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１ エビデンス



歩⾏スピード低下 膝関節屈曲⾓度変化量の減少

膝関節内反⾓度の増⼤外部膝関節内転
モーメントの増⼤

⽇本理学療法⼠協会︓変形性膝関節症 理学療法診療ガイドライン, 2011

１ エビデンス



膝OA診療ガイドライン
ü定期的な有酸素運動・筋⼒増強運動および関節可動域
運動を実施し，かつこれらの継続を奨励

ü症状緩和および⾝体機能を改善するための適切な運動
療法について，理学療法⼠による評価・指⽰・助⾔を
受けさせることは有益であるとされているが，明確な
エビデンスがないのが現状

膝OA理学療法診療ガイドライン
ü筋⼒トレーニング，協調性運動，持久⼒トレーニング
は推奨グレードA

üストレッチング，関節可動域運動は推奨グレードC
（⽇本理学療法⼠協会, 2011）

（⽇本整形外科学会, 2016）

１ エビデンス

ガイドライン



ü筋⼒が増加し，疼痛や⾝体機能が改善
ü外部膝関節内転モーメントは変化しない

Ferreira GE: Clini Biomech, 2015

筋⼒トレーニング

１ エビデンス



疼痛の原因に対する対症療法的理学療法のみを⾏
い，根本的なメカニカルストレスの増⼤を改善し
なければ，退⾏性疾患である限り症状の経過と究
解を繰り返しながら徐々に悪化するだろう

⼭⽥英司︓理学療法，2015

対処療法的理学療法

原因療法的理学療法

最も⾼いニーズは疼痛の軽減

１ エビデンス



力学的負荷の蓄積

外部膝関節内転モーメント⼒積

ü床反⼒の増⼤
üレバーアームの増⼤
ü⽴脚時間の増⼤

何をすべきか?

１ エビデンス



１ エビデンス



１ エビデンス



Browning RC: Med Sci Sports Exerc, 2007

１ エビデンス



１ エビデンス



反対側での杖の把持は外部膝関節内転モーメン
トを減少

Chan GNY: Clini Biomech, 2005

1 エビデンス



内側型膝OAの進⾏を変化させることを⽬的とした
KAMを減少させる介⼊の開発が注⽬

(Simic, 2011; Reeves, 2011)

歩⾏再教育を⾏うと，外部膝関節内転モーメント
を減少させることが可能 (Fregly, 2007)

歩⾏修正 Gait modification

１ エビデンス



歩⾏修正 Gait modification

１ エビデンス



Jenkyn TR: J Biomech, 2008

COP位置を外側⽅に移動することによって，
膝関節での床反⼒のレバーアームを減少

歩⾏修正 Gait modification

１ エビデンス



COP位置を外側⽅に移動することによって，
膝関節での床反⼒のレバーアームを減少

Chang A: Ann Rheum Dis, 2007

１ エビデンス



前額⾯のCOM位置を変化させることによって膝関節荷重を修
正することが要求され，それにより膝関節での床反⼒のレ
バーアームが減少し，KAMが減少

Hunt MA: J Biomech, 2011

normal walking (thick solid line)
small (4°) trunk lean (thin solid line)
medium (8°) trunk lean (hashed line)
large (12°) trunk lean (dotted line) 

１ エビデンス



意識的な修正にてKAMを減少させる

１ エビデンス



• ⾜圧中⼼座標の外側変位

KAMのレバーアーム⻑の短縮

KAMの軽減
⾜圧中⼼

レバーアーム

歩隔↑

膝関節中⼼

⾜圧中⼼

体幹傾斜を⾏うための下肢の対応

• 歩隔の拡⼤
• 膝関節中⼼座標の内側変位

通常
歩⾏

体幹傾斜
歩⾏

Tokuda K, et al.: Biomechanical mechanism of lateral trunk lean gait 
for knee osteoarthritis patients. J Biomech 66: 10-17, 2018

KAMの軽減⾝体重⼼の動き

１ エビデンス



ü膝関節運動を制限した歩⾏修正を実施したときに，37％
のエネルギー消費が増加 (Lewek, 2012)

ü杖歩⾏中に，50％のエネルギー消費が増加 (Jones, 2012)

ü増加した体幹傾斜の歩⾏修正は，外部膝関節内転モーメン
トの減少を⽰す⼀⽅で，エネルギー消費が増加 (Takacs, 
2014)

歩⾏修正 Gait modification

デメリットは?

１ エビデンス



⼀般的な外側楔状⾜底挿板
（外側ウェッジ） （Reeves et al., 2011 より改変）

GRF (Ground reac.on force): 床反⼒
MA: Moment arm (= lever arm: レバーアーム)
varus: 内反

a. 正常 b. 内反膝 c. 外側ウェッジ挿⼊時

a. c.b.

膝OAに対する⾜底挿板療法

⾜圧中⼼の外側変位の促進
（Kakihana et al., 2004）

１ エビデンス



Sawada T, et al.: Foot alignments influence the effect of knee 
adduction moment with lateral wedge insoles during gait. Gait Posture 
49: 451-456, 2016

正常な⾜のグループでは，裸⾜の条件に⽐べてLWIの条件で
ピークKAMが有意に減少

１ エビデンス



ü KAMのピーク値の低下は，圧⼒の中⼼がより外側にな
り，KLAが低下することと相関

ü KLAの減少は，股関節内転の減少と相関

LWIは正常な⾜のピークKAMを有意に減少させ，LWIのバイオ
メカニクス的効果は個々の⾜のアライメントによって異なる

Sawada T, et al.: Foot alignments influence the effect of knee 
adduction moment with lateral wedge insoles during gait. Gait Posture 
49: 451-456, 2016

１ エビデンス



Astephen JL: J Orthop Res, 2008

Double Knee Actionの消失
(膝関節運動の減少)

２ 関節可動域



筋⼒が⼗分
伸張性が⼗分

（後⽅関節包も）

腓⾻が頭側に滑り，
半⽉は前⽅へ移動，
膝蓋⾻は頭側に移
動

関節包内運動が必要

あらゆる条件が正常なときのみ，⼗分な関節可動域が保証

２ 関節可動域

膝関節では



膝屈曲姿勢保持のための筋活動が
筋⼒強化運動に影響

膝屈曲位
姿勢

⼤腿四頭筋の選択的収縮↓

脇本祥夫︓第3回⽇本運動器理学療法学会学術集会，2016

２ 関節可動域



（Favre, et al.: Osteoarthr Cartil, 2014）

初期接地時に
ü 膝関節がより屈曲位（脛⾻の傾斜減少）
ü ⼤腿⾻が脛⾻に対して前⽅に位置

5年後の追跡調査において内側⼤腿⾻および脛
⾻軟⾻の菲薄化と有意に関連

（Favre, et al.: J Biomech, 2016）

膝関節伸展可動域の再獲得

初期接地時の膝関節屈曲⾓度

２ 関節可動域
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⾜関節のヒールロッカー
から得られた推進⼒を近
位部に伝えるために，衝
撃を吸収する要求と⼤腿
と下腿を連結して安定さ
せる要求に応える

３ ⼤腿四頭筋



ü筋⼒低下と筋萎縮

ü歩⾏や階段動作時などの荷重動作において，
膝関節屈曲運動の制動が困難

⼤腿四頭筋

３ ⼤腿四頭筋



ü⼒の調整，持続的な発揮が困難
ü遠⼼性運動で⼒の発揮がより困難

Hortobagyi T : Arthritis Rheum, 2004

筋⼒の量的側⾯よりも質的側⾯

３ ⼤腿四頭筋



KFMの値が減少 Astephen JL: J Orthop Res, 2008

外部膝関節屈曲モーメント KFM

３ ⼤腿四頭筋



Walter JP: J Orthop Res, 2010

KAMを減少させるため代償的に外部膝関節屈曲モー
メント(KFM)が増加

３ ⼤腿四頭筋



KFMと疾患の進⾏の間に関係はなく，KAMの減少によ
るKFMの増加が必ずしも疾患の進⾏には関与していない

Medial tibial surface Medial femoral surface

Peak KAM Knees without 
progression 1.61 (0.82) 1.63 (0.83)

Knees with 
progression 1.91 (0.94) 1.81 (0.93)

KAM impulse Knees without 
progression 0.55 (0.39) 0.57 (0.40)

Knees with 
progression 0.80 (0.56) 0.74 (0.56)

Peak KFM Knees without 
progression 2.11 (0.87) 2.11 (0.88)

Knees with 
progression 2.01 (0.81) 2.03 (0.76)

Chang AH: Osteoarthritis Cartilage, 2015

３ ⼤腿四頭筋



⼤腿四頭筋の量的強化
ü 症状や機能の改善を認める
ü 膝関節内転モーメントの改善は認められない

ü 遠⼼性収縮を意識したトレーニングにより，動的な膝関
節安定性の獲得が期待

ü 外部膝関節屈曲モーメントを維持させ，さらにKAMの減
少をもたらすことが重要

⼤腿四頭筋の適切な筋活動の獲得

３ ⼤腿四頭筋
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３ ⼤腿四頭筋



膝関節伸展筋の⽣理学的エネルギーの産⽣が増⼤

効率的な動作戦略を取れない

⾻盤遠位負パワー積分値→

モーメントパワー平均値↓

下腿近位負パワー積分値↓

股関節伸展筋へのエネル
ギー吸収量の増⼤不可
膝関節伸展筋へのエネル
ギー吸収量の低下

筋によるエネルギーを産⽣および吸収する制御能⼒低下

低

Anan M, Shinkoda K, Suzuki K, Yagi M, Ibara T, Kito N: Do patients with knee 
osteoarthritis perform sit-to-stand motion efficiently? Gait posture 41: 488-492, 2015

３ ⼤腿四頭筋



下腿近位のモーメントパワーの吸収能⼒向上は，動作時
の疼痛軽減とADLの能⼒向上への期待

• 膝OA者は最⼤遠⼼性筋⼒を発揮する能⼒が特に弱化（Hortobágyi et al., 2003）

STS時の
下腿近位の負パワー平均値

JKOM総合得点
「膝の痛みやこわばり」

負の相関

下腿近位のモーメントパワーの吸収する能⼒が⾼いほど，
動作時の疼痛や⽇常⽣活活動の能⼒障害が少ない

膝OA患者の臨床症状とモーメントパワーとの関連

→動作時の疼痛やADLの能⼒障害 →膝関節伸展筋へのエネルギー吸収

• 歩⾏，降段動作，スクワット→臨床上でも疼痛の訴えあり

３ ⼤腿四頭筋



下腿運動による膝関節伸展
筋の遠⼼性収縮を学習

棒

開放運動連鎖

閉鎖運動連鎖
⾻盤の動きを意
識した前傾運動

⾻盤遠位のモー
メントパワーの
吸収能⼒向上

下腿前傾運動に
よる膝関節屈曲
運動

下腿近位のモー
メントパワーの
吸収能⼒向上

台
臀部離床の課題（体幹前傾運動，下腿前傾運動）の学習

⾝体重⼼上⽅移動の課題も改善

３ ⼤腿四頭筋
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４ 股関節外転筋群



ü 股関節外転筋⼒の低下 (Hinman, 2010)
ü 外部股関節内転モーメントの減少 (Astephen, 2008)
ü 股関節外転筋⼒とKAMに関連はなし (Rutherford, 2014)

股関節外転筋群の筋⼒低下は膝OAの素因よりも膝
OAの結果の可能性

４ 股関節外転筋群

股関節外転筋群



歩⾏時に内部股関節外転モーメントを⼗分に発揮
できることは，18か⽉後の膝OAの発症を減少

Chang A: Arthritis Rheum, 2005

４ 股関節外転筋群

外部股関節内転モーメント



新⼩⽥幸⼀︓理学療法ジャーナル，2012

⾻盤の⽔平位維持に重要な役割

４ 股関節外転筋群



阿南雅也︓理学療法，2015

外側への体幹傾斜戦略は，KAM
を減少させる⼀⽅で，
内部股関節外転モーメント
（T・a）の発揮を少なくする

結果として股関節外転筋の
筋⼒低下につながる可能性

３ 股関節外転筋群

デュシェンヌ現象



股関節外転筋の強化
ü 症状や機能の改善を認める
ü 膝関節内転モーメントの改善は認められない

内部股関節外転モーメントを⼗分に発揮
ü ⾻盤の⽔平位維持の獲得
ü 膝OAの進⾏予防につながる可能性

４ 股関節外転筋群



股関節外転筋の強化

４ 股関節外転筋群



固有受容覚の正確性の低下 (Hurley, 1997)

ü固有受容器から中枢神経を経て効果器である筋
に⾄る神経経路の機能を改善

ü神経−運動器のより良い協調により，関節を安定
化させること，外⼒や状況変化に即座に対応

５ 神経筋トレーニング



ü 患者は脚を前後あるいは側⽅へスライドさせるときに，
膝関節をニュートラルの位置へ維持させることが要求

ü 機能的な荷重位で⾏われ，運動の質や体幹および下肢の
アライメント改善に重点

ü 下肢全体の感覚運動制御や機能的安定性を改善

(Bennell, 2014) 

５ 神経筋トレーニング



ü不安定性を報告しなかった膝OA患者において膝関節運動
の変動性が減少，不安定性を報告した膝OA患者では変動
性は増⼤ (Gustafson, 2015)

ü主観的な膝関節不安定性があることは動的な膝関節安定
性が不⼗分であり，膝関節調節能⼒が低くなっている
(Farrokhi, 2014)

⽊藤伸宏︓変形性膝関節症 理学療法診療ガイドライン, 2011

５ 神経筋トレーニング

主観的な膝関節の不安定性



ü 主観的な膝関節不安定性の軽減に効果的
ü 症状や機能の改善を認める
ü 膝関節内転モーメントの改善は認められない

膝関節のニュートラルな位置への維持と近位
と遠位のセグメントの筋制御

ü 膝OAのリスクある患者あるいは早期膝OA患者には効果を
⽰すが，重度な膝OA患者には有効性が低い

５ 神経筋トレーニング

神経筋トレーニングの変化



膝関節
負荷分散メカニカル

ストレス

膝関節
負荷分散 メカニカル

ストレス

膝関節安定性

共同収縮

運動協調性 運動協調性

KAMを減少
させる戦略筋機能

維持 低下

膝関節
恒常性

膝OA
進⾏

バイオメカニクス特性からみた膝OA
進⾏の要因

阿南雅也︓理学療法，2015

５ 神経筋トレーニング



膝OA患者では⼤腿四頭筋，ハムストリングス，腓腹筋の3筋
の共同収縮によって膝スティフネスが増⼤することが報告

主動作筋と拮抗筋の相反抑制を
正しく再学習することが重要

(Zeni, 2009)

５ 神経筋トレーニング

主動作筋と拮抗筋の協調性改善



５ 神経筋トレーニング

協調制御理論



⾃動介助運動にてヒールスライド

５ 神経筋トレーニング

主動作筋と拮抗筋の協調性改善



最初に膝関節伸展が起こり，その後に股関節伸展によっ
て体幹を直⽴位にする

５ 神経筋トレーニング

⽴ち上がり動作



５ 神経筋トレーニング

⽴位での⾜踏み動作
⽴位姿勢にて，協調した股関節屈
曲運動と膝関節屈曲運動によりつ
ま先を接地したまま，踵挙上

stiff knee gaitの改善



Anan M, et al.: Dynamic frequency analyses of lower extremity muscles during sit-to-
stand motion for the patients with knee osteoarthritis. PloS one 11: e0147496, 2016

⼤腿直筋の平均周波数（MPF）の
⾼周化（type II線維の動員数が上昇）

５ 神経筋トレーニング



ü内側広筋の%MVCの増⼤
ü⼤腿直筋のMPFの⾼周化（type II線維の動員数が上昇）

椅⼦からの⽴ち上がり動作の成就そのものは維持されてい
ても，動作に要する筋活動量や筋⼒発揮様式に変化

適切な股関節伸展および膝関節伸展筋の発揮効率を獲
得させることが，⼤腿直筋の過負荷の減少につながる

臀部離床前の

Anan M, et al.: Dynamic frequency analyses of lower extremity muscles during sit-to-
stand motion for the patients with knee osteoarthritis. PloS one 11: e0147496, 2016
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お問い合わせ

⼤分⼤学
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