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ABSTRACT: Thirty patients with periarthritis scapulohumeris (PS) with an average of 64.7 ± 28.5 days since diag-
nosis performed two training methods (A: ROM training within the patients comfort zone; and B: ROM training raising
the arms to the maximum at a fixed horizontal adduction angle) and the pain at the maximum ROM angle and range
were compared.  Method A gave a larger ROM angle and less pain at the maximal range.  The results of this research
suggest that, when administering ROM training to PS patients, it would be useful to confirm their individual comfort
zones.
Key words: ROM exercise of shoulder joint, pleasant flex, scapular plane flex

要旨：「A法：各患者の快適挙上運動軌跡を確認し，その運動軌跡を目安に行うROM訓練」と「B法：最終域まで，一

定の水平内転角度での挙上（ROM訓練）」を同一患者に施行し，最終可動域角度・最終域での痛みの違いについて比

較検討することを目的とした。肩関節周囲炎の診断を受けた患者30名を対象とした。診断日より平均64.7±28.5日経過

した患者であった。本研究より，A法の方が最終可動域角度は大きく，最終域での痛みは少ないという結果となった。

本研究結果より，肩関節周囲炎の患者にROM訓練を施行する際，患者ごとの快適挙上運動軌跡を事前に確認してから

行うことが有用であることが示唆された。
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I.  緒　論

臨床において，肩関節疾患の患者を担当する際，肩甲

骨面上（一般的に水平内転 30°の面）での評価・訓練は

非常に重要である。肩甲骨面上での上肢挙上では，肩を

外旋することなしに運動を完遂することができる。最大

挙上に際しては，理論上は内外旋運動を必要としない。

また大結節の尖端は烏口肩峰アーチの比較的高い点に位

置するので，その結果，骨性の impingement は避けられ

る。肩甲骨面上での挙上はまた，自然に後捻した上腕骨

頭をよりまっすぐ関節窩に向け適合させ，棘上筋の起始

と停止は一直線上にならぶ 1)。上腕が肩甲骨面上にある

と上腕骨頭と関節窩の適合が最適となり，様々な評価手

技やリハビリテーション訓練を行う際に最適な位置であ

る 2)。臨床において，肩関節疾患の患者に訓練を施行す

る際，関節包への負荷を軽減できる3)肩甲骨面上での評

価や訓練は非常に重要になる。

一般的に，快適な上肢挙上（自然挙上）は，肩甲骨面

挙上と考えられ，効率の良い運動であると捉えられる
4,5)。臨床において，患者に「腕を自然に挙げやすい位置

で，バンザイして下さい」と指示すると，大多数が肩関

節水平内転90°での挙上より，水平内転30°～45°の間で

挙上している印象を受ける。また，一定の水平内転角度

のまま最終域まで挙上は行われておらず，挙上角度が増

すごとに，水平内転角度は変化している。

高濱らは 6)，肩関節挙上と肩甲骨面の関係について，

挙上30°では水平内転30°，挙上60°では水平内転45°，挙

上90°以降では水平内転60.9°で肩甲骨面と一致するとし

ている。我々は，快適挙上とは，挙上角度が増すにつれ

水平内転角度も増加することを報告した。挙上 90°まで

は水平内転角度の増加率は大きく，90°以降では小さかっ

た。また，快適挙上は肩甲骨面挙上と同様の運動軌跡で

あることを確認した 7)。このことを考慮し，臨床におい

て肩関節可動域訓練を施行すると，痛みは軽減し，最終

可動域は増加している印象を受ける。

そこで，今回，「A 法：上記のことを考慮した関節可

動域訓練（以下，ROM 訓練）」と「B 法：通常施行して

いるROM訓練」を同一患者に施行し，最終可動域角度・

最終域での痛みの違いについて比較検討することを目的

とした。

なお，今回の研究において，事前に，本研究の実験方

法の信頼性（肩関節水平内転角度計測の検者間信頼性）

を確認のうえ，本研究の目的である，肩関節可動域訓練

方法の違いについて比較検討することとした。

1.  予備実験（肩関節水平内転角度計測の検者間信頼性に

ついて）

本研究における快適挙上運動軌跡を知る上で重要とな

る，肩関節水平内転角度計測の検者間信頼性について検

討することを目的とした。

対象として，検者は臨床経験7年目の理学療法士（28
歳）と臨床経験3年目の理学療法士（26歳），計2名とし

た。被験者は，十分に研究の目的を説明した後，実験に

対し同意を得た教職員とした。健常女性10名（右10肩），

平均年齢 24.1 ± 3.1 歳（20.0–31.0 歳）・平均身長 159.7 ±

9.7 cm（152.0–178.0 cm）・平均体重 52.3 ± 9.9 kg（43.0–
70.0 kg）であった。全例利き手は右手の人であった。肩

関節に既往のある人や，現在運動を定期的に行っている

人は除外した。職種に関しては，特に規定しなかった。

開始肢位は，背もたれなしの端坐位にて体幹中間位，

肩下垂位，肘伸展位，前腕回内外中間位とした。被験者

の手部にビニール手袋（VG2.5 NP VINYL GLOVES）を

はめ，メジャー（SEKISUI JUSHI. 計測範囲：0–150 cm）

を第5中手骨底部（ビニール手袋の上）と椅子の支柱（肩

峰より下ろした垂線上）に貼り，挙上角度制限を 30°・
60°・90°・120°と作った（図1）。なお，全ての挙上角度

において，水平内転角度 0° ～ 90° の範囲全てにおいて，

挙上角度制限が一定であることを確認した。被験者に，

肩関節を開始肢位より肘伸展位，前腕回内外中間位のま

ま数回自動挙上させた。被験者自身が快適と感じる挙上

位にて自動保持させ，水平内転角度を2名の理学療法士

図1　挙上角度制限（矢状面）
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が計測した。水平内転角度は各挙上角度5回ずつ計測し，

最大及び最小値を除いた3回の平均値を採用した。計測

方法は，計測肢肩峰の上方より水平面を視覚的に投影し，

角度計（SUZUKI IRYOKI K.K）にて最小単位5°で計測し

た（図2）。測定順序は無作為とした。統計処理は，統計

ソフト 4Steps エクセル統計 Statcel（ISBN4-7952-5591-1）
を使用し，2 名の検者間信頼性について，級内相関係数

（Intraclass correlation cefficient：以下 ICC.2.1）をした。

結果は，挙上角度制限30°・60°・90°・120°，全ての挙

上角度において，肩関節水平内転角度計測の級内相関係

数（ICC.2.1）は0.99であった（表1）。
全ての挙上角度において，水平内転角度計測値の検者

間信頼性0.99が確認された。ICCを用いた検査の信頼性

については，0.9 以上を great（優秀）とする基準が報告

されている。本研究において全ての挙上角度において，

0.99の相関係数が得られたことから，検者間信頼性に優

れた実験方法であることが確認された。測定方法は，日

本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会が提唱

した「関節可動域表示ならびに測定法」と同様の計測方

法とした。基本軸は肩峰を通る矢状面への垂直線，移動

軸は上腕骨としており，日々の臨床において行っている

方法の為，信頼性は高くなったと考える。

II.  目　的

「A法：訓練前に各患者，挙上角度を30°ごと120°まで

制限した際の，患者自身が快適と感じる挙上時の肩関節

水平内転角度を計測し，その数値を目安に行う ROM 訓

練（end feel が生じる最終可動域まで）」と「B 法：最終

域まで，一定の水平内転角度での挙上（ROM訓練）」を

同一患者に施行し，最終可動域角度・最終域での痛みの

違いについて比較検討することを目的とした。

III.  対象と方法

対象は，肩関節周囲炎（四十肩 • 五十肩）の診断を受

けた患者30名（男性13名・女性17名，右18肩・左12肩，

平均年齢56.4±8.3歳）とした。なお，十分に研究の目的

を説明した後，実験に対し同意を得た患者とした。診断

日より平均 64.7 ± 28.5 日（16.0–124.0 日）を経過した患

者であった。全例利き手は右手の人であった。肩関節に

既往のある人や，現在運動を定期的に行っている人は除

外した。

検者は 2 名とした。実験 1 の結果より，検者間信頼性

に優れた実験方法である為，計測者は臨床経験 7 年目，

28歳の理学療法士1名とした。なお，実験の主旨を理解

した別の理学療法士は，記録と代償動作がおこっていな

いかなど，正確な運動が行われているかを確認した。

A法は，訓練前に各患者，挙上角度を 30°ごと 120°ま
で制限した際の，患者自身が快適と感じる挙上時の肩関

節水平内転角度を計測し（図 1，2），その数値を目安に

ROM 訓練を施行した。なお，水平内転角度計測は各挙

上角度 5 回ずつ計測し，最大及び最小値を除いた 3 回の

平均値を採用した。B法は，最終域まで，一定の水平内

転角度での挙上とした。各患者に，2つのROM訓練（自

動介助運動）を別々に 3 回ずつ施行し，各訓練後，最終

可動域角度は角度計（SUZUKI IRYOKI K.K）を使用し，

最終域での痛みの評価はVisual Analog Scale（以下VAS）
を使用し計測した。なお，A 法・B 法の順序はランダム

とし，計測時の関節可動域テストは自動介助運動とした。

統計処理は，いずれも，統計ソフト4Stepsエクセル統

計 Statcel（ISBN4-7952-5591-1）を使用し，危険率 1％未

満において，対応のあるT検定をした。

また，最終可動域での制限因子（end feel）について確

認した。

図2　水平内転角度計測（水平面）

表1　肩関節水平内転角度計測値の検者間信頼性

挙上角度 30° 60° 90° 120°
ICC.2.1 0.993 0.994 0.996 0.985

ICC：級内相関係数
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IV.  結　果

最終可動域角度平均はA法：122.8±17.8°・B法：115.8
±15.8°，VAS平均はA法：6.0± 1.3・B法：6.9±1.5で
あった（表 2）。統計結果（P ＜ 0.01）より，最終可動域

角度はp=0.002，VASはp=0.003となり有意差が確認され

た。また，end feelはA法：Impingementは24名・Painは2
名・Shortning（広背筋・大円筋・肩甲下筋など）は4名，

B法：Impingementは17名・Painは9名・Shortning（広背

筋・大円筋・肩甲下筋など）は4名であった（表3）。

V.  考　察

本研究より，A法の方が最終可動域角度は大きく，最

終域での痛みは少ないという結果となった。この事は，

ROM 訓練時に患者ごとの快適挙上運動軌跡を事前に確

認してから行うことが有用であることを示唆している。

肩関節は日常生活，特に上肢を使用する際，最も中枢

部に位置する重要な関節となる。しかし，明らかな受傷

機転がないにもかかわらず，痛みや機能障害がみられる

ことが多い。代表的な例として，肩関節周囲炎（四十

肩・五十肩）や肩こりがある。肩関節において，鎖骨は

胸鎖関節を支点として上肢挙上とともに挙上運動を開始

している。上肢挙上90°の状態で鎖骨は36°挙上し，その

挙上運動を停止し，回旋運動に移行する。鎖骨の回旋に

ともなって肩甲骨は肩鎖関節を支点としてさらに上方回

旋運動を続けることになる。鎖骨の回旋運動は最終的に

は 30°である（c–c mechanism）。ついで，山口 8)・渡曾 9)

によると肩甲骨の運動に協同して上腕骨の運動が起こる

としている。この両者の関係について，報告者によって

違いはあるものの，一般的には1944年 Inman10)が以下に

述べたことが言われている。前方挙上 60°以降，側方挙

上 30°以降では肩甲上腕関節での運動と肩甲骨の回旋と

の比は常に一定であり，2：1 で推移する。前方挙上 60°
までと側方挙上 30°までは肩甲骨が胸郭に固定される時

期であるとし，setting phaseと呼んだ。

また，池田 11) と信原 12) は挙上初期に上肢運動方向と

は反対に向かう肩甲骨の運動がみられ，これを floating
phenomenon of the scapulaと名づけている。

肩甲骨面上で行われていない上肢挙上は，setting phase
期，floating phenomenon of the scapula現象時，つまり上肢

の運動初期から，上腕骨の位置が肩甲骨面から逸脱して

しまっている。この逸脱した上腕骨の位置が，肩甲上腕

リズムを乱し，その状態で運動が繰り返されることによ

り大結節が烏口肩峰アーチの下で圧迫を受け，肩峰下滑

液包や三角筋下滑液包，腱板などの炎症をおこし，結果

的に肩関節疾患を生じる要素の1つではないかと考える。

そこで，今回 A 法として行った ROM 訓練は，運動初

期から最終域まで肩甲骨面挙上を行うことができ，結果

として，肩甲上腕リズムが良好に保たれ，第２肩関節内

で生じる痛みや impingement が回避，または軽減されて

いると考える。また，結果より，B法でend feelがPainで
あった 7 名が，A 法では end feel が全員 impingement に変

わっており，関節可動域角度は増え，痛みも軽減してい

た。肩甲骨面挙上は，関節包の影響をほとんど受けず，

また上腕骨の外旋を必要としないため，肩甲上腕リズム

が最後まで良好に保たれ，骨性の impingement は回避さ

れる。よって，B法の end feelは骨性の impingementであ

り，最終可動域角度が増え痛みの軽減した，A 法の end
feel は，もともとある肩関節周囲炎を誘発している肩峰

下滑液包や三角筋下滑液包，腱板などの炎症組織による

impingementであると考える。

今回は，A法・B法による関節可動域訓練方法の違い

について検討するにとどまり，急性期の痛みの強い患者

や腱板損傷など，他の肩関節疾患までは対象としていな

かった為，詳細までには至らなかったが，肩関節周囲炎

の患者に ROM 訓練を施行する際，患者ごとの快適挙上

運動軌跡を確認してから行うことが有用であることが示

唆された。

今後は他の肩関節疾患や，さらなる肩関節周囲炎の人

の特徴を調べ，筋力などとの関連についても研究し，予

防的リハビリテーション等，臨床の運動療法に応用して

いきたい。また，日々の臨床において，実際に A 法の

ROM 訓練方法を実施し，経時的な変化も追っていきた

い。

表2 最終可動域角度・VASの平均値（平均±

標準偏差）

最終可動域角度平均 VAS 平均

A 法 122.8 ± 17.8° 6.0 ± 1.3
B 法 115.8 ± 15.8° 6.9 ± 1.5

表 3　End feel

Impingement Pain Shortning

A 法 24 名 2 名 4 名

B 法 17 名 9 名 4 名
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