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抄　録

　＜目的＞本研究では，電気刺激により誘発した内側広筋収縮が非荷重位および歩行立脚期中の脛骨回旋角度に

与える影響を確認した。＜方法＞健常男性 5 名 ( 年齢 19.8 ± 0.4 歳，身長 171 ± 4.7cm，体重 60.8 ± 9.9kg) を対

象とした。非荷重位条件では，膝関節屈曲 30°における電気刺激に伴う脛骨回旋角度の比較を行った。歩行条

件では，遊脚終期から荷重応答期にかけて電気刺激を行い脛骨内旋角度および膝関節内反角度，外部膝関節内反

モーメントを比較した。＜結果＞非荷重位条件では，電気刺激による内側広筋の筋収縮に伴い脛骨は内旋する傾

向を示した。歩行条件では，初期接地から荷重応答期にかけての最大外部膝関節内反モーメント値の減少，最大

外部膝関節内反モーメント発生時の膝関節内反角度の減少傾向を示した。＜結論＞非荷重位において内側広筋は

脛骨内旋作用を有し，内側広筋収縮が立脚初期における膝関節内反ストレスを軽減させる可能性が示唆された。
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１　緒言

　変形性膝関節症 ( 以下膝 OA) は，関節軟骨や関節

周囲の骨組織を含んだ関節構成体の慢性退行性疾患と

され，高齢者において最も多い骨関節疾患の一つとさ

れる。膝 OA の発症および進行のリスクファクターと

してこれまで，肥満や大腿四頭筋筋力低下，膝関節内

反アライメント， Lateral thrust，外部膝関節内反モー

メント (Knee adduction moment：KAM) などが報告さ

れている 1-5)。KAM は外力として膝関節を内反させる

回転力のことを指し，荷重時の膝関節内側コンパート

メントに生じる圧縮ストレスを反映する指標とされ

る。一方，Lateral thrust は膝 OA における特徴的な歩

容とされ，歩行立脚初期での急速な膝関節外側動揺と

定義される。Lateral thrust に関する先行研究 2,6) では，

KAM の増大とそのピークが thrust と同時期に発生す

ることを報告している。膝 OA では大腿骨に対し相対

的に脛骨が外旋アライメントを呈することが報告され

ているが 7)，歩行立脚初期における脛骨外旋角度の増

加が立脚期中の Lateral thrust および KAM の増大につ

ながることも報告されている 8)。

　Lateral thrust と筋活動との関係を調べた先行研究 9)

においては，歩行遊脚期終盤から生じる内側広筋

(Vastus Medialis：VM) の筋活動開始時間の遅延が関与

していることが報告されており，立脚期を迎える前

の VM 機能不全がその後の Lateral thrust につながって

いる可能性が示唆されている。また，VM に関しては

VM の筋断面積の増加が疼痛軽減および関節軟骨減少

の予防，将来的な TKA 施行の回避につながるとの報

告も存在し 10)，臨床において VM は重要な治療対象

と考えられている一方で，VM の機能については不明

な点も多い。VM は解剖学的に内側膝蓋支帯を介し脛

骨内側への付着を有しており，膝関節伸展以外の作

用も推察される 11)。VM の機能について検証した報告

では，非荷重下における膝関節伸展運動において VM
は大腿骨に対する脛骨の内側移動および内旋作用を有

することが確認されている 12)。このことから，前述の

歩行遊脚期終盤から生じる VM 筋活動の役割として

立脚期直前の脛骨アライメントに関与している可能性

が推察され，VM 機能が低下することにより立脚初期

における脛骨外旋角度の増加とその後の Lateral thrust
に繋がっている可能性が考えられる。しかし，荷重下

における VM の機能について検証した報告はこれま

でのところ行われておらず，荷重下においても非荷重

下同様に脛骨内旋作用を有していることを明らかにで

きれば，VM 筋活動のタイミングも含めた VM 機能強

化を図ることが Lateral thrust 軽減の一助となる可能性

がある。

　そこで本研究では，健常者を対象とし非荷重位にお

ける VM への電気刺激により誘発した筋収縮が脛骨

回旋角度に与える影響を確認した上で，歩行中の VM
への電気刺激による筋収縮増強が歩行立脚期の脛骨回

旋角度に与える影響を明らかにすることを目的とし

た。

２　研究対象および研究方法

2.1　研究対象

　対象は健常成人男性 5 名 ( 年齢 19.8 ± 0.4 歳，身長

171 ± 4.7cm，体重 60.8 ± 9.9kg) とし，右下肢を被験

肢とした。膝関節に整形外科的な既往のある者，電気

刺激の禁忌であるペースメーカー使用者およびてんか

ん既往のある者は対象から除外した。ヘルシンキ宣言

に基づき対象には事前に口頭および書面にて本実験に

ついての十分な説明を行い，同意を得た上で実験を開

始した。

2.2　研究方法

　 計 測 に は 三 次 元 動 作 解 析 装 置 VICON（Oxford 
Metrics，UK：赤外線カメラ MX T20S 12 台，100Hz）
と床反力計 6 台 ( Kisrler2 台，AMTI4 台，1000Hz) を

用いて測定した。体表マーカーは Plug-in Gait lower 
body model に規定されている両側の上前腸骨棘，上後

腸骨棘，大腿外側面，大腿骨外側上顆，下腿外側面，

外果，第 2 中足骨頭，踵骨の 16 点に両側の大腿骨内

側上顆，脛骨内側顆，脛骨外側顆，内果を加えた計

24 点に貼付した。計測に先立ち，静止立位によるキャ

リブレーション計測を行い，右下肢の体表マーカー位

置の相対的位置関係を決定した後に大腿骨内側上顆

マーカーを外した。その理由は後述する電気刺激に伴

う皮膚の影響を除外するためである。その後の計測に

おける大腿骨内側上顆マーカー位置は各マーカーの相

対的な位置関係により推定した。解析には動作解析ソ

フトウェア Visual 3D（C-Motion Inc，USA）を用いた。

静止立位によるキャリブレーションにより得られた股

関節中心および大腿外側面，大腿骨内側上顆，大腿骨

外側上顆の 4 点から構成されるセグメントを大腿モデ

ルと定義し，同様に脛骨内側顆および脛骨外側顆，内

果，外果の 4 点から構成されるセグメントを下腿モデ

ルと定義し，大腿モデルに対する下腿モデルの回旋を

脛骨回旋角度として算出した。

　本実験では，機能的電気刺激装置ウォークエイド ®

(Innovative Neurotronics Inc，USA，以下 WA) を用いて

VM への電気刺激を行なった。この装置は本来，脳卒

中片麻痺患者の歩行機能の再建を図るための機器であ

るが，ハンドスイッチによって自由に刺激のタイミン

グを調整できることから，本実験では歩行時におけ

る VM への電気刺激に応用した。表面電極の貼付位

置は先行研究 13) を参考に同定した各対象者の VM の

モーターポイント上と VM 筋腹にそれぞれ貼付しベ
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ルトで固定した。電気刺激 ( パルス幅 100μs，周波数

25Hz) の強度は，対象者が痛みを感じることなく耐え

られる最大の強度に設定した。

　非荷重位条件は，対象は体表マーカーと WA を装

着した後，股関節屈曲 90°の端座位においてシーネ

で右膝関節屈曲 30°で保持した状態の安静位を開始

肢位とした。検者はハンドスイッチを操作し 5 秒間

の VM 電気刺激と 5 秒間の休息を連続して各 3 回繰

り返し，休息期間をベースラインとした。電気刺激の

有無を問わず，全期間を通じ対象者は安静を要求され

た。脛骨回旋角度のデータ算出は，電気刺激開始直後

および電気刺激終了直後の膝関節運動による動揺の影

響を除くため電気刺激期間と休息期間の 5 秒間の測定

のうち前後 1 秒間を除いた中央 3 秒間における脛骨回

旋角度の値の平均値を算出した。これらの項目に対し

Shapiro-Wilk 検定にて正規性を確認した後，対応のあ

る t 検定を用いて電気刺激の有無による脛骨回旋角度

の比較を行った。

　歩行条件は，対象者は体表マーカーと WA を装着

した状態で，ベースラインの測定として快適歩行速度

で約 8m の歩行路を歩行した。ここでは，3 回の歩行

試行を測定した。その後， VM への電気刺激を伴う歩

行試行を同様の条件下で 3 回測定した。電気刺激は歩

行中に VM の筋活動が認められる遊脚終期 (Terminal 
swing：TS) から荷重応答期 (Loading response：LR) の

区間に与え，このタイミングは検者がハンドスイッチ

によって操作した。電気刺激の有無を問わず，全ての

歩行試行は検者が対象に併走する条件下で行った。歩

行条件におけるアウトカム算出は，右下肢の足部が床

反力計に接した初期接地時 (Initial contact：IC) におけ

る脛骨回旋角度および膝関節内反角度，IC から LR に

おける KAM ピーク値，KAM ピーク発生時の膝関節

内反角度について，3 試行分の平均値を算出した。こ

れらの項目に対し Shapiro-Wilk 検定にて正規性を確

認した後，対応のある t 検定を用いて各指標を電気刺

激の有無で比較を行った。全ての統計学的分析には

SPSS 20.0 for Windows を使用し，有意水準は p<0.05
とした。

３　結果

　非荷重位条件における脛骨内旋角度は，ベースライ

ン：-15.3 ± 8.6°，VM 刺激：-14.8 ± 8.5°となり， 
VM の電気刺激に伴い脛骨は内旋する傾向を示したが

有意差は認められなかった ( 図 1)。
　歩行条件における IC 時の脛骨内旋角度はベースラ

イン：-2.9 ± 3.2°，VM 刺激：-2.3 ± 4.2°，膝関節

内反角度はベースライン：1.2 ± 1.0°，VM 刺激：1.4
± 1.3°となり，遊脚終期からの VM 電気刺激に伴い

IC 時に脛骨は内旋し膝関節は内反する傾向を示した

が有意差は認められなかった ( 図 2a，b)。IC から LR
における KAM ピーク値はベースライン：0.5 ± 0.1Nm/
kg，VM 刺激：0.4 ± 0.1Nm/kg，KAM ピーク時の膝

関節内反角度はベースライン：2.2 ± 2.1°，VM 刺激：

図 1．脛骨回旋角度（非荷重位条件）

図 2．歩行条件のアウトカム
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2.1 ± 2.1°となり，VM 電気刺激に伴い KAM ピーク

値の減少と KAM ピーク発生時の膝関節内反角度の減

少傾向を示したが有意差は認められなかった ( 図 2c，
d)。

４　考察

　本実験では，非荷重位条件において有意差は認めら

れなかったものの，VM の電気刺激に伴い脛骨は内旋

する傾向を示し，非荷重下において電気刺激による

VM 筋収縮は脛骨内旋作用を有する可能性が示唆され

た。先行研究 12) では，健常女性の VM 運動神経枝ブ

ロック注射後の随意的な膝関節伸展運動をコンピュー

タ断層撮影法にて計測し，得られた結果から逆説的に

VM 機能として脛骨内旋作用を報告している。本実験

においては，表面電極にて VM の電気刺激を行って

いる特性上，VM 以外の筋収縮の影響を完全には除外

できないものの，三次元動作解析装置を使用した VM
の収縮に伴う脛骨回旋動態は先行研究の知見を支持す

る結果となった。今後，対象数の増加と統計学的な検

討が課題といえる。

　次に歩行時における電気刺激による VM 筋収縮の作

用に関してであるが，本実験においては TS から LR
にかけての VM 電気刺激に伴う IC 時の脛骨回旋動態

には一定の傾向は認められず膝関節は内反する傾向を

示した。歩行条件では電気刺激に対する順応の影響を

少なくする目的で，電気刺激を伴う歩行試行前に行っ

た対象がベースライン測定時と同様に床反力計に右下

肢を接地する練習および検者のハンドスイッチ操作の

タイミングの確認を最小限にしたことで，TS からの

電気刺激が他の膝関節周囲筋の筋活動や股関節回旋角

度といった歩行パターンに影響を与えた可能性が考え

られる。電気刺激の定量化と順応への対策が今後の

課題といえる。一方で，先行研究 8) においては，膝関

節内反変形を有する膝 OA 患者では IC 時の脛骨外旋

角度の増加に伴い LR での膝関節内反角度が増加する

ことが報告されている。本実験においては，IC 時に

脛骨外旋傾向を示した対象においても LR での KAM
ピーク時の膝関節内反角度が減少する傾向を示した。

このことから，IC 前の電気刺激による VM 筋収縮に

伴う脛骨回旋動態と荷重位における VM 機能には 2 つ

の可能性が示唆される。まず，前述の先行研究におい

ては，膝関節内反角度の増加に影響を与える因子とし

て IC から LR にかけての相対的な脛骨内旋角度の増

加も挙げている。TS からの電気刺激による VM 筋収

縮に伴い，IC 時における脛骨外旋角度が減少したこ

とで LR にかけての脛骨内旋角度が相対的に減少した

ことが KAM ピーク時の膝関節内反角度を減少させた

ものと考えられる。次に荷重位における VM 機能に

関しては，正常歩行において IC から LR にかけての

VM 筋収縮様式としては下腿が固定された状態での遠

心性収縮であり，電気刺激による VM 筋収縮力の増

加が膝関節外反方向の力に作用した可能性が考えられ

る。KAM ピーク値の減少に関しては，KAM は膝関

節内反に伴う膝関節中心と身体重心との距離が最も長

くなる時期と一致しており，前述の膝関節内反角度の

減少が大きく影響しているものと考える。TS から LR
にかけての電気刺激による VM 筋収縮増強が IC 時に

おける脛骨回旋動態の傾向および膝関節内反傾向との

関係性，KAM ピーク値の減少および KAM ピーク発

生時の膝関節内反角度の減少作用を有することを明ら

かにするには更なる対象数の増加と統計学的な検討が

今後の課題といえる。

５　結論

　非荷重位において電気刺激によって誘発された VM
筋収縮は脛骨内旋作用を有する可能性が示唆された。

歩行時の TS から LR にかけての電気刺激に伴う VM
筋収縮の増強は，IC 時の脛骨回旋動態に及ぼす影響

は個体差が認められたものの，KAM ピーク値および

KAM ピーク発生時の膝関節内反角度の減少作用を有

する可能性が示唆された。このことから，本実験にお

いて電気刺激に伴う VM 筋収縮の増強は IC から LR
にかけて脛骨内旋作用および膝関節内反角度の減少

作用を有す可能性が示唆され，結果として KAM ピー

ク値の減少につながった可能性が考えられる。IC 時

の脛骨回旋動態および KAM ピーク値，KAM ピーク

発生時の膝関節内反角度の関係を明らかにし，Lateral 
thrust 治療としての VM 機能強化を図る有用性を明ら

かにするには更なる対象数の増加と統計学的な検討が

必要である。
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Abstract

[Purpose] In this study, we examined the effects of vastus medialis contraction induced by electrical stimulation on the 
tibial rotation angle in the unloaded position and walking stance phase. [Methods] The subjects were 5 healthy men ( age, 
19.8±0.4 years; height, 171±4.7 cm; weight, 60.8±9.9 kg ). In the unloaded position, the tibial rotation angle with electrical 
stimulation at 30 ° knee flexion was compared. In the walking condition, electrical stimulation was performed from the 
terminal swing to the loading response, and the tibial rotation angle, knee varus angle, and external knee adduction moment 
were compared. [Result] Under the unloaded position, the contraction of the vastus medialis by electrical stimulation 
showed a tendency to increase the internal rotation angle of the tibia. Under walking conditions, the maximum external knee 
adduction moment from the initial contact to the loading response showed a tendency to decrease, and the knee varus angle 
during the maximum external knee adduction moment showed a tendency to decrease. [Conclusion] These results suggest 
that the vastus medialis has a tibial internal rotation in the unloaded position, and the vastus medialis contraction may reduce 
knee varus stress in the early stance phase.

Key words: vastus medialis, gait, tibial rotation, external knee adduction moment 
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