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要旨：[目的] Quadriceps muscle setting（QS）は，大腿四頭筋の筋力維持及び向上を目的として実施

される機会が多い．本研究は足関節角度の違いが QS 時の筋活動量に及ぼす影響について検討した． 

[対象] 健常男性 7 名を対象とした． [方法] 足部中間位（中間位），足部背屈 10°位（背屈位），足部底

屈 40°位（底屈位）の 3 条件で QS を 5 秒間実施し，表面筋電図にて各条件下 QS 時の内側広筋(VM)，

外側広筋(VL)，半腱様筋(SM)，腓腹筋内側頭(MG)，前脛骨筋(TA)の筋活動を計測した．足部肢位間に

対し Friedman 検定で検討した． [結果] 背屈位で VL と TA に有意に高い筋放電を示す傾向を認めた

（p＜0．05）． [結語] 本研究の結果より，QS では治療目的に応じて足部肢位を考慮する必要性が示唆

された． 
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Ⅰ．はじめに 

 
Quadriceps muscle setting（以下 QS）は，運動

器疾患における一般的な理学療法として，術前及び

術後の安静度が制限されている段階で適用となるこ

とが多く，大腿四頭筋の筋力維持及び向上を目的と

して実施される機会が多い 1）．岡西らは QS 時の下

肢筋活動量を上肢支持なし，上肢接触，上肢把持の

３条件でその運動効果について検討し，セッティン

グ力・大殿筋・内側広筋・半膜様筋の筋活動に上肢

把持で他の条件よりも高い値を示したことを報告し

ている 2）．羽崎らは背臥位，長坐位，両足趾を床に

接地した腹臥位，立位の 4 条件で QS を実施し，腹

臥位で大腿直筋の筋活動が有意に高い筋放電を示し

たことについて報告している 3）．また，宇佐らは QS

時の等尺性筋収縮力に関する定量的評価指標として，

水銀血圧計を用いて測定したセッティング圧の臨床

応用について検討し，セッティング力とセッティン

グ圧の間には強い正の相関を示したことを報告して

いる 4）．これら先行研究のように，QS の運動効果

やその臨床応用に関する報告は多く散見される．一

方で，足部肢位に着目した QS は臨床上にも判断さ

れておらず，その効果を検討した研究も少ない．そ
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こで，本研究は足関節角度の違いが QS 時の筋活動

量に及ぼす影響について電気生理学的解析を用いて

検討することを目的とした． 

 

Ⅱ．対象と方法 

 
１．対象 

 対象は過去 6 ヶ月間で下肢に整形外科的疾患の既

往がない健常成人男性 7 名(年齢：平均年齢 21．5±0．

5 歳，身長：167．7±4．4cm，体重：63．6±6．7kg)

とし，右足 7 足を測定肢とした．本研究はすべての

被験者に対して十分な実験説明を行い，同意を得ら

れた被験者を対象とした．また，帝京科学大学の倫

理委員会の承認を得て実施した（承認番号：16021）． 

 

２．方法 

 表面筋電図（以下 sEMG）の測定には表面筋電計

テレマイオ DTS（Noraxon 社製）を使用し，被験

筋は内側広筋(以下 VM)，外側広筋(以下 VL)，半腱

様筋(以下 SM)，腓腹筋内側頭(以下 MG)，前脛骨筋

(以下 TA)の 5 筋とし，各筋の電極貼付位置は Aldo

の方法を参考とした 5）．活動時の筋放電量は筋電図

解析ソフト MyoResearch（Noraxon 社製）を用い

てサンプリング周波数 1000Hz で取り込み記録した．

電極は BlueSensor（株式会社メッツ）を使用し，

それぞれ筋腹に十分な皮膚処理の後，電極中心間距

離 2ｃｍで貼付した． 

 運動課題は背臥位にて，膝関節伸展位，足部中間

位（以下中間位），足部背屈 10°位（以下背屈位），

足部底屈 40°位（以下底屈位）の 3 条件で QS を 5 

秒間実施することとし，sEMG 計測及び，足部肢位

の設定には電動昇降式チルトテーブル（酒井医療株

式会社）を使用した（図１）．なお，運動課題実施の

順番はランダム化し，運動課題は 5 分以上の間隔を

空けて測定した． 

 

図 1 QS 時の各条件の様子 

 

図 2 QS の％MVC 測定方法 
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 得られた筋放電量は全波清流処置を行なったのち，

運動課題の中間 2〜4 秒間における積分筋電図値（以

下 IEMG）を，最大随意等尺性収縮（以下 MVC）

より標準化された積分筋電図活動量（以下%MVC）

として解析した（図２）．また，MVC の測定方法を

表１に示す． 

 統計学的検定は，足部肢位間に対し Friedman 検

定を，多重比較に Tukey 補正された Wilcoxon 符号

付順位検定を用いて検討した．統計ソフトウェアは

JSTAT13．0 for Windows を使用し，有意水準は 5%

とした． 

 

Ⅲ．結果 

 
 各運動課題時の筋活動量を表２に示す．足部肢位

間の比較では，背屈位で VL と TA の有意に筋放電

量を示す傾向を認めた（p＜0.05）． 

 

Ⅳ．考察 

 
 本研究の結果より，足部肢位を背屈位とし，QS

を実施することで，VL，TA に有意に高い筋放電量

を示す傾向を認めた．牛らは足関節の肢位を 4 条件

（背屈位，底屈位，背屈から底屈，底屈から背屈）

に設定した膝屈伸運動時の筋活動量を比較し，足関

節背屈位で有意な筋活動量を認めたことを報告して

いる 6）．また，川村らと鶴見らは QS 及び Straight 

Leg Raising にて，足関節背屈が内側広筋を主とし

た大腿四頭筋の有意な筋活動が認められたことへの

影響について報告している 7）8）．これら先行研究で

述べられている背屈の影響が，本研究でも同様に足

部肢位背屈に設定し QS を実習することで有意な

VL，TA の筋活動が認められたと考えた．以上より，

QS では治療目的に応じて足部肢位を考慮する必要

性が示唆された． 

 本研究では VM と VL の MVC 計測時の筋放電量

に比し，QS 時の有意に高い筋放電量を計測した．

sEMG は，貼付した皮膚下の筋線維の活動電位を計

測するという特性から，筋全体の活動状況を把握で

きるという利点がある．一方で，関節角度変化に伴

う皮下軟部組織の解剖学的位置の変化や，他筋の筋

放電をクロストークとして計測しやすいという欠点

がある 9）．宮崎らは，膝関節 90°と 60°で膝関節伸展

筋力について EMG，筋音図で比較し，90°位にて有

意な値が計測されることを報告しており 10），生田ら

も同様に，膝関節 0°，20°，60°，90°屈曲位におけ

る膝関節伸展等尺性収縮力を EMG で検討し，内側

広筋斜頭の筋活動を促すには，膝関節 90°屈曲位で

の運動が有効である可能性を報告している 11）．さら

に，同筋の計測においても，導出電極部位や筋長の

変化によって異なる結果が認められるという報告も

ある 12）．これら先行研究のように，大腿四頭筋の各

筋活動は膝関節の角度変化に伴い容易に変動するこ

とが諸家により報告されている．MVC と QS の計

測で膝関節角度を統一していない本研究では，両者

間の被験筋計測の信頼性に関して論述することには

限界がある．今後は運動課題の標準化と共に被験者

数を増加し，研究を発展させていくことを課題とし 
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た． 

 

Ⅴ．結語 

 
 足部肢位背屈位 QS で VL，TA に有意に高い筋放

電量を認めたことから，QS では治療目的に応じて

足部肢位を考慮する必要性が示唆された．一方で，

運動課題の標準化や被験者数の増加，MVC と QS

の EMG 計測の信頼性の検討などが今後の課題とさ

れた． 
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