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１．はじめに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自重だけを用いた歩行訓練やバランス訓練など実用的な強度のトレーニングが、脳性麻痺児に有効

であるとの報告もあるが、過負荷の原則に対しては不十分である。痙性両麻痺児に胴衣や重りを使用し

て立ち上がり動作を行うことで定義した 1-RM（最大反復）は、機能的な筋力テストとして信頼性が高く有

用であると報告されている 1）。 

軽度の痙縮をもつ両麻痺児において 1-RM の 50%を負荷された立ち上がり動作訓練が運動効率の

改善に有効であるとの先行研究がある 2）。しかし、脳性麻痺児では 50％の負荷による訓練でも運動の後

半にはしばしば遂行が困難となる上、自分のペースで負荷された立ち上がり動作訓練を行うことは代償

的な動きを強め、 脳性麻痺児特有の動き（骨盤前傾や股関節屈曲の増大、早期における急激な膝伸展）

を強化する。このような運動を長期間行うと、腰痛や関節拘縮などの二次的な合併症を引き起こす可能

性があるため、低負荷でより効果的な運動を考案する必要がある。 

立ち上がり動作は通常、上方への加速度（椅子からの離床）を生み出すために前方への加速度（体幹

の屈曲）を利用する。遅い立ち上がり動作では、前方への加速度を利用できないため自分のペースでの

立ち上がり動作よりも総骨格筋活動量が高い 3,4)。 

そこで本研究では、遅い立ち上がり動作の方が、自分のペースで行うよりも訓練として効果的であると

仮定し、異なる速度で同様に負荷した立ち上がり動作訓練を行うことで、痙性両麻痺児における歩行効

率改善に対する動作速度の違いがおよぼす影響を調査することを目的として研究を行った。 

2．方法＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 以下の条件の痙性両麻痺児 16 名を対象とし、自分のペースで立ち上がり動作を行う群と遅い速度で

行う群に 8 名ずつ無作為に分け、単一盲検化臨床試験を行った。 

取り込み基準は、（1）男性、（2）12～18 歳、（3）痙性両麻痺の診断、（4）粗大運動レベルが GMFCS－

E&R でⅠ～Ⅲ、（5）意思疎通が可能で指示に従える、（6）一人で椅子から立ち上がることができ、転倒

せずに 3 秒以上立位保持できる、（7）下肢の可動域に明らかな制限がない場合とした。  

除外基準は、（1）6 カ月以内にボトックス治療や整形外科的介入を受けている、（2）医学的整形外科

的に運動参加を妨げるような状態とした。である 

立ち上がり動作の 1-RM は、バックパックを使用し子どもが座位から立ち上がる際に転倒することなく

持ち運べる最大負荷で定義した。以下のときデータは無効とした。（1）バランスを崩した（2）明らかに非対

称な姿勢で立ち上がった（3）立位後 2 秒間立位姿勢を保持できなかった（4）制御できず急に座った 

全対象者は１-RM の 30％を負荷された立ち上がり動作訓練 10 回を 1 セットとし、1 日に 4 セット、1 週

間あたり 3-4 日、6 週間実施した。遅い速度での負荷立ち上がり動作訓練は、メトロノームを用いて 5 秒

間かけて立ち上がり、5 秒間かけて座るものとした。 
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介入の前後で、最大膝伸展筋力（ダイナモメーター使用）、下肢の選択的コントロール評価（SCALE）、

生理的コスト指数（PCI）、６分間歩行距離（6MWD）を測定し、2 元配置分散分析と単純主効果の検定を

行って各パラメータについて評価した。 

3. 結果＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

評価項目のうち、単関節運動である最大膝伸展筋力と SCALE は、任意の速度と遅い速度いずれの

介入群でも改善しなかった。立ち上がり動作は下肢の調整力や筋力を必要とする多関節運動であるた

め、SCALE のような選択的な随意運動を改善するには適当でなかったと考えられる。また、立ち上がり動

作の筋収縮は等張性収縮であるのに対し、最大膝伸展筋力の測定に用いたのは等尺性収縮だったた

め、等張性の筋力であれば改善していた可能性もある。 

 多関節運動で筋力や持久力を必要とする 6MWD と PCI は、遅い速度の訓練群において介入後に

改善された。PCI の改善は、歩行中のエネルギー消費の改善を示しており、酸素の取り込み能力や循環

機能の改善を示唆する。一般的に 1-RM の 30％の訓練は循環機能を、1-RM の 40-50％の訓練は協調

機能を改善すると考えられている。遅い速度の訓練群では、1-RM の 30％の等張性求心性収縮と遠心

性収縮の繰り返しが歩行中のエネルギーコストを改善したと考えられる。速度以外の負荷や頻度などの

条件は同じであったが、ゆっくり動くことで骨格筋の活動が増加し、下肢の協調性が改善したと考えられ

る。 

4．結論＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

脳性麻痺児に対する遅い速度での負荷立ち上がり動作訓練は、任意の速度で行った訓練と比較して、

6MWD と PCI を改善した。遅い速度での低負荷立ち上がり動作訓練は脳性麻痺児の歩行の生理学的

コストを改善する可能性がある。 

5．解説＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

   本論文は、立ち上がり動作という日常生活で最も頻繁に行われる動作の一つについて、痙性両麻痺

児がゆっくりとしたスピードで行うことにより低負荷でも効果的なトレーニングになることを示した論文であ

る。低負荷のため代償動作による二次障害のリスクが低く、臨床でも実践しやすい。遅い速度での動作

による遠心性収縮が、骨格筋の活動増大につながり、下肢の協調性改善にも寄与しているとの考察は示

唆に富む。 
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