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はじめに 

 全人工膝関節置換術（以下 TKA）に至る変形性膝関節症の

症例では, 術前から膝関節の疼痛や変形により, 下腿三頭筋

の活動性が低下していることが知られている. 下腿三頭筋の

活動は, ターミナルスタンス（以下 TSt）で最大となるため

1), 下腿三頭筋の活動性の低下は, 歩行速度や反対側の歩幅

縮小といった問題の原因となる. さらに, TStでの足関節背

屈は, 下腿三頭筋の遠心性収縮により, フォアフットロッカ

ーと足趾伸展を促し, 歩行の推進力となる蹴りだしを促す力

源となるため, TKA術後歩行における足関節機能の改善が歩

容の正常化に必要になる.  

TKA術後患者の歩行における足関節機能を改善する運動療

法の一つに後進歩行（以下 Backward Gait:BG）がある. BGは, 

下腿三頭筋の筋活動を高める歩行とされる 2)3)4). しかし, BG

練習後の効果に関し, 運動学・運動力学的な検討は未だなさ

れていない. 我々は, 先行研究において TKA後における後進

歩行練習の有用性を検証する為, 歩行中の二次元動作分析か

ら下肢関節の角度を算出し, 下肢関節の BG練習後の効果を

報告している. その中で BG後, 立脚中期から立脚後期にか

けての足関節の背屈角度の向上が確認され, 下腿三頭筋の活

動が促されやすい状況になっていることが推測されたが, 運

動力学的な影響を考慮することはできなかった.  

我々は, 加速度計を用いて, 特別な環境設定の必要がなく, 

立脚後期の足関節機能を定量化することを試みている

（Miyashita et al. 2017）．そこで, 加速度計を用いて, BG

前後の前進歩行での TStからプレスイング（以下 PSw）の下

腿加速度から足関節底屈モーメントパワーを推定し, BG練習

後の前進歩行の即時効果を示すことができた症例を経験した

ため報告する.  

症例紹介 

 症例は右変形性膝関節症と診断された 77歳の女性（身長

152cm, 体重 50kg, BMI21.6）である. 以前より右膝関節痛を

自覚していたが, 徐々に疼痛が増強したため, 当院を受診し, 

X線画像より上記診断となり, 右 TKA目的にて当院に入院し

た. 7年前に左 TKA施行, 術前の ADLはすべて自立, 独歩及

び階段昇降（二足一段）可, Kellgren-Lawrence分類（KL）

はgrade Ⅳであった. 術後2日目より歩行器歩行を開始とな

り, 術後7日目よりBG歩行を理学療法プログラムとして実施

した.  

 
説明と同意 

対象者には,主旨や方法, 参加の有無によって不利益になら

ないことを十分に説明し, 同意を得ている. 本研究は本院倫

理委員会の承認を得て, ヘルシンキ宣言に基づく倫理原則を

遵守して実施した.  

 
方  法 

加速度計での歩行計測は, 独歩可能となった術後 14日目に

計測した. BG練習は 2分間実施し，BG練習前後の歩行を計測

した. BGはtoe touchの際に, 足趾伸展を促すよう指示した. 

BG練習前後の前進歩行の効果判定には 3軸加速度計（8チャ

ンネル小型無線モーションレコーダーMVP-RF8-HC2000 

Micro Stone（株））と同期した PC タブレット（Figure1）

を使用した. 加速度センサーを腓骨頭部に装着し, TStから

遊脚前期（PSw）における前方, 垂直, 前上方への加速度を

Ax,Ay,Av（Av＝√Ax2+Ay2）として算出した（Figure2）. なお

歩行周期の同定には同期した PCタブレットで撮影した動画

より決定した.  



 

 

 

 

 

 

Figure1: Tablet PC 

( motion recorder） 

 

Figure2: An inertial sensor 

mounted on the lower leg at the fibula head 

 

経過・結果 

術後 2日目の関節可動域（ROM）は－10°～60°. 術後 7日

目に杖歩行自立, BG練習開始. 術後14日目, ROM-5°～120°

階段昇降獲得. 術後 17日目に独歩可, 術後 25日目に退院と

なった. 術後14日目のBG前後の即時効果として, Ax, Ay, Av

は, BG前, Ax=7.76, Ay=4.78, Av=9.17, (Table1）BG後Ax=9.2, 

Ay=5.46, Av=10.7（Table1）と, それぞれ向上し, 10m歩行

は 10.73秒から 9.25秒, 歩数は 16歩から 13歩（独歩）, TUG

は 9.6秒から 8.49秒に向上した（Table2）.  

Figure3 : 前後成分加速度(Ax)の変化 

Figure4 : 垂直成分加速度(Ay)の変化 

 

Table1. BG前後の加速度の変化 

  Ax Ay Av 

（m/s2） （m/s2） （m/s2） 

BG前 7.76 4.78 9.17 

BG後 9.2 5.46 10.7 

 

 

 

Table2. BG前後の歩行パラメータの変化 

  10MWT TUG 

  （sec） (step length） (sec) 

BG前 10.73 16 9.6 

BG後 9.25 13 8.49 

 

考 察 

 我々は腓骨頭に装着した際の加速度データは立脚後期の足

関節底屈モーメントパワーと相関することを確認している

（Miyashita et al. 2017）. 今回, TStから PSwでの下腿に

加わる加速度は, BG後に向上した. これは, 足関節底屈モー

メントパワーが増加したことを示している. 歩行中の前方推

進力には, 足関節底屈筋の求心性収縮が寄与している. 強い

底屈モーメントパワーを発揮するには, 立脚中期から後期に

おける足関節背屈運動時に下腿三頭筋が等尺性収縮を行うこ

とで, アキレス腱に弾性エネルギーを蓄積し，その開放が起

こることが必要になる 5).  

今回, BG後に歩行速度や歩数の向上が見られたのは, 足関

節背屈運動が十分に行われるようになり, 足関節底屈モーメ

ントパワーが向上したためと考える. つまり, BGは下腿三頭

筋の遠心性収縮を促しやすく, TKA後の歩容を正常化するた

めの練習としての有用であることが示唆された. 今後サンプ

ル数を増やし, さらなる検討を行っていきたい.  

 

理学療法研究としての意義 

TKAに至る変形性膝関節症の症例に対し, TStでの足関節機

能向上を目指した運動療法としての後進歩行の有用性が示唆

された.  
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