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膝関節の主要な運動系症候群

①外反を伴った脛骨大腿回旋 TFRVal

②内反を伴った脛骨大腿回旋 TFRVar

③脛骨大腿低可動性 TFhypo

④膝関節伸展 Kext

⑤膝蓋骨上方滑りを伴った膝伸展 KextSG

⑥膝関節過伸展 Khext

⑦膝蓋骨外側滑り PLG

⑧膝関節機能障害



運動検査 立位アライメント（前額面）

●正常 膝関節の生理的外反は6歳以降であれば

170～175°．

①外反角170°以下 →外反膝 →TFRVal

②外反角180°以上 →内反膝 →TFRVar



運動検査 立位アライメント（矢状面）

●正常
・脛骨と大腿骨が一直線上にある（膝伸展約0°）．
・骨盤二等分する垂線と大腿を二等分する垂線が一致する

（股関節0°）.  
・足関節の背屈は0°．

①膝屈曲位 →TFhypo
②膝過伸展 →膝関節過伸展＞5°（骨盤後傾，足関節底

屈位） →Ｋhext



運動検査 立位アライメント（水平面）

●正常

内外側ハムの縦じわを観察しそれぞれ関節内側面・外

側面との距離が等しいかどうかをチェック．

①大腿骨内旋 → 構造的な前捻

股関節外旋筋群パフォーマンス低下

TFL-ITBの伸張性低下

②大腿骨外旋 → 構造的な後捻

股関節外旋筋群の硬化



運動検査 片脚立位

①バランス不良：筋パフォーマンス、固有感覚、疼痛などが

関与．

②大腿骨の過剰内旋、膝の外反、過度の回内足

→TFRVal

③下腿骨の過剰内旋、膝の内反、回外足あるいは硬い偏平足

→ TFRVer

④片脚で立脚時の膝過伸展 → Ｋhext

⑤一側膝関節を後方に90°屈曲したときに脛骨が過剰に外旋

→TFRVal



運動検査 パーシャルスクワット

①大腿骨内転・内旋、膝外反→ TFRVal

※立位で膝内反アライメントの場合でも，スクワットにて

外反を呈することがある．

②膝痛を伴う後方重心 →前方に修正すると痛み軽減

→Kext

③膝蓋骨を下方に修正すると痛み軽減 →KextSG

④膝蓋骨周囲の痛み→徒手的に膝蓋骨外側滑りを修正する

と痛み軽減 → PLG



運動検査 背臥位
他動屈曲伸展およびヒールスライズ

●屈曲‐伸展：他動的に過伸展5°以内、屈曲155°可能．

●外反‐内反の範囲は、膝完全伸展位では2～6°、屈曲位

では14°→屈曲位拘縮では外反‐内反ストレスにさらされる．

①屈曲/伸展のROM低下（副運動、筋伸張性）→ TFhypo

②伸展10°以上 →Khext



運動検査 背臥位
ハムストリングス筋長検査

●硬さ・短縮の有無、内側ハム・外側ハムを比較

①硬化・短縮 → 共同筋よりも優位、過用→スウェイバ

ック姿勢、反張膝→Khext

②内側ハムが外側ハムより硬い→内側優位→大腿骨

内旋

③外側ハムが硬くかつ外旋筋群パフォーマンス低下

→下腿外旋や後外側偏位．



運動検査 背臥位
股関節屈筋群の筋長検査

●股関節屈筋群の短縮（あるいは硬化）の鑑別

①股関節伸展不足 →腸腰筋の短縮/延長

②膝関節屈曲不足 →大腿直筋の短縮・硬化

③大腿骨が屈曲・外転・：内旋位 →大腿筋膜張筋の短縮・硬化

※ 痛みを伴い脛骨の外旋・外転が生じたら二次検査 →TFR

④痛みを伴い膝蓋骨が外側滑り（外側傾斜）したら二次検査（徒

手的修正/股関節外転位） →PLG

⑤股関節屈曲・外転・外旋位 →縫工筋の硬化・短縮．



■補足 関節と軟部組織の評価

①視診・触診 腫脹、発赤、冷感、浮腫などのチェック

②膝蓋骨アライメント

③脛骨大腿、膝蓋大腿関節の可動性（骨運動と関節の遊び）

④靭帯の健全性、半月板徴候などのチェック

※全般的な軽度～中等度の弛緩性→ TFR

⑤その他の検査（膝半月板検査、圧痛テストなど）



■補足 膝蓋骨アライメント

●正常 大腿骨滑車溝の中央にあり、Insall－Salvati比が

1±0.2（60°屈曲位）

①外側偏位/外側傾斜 →ＶＭＯの機能低下、TFL-ITBの

硬化・短縮 →PLG

②上方偏位（膝蓋骨高位）→大腿四頭筋が膝蓋靭帯に対

し相対的に硬化 →KextSG

③下方偏位（膝蓋骨低位）→術後などに生じる膝蓋腱下の

瘢痕化



■補足
足関節・足部の膝関節への影響をチェック

①足関節背屈制限 → 膝関節過伸展

→Khext、TFR、TFhypo

②足関節背屈過剰 → 足関節底屈筋パフォーマンス低下

→ プッシュオフ不足・遅延

③回外足（大腿骨内旋位、膝関節内反位） → TFRVar

④回内足（大腿骨内転・内旋位、膝外反位、脛骨外旋位）

→ TFRVal



運動検査 腹臥位
膝関節の屈曲（他動、自動）

●他動屈曲、自動屈曲→正常では自動屈曲120°（腰椎骨盤

の代償なし）

①屈曲の制限→ 大腿直筋の短縮/硬化 →Kext

②自動屈曲にて膝痛を伴う脛骨外旋があれば二次検査

→TFR（外反/内反）

※両足部をつけたまま両膝を屈曲するエクササイズを適用．



運動検査 腹臥位
膝関節90°屈曲位で股関節の内旋‐外旋

●骨盤を固定して他動的に内旋、外旋35°（個人差あり）．

①外旋時に痛みを伴う脛骨の外旋 →TFR（外反/内反）

②内旋30°以下 → 股関節外旋筋群の硬化・短縮

③外旋30°以下 →股関節内旋筋群の硬化・短縮

④内旋50°以上、外旋10°以下→ 前捻股

⑤内旋10°以下、外旋50°以上→ 後捻股

⑥Craigテストで確認

●骨盤を固定せずに実施
→ 骨盤帯の顕著な回旋 → 腰椎回旋症候群



運動検査 腹臥位
股関節の伸展（膝伸展位および屈曲位）

●他動伸展

①腸腰筋短縮/硬化

②外転位で伸展ROMが改善するならTFLの短縮・硬化．

●自動伸展/MMT

①腰椎の軽度伸展を伴い股関節は10°自動伸展

が可能．

②可動範囲で自動伸展不可 →、股関節伸展筋の弱化．

③大殿筋収縮の遅延 → Ham.優位の場合あり．



運動検査 側臥位
股関節の外転‐外旋

●側臥位で両膝・股関節を45°屈曲位から上側の

股関節を外旋‐外転

①他動、自動の比較

②外転筋、外旋筋のパフォーマンス低下

③脛骨の外旋で代償 →TFR

④腰椎骨盤帯の回旋が初期に生じる →腰椎回旋

図15-a、b、側臥位で股・膝関節屈曲位で股関節を外旋

股関節外旋運動の前半において骨盤の回旋が生じない
かどうかモニターする．図では、セラピストではなくて患者
自身が骨盤運動をモニターしている（下部腹筋を収縮
させて腰椎・骨盤の運動制御をすると、エクササイズと
して利用することができる）．

a

b



運動検査 側臥位
股関節外転筋群MMTとOberテスト

●股関節屈曲・伸展0°，内外旋0°として最大外転位で

内転方向に抵抗をかける．弱化と延長の鑑別もする．

①弱化/延長 → TFRに関与．

②膝伸展位でのOberテスト変法（TFLの硬化・短縮の評価）

図7、中殿筋後部線維のMMT 股関節伸展-外旋位のまま外転を維持
する．aは短縮位、bは延長位で実施。中殿筋後部線維が延長されて
いる場合には、aでは保持が困難で弱化を示し、bでは保持が可能である。

a b



運動検査 座位
膝関節の伸展

●一側の膝関節を他動および自動伸展．

①膝伸展制限．

②ハム/四頭筋同時収縮 →TFhypo

※関節の接触圧を増加させ関節面損傷の増悪をもたらす.

③大腿骨の内旋が出現．

④大腿四頭筋等尺性収縮（120°90°60°30°0°）に

て膝痛 二次検査①→ 膝蓋骨の上方滑り制御→ＫextSG,

二次検査②→ 膝蓋骨の外側滑り制御→PLG．



運動検査 座位
股関節内旋・外旋のROMとMMT

①ROMテストでは、脛骨の回旋に注意が必要．

②MMTにて外旋筋の弱化（あるいは延長）

→ TFR，PLGに関与

③外旋MMT時の脛骨の外旋

→ 大腿筋膜張筋の過活動/伸張性低下

→TFR，PLGに関与．



機能動作の評価
歩行の観察

①立脚期の過剰な大腿骨内旋/内転，遊脚期の過剰な下腿外旋

→TFRVal.

②立脚相の膝内反スラスト、足関節背屈制限、足部回内不足

（回外足）→TRFVar.

③歩行中の膝ROM制限，歩幅とプッシュオフの減少→ TFhypo

④踵接地～足底接地で膝屈曲が減少 → Kext, KextSG

⑤踵接地～立脚後期の膝過伸展（足底接地が長い）→ Khext



機能動作の評価
段差昇降（あるいは踏み台昇降）

①膝痛を伴い大腿骨内転・内旋と膝外反・外旋→ TFRVal

②動作中に膝は低可動性を呈し、下肢筋群の同時収縮を

みとめる場合もある→TFhypo

③階段昇りが後方重心（Quad.優位）→ KextSG

④昇りで前方重心移動が拙劣で膝を身体の方に引き戻す

ような方策を呈する（ハムストリングス優位）

→TFRVar，Khext


