独より大
きな可動域の改善効果を示す 33）。しかし，赤外線と
超音波照射による効果の差は認められない。底屈位に
固定されたラット足関節へのトレッドミル走単独ある
いはトレッドミル走と温熱（超音波または温浴）の併
用は，いずれも背屈制限発生への予防効果をもってい
る。しかし，トレッドミル走は単独よりも温熱と併用
した方がより高い効果を示す 34, 35）。

3.3 今後の課題

以上，関節固定モデルでのみから得られた知見は，
関節固定だけでなく中枢神経障害に由来する関節拘縮
の治療でも共通した結果が得られる可能性がある。し
かし，これまで述べてきたように，関節固定，中枢神
経障害それぞれに由来する関節拘縮の病態は同一では
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図 3 脊髄損傷ラットの膝関節
ラットの脊髄が切断されると，後肢は体重支持不能とな
る。移動は前肢の駆動によって行われ後肢は引きずられ
る。このとき膝関節は股関節とともに深い屈曲位を取り，
伸展位となることは時に生じる痙攣発生時に限られる。
図中の実線は大腿および下腿の中線を示している。

図 2 膝関節の角度は関節の接触面を変化させる
屈曲位（A）では，大腿骨の後部（FP）と脛骨の前部（TA）
が接触する。一方，伸展位（B）では大腿骨の前部（FA）
と脛骨の前部（TA）が接触する。（引用文献 7を改変）
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ない。そのため，中枢神経障害における関節拘縮への
治療介入の効果，そして組織への影響は実証的に検討
される必要がある。今後検証すべき課題としては以下
のものが挙げられるだろう：治療が奏功する上でその
開始のタイムリミットはいつなのか，長期的な治療は
どの程度の効果を持つのか，経過時期に応じた治療強
度や時間，治療方法の違いが，可動域の獲得にどれほ
どの影響を持つのか，治療は組織保護に役立つのか，
もしくは組織に障害を与えないのか，などである。

4 まとめ

1．臨床における関節拘縮を模するため，実験的に作
られた関節固定モデルと中枢神経障害モデルが利
用されている。この 2 つのモデルでは，関節運動
が許される範囲や筋の性状に違いが存在する。

2．関節固定と中枢神経障害における関節拘縮の進行
に，筋と関節構成体のそれぞれが関与する割合は
異なる。また，原因の違いにかかわらず滑膜には
共通した病理変化がみられるが，脊髄損傷モデル
の変化の方がより多面的である。さらに拘縮の原
因が異なると，関節軟骨の厚さに異なる変化が異
なる分布で発生する。こうした違いは，関節拘縮
がいずれの原因に由来するかによって治療アプロ
ーチのあり方に差を生むと考えられる。

3．関節固定モデルから得られた知見は，中枢神経障
害に対する治療を検討する上でも利用可能だと考
えられる。しかし，関節拘縮の病態は同一ではな
いため，治療介入の効果，そして組織への影響は
実証的に検討される必要がある。
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Investigating joint contractures following central nervous
system injury: through comparison with contractures

following joint immobilization

Abstract

Analyzing experimental animal tests, there is growing evidence demonstrating that respective contractures following joint

immobilization and central nervous system（CNS）injury should be distinguished. Results from the tests could be

summarized as follows:（1）roles of muscular and articular factors in the progression of contractures are different cause-

dependently,（2）pathological changes in synovial membrane are more complex in contractures following CNS injury,（3）
depending on the cause of contractures, differences in articular cartilage thickness appear in different manners and locations.

These findings indicate that differing optimized therapeutic approaches are required cause-dependently, whereas such a

distinction is not made at present. To date, the effect of therapeutic strategies on joint range of motion has been studied

using experimental joint immobilization models mainly. Information from these studies could be used to treat contractures

following CNS injury. However, therapeutic effects on joint motion, morphology and physiology should be tested for joint

immobilization and CNS injury models, respectively, because differences are seen in pathology.

Key words : joint contractures, joint immobilization, central nervous system injury, spinal cord injury


