
【目的】半腱様筋腱と薄筋腱を用いた膝前十字靱帯 (ACL) 再建術後における歩行の特徴を明らかにするため

に，歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分の ACL 再建術後患者と健常者の違いを検討

した．

【方法】対象はACL再建術後患者 12 人（ACL再建群），コントロールとして健常者 12 人（健常群）とした．

測定課題は自由歩行とし，三次元動作解析装置を用いて歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，床反

力成分を求め，差の検定を用いてACL再建群と健常群を比較した．

【結果】ACL 再建群は健常群と比べて，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分が減少し

ていることから，膝関節伸展モーメントが小さかった．

【結論】ACL 再建術後は歩行立脚初期に膝関節屈曲運動を大きくするために大腿四頭筋の遠心性収縮を促す

ことが重要である．
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床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

1.　はじめに

　膝前十字靱帯（Anterior Cruciate Ligament: 以下 , 

ACL） 損傷者は，ACL 機能不全により前方剪断力 

（anterior shear force） を抑える機能や関節覚など

力学的情報を高次中枢に受け渡す役割のメカノレセ

プター （機械的受容器）の機能を失うため 1)，脛骨

前方移動制動不全や下腿前外側回旋動揺による膝く

ずれ症状を呈し，二次的に半月板損傷や関節軟骨損

傷を機転とした変形性膝関節症を引き起こす2～ 5)．

　Houck ら 6) は歩行立脚期の膝関節伸展モーメント

は大腿四頭筋の収縮を反映する指標であると報告し

ており，ACL 損傷後の歩行に関する特徴として，

Berchuck ら7) は ACL損傷者は歩行立脚期に膝関節

伸展モーメントが健常例を統計的に下回る現象 

（Quadriceps Avoidance Gait: 以下 , QAG） を明ら

かにした．QAG 現象は大腿四頭筋の収縮による脛

骨前方移動が抑制される点からも ACL 不全膝にお

いて有利に作用する 7・8) が，長期間残存すると，二

次的に大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害の要因に

なると不利に作用することも報告されている9)．

　ACL 再建術後の歩行に関して，骨付き膝蓋腱 

（Bone Patellar Tendon Bone: 以下 , BTB） を用い

た場合，Knoll ら 10・11) は ACL 再建術後の QAG は

術後６週で残存，術後４ヵ月で消失，術後８ヵ月で

正常化したことを報告している．半腱様筋腱と薄筋

腱 （Semitendinosus and Gracilis tendon: 以下 , STG） 

を用いた場合，われわれ12) は ACL再建術後９週に

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

おける歩行立脚期の膝関節伸展モーメントピーク

値は健側より術側で有意に小さいことを示した．

また，ACL 再建術に用いる採取腱での比較につい

て，Webster ら 13) は STG を用いた群は BTB を用

いた群より歩行立脚期の膝関節伸展モーメントが

大きかったと報告している．

　以上のように，ACL 再建術後の歩行立脚期にお

いて ACL の負荷の指標となる膝関節伸展モーメン

トを検討した運動力学的研究は行われているが，

関節角度や床反力成分を同時に検討した報告はな

い．先行研究でも散見される関節モーメントに加

え，関節角度や床反力成分を求めることで関節モー

メントに関する結果因子として検討できることや

障害を有する関節機能と身体全体への波及効果（代

償運動の結果を含む）を評価できる．そこで，

STG を用いた ACL 再建術後において歩行立脚期の

関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分を同

時に解析し，健常者との違いを明らかにすること

は STG を用いた ACL 再建術後における歩行の運

動学・運動力学的特徴を把握するうえで重要であ

る．

　本研究の目的は，STG を用いた ACL 再建術後に

おける歩行の運動学・運動力学的特徴を明らかに

するために，歩行立脚期の関節角度，下肢関節モー

メント，床反力成分の違いを ACL 再建術後患者と

健常者で比較検討した．

2.  対象および方法

2.1  対象

　対象は，当院にて同一術者により STG を用いた

解剖学的二重束 ACL 再建術を施行された患者 12

人（ACL 再建群）とした（表１）．手術は一皮切法

にて半腱様筋腱，薄筋腱の両移植腱には総計 100N

の初期張力を与え，膝関節屈曲角度 30°で固定し

た．なお，ACL 損傷要因は全対象者，膝関節に直

接外力が加わらず損傷となる非接触型であり，

ACL 再建術後の理学療法プログラムは総合病院回

生病院で用いているもの （表２） とし，全対象者で

統一した 14)．対象者の取り込み基準は今回の手術が

初回の ACL 再建術であり，日常生活動作が自立し

ている者とし，除外基準は歩行時痛を有する者，

反対側または受傷側に整形外科的疾患の既往があ

る者とした．なお，測定時において，ACL 損傷時

に内側側副靱帯損傷や半月板損傷を合併した者は

内側側副靱帯は治癒し，疼痛や半月板症状はなかっ

た．また，比較対象として健常群 12 人（男性９人，

女性３人，年齢 24.8 ± 3.5 歳，身長 166.9 ± 8.6cm，

体重 61.4 ± 11.5kg，BMI 21.9 ± 2.6kg/㎡）とした．

なお，ACL 再建群と健常群の属性を比較した結果，

有意差はなかった．

　本研究は総合病院回生病院の倫理審査委員会に

おいて承認を得て実施した（承認番号 : 2011-4）．

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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表２　膝前十字靭帯再建術後の理学療法プログラム14）

床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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表３　関節角度におけるACL再建群と健常群の比較

図1　関節角度におけるACL再建群と健常群の比較



床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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表５　床圧力外方・前方・鉛直成分におけるACL再建群と健常群の比較

表４　下肢関節モーメントにおけるACL再建群と健常群の比較

図２　下肢関節モーメントにおけるACL再建群と健常群の比較



メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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図３　歩行立脚初期における健常群とACL再建群の特徴
ACL再建群にQuadriceps Avoidance Gait がみられる



床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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床反力内外方成分は 20，90%STP で内方に小さい

ことが示された．なお，ACL 再建群の歩行速度は

3.78 ± 1.23 km/h であり，歩行速度と床反力成分の

関連を検討した結果，歩行速度と床反力外方成分

100%STP に負の相関がみられた (p＜0.05)．その他

の項目に有意差はみられなかった．

メント，膝関節伸展モーメントを大きくした代償

がみられた．

　床反力成分において，ACL 再建群は健常群と比

べて床反力鉛直成分は 10，20，80，100%STP で小

さく，40，50，90%STP で大きい，床反力の前後

成分は 10，20%STP で後方（反進行方向）に小さく，

40，50，90，100%STP で後方に大きい，床反力内

外方成分は 20，90%STP で内方に小さいことが示

された．この要因として，今屋ら22)はACL再建術後，

術側への重心移動が上手く行えず，下肢荷重量が

不十分となると報告していることから，10，20，

80，100%STP では両脚支持期であり，ACL 再建術

後，術側の荷重を減らす代償がみられた．

　以上のことから，ACL 再建術後患者における歩

行の特徴として荷重応答期にかけて ACL 再建群は

膝関節屈曲角度が小さく，床反力鉛直成分は減少

していることから身体重心が下に加速しており，

膝関節伸展モーメントが小さかった．この時期の

膝関節屈曲運動は大腿四頭筋の遠心性収縮が働き，

ACL の負荷が大きくなるため，膝関節屈曲角度を

小さくした Quadriceps Avoidance Gait がみられた 

（図３）．Quadriceps Avoidance Gait を改善するた

め，ACL 再建靱帯の治癒過程，大腿四頭筋筋力の

回復に伴い，歩行立脚初期での膝関節屈曲運動を

促すことが重要である．

　歩行における代償に関して，膝関節伸展モーメ

ントの低下は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害を

招く危険があるとの報告 9) や ACL 再建術後一年に

あり蹴りだしが弱いため立脚初期での股関節屈曲

角度が小さかったと考えた．下肢関節モーメント

において，ACL 再建群は健常群と比べて股関節伸

展モーメントは 10，20%STP で小さく，40 ～

90%STP では大きい，膝関節伸展モーメントは 10

～ 30%STP で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足

関節底屈モーメントは 1，10%STP で大きく，30

～ 100%STP で小さかった．Berchuck ら 7) は，

ACL 不全では歩行立脚初期に膝関節伸展モーメン

トが低下すると報告しており，ACL 再建術後も歩

行立脚初期に膝関節伸展モーメントが低下してい

た．歩行立脚初期は足関節底屈モーメントを大き

くした代償がみられ，立脚終期では股関節伸展モー

　床反力成分は，床反力計を用いて出力し，上方

向を床反力鉛直成分，対象者の進行方向を床反力

前方成分，進行方向右手を床反力外方成分とした．

ただし，床反力外方成分は両脚とも外方成分が正，

内方成分が負になるように左脚の床反力外方成分

は符号を反転させた．なお，床反力成分は対象者

の体重で除した値（N/kg）とした．

　関節角度，下肢関節モーメント，床反力成分に

おいて歩行立脚期全体を 100% として時間正規化を

行い，３回の歩行データの平均値を算出し，歩行立

脚期の 10% ごとの値を解析した （%Stance phase: 

以下 , %STP）20・21)．

2.2.3. 健常群の測定方法

　赤外線カメラ 10 台（120Hz）と床反力計４台

（AMTI社,Watertown,960Hz）で構成された三次元

動 作 解 析 装 置 VICON - MX（VICON Motion 

System社 , Oxford）を用いて，健常群 12 人の自由

歩行を測定し，関節角度 , 下肢関節モーメント，床

反力成分を算出した．

2.2.4. 統計的手法

　ACL 再建群と健常群の比較に先立ち，データが

正規分布に従うかを Shapiro-Wilk 検定で確認し，

正規分布していたものは二標本 t 検定，正規分布し

ていなかったものは Mann-Whitney's U test を用い

た．データ解析には R-2.8.1 を使用し，すべての検

定における有意水準は 5%とした．

3.　結果

　関節角度の変化を表３，図１，下肢関節モーメ

ントの変化を表４，図２，床反力成分の変化を表

５に結果を示した．

　ACL 再建群は健常群と比べて股関節屈曲角度は

1～ 30%STP で小さく，70 ～ 100%STP で大きい，

膝関節屈曲角度は 10，20%STP で小さい，足関節

底屈角度は90%STPで大きかった．股関節伸展モー

メントは 10，20%STP で小さく，40 ～ 90%STP で

また，本研究開始前に対象者および親権者に対し

て，本研究の目的と方法，個人情報保護のための

匿名と守秘性，得られたデータの保存と管理，研

究参加は自由意思に基づくものであり，得られた

データは研究目的以外に使用しないこと，研究成

果を公表する場合があることを口頭と書面で詳細

に説明し同意を得た．

2.2  方法

2.2.1. データ測定方法

　歩行は直線歩行路で歩行速度や歩幅を規定しな

い自由歩行とし，スタート位置のみを決めて「前

を向いて歩いてください」と指示し，無意識に床

反力計を踏ませるように歩行させた．なお，歩行

時の手の振りや荷重は任意とし，術側で３回確実

に踏めたものを解析に用いた．

　標点マーカーは，直径 30mm のカラーマーカー

16 点を体表面に密着するスパッツを着用した対象

者に触診にて同定し，貼付した．マーカー貼付部

位は臨床歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点

である左右肩峰，左右股関節（大転子中央と上前

腸骨棘とを結ぶ線上で大転子から 1/3 の位置），左

右膝関節（大腿骨遠位部最大左右径の高さで矢状

面内の膝蓋骨を除いた幅の中央） ，左右足関節（外

果中央），左右第 5 中足骨頭の 10 点に加え，第７

頸椎，第２仙椎，左右上前腸骨棘，左右上後腸骨

棘の計 16 点とした．

　歩行立脚期の関節角度，下肢関節モーメント，

床反力成分は，三脚上に取り付けた４台のデジタ

ルビデオカメラ（SONY 社製 , DCR-HC7［サンプリ

ン グ 周 波 数 60Hz］）と １ 枚 の 床 反 力 計 

（AMTI-JAPAN 社製 , Accu Gait［サンプリング周

波数 300Hz］） で構成された三次元動作解析装置 

（東総システム社製 , ToMoCo）を用いて測定した．

デジタルビデオカメラ設置位置は，１つのカラー

マーカーに対して２つのデジタルビデオカメラか

ら撮影される必要があること，１台のカメラで全

身が映ることの条件を考慮し，床反力計から 5.7m

離し，水準器付きの三脚でデジタルビデオカメラ

を水平に固定した．測定場所はカラーマーカーの

自動認識を良くするため明るい場所とし，マーカー

を貼付した状態で，デジタルビデオカメラ４台に

て撮影した．撮影した画像は，三次元動作解析ソ

フト （東総システム社製 , ToMoCo - VM） を用い

て，サンプリング周波数 60Hz で出力した．４台の

デジタルビデオカメラ（60Hz） と 床 反 力 計

（300Hz）を同期させるため，LED 発光のスイッチ

を押した際，床反力計のデータ記録を開始する電

線コネクターを床反力計の同期ボックス装置に取

り付けた．歩行開始後にデジタルビデオカメラの

撮影を開始し，測定肢が床反力計を踏む前に床反

力計の計測を開始した．また，４台のデジタルビ

デオカメラの同期は，データ計測前から LED が映

るように撮影した映像から LED の発光している部

分を切出した．デジタイズ処理は，TOMOCO - 

VMを用いてカラーマーカーを使ったオートデジタ

イズを実施し，マーカーが隠れた部分はアキマの

多項式による近似 16) を利用した補間計算を実施し

た．また，デジタイズ処理後はフィルタリング処

理を実施した．なお，歩行立脚期の同定には床反

力計上において，初期接地は床反力鉛直成分が

10N 以上を記録した時点，離地は初期接地以降に

初めて床反力鉛直成分が 10N 未満を記録した時点

とした17)．

　床反力計から得られる床反力成分は高い信頼性

が確認されているが，本研究で使用する三次元動

作解析装置はマーカーによる座標データを用いる

ため，マーカー貼付者による貼付位置のずれによ

り誤差を生じる可能性がある．そこで，三次元動

は大きい，膝関節伸展モーメントは 10 ～ 30%STP

で小さく，60 ～ 80%STP で大きい，足関節底屈モー

メントは 1，10%STP で大きく，30 ～ 100%STP で

小さかった．また，床反力鉛直成分は 10，20，80，

100%STP で小さく，40，50，90%STP で大きい，

床反力の前後成分は 10, 20%STP で後方（反進行方

向）に小さく，40，50，90，100%STP で後方に大きい，

作解析装置の信頼性について，事前に健常者 5 人

を対象に歩行中における膝関節屈曲角度データか

らマーカー貼付者による誤差を検討した結果，級

内相関係数 （Intraclass correlation coefficient: ICC） 

は検者内信頼性 （Intra-class reliability: 1, 1）0.78，

検者間信頼性（Inter-class reliability: 2, 1） 0.80 と

信頼性の高いデータであり，ICC を 0.9 とするため

に必要な測定回数は検者内信頼性（1, 1） 2.5 回，検

者間信頼性（2, 1） 2.3 回であることから３回の平均

値をデータとして使用すれば非常に高い信頼性が

保証できる18) と考え，３歩行周期を解析した．

2.2.2. データ解析方法

　データの三次元座標系については，原点をキャ

リブレーション中央の床位置とし，上方向を Z+，

対象者の進行方向を Y+，進行方向右手を X+ とし

た．

　関節角度は三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM を用いて，体幹屈曲，骨盤前傾，股関節屈曲，

膝関節屈曲，足関節底屈角度を座標データから算

出した．体幹屈曲角度は第７頸椎と第２仙椎を結

ぶ線と床面の垂直線の成す角度，骨盤前傾角度は

上前腸骨棘と上後腸骨棘を結ぶ線と床面の成す角

度，股関節屈曲角度は肩峰，股関節点，膝関節点

の成す角度，膝関節屈曲角度は股関節点，膝関節点，

足関節点の成す角度，足関節底屈角度は膝関節点，

足関節点，第５中足骨点の成す角度とした．なお，

各関節角度は膝関節完全伸展位を基準とした静止

立位姿勢からの変位量を解析値とした．

　下肢関節モーメントは外力による下肢関節屈曲・

背屈に拮抗するための内部モーメントとし，臨床

歩行分析研究会推奨 15) の解剖学的特徴点 10 点の

X，Y，Z 座標と動作中の床反力成分，岡田ら 19) の

身体部分慣性特性による関節中心位置，対象者の

身長，体重を三次元動作解析ソフト TOMOCO - 

VM・FP に入力して股関節伸展モーメント，膝関

節伸展モーメント，足関節底屈モーメントを算出

した．なお，下肢関節モーメントは対象者の体重

で除した値 （Nm/kg）とした．

4.  考察

　今回，ACL 再建術後における歩行の特徴を明ら

かにするため，歩行立脚期の関節角度と下肢関節

モーメント，床反力成分を ACL 再建群と健常群で

比較した結果，関節角度において，ACL 再建群は

健常群と比べて股関節屈曲角度は 1～ 30%STP で

小さく，70 ～ 100%STP で大きい，膝関節屈曲角

度は 10，20%STP で小さい，足関節底屈角度は

90%STP で大きかった．この要因として，大腿四

頭筋の遠心性収縮による ACL のストレスを避ける

ため，歩行立脚初期での膝関節屈曲角度を小さく

している，立脚終期，前遊脚期で股関節屈曲位で

おいて膝関節屈曲伸展角度や膝関節伸展モーメン

トが小さく再損傷リスクの要因との報告 23) がある．

また，ACL 再建術後は ACL の強度に配慮する必

要があるが，ACL 再建術後９週の膝関節伸展モー

メントは術後１年の脛骨前方移動に影響を及ぼさ

ないとの報告 12) から，ACL 再建術後約９週以降で

は歩行立脚期の膝関節伸展モーメントの低下を早

期に改善する必要がある．よって，ACL 再建術後

は大腿四頭筋萎縮や膝蓋大腿関節障害等の二次的

合併症のリスク及び再損傷を防ぐために，歩行立

脚初期に膝関節屈曲角度を大きくし，歩行時の膝

関節伸展モーメントを発揮させることが重要と考

えた．

　本研究の限界として，４台のデジタルビデオカ

メラで撮影した動画は LED を用いて同期している

が最大で 1/60 秒の誤差を生じる可能性があること，

本研究で使用している三次元動作解析システムは

汎用の赤外線カメラによる光学式ではなくソフト

上のデジタル処理に依存しているシステムである

ため，スタンダードなシステムとの系統誤差に関

しては検証していないこと，大腿四頭筋筋力や大

腿周径，筋電図データを測定していないため，筋

力や筋活動は推測であり，直接的な関連を明らか

にできない点である．今後は，三次元動作解析装

置と筋電図計を併用し，歩行立脚期の関節角度，

下肢関節モーメント，床反力成分と筋活動量との

直接的な関連を検討すること，歩行立脚期におい

て膝関節伸展筋を発揮するトレーニングを実施し，

トレーニング効果を検討することが重要と考えた．

5.  結語

　STG を用いた ACL 再建術後における歩行立脚期

の特徴は，歩行立脚初期に膝関節屈曲角度が小さく，

床反力鉛直成分が小さいことから膝関節伸展モーメ

ントが小さかった．ACL 再建術後は歩行立脚初期

に膝関節屈曲運動を大きくし，膝関節伸展筋を発揮

することが重要である．
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Study on joint angle, lower extremity joint moment and ground reaction force during 
the stance phase of gait after anterior cruciate ligament reconstruction using 

semitendinosus and gracilis tendon autografts

Yutaro Ikeno 1, Satoshi Tanaka 2, Kazuhiko Okita 2, Shusaku Kanai 2, Wataru Fukuda 1, 

Yusuke Kataoka 1, Kenta Takeuchi 3, Shouhei Kawakami 1, Taishi Ninomiya 4,

Nobuhiro Chikaishi 5, Noriyuki Gomi 5

Abstract

「Purpose」This study was to examine the differences in joint angle, lower extremity joint moment and 

ground reaction force during the stance phase of gait between the healthy side and operated side in 

subjects who had undergone anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using semitendinosus and 

gracilis (STG) tendon autografts.

「Methods」The subjects were 12 patients who had undergone ACL reconstruction using STG tendon 

autografts. Joint angle, lower extremity joint moment and ground reaction force in the stance phase of gait 

were calculated using a three-dimensional motion analysis system. We compared the joint angle, lower 

extremity joint moment and ground reaction force of the normal control subjects and subjects who had 

undergone ACL reconstruction by the Student t-test or Mann-Whitney's U test.

「Results」ACL reconstruction using STG tendon autografts resulted in significantly higher values of hip 

flexion angle and significantly lower values of knee flexion angle and internal knee extension moment and 

vertical ground reaction force on the subjects who had undergone ACL reconstruction than on the normal 

control subjects.

「Conclusions」The results indicate that ACL reconstruction using STG tendon autografts was effective 

for achieving Lower knee flexion angle during the stance phase of gait.

Key words: Anterior cruciate ligament reconstruction, Semitendinosus and gracilis tendon,

                 Stance phase of gait, A three-dimentional motion analysis system ToMoCo-VM・FP
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