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要 旨

ACL損傷者の関節位置覚に影響する因子を重回帰分析により解析することを目的とした 2015年 5月 から2016年 8月 ま

でにACL再建 目的で当院に入院した 24名 ,310■ 144歳を対象とし,術前に評価した.方法は,カルテより年齢,性別,半月

板損傷合併の有無,受傷からの期間を抽出し,主観的機能スコアとして International Knee Documentation Committee,

b‐Sholm scOre,Tegner Activity Score(TAS)を 用いた 次に関節可動域として,患側膝関節屈曲角度 ,Heel Height

Differenceを測定した 筋力評価では,健側と患側の等尺性膝関節伸展・屈曲筋力体重比及び H/Q比 ,1が 聞
=■
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運載イメージを健側及び患側で想起してもらい,そ の想起時間の差を求めた。関節位置覚検査では,腹臥位で閉眼させ健側下
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自作の傾斜板(設定角度 30C)にのせて健側膝関節屈曲させ,設 定角度まで患側膝関節を自動運動で屈曲してもらい
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膝前十字靭帯伍nterior cruciate Ligament;ACL)は 腫

骨の前方及び回旋を制御する役割を果たすとともに,メカル

セプターが存在し 19,関節位置覚に関与している 。 そのた

め下肢の代表的なスポーツ傷害の一つであるACL損傷では,

関節位置覚が低下することが報告されており59,ACL損傷者

において関節位置覚低下は giving way及 び不安定性 10や

片脚立位バランス lDな どに関与し,関節位置覚は神経運動器

協調能の一端を担うとされる 1"また関節位置覚と,膝機能評
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価の一つである 球 sholm SCOre(LS)や スポーツ活動レベル

の指標であるTegner Activity Score(TAS)と の相関が報告さ

れていることから 9'19,スポ_ッを含めた活動レベルと関節位

置覚との関連性が示唆されている さらにバスケットボール選

手を対象とした前向き研究では,ACL損傷例では受傷前から

関節位置覚低下を認めており,関節位置覚低下は ACL損傷

リスクの一つであると報告されていることから 10,ACL再 断裂

予防の観点からも関節位置覚の改善は重要である

関節位置覚に影響する上記以外の因子として,年齢 15,10,

H/Q比 1つ ,半月板損傷の有無 10,運動イメージ想起能力 lω

などが報告されているが,それらは単変量解析によるものであ

り要因間の関係は明らかではない.ACL損傷者の関節位置

覚に,ど の因子が最も関与しているか 今回この臨床的疑問

に答えるために重回帰分析を行い,関節位置覚に影響する因

子を解析した。

対 象

2015年 5月 から2016年 8月 までにACL再建目的で当

院に入院した患者のうち,両側例,再 々建例を除外した男性

10名 ,女性 14名 の計 24名 ,年齢 310±144歳を対象とし,

術前に評価した 合併症は,外側半月板損傷 11例 ,内側半

月板損傷 5例 ,内・外側半月板損傷 1例であつた 対象者に

は,書面で研究目的及び内容を説明し,同意を得た

方法は,カルテより年齢,性別,半 月板損傷合併の有無 ,

受傷からの期間を抽 出し,1本 の主観的機能 スコアとして

International Knee DOcumentation Committee(IXDC),

LS,TASを評価した 次に関節可動域として,長坐位での自

己他動運動による患側膝関節屈曲角度を東大式ゴニオメータ

ーにより 1° 刻みで測定し,伸 展角度の指標として Heel

Height Dlfference(HHD)を 評価した 筋力評価では,膝関

節屈曲角度が 60° に設定された等尺性筋力測定機器(OG

技研社製アイソフォース GT‐ 330)を使用して,健側と患側の等

尺性膝関節伸展・屈曲筋力体重比及び H/Q比 ,膝関節伸

展・屈曲筋力の患健比を算出した 運動イメージの評価に1ま ,

Knesthetic and Visual lmagery QuestiOnnaire(Kヽ 可Q)

膝関節項目の筋感覚的運動イメージ及び視覚的運動イメージ
,

心的時間を用いた 心的時間沢1定は中野ら20の方法に準じ,

端坐位で一佃1膝関節を伸展させた肢位から健側で膝関節屈

曲 30° ,60° ,90° の他動運動をさせて対象者に角度を記

憶させた後に閉眼させ,端座位で一倶1膝 関節伸展させた肢位

から膝関節屈曲する運動イメージを健側及び患側で想起させ

て,それぞれの角度ごとに 3回ずつ沢1定 した平均到達時間を

算出後,患側と健側の想起時間の差を求め,代表値とした

心的時間は,対 象者 自身がストップウォッチ (カ シオ社製

HS‐ 3C‐解響H)を把持して計測した 関節位置覚検査は山田

ら 2つの方法を参考にした.方法は腹臥位で閉眼させた状態で

健佃1下腿部を自作の傾斜板(設定角度 30° )にのせて健側膝

関節屈曲させ,設定角度まで患側膝関節を自動運動で屈曲

してもらい, デジタル傾斜角度計(シ ンワ測定社製デジタルア

ングルメーターミニ)を用いて健側と患側下腿部t7D傾斜角賓を

計測し,健側角度と患側角度との差異を誤差角度として求め

た なお排腹筋のできる限り平坦な部位の皮膚上にマーキン

グし,デジタル傾斜角度計の当てる位置が一定となるようてこ
=

意して,演1定で信頼を得るために 3回測定した平均の誤差角

度を代表値とした2'.関節可動域,筋力は対象者の担当理学

療法七が評価し,運動イメージ及び関節位置覚は同一の検者

が測定した

関節位置覚誤差に影響する要因を抽出するため,関節位

置覚誤差を従属変数,年齢,性別,半月板損傷合併の有無 ,

受傷からの期間,IKDC,LS,TAS,患側膝関節屈曲角度 ,

HHD,健側と患側の等尺性膝関節伸展・嘘山筋力体重比及

び H/Q比 ,膝 関節伸展。屈曲筋力の患健比,KⅥ Q,心 的時

間(30=,60=,90・ )を独立変数として重回帰分析⊂IC基

準によるステップワイズ法)を行つた また多重共線性を確認す

るために Variance lniation Factor(ⅥF)及び本目関行列を

確認した 統計解析には R281を使用し,有意水準は 5%と

した.

結 果

対象者の評価結果を表 1,関節位置覚誤差を従蜃t■lJ_

た重回帰分析の結果を表 2に示す。重回帰分|二 十iて

節位 置覚誤差 に影響する因子 として 60 _17■ 吉

(p<0_01)と TAS(pく 005)が 有意|[琶■■-li■ ′二′≡三 尋

係数 :‐ 0494,‐ 0.447,調整1吉 =ヽ R:03う
'■

Iヽ()｀■:pく 001)
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なお多重共線性を考慮し,相 関行列を確認したが lr>0.9と

なる変数が存在せず,VIFは全て 2未満であったことから多

重共線性の問題は小さいと判断した

表 1 対象者の評価結果

受傷から手術までの期間(日 ) 63(19-1189)

膝の主観的機能スコア

Ю C

LS

TAS

63_9± 15_2

71.5± 18.1

70±2.1

関節可動域
患側膝関節屈曲角度 (° )

HHD(mm)
144_7± 13.3

15_7± 19.0

健 側
イ申月展   990± 19.3

屈 曲   43 3EL8 0
等尺性膝関節筋力体重比(%)

患側
イ申月晏   80.4EL22.1

屈曲  36.5± 10.7
筋 力

H/Q上ヒ
健側

患側

04■01

0_5± 01

膝関節筋力患健比
伸展

屈曲

0_8± 0_1

0.9■ 0.2

歩き覚
    [][|  :::1:::KVIQ

運動イ メージ
筋感覚

  屏側  :::1:::

心的時間(秒)

05■05

04±03

0.3■ 0_3

０

　

０

　

０

３

　

６

　

９

関節位置覚誤差(° ) 14.4± 6.9

受傷から手術までの期間は中央値(範囲),その他の項目は平均値土標準偏差で表記する

表 2関節位置覚誤差を従属変数とした重回帰分析の結果

独立変数 標準化偏回帰係数6 偏回帰係数   p値

60° 心的日寺間

TAS

‐0494

‐0447

‐11_257

‐1449

0.007

0_014

ANOヽrA p<0.01,自 由度調整済み重相関係数(R2)=0369

独立変数の選択には AICステップワイズ法を使用
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考 察

本研究からACL損傷者の関節位置覚に運動イメージの指

標の一つである心的時間と,スポーツ活動レベルの評価であ

るTASが影響することが判明した まず第一にACL損傷者の

関節位置覚に運動イメージが影響することが示された 野崎ら

19は健常男性を対象とした研究において運動イメージ評価の

一つであるメンタルローテーションと関節位置覚との間に相関

があったと述べており,本研究での結果を支持する 膝蓋骨

骨折症例を対象とした先行研究 20では,心的時間測定にお

いて健側肢と比べ患側肢では心的時間が延長したとの報告

があることから,本研究でも ACL損傷に伴う関節位置覚の低

下が著しい症例ほど,健側と比べ患側肢の運動イメージ想起

時間が延長して,想起時間の左右差が大きくなると予測され

た しかし統計解析では,健側肢と患側肢での運動イメージ想

起時間の差が小さいほど関節位置覚誤差が大きい結果となっ

た これは,l ACL損傷による関節位置覚の低下を代償する

ために,求心性の情報処理過程において視覚情報による補

完が生じた.2求心性信号が視覚優位となったために,運動

プログラム生成の際にも視覚的運動イメージが優位となった

3視覚的運動イメージを想起したため,患側肢での心的時間

が健側と比べ延長しなかったと推沢1する。以下に,それぞれの

根拠について述べる

l ACL損 傷による関節位置覚の低下を代償するために,

求心性の情報処理過程において視覚情報による補完が生じ

た可能性について記述する 人間は視覚入力,前庭感覚入

力,体性感覚入力といった複数の感覚入力を中枢神経系で

統合し,運動を制御しており29,Peterka2つは感覚情報に対

する重みづけは環境や状況によつて変化すると述べている

Hwangら 29は健常対象者において,アキレス腱振動刺激に

より体性感覚情報に外乱が加わった場合,立位姿勢制御にお

ける視覚や前庭感覚に対する重みづけが大きくなったと報告

しており,ACL損傷者では関節位置覚といつた体性感覚入力

の正確性が低下することで 59,運動制御において体性感覚

情報への重みづけが減少して視覚情報が優位となり得る。実

際に片脚立位の重心動揺をACL損傷者と健常者で比較した

研究では,開 眼条件では ACL損傷者と健常者に差は認めな

ぃが 20,開 眼するとACL損傷者での重心動揺がより大きくな

ると報告されており27,20,健 常者と比べ ACL損傷者は視覚に

依存していることが窺える

2求心性信号が視覚優位となったために,運動プログラム

生成の際にも視覚的運動イメージが優位となった可能性につ

いて説明する 運動イメージ中には実際の運動と共通して活

動する脳領域が存在し 29,Jeannerod30に よれば運動イメー

ジは運動シュミレートの過程であるという 運動イメージは筋感

覚的運動イメージと視覚的運動イメージの 2タイプに分類され

る.筋感覚的運動イメージ中の脳活動として,大脳皮質レベル

では運動皮質(運動前野,前補足運動野及び補足運動野,一

次運動野)や頭頂葉(一次体性感覚野,上頭頂小葉及び下頭

頂小葉)と いった運動関連領域の活動が報告されており 3D,

視覚的運動イメージでは前補足運動野や下頭頂小葉などの

活性化が低下し3",視覚野が関与する3D_11田 ら3Jは運動イ

メージが末梢の運動器の影響を受ける可能性があると述べて

おり,運動器障害によって関節位置覚といった体性感覚の求

′い性信号が障害され,大脳皮質レベルでは体性感覚野の可

塑的変化が生じる 35‐ 3つことで,体性感覚を基盤とした筋感覚

的運動イメージ 39が変質する可能性がある これまで関節の

不動化 30,疼痛 39,切 断 40な どによる運動イメージ障害が報

告されており,ACL損傷でも関節位置覚障害 50によつて求

心′
l■信号が変質して,体性感覚野の再配置が起二り 1■ 43),筋

感覚的運動イメージが障害され得る その状態で運動プログ

ラム生成を要求されると,筋感覚的運動イメージを想起できず ,

視覚情報に基づいた視覚的運動イメージによって代償するか

もしれない 本研究では端座位での膝関節屈曲運動時の心

的時間を測定しているが,Kapreliら 40は本研究と類似した

条件下で運動した際の ■RIを測定している伍CL損 傷者と

健常者を対象とした背臥位での膝関節の層伸運動課題)そ

の結果,ACL損傷者は健常者と比較し視覚関連領域である

後下側頭回活動が増加したという したがって,本 研究におい

ても運動プログラム生成,すなわち心的時間測定の際に|ま 視

覚による代償が生じた可能性がある

3視覚的運動イメージを想起した結果,患側肢での心的時

間が健側と比べ延長しなかった理由を記述する 心的時間測

高知県理学療法 第24号 2017
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定とは,ある課題の遂行を心的にイメージし,そのイメージに

かかった時間を測定するものである.Decetyら 45,40は健常者

を対象とした歩行課題での心的時間測定において,実際の歩

行にかかつた時間と,同 じ距離を歩行するイメージを想起する

のにかかつた時間が一致したと報告しており (フィッツの法則),

心的時間測定法は運動イメージ能力の時間的側面における

評価に使用される L原ら4つ は健常者と整形外科疾患患者を

対象とし,歩行課題の心的時間を測定している.その結果,健

常者と比べ下肢または腰部整形外科疾患患者は歩行実行時

間と運動イメージによる歩行時間がフィッツの法則に反して一

致しない傾向にあり,整形外科疾患患者では自己の運動イメ

ージを過 大もしくは過小評価 していると述 べている

Stevens40は ,筋感覚的運動イメージ及び視覚的運動イメー

ジそれぞれで歩行課題をイメージした場合の心的時間を測定

しており,筋感覚的運動イメージでは実際の運動遂行時間と

運動イメージ想起時間が一致しフィッツの法則に則るが,視覚

的運動イメージでは両者が 一致せずフィッツの法則に従わな

かったという これらの報告から,整形外科疾患患者では運動

をイメージする際に,視覚的運動イメージを想起している可能

性がある 心的時間測定法以外に運動イメージ想起時間を測

定する評価として,Shepardら 49)によって提唱されたメンタル

ローテーション課題があり,心的時間測定法とメンタルローテ

ーション課題は双方ともに筋感覚的運動イメージ想起能力に

関係する評価法である 50.メンタルローテーションとは,回 転

呈示された文字・図形や身体部位を心的に回転することでそ

れが何であるかを同定したり身体の左右を識別するものである

515"楠本ら 5う は,健常者を対象とした手部の画像を用いた

MR課題中の脳波を記録し,画像の識別に要した反応時間を

測定している その結果,反応時間の遅い群では後頭葉から

頭頂葉を通り前頭葉へと神経活動の広がりを認め,情報処理

過程で体性感覚情報への変換がなされていたが,反応時間

の早い群では後頭葉から側頭葉を通り前頭葉へと神経活動

が広がっており,頭頂葉の有意な活動が認められなかったこと

から,手部の画像が体.性感覚情報へと変換されずに視覚的な

イメージとして情報処理された可能性があるという この研究で

は反応時間の早い群において頭頂葉の有意な活動がみられ

なかったことから,反応時間の早い群では体性感覚情報に基

づいた筋感覚的運動イメージが想起されていない可能性があ

ると結論付けている メンタルローテーションに関する報告を

加味すると,筋感覚的運動イメージを想起せず視覚的に運動

をイメージした場合には,心的時間測定においてもイメージ想

起時間が短縮する可能性があり,本研究でも心的時間測定の

際に視覚的運動イメージを想起した結果,患側肢でのイメー

ジ想起時間が健側肢と比べ延長しなかつたと推測する.

次に関節位置覚にスポーツ活動レベルが影響する結果とな

ったことについて述べる.ACL再建者を対象とした先行研究

19でも,関節位置覚とスポーツ活動レベルとの相関が報告さ

れており,本研究では ACL損傷者でも両要因間に関連を認

め,スポーツ活動レベルが高い対象者は関節位置覚誤差が

小さいことが明らかとなった これまで,スポーツ活動などの身

体活動によって,関節位置覚を含めた運動感覚機能が向上

する可能性を示した報告があるが54,5い,運動によつてACL損

傷者の関節位置覚が改善するか否かは報告が分かれている.

ACL損傷者の関節位置覚の回復が得られないとする研究に

は以下のものがある Carterら 50は ACL損傷者に計 100時

間のホームエクササイズを行った結果 ,リ ハビリテーション前に

低下していた関節位置覚は変わらなかったと述べており,

Fremereyら のは,ACL再建者に対して標準的リハビリテーシ

ョンを術後 3ヵ月間行っても関節位置覚は改善しなかったと報

告している 反対にリハビリテーションによつて関節位置覚が

改善したとする報告として以下のものが挙げられる 岩佐ら 5つ

はACL再建術後 2週 目から4週 目までの 2週 間,閉 眼下で

下肢固有受容性訓練を毎 日行つた群は,非訓練群と比較して

関節位置覚が術後 4週で有意に改善したと報告している ま

た,泰地ら50の ACL再建術後症例を対象とした研究では,対

照群(標準的リハビリテーションを行った群)とメンタルローテー

ション群(標準的リハビリテーションに加え足部のメンタルロー

テーション課題を毎日 20分行つた群)と の介入効果を比較し

ている その結果メンタルローテーション群は,対照群と比較し

術後 4週での関節位置覚誤差が小さかったという このように,

運動課題によってACL損傷者の関節位置覚が改善するか否

かは報告が分かれているが,関節位置覚を含めた固有感覚を

賦活させる運動課題や運動イメージ想起課題によつて,関節

位置覚改善が見込める可能性が示唆されている 本研究では

関節位置覚が低下した症例は求心性情報の処理過程で視覚

情報に依存しており,運動をプログラムする際には,開 眼して
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いるにも関わらず視覚的に運動をイメージしている可能性が

示唆されたことを加味すると,関節位置覚向上のためには,視

覚情報に依存させず,関節位置覚といつた固有感覚情報の

利用を求めるような運動が必要であるかもしれない

これまで,視覚への依存は長期的な運動学習に繋がらない

ことが報告されている Ikegamiら 50は運動学習において視

覚的フィードバック減少により学習効果が向上したと報告して

おり,冷水ら 60はバランス学習において課題試行中の視覚情

報への依存は有効な学習に繋がらず,試行中に体性感覚情

報,試行後には視覚情報によるフィードバックを与えることで

学習保持効果が得られたと述べている.また,ACL再建術後

の目標となるスポーツにおいても,高 い競技レベルの選手は

低い競技レベルの選手と比べ視覚への依存が小さいことが報

告されている 61.6カ.本研究でも,関節位置覚誤差が大きいほ

ど′き的時間の左右差が減少したことから,関節位置覚などの

体性感覚情報から視覚情報へと重みづけが変化して,2~●動プ

ログラム生成の際には視覚的運動イメージが有意になった可

能性が示唆され,視覚情報に依存させずにスポーツなどの活

動レベルを向上させる事で関節位置覚の改善が得られる可能

性が示されたことから,ACL損傷者の関節位置覚を向 Lさせ

るためには,視覚への依存を減少させ,関節位置覚情報に焦

点を当てたリハビリテーションを行う必要があると推測する。

本研究には 3つの欠点がある.第一に運動イメージ想起時

に脳活動を計測しておらず,対象者が運動をイメージした際

の脳活動は不明であり,筋感覚運動イメージを想起しているの

かそれとも視覚的運動イメージを想起しているのか,評価結果

から推測するしかない。第二に,患側膝関節屈曲角度及び

HHDは 対象者の担当理学療法士が測定しており,再現性に

問題がある 第二に,視覚に依存させずに固有感覚情報の利

用を求める運動をすることで,ACL損傷者の関節位置覚が改

善するかどうかの追跡調査ができない 本研究での対象者は

ACL再建を目的に入院しており,ACLが損傷した状態で関

節位置覚が改善するか否か検証不可能である 今後は ACL

再建術後症例において,どういった運動課題により関節位置

覚改善が得られるか調査していく

本研究からACL損傷者の関節位置覚に運動イメージ評価

の一つである心的時間と,スポーツ活動レベルの指標である

TASが影響することが示され,関節位置覚を向上させるため

には,視覚への依存を減少させて固有感覚情報に焦点を当

てた身体活動が重要である可能性が示唆された.
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