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【要

旨】

【目的】脳卒中片麻痺患者 ( 以下，片麻痺者 ) における麻痺側からのまたぎ動作 ( 以下，麻痺側先行 ) と非麻
痺側からのまたぎ動作 ( 以下，非麻痺側先行 ) を運動学・運動力学的に明らかにすること．
【方法】片麻痺者３名 (BRSⅥ，BRSⅤ，BRSⅣ) の歩行中の障害物またぎ動作を麻痺側先行と非麻痺側先行
で各 2 試行ずつ行った．また，コントロールとして健常高齢者 2 名の計測を行った．
【結果】BRSⅥの片麻痺者に関しては麻痺側先行，非麻痺側先行ともに健常高齢者と類似した動作パターン
となった．BRSⅤ，Ⅳの片麻痺者ともに支持脚においては非麻痺側先行の場合，膝関節過伸展が出現した．
【結語】BRSⅥの片麻痺者では，どちらの下肢が先行しても健常者に近い動作が行えることが明らかとなった．
BRSⅤ，Ⅳの片麻痺者では，支持脚において非麻痺側先行の場合，麻痺側先行と比較し，支持性確保のため
に膝関節過伸展を生じていると考えられ，膝関節への負担を考慮すると麻痺側先行でのまたぎ動作が有用で
はないかと考えた．
Key Words：脳卒中片麻痺患者，またぎ動作，動作選択，動作分析

1.

はじめに

田中 3) らは，片麻痺患者を対象として，障害物ま
たぎ動作を麻痺側先行と非麻痺側先行で実施し，重

片麻痺者の日常生活において麻痺側と非麻痺側の

心動揺計を使用し比較分析した．その結果，麻痺側

どちらを先に出すかの選択を迫られる場面が多く存

先行では，またぎ終わりの側方バランスの不良が明

在する．歩き始めに関して，長田ら 1) の報告では，

らかとなったが，動作後に聴取したアンケート結果

非麻痺側先行のほうが，前方向に不安定だが，効率

においては麻痺側先行がまたぎやすいと申告した片

的に身体重心が前方移動すると述べられている．二

麻痺者が多かったと報告している．これらの結果よ

足一段で行う段差昇降動作においては，高見沢 2) に

り非麻痺側先行によるバランスの優位性よりもコン

より，上段の脚は下段の脚に比べ概して大きな下肢

トロールの難しい麻痺側を前方に見ながらまたぎ動

関節可動域とそれに伴って生じる関節モーメントを

作が行えるという利点が片麻痺者のまたぎやすさに

制御する筋力が必要となると報告されている．その

影響したと考察されている．しかしながら，片麻痺

ため下肢に障害がある場合は健側下肢を上段とする

者のまたぎ動作を対象とした先行研究では重心動揺

ことが推奨されている．このことから，昇段動作で

の分析のみが行われており，歩き始めや昇段動作の

は非麻痺側先行，降段動作においては，麻痺側先行

ように関節角度や関節モーメントを用いた運動学，

となる．またぎ動作に関しては，麻痺側先行が一般

運動力学的な分析結果から麻痺側先行，非麻痺側先

的に推奨されている 3) が，歩き始めや昇降動作のよ

行による動作の優位性は明らかにされていない．
そこで本研究では，三次元動作分析装置と床反力

うにコンセンサスが得られていない．
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計を用いた動作分析の手法により，障害物またぎ

際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て実施

動作前の後側肢の支持性の確保，またぎ動作後の

した（承認番号：14-Io-138）．

前側肢の衝撃吸収に着目し，麻痺側先行，非麻痺
側先行によるまたぎ動作の比較を関節角度，関節

2.2 計測方法
動作計測には，三次元動作分析装置 VICON MX

モーメントを用いて運動学・運動力学的に分析す

(VICON 社製 ) を用いて，マーカ座標の計測には赤

ることを目的とした．

外線カメラ（100 万画素 ×10 台）をサンプリング
2. 方法

周波数 100Hz，床反力計（AMTI 社製）は４枚であり，
100Hz で計測した．赤外線反射マーカは，ヘレン

2.1 対象

ヘイズのマーカセットを参照し，計 31 箇所対象者

対象はコントロールとして健常高齢男性２名と

に貼付した．

屋外歩行が自立している片麻痺患者３名とした．本
研究で対象とした健常高齢者の特性を以下に示す．

2.3 計測条件

健常高齢男性の定義として，中枢疾患および急

５ｍの歩行中における障害物またぎ動作を計測

性の整形外科疾患を有さない者とした．健常高齢

した．歩行路には前後３ｍの助走路を用意し，ま

男 性 A の 年 齢，身 長，体 重 は そ れ ぞ れ，72 歳，

たぎ動作を行った．障害物は５ｍの中間地点に設

163cm，59 ㎏であり，健常高齢男性 B の年齢，身長，

置し，立体の障害物を用いて行われていた先行研

体重はそれぞれ，67 歳，167cm，66 ㎏であった．

究を参考とし，高さは 15mm，奥行きは 147mm4)

本研究で対象とした片麻痺者の特性を以下に示

の障害物と設定した．歩行動作は個人差を生じさ

す．３名の片麻痺者はいずれも男性で原因疾患は

せないために歩行補助具，装具は使用せず行い，

脳出血であった．基本属性としては，年齢，身長，

本人がまたぎやすい側からのまたぎ動作を行った

体 重，麻 痺 側，Burnnstrom stage（以 下，BRS），

後，反対側でのまたぎ動作を各２試行ずつ計測し

屋内外で歩行様式，発症後期間とした（表１）．

た．この際本計測前にまたぎ動作を練習し，本計

また，いずれの被験者も麻痺側先行からのまた
ぎ動作がまたぎやすいと訴えていた．

測の試行間には休息を十分に入れた．各データは
この２試行のうち動作遂行時間が短い１試行を採

本研究は，ヘルシンキ宣言に基づき被験者には

用した . また，健常高齢者に関しては２名の平均と

用紙および口頭にて研究の目的，計測の内容およ

した．本計測，練習中には転倒などのリスクに対

び方法，安全管理，プライバシーの保護に関する

して常に後側方より理学療法士が介助を行えるよ

十分な説明を行い，署名にて同意を得た．また，国

う考慮した .

表1

片麻痺者の基本属性
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3.

2.4 解析方法

結果

解析周期は , 障害物またぎ動作前の後側肢の支持
性の確保，またぎ動作後の前側肢の衝撃吸収に着

3.1 またぎ動作における支持脚の分析
支持脚はまたぎ動作の際に後方に残る脚となる．

目したため , またぎ動作時，障害物直前の接地側の
イニシャルコンタクト（以下，IC）から同側プレ

基準データとしての健常高齢者，BRSⅥ〜Ⅳの片麻

スイング（以下，PSw）までを支持脚とし（図 1a），

痺者の下肢関節角度と関節モーメントをそれぞれ

先に障害物またぎ動作を行う側（以下，先行側）

図２に横軸を立脚期の時間で正規化して示す．関

の IC か後ろに残った支持脚 PSw までを先行脚と

節モーメントは伸展，底屈方向を＋として，関節

した（図 1b）．測定，解析項目は各動作時の関節モー

角度は屈曲，背屈方向を＋として示す．また，立

メントと関節角度を評価指標とした．

脚期に関してはローリングレスポンス（LR）
，ミッ

マーカの座標値と床反力データにはそれぞれ

ド ス タ ン ス〜タ ー ミ ナ ル ス タ ン ス（MSt〜TSt）
，

6Hz と 18Hz の二次のバターワースフィルターをか

PSw の３つに分け，グラフ上に示した．また，片

けてノイズを除去した．その後，オイラー角を用

麻痺者の麻痺側，非麻痺側の関節モーメントと関

いて関節角度を算出し，逆動力学分析により関節

節角度の波形を健常者の波形パターンと照らし合

モーメントを算出した．上記データ解析は，Visual

わせ，以下に結果を示す．

3D v5 professional（C-Motion 社）を用いた．
3.1.1 片麻痺者 A（BRSⅥ）
・関節モーメント
非麻痺側では，LR にて股関節伸展モーメントが
増大し，麻痺側においては，MSt〜TSt にて膝関節
屈曲モーメントが増大した．足関節に関しては麻
痺側，非麻痺側ともに健常者と類似した波形変化
となった．
・関節角度
膝関節において麻痺側にて膝関節屈曲角度は低
下しているが，過伸展にはなっていなかった．全
図 1a

解析周期

支持脚（白抜き）

体として健常者と類似した波形となった．
3.1.2 片麻痺者 B（BRSⅤ），片麻痺者 C（BRSⅣ）
片麻痺者 B については一歩行周期における麻痺
側 MSt〜TSt の割合の短縮が出現したが，運動学，
運動力学的な変化は片麻痺者 C と類似していたた
め，結果をまとめて示す．
・関節モーメント
非麻痺側において片麻痺者 B，C ともに股関節で
は，LR，MSt〜TSt にて伸展モーメントが増大し，
立脚後期にて屈曲モーメントが減少した．足関節
では，健常者のように MSt〜TSt にかけて線形の

図 1b

解析周期

先行脚（白抜き）

底屈モーメントの増加はみられず，立脚後期にお
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いては健常者と同程度まで底屈モーメントが急激

者 B，C ともに膝関節では，MSt〜TSt にて屈曲モー

に増加していた．

メントの急激な増大がみられた．足関節では，LR

麻痺側において，股関節では，片麻痺者 B，C と

から底屈モーメントが生じ，MSt〜TSt に急激に減

もに LR，MSt〜TSt にて非麻痺側と同様の伸展モー

少した後，後期に再び増加する二峰性の波形を生

メント増大，立脚後期に向けて屈曲モーメント減

じた．

少を生じた．立脚後期においては，片麻痺者 B で

・関節角度

は股関節屈曲モーメントはほとんど生じないが，
片麻痺者 C では，屈曲モーメントが生じた．片麻痺

図2

股関節では片麻痺者 B，C の麻痺側，非麻痺側と
もに類似した波形変化を生じた．膝関節に関しては，

各片麻痺者の支持脚の関節モーメントと角度
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麻痺側で片麻痺者 B，C ともに MSt〜TSt にて急激

BRSⅥ〜Ⅳの片麻痺者の下肢関節角度と関節モーメ

な伸展角度増大を生じ，いわゆる過伸展がみられ

ントをそれぞれ図３に横軸を先行脚の LR 時間で正

た．足関節においては，片麻痺者 B，C ともに二峰

規化して示す．関節モーメントは伸展，底屈方向

性の波形を生じた．

を＋として，関節角度は屈曲，背屈方向を＋とし
て示す．また，片麻痺者の麻痺側，非麻痺側の関

3.2. またぎ動作における先行脚の分析

節モーメントと関節角度の波形を健常者の波形パ

先行脚はまたぎ動作の際にまたぎ動作をはじめに

ターンと照らし合わせ，以下に結果を示す．

行う脚となる．基準データとしての健常高齢者，

図3

各片麻痺者の先行脚の関節モーメントと角度
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3.2.1 片麻痺者 A（BRSⅥ）

健常者と比較し，波形変化は非麻痺側，麻痺側

・関節モーメント

ともに同様であった．しかし，麻痺側では股関節，

股関節において麻痺側では伸展モーメントが増
大した．しかし，全体を通してモーメントの発揮

膝関節にて屈曲，足関節において背屈がより大き
く出現した．

方向に違いはみられなかった．
4.

・関節角度

考察

角度の変化量に差は生じているが，股関節，膝関
節は屈曲位を保持，足関節は底屈位を保持してい
た．

またぎ動作全体の波形を分析すると，またぎ動作
は歩行と近い波形パターンを示すことが分かった．
よって，歩行における先行研究を参照し，またぎ動

3.2.2 片麻痺者 B（BRSⅤ）

作の結果を支持脚と先行脚に分けて以下に考察をす

・関節モーメント

る．

非麻痺側では，股関節，膝関節で健常者と同様
の変化となったが，膝関節では伸展モーメントが増

4.1 支持脚

大し，足関節では，底屈モーメントが増大した．

山本 5) は，片麻痺者の歩行における前方への身体

麻痺側では，股関節は健常者と同様の変化となった

重心の移動では，LR の股関節伸展モーメントと足

が，膝関節は屈曲モーメントが出現し，足関節モー

関節背屈モーメントが重要であること，伸展共同

メントはほとんど発揮されていなかった．

運動パターンに支配されている片麻痺者で足関節

・関節角度

背屈筋群と股関節伸展筋群を同時に活動させるこ

非麻痺側では，股関節，膝関節では健常者と同

とは困難な場合が多いことを述べている．これら

様の変化を生じたが，膝関節はより屈曲位であっ

を踏まえて本研究の片麻痺者の関節角度，関節モー

た．また，足関節においては健常者と異なり，背

メントを確認すると，片麻痺者 A では，麻痺側，

屈が出現した．麻痺側においては，股関節と足関

非麻痺側ともに健常者にある程度近い関節角度，

節では健常者と同様の変化となったが，足関節で

関節モーメントの変化が生じており，健常者に近

は底屈角度が大きくなっていた．また，膝関節に

いまたぎ動作が遂行できていたと考えられる．一

おいてはほぼ中立位に保たれていた．

方で，片麻痺者 B，C の麻痺側においては，健常者
と異なるまたぎ動作となっていた．LR に足関節背

3.2.3 片麻痺者 C（BRSⅣ）

屈モーメントが出現せず，そのためヒールロッカー

・関節モーメント

の機能が得られないことで下腿の前傾が出現して

非麻痺側では，股関節伸展，膝関節屈曲，足関

いなかった．そのため足関節背屈モーメントを使

節背屈モーメント増大が出現し，健常者同様の波

用したロッカー機能による前方への身体重心の移

形となった．足関節においては IC 直後に背屈モー

動が行えず，代償として股関節伸展モーメントを

メントが出現した後すぐに底屈方向に変化し，膝

より増大させたと考えられる．

関節においては屈曲モーメントが出現した後すぐ

山本 5) は膝関節軽度屈曲位で立脚期を過ごす場合

に伸展モーメントが増大した．麻痺側においては，

と体幹だけ前に出て膝が過伸展になる場合があり，

股関節伸展モーメントが増大した後，膝関節伸展

いずれも身体重心の前方移動には限界があるため，

モーメントが増大した．足関節では背屈モーメン

麻痺側から非麻痺側へのステップ長を長くとるこ

ト生じず，底屈モーメント増大が出現した．

とは困難であると述べている．健常者がまたぎ動

・関節角度

作を行う場合，膝関節軽度屈曲位を保持したまま，
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膝関節の伸展モーメントを発揮させてステップ長

4.2 先行脚

をかせぐことができる．片麻痺者 A では MSt〜

Gotz-Neumann

6)

は健常者の歩行における立脚初

TSt で屈曲モーメントが発揮されているが，膝関節

期，特に LR の機能としては衝撃吸収，荷重を受け

は屈曲位を保持することができていた．一方で，

継ぎつつ安定性の確保，前方への動きの保持であ

片麻痺者 B,C では図２の膝関節角度とモーメント

ると述べており，さらに衝撃吸収において，股関

の結果より，麻痺側から非麻痺側へのステップ長

節では，股関節伸筋が屈曲方向のモーメントに拮

の確保の際に膝関節の軽度屈曲位，伸展モーメン

抗して働く．膝関節は，大腿四頭筋が屈曲方向の

トが発揮できないことがわかる．体重心の前方移

モーメントに拮抗し，遠心性収縮して衝撃吸収に

動の限界を補うために LR で大きな股関節伸展と足

貢献する．足関節では前脛骨筋が遠心性収縮し，

関節底屈モーメントを使用したと考えられる．こ

すばやい底屈にブレーキをかけ，足底接地の衝撃

のことより，踵，足関節を中心とした身体の前方

をやわらげると述べている．このことより，股関

へ回転が行えないため，膝関節を中心とした回転

節伸展，膝関節伸展，足関節背屈モーメントが発

で補うことで，またぎ動作を遂行していたと考え

揮されることがわかる．また，健常者では踵接地

られる．また，股関節伸展モーメントと足関節底

時に足関節背屈筋群が作用して下腿を前傾させる

屈モーメントが同時に増大していたことにより，

とともに，股関節伸展筋群の活動によって体幹の

大腿骨と脛骨が後方に引かれて受動的に膝の過伸

直立を保ちながら身体重心を前上方に移動してい

展が生じたため，膝関節を固定するために膝関節

く 5) と述べており，本研究の健常者のまたぎ動作の

屈曲モーメントが増大したと考えられる．（図４）

先行脚の波形をみると歩行の LR に類似したモーメ

これらのことから，本研究の障害物またぎ動作

ントの変化を生じていた．

において非麻痺側が先行脚となる場合，麻痺のス

片 麻 痺 者 A で は，麻 痺 側，非 麻 痺 側 と も に

テージが低くなると，膝関節軽度屈曲位での保持

Gotz-Neumann ，山本が述べているように健常者の

が困難となり支持性確保のために膝関節過伸展を

歩行に近い波形の変化が生じており，支持脚に関

選択していることが考えられる．非麻痺側におい

しては先行脚が IC 時には立脚後期となる．この際

ては，股関節伸展モーメントが増大していたが，

も健常者と類似したモーメント，関節角度の変化

足関節背屈モーメントが出現していること，膝関

をしていることから麻痺側，非麻痺側どちらが先

節のコントロールも保たれていることから膝関節

行脚になった際にも衝撃吸収に関して非麻痺側が

の過伸展は出現しておらず，股関節伸展モーメン

麻痺側の機能を補うような働きはしていないと考

トの増大については，麻痺側下肢の立脚後期の前

えられる．

方への身体重心の移動が十分に行えていないこと

片麻痺者 B においては，非麻痺側では膝関節伸

を非麻痺側 LR の伸展モーメントを利用し，代償し

展モーメントと足関節底屈モーメントが増大した．

ていたと考えられる．

これは麻痺側が支持脚となった際，急激に落下す
る身体重心を受け止めるために膝関節と足関節を
用いて衝撃を吸収したためと考えられる．また，
図２より後脚である麻痺側が歩行周期において
MSt〜TSt の割合が健常者と比較し小さいこと，足
関節底屈モーメントが減少し，膝関節屈曲モーメ
ントが生じていることから後脚で体重心の前方移
動をコントロールできていないと考えられる．こ

図4

各片麻痺者（BRSV, Ⅳ）支持脚麻痺側膝過伸展

の後の図３における非麻痺側 LR においてより早く
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体重心をコントロールするために足関節底屈位で

る．今後は被験者数，障害物を増やし，他のパラメー

接地をむかえていると考えられ，歩行周期におい

タも算出し検討していく必要がある．

て麻痺側で支持する割合を短縮するためにとった
戦略であると考えられる．（図５）麻痺側について

6.

結語

は，いずれの関節もモーメントの値が小さくなっ
たことから，衝撃吸収はほとんど行われず，後脚で

片麻痺者 A（BRSⅥ）など，麻痺のステージが高

ある非麻痺側の支持に頼った接地を行っていたと

い片麻痺者では，どちらの下肢が先行しても比較的

考えられる．

円滑にまたぎ動作が行えることが明らかとなった．
片麻痺者 B（BRSⅤ）
，片麻痺者 C（BRSⅣ）の片
麻痺者では支持脚が麻痺側となる場合，前方への身
体重心移動，先行側の支持性の確保のために膝関節
過伸展が出現することが示唆された．また，麻痺側
が先行脚となる場合，衝撃吸収に関しては個人差が
生じる結果となった．以上のことから支持脚の観点

図5

からは非麻痺側先行の場合，麻痺側先行と比較し，

各片麻痺者（BRSV）先行脚 IC 直後

またぎ動作においては膝関節過伸展による膝関節へ

片麻痺者 C においては，非麻痺側では股関節伸展，

の負担が増加することから，先行研究によるアン

膝関節伸展，足関節底屈モーメントが健常者と比

ケート結果と同様，麻痺側先行でのまたぎ動作が有

較して増加しており，麻痺側が支持脚となった際，

用ではないかと考えた．先行脚の衝撃吸収に関して

急激に落下する身体重心を受け止めるため下肢三

は，個人差が生じたことから，負担のかかる関節な

関節を用いて衝撃を吸収したと考えられる．麻痺

どセラピストによる個別の対応が必要であると考え

側において，股関節，膝関節にて健常者と比較し

る．

屈曲位であること，足関節背屈位であることから，
各関節にて衝撃を受けているが，他の関節モーメ
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