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脳卒中片麻輝患者における歩行速度と

忠側下肢運動学的因子の関係
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Relationship between gait velocity and kinematic factors of 

affected lower limb in stroke individuals. 
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ABSTRACT 

Twenty-three cerebrovascular accident patients (CV A) were subjects in a study of gait speed， in which 

the kinesioloigic effect of speed on the affected lower extremity was studied. The change in joint angle and 

degrees / second of the affected lower extremity during normal gait and fast gait were compared， and the 

correlation between fast gait and degrees/second was studied. ResuIts showed that with a change in 

speed， the difference in the joint angle between hip flexion and extension was significant， but， for the knee， 

no significance could be found for all the joint angles. The relationship between fast gait time and 

degrees/second for hip flexion and extension had a good correlation. In addition， there was a good 

correlation， for knee flexion during stance phase and swing phase. Consequently， the author suggests 

that in order for CV A patients to speed up their gait， kinesiologically， they must use momentum to swing 

the hip forward during swing phase. AIso， during the stance phase， hip and knee joint stability becomes 

very important. 
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はじめに

理学療法の臨床において，脳卒中片麻庫患者

(以下，片麻庫患者)の歩行分析は，主にセラ

ピストの時間的制約や経験主義的な評価分析の

考え方などにより，簡便に行える肉眼的な評価

が主体となっており，その分析手段も統ーした

見解がないのが現状であるo そのため片麻輝患

者の歩行に対する定量的，客観的な再現性のあ

る評価データは少なく，臨床に還元されるべき

一般的な情報をより多く提供されることが望ま

れている O

近年，片麻痔患者の運動機能をより定量的に

把握するために患側体重負荷率，動作筋電図，

* 1 理学療法学科

筋出力測定器などを使用した値と歩行との関連
性を検討する研究 1- 4)が多く見られるように

なってきている O このような傾向を考慮すると，

運動学および運動力学に基づいた，様々な角度

から詳細かつ定量的に歩行分析を行うことによっ

て，問題点を明らかにし，具体的な治療方針を

決定することが必要となってきている o また，

それに関連して最近の歩行分析機器の進歩とコ

ンビュータの導入により，歩行の様々な分析が

可能になってきている 5)。

今回我々は，片麻輝患者の歩行速度を増加さ

せる患側下肢の運動学的因子を検出する目的で，

自由歩行と最速歩行の二通りの歩行速度を設定
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し，患側股・膝関節の運動学的分析を三次元動

作解析装置により行い，歩行速度の増加に影響

を及ぼす患側下肢角度および角度変化の因子を

分析検討し，若干の知見を得たので報告する O

対象

対象はKリハビリテーションセンターに入院

中の一側大脳半球に病巣を有し，小脳症状を伴

わない脳卒中後片麻癖患者23名である O その内

訳は性別は男性14名，女性9名，麻痔側は右片

麻痩15名，左片麻座 8名である O 平均年齢60.3

士9.3歳 (41~80歳入発症後日数は平均149 ::t 9

0.3日 (54~374 日)であった。また下肢

Brunnstorom-StageはIII7名， IV11名， V 4 

名， VI 1名であった。対象者の条件としては，

いずれも言語理解が十分で，裸足にて介助歩行

以上のレベルに到達しているものとした。さら

に，両下肢の痔痛および整形外科的疾患を有す

るもの 2回以上の発作を生じたものは対象か

ら除外した。

方法

1. 歩行条件設定

歩行条件は①「いつものように歩く」と指示

した自由歩行と，②「できる限り速く歩く」と

指示する最速歩行の二通りであり，裸足にて行っ

た。さらに，通常杖を使用するものに対しては，

その使用を許可した。

2.歩行動作解析

歩行時の関節角度および関節角速度の測定・

分析は，アニマ社製三次元動作解析システム・

ローカスIIIDを用いた。標点の位置は，肩蜂，

大転子，膝列隙中央，外果，第五中足骨頭の合

計 5箇所とした。サンプリングは 1歩行周期と

し，サンプリング周波数は 5msecとした。片

麻癖群は患側のみを上記の歩行条件により自由・

最速歩行をそれぞれ 3回計測を行った。

3.歩行速度計測

歩行速度の測定は， 10mの直線歩行路におい

て上述の二通りの歩行条件による指示のもとで

自由，最速歩行速度を測定した。

4.解析手順

データ解析は， Murrayら6)の示す正常歩行

における 1歩行周期の関節角度変化を基に以下

のように定義した(図 1)。

股関節では最大屈曲 (HFL1)-最大伸展

(HEX1) -最大仲展 (HFL2)のそれぞれの最大

屈曲角度，最大伸展角度，屈曲可動域，伸展可

動域，屈曲角速度，伸展角速度を計測した。

膝関節においては，二重膝作用を考慮、し腫接

地時伸展 (KEX1)-立脚期屈曲 (KFL1)-第二

伸展 (KEX2)一遊脚期屈曲 (KFL2)のそれぞれ

の最大角度，立脚期屈曲可動域，立脚期伸展可
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図1 歩行周期の関節角度変化

(Murray et al.1996 ;一部参照)

動域，遊脚期屈曲可動域，遊脚期伸展可動域，

立脚期屈曲角速度，立脚期伸展角速度，遊脚期

屈曲角速度，遊脚伸展角速度を計測した。

以上の股関節，膝関節における角度，可動域，

角速度を測定し，自由歩行，最速歩行時の関節

角度と可動域に関して対応のある t検定により

比較検討し，さらに最大歩行速度と関節角速度

の関係をピアソンの積率相関係数にて検討した。

なお，足関節の測定分析に関しては，片麻癖群

でその麻揮の程度により大きく角度変化ノfター

ンが異なっていることから，今回の分析対象か

ら除外した。

結果

1 .歩行速度の比較(図 2) 

自由歩行は平均0.45士0.22mjsec，最速歩行
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図2 自由・最速歩行における歩行速度の比較

(n =23) 
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図4 最速歩行速度と膝関節の角速度との関係 (n=23) 

(図 3) 

股屈曲角速度との相関係数は R=0.605，股

伸展角速度では R=0.739，それぞれ有意水準

1%にて正の相関が認められたo

2 )最速歩行速度と膝関節の角速度との関係

(図 4) 
膝立脚期屈曲角度との相関係数は R=0.698，

膝遊脚期屈曲では Rニ 0.766，それぞれ有意水

準 1%にて正の相関が認められた。なお，その

他の各相には有意な相関は認められなかった。

考察

片麻癖患者の運動療法における目標の一つに，

速度0.64土0.32m/secで歩行速度問には危険

率 1%で有意差が認められた。

2. 自由歩行と最速歩行の角度変化の比較

1 )股関節における比較(表 1) 

股関節においては伸展可動域，屈曲可動域，

は危険率 1%で自由歩行と最速歩行での有意差

が認められた。またその他の因子では有意差を

認めなかった。

2 )膝関節における比較(表 2) 

膝関節では，関節角度及び可動域では有意差

を認めなかった。

3.最速歩行速度と各関節角速度との関係

1 )最速歩行速度と股関節の角速度との関係
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歩行の自立があげられる。歩行自立は日常生活

の面から患者自身の Needsが最も高いもので

もある O さらに，より速く歩くという能力は歩

行自立を獲得した患者にとって，より実用性の

ある歩行としていく上で必要不可欠なものであ

るO

片麻婦患者の歩行獲得については諸家の報告

によりそのほぼ 9割が達成できるといわれ，今

や統計的にも定説になっている O しかしその獲

得される歩行能力とは，屋内歩行の自立，また

は屋外歩行も含めての自立，さらには職場復帰

に対応できるだけの歩行能力というように，非

常に多岐にわたっており，歩行能力は質的に著

しい差をもって理解されている O しかし，運動

療法上では具体的にその患者の持つ歩行能力を

評価する必要があり，またその評価を基にした

歩行獲得後のための目標をより速しより安全

に歩行が可能ならしめるための具体的な運動療

法の手技が要求される O

片麻庫患者の最速歩行速度に関しては，身体

機能である健側筋力，患、側筋力，バランス，さ

らに深部感覚といった諸因子との関係が示唆さ

れている 4)。しかし，歩行速度の違いに関

する，より現象的・運動学的な因子を検討した

報告は少ないのが現状である O

本実験では片麻座患者の歩行速度を増加させ

る患側下肢の運動学的因子を検出する目的で，

自由歩行と最速歩行の二通りの歩行速度を設定

し，歩行速度の変化における関節角度変位の比

較を行ったが， Murrayら6)の示す健常人での

同様の実験では股・膝・足関節は歩行周期の各

相で規則性をもった定型的なパターンを示して

いるとされ，また歩行速度の相違においても，

それぞれの関節で歩行速度に応じた定型的なパ

ターンを示すという結果を得ている O

一方，今回の片麻癌患者の患側下肢において

は，麻療の特性上，歩行速度の増加により関節

の各相で不規則な角度変位を示しており，股関

節では屈曲・伸展可動域の増加は認められるも

のの，膝関節においてはその有意な変化を認め

なかった。これは歩行速度の変化に対して股関

節において速度を増すために努力性に振り出し

の増加が認められたものと考えられる O その他

では関節角度及び関節可動域では，全般的に大

きな変化が認められないことから，歩行速度増

加に関しての関節角度および可動域に関する因

子としては，患側股関節によるところが重要で

あることが推察された。

さらに最速歩行と関節角速度との観点からみ

ると股関節においては，患側下肢振り出し時の

股関節の屈曲角速度と立脚期における伸展角速

度のそれぞれと歩行速度との関係がみられ，最

速歩行での股関節の屈曲・伸展の動きの速さは

双方において重要であり，股関節の安定性及び、

可動性が遊脚期・立脚期ともに有用であること

が示された。また，膝関節では，立脚期の膝屈

曲角度と遊脚期の屈曲角度と最速歩行との関連

がみられた。これは，片麻癖患者の膝関節の随

意性を考慮した場合，遊脚期の膝屈曲の動作は

股関節の屈曲動作にともなった膝屈曲であると

考えられるが，立脚位での膝屈曲角速度は患側

の膝折れに抗する安定性に裏付けられるのでは

ないかと考えられ重要な因子であるといえる O

これらのことから歩行速度に対する影響因子と

しては股関節の振り出しと立脚期での安定性お

よび，膝関節の立脚期における安定牲が重要で

あることが示された。

片麻痩患者の自由歩行における Olneyら7)

の報告によれば下肢が行った仕事の健側対患側

比は 6. 4で患側にも大きく依存していること

が明らかにされており，歩行の速度増加におけ

る患側の重要性が指摘されているとともに，今

回の結果と同様に股関節の重要性を指摘するも

のである O このことからも我々，理学療法士が

日常の片麻埠患者の歩行能力向上を目的に治療

訓練を行う際には患側股関節の関節可動域の獲

得と十分な振り出し時の股関節屈曲および立脚

期の股・膝での安定性を向上させるべく訓練を

行うことが必要であると考える O

今回は運動学的な面からの分析であったが，

今後はこれを基に，さらに床反力および筋電図

を含めた運動力学的な測定を行い，より総合的

な片麻癒患者の歩行形態分析を行うものとする O

まとめ

( 1 )脳卒中片麻庫患者における自由歩行・最

速歩行の速度の違いによる患側下肢の関節角度

を一歩行周期において比較検討するとともに，

最速歩行と関節角速度との関係を検討した。

( 2 )歩行速度の違いによる関節角度の比較は

股関節の屈曲可動域，伸展可動域で有意差を認

めた。しかし膝関節では全ての相で有意差を認

めなかった。また最速歩行と関節角速度との関

係は股関節で屈曲角速度，伸展角速度，膝関節

では立脚期膝屈曲角速度および遊脚期屈曲角速

度に相関を認めた。

( 3 )片麻庫患者の歩行速度増加における運動

学的な因子は股関節の振り出しと立脚期におけ

る股・膝関節の安定性が重要であることが示さ

れた。
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