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2.研究方法 １．緒言 

2-1  対象 多くの競技において膝関節障害は発生し、多く

の選手はそれに悩まされ、病院に訪れる。増島１） に
よれば、9 年 8 ヶ月の間に東芝病院スポーツ整形外

科を受診したバスケットボール選手は、男女各々

354 名(489 件)と 688 名(898 件)である。受傷部位は

男女とも膝が最も多く、男性全体の 44.0％と、女

性全体の 52.3％を占めていた。中でも ACL 損傷が

全受傷に占める比率は男性 6.7％に対し、女性では

20.7％であった。 

被験者は茨城大学のバスケットボール部及び、

ハンドボール部の部員とした。 
内訳は、男性 18 名、女性 11 名、計 29 名であっ

た。過去に膝関節の受傷歴がない者を健側群（23
名）とし、ACL 損傷及び膝関節障害により、膝関

節周囲筋のトレーニングを医師に指示された者を

患側群（6 名）とした。患側群のうち、膝関節受傷

歴のある側を患側群の患側、障害が無い側を患側

群の健側とする。患側群は健側も測定するため計

34 足を（健側－男性 18 足、女性 10 足 患側－男

性 1 足、女性 5 足）測定した。 

バスケットボールでは、ジャンプ、ストップ、

ターン、といった動作が多く、Knee-in・Toe-out の
状態でのターンや、膝伸展位でのストップ、同じ

く膝伸展位でのジャンプの着地で受傷する場合が

多い。膝外反位、下腿外旋位の着地直後は、膝関

節に大きな外反トルクが加わり、さらに大腿四頭

筋が瞬間的に収縮することによる伸展トルクも加

わる 2)。これらの動きによって脛骨が過度に前方に

引き出されたり、内旋や外反、過伸展を強制され、

ACL に過度のストレスがかかる。さらに内因性、

外因性の様々な要因が重なり、結果的に ACL 損傷

をきたす。膝関節障害は、痛みもさることながら、

特に ACL 損傷では膝崩れの発生等、損傷を放置し

たままでハイレベルなパフォーマンスを維持する

ことは困難であり、ほとんどの例で靭帯再建術が

行われるが、競技復帰にむけてのトレーニングは

長期に渡り、選手にとって精神的にも肉体的にも

辛く苦しいものである。そういった悲惨な状況に

陥らないように予防のための対策が必要となる。 

2-2 チューブトレーニングの方法・内容 

ハムストリングスの強化を目的とするトレーニ

ングを行った。

 
写真 1 ハムストリングス・チューブトレーニング 
 
平成 15 年 11 月 10 日～平成 16 年 1 月 16 日までの

10 週間トレーニングを行い、チューブトレーニン

グを、それぞれ 15 回×3 セットを 10 週間(3 回/週)
行った。 

その、ACL 損傷予防に重要な膝関節周囲筋であ

る膝屈曲筋群（以下、ハムストリングス）は、着地

や急激なターン・ストップ時に、大腿四頭筋の収縮

に伴う頚骨前方引出し力に抗し、反射的に緊張して、

ACL 損傷を防止する重要な機能がある。 
2-3 膝屈曲伸展筋力の測定 

1)測定方法 
  膝屈曲伸展筋力の測定には CYBEX JAPAN 社製 

CYBEX 770-NORM(以下 CYBEX)を使用した。 
膝伸展筋力(大腿四頭筋のピークトルク値)とそ

の拮抗筋である膝屈曲筋力(ハムストリングスのピ

ークトルク値)の比(以下 H/Q 比とする)が、ACL 損

傷予防に関連があるとされ、その値は 60deg/sec の

等速運動において、0.7 以上であることが理想とさ

れている 3,4) 。 

2)トレーニング前後の膝屈曲伸展筋力測定 

 トレーニングの前後に、角速度 60deg/sec におけ

る被験者の膝屈曲伸展筋力を、CYBEX で測定した。        

2-4 データ処理 

トレーニング前後の膝屈曲、伸展時のピークト

ルク値から、H/Q 比と、%iPTQh を求めた。iPTQh
は次式で求めた。 

さらに、頚骨前方引出し力の大きさは、着地時

の衝撃力と関連があり、体重に比例して増加する。

そのため、引き出しストレスに抗する膝屈曲筋力

は、体重に比例して増加する必要がある。また、

Moore3)は、ポジション別の膝屈曲筋の理想トルク

値（以下、iPTQh）を提唱している。 

iPTQh=体重(kg)×係数（フォワード・センター:1.2、
ガード:1.3）×0.7(H/Q 比)×0.3×9.8 
2-5 統計処理 

トレーニング前後の PTQh、H/Q 比、%iPTQh に、

ｔ検定、因子分析、多変量回帰分析を行った。 
しかし、多くの場合膝屈曲筋力が低い為に、

iPTQh や、その理想 H/Q 比に達していないのが現

状である。  
3.結果・考察 そこで本研究は、ハムストリングス・チューブ

トレーニング前後の「膝屈曲筋ピークトルク値（以

下、PTQh）」「H/Q 比」「膝屈曲筋理想トルク値との

割合(以下、%iPTQh)」を調べ、チューブトレーニ

ングの効果について検討することを目的とした。 

3-1 PTQh  

トレーニング前の、被験者全体の PTQh は 28.0
～128.0Nm(平均 85.4Nm)で、トレーニング後の

PTQh は、46.0～146.0Nm (平均 97.6Nm)だった。



トレーニング前後の PTQh に対応のある t 検定を行

ったところ、有意な差が見られた(p=0.00002<0.001、
図 1)。 10 週間のチューブトレーニングで、健側の

女性が、平均 4Nm の増加(p=0.03<0.05）、健側の男

性は、ピークトルク値が、平均 20Nm 増加した

(p=0.00002<0.001)。 
トレーニング後、全体の PTQh が有意に増加した。

チューブトレーニングにより、PTQh が増加したと

考えられた。 
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図 1 PTQh の変化(全体) 

 
3-2 H/Q 比  

トレーニング前の、全体の H/Q 比は、31.8～
68.5%(平均51.1%)で、トレーニング後のH/Q比は、

37.2～71.0%(平均 55.3%)だった。トレーニング前後

の H/Q 比に対応のある t 検定を行ったところ、有

意な差が見られた(p=0.002<0.01、図 2 )。H/Q 比で

は被験者全体と、健側群の男性に有意差が見られ

た(p=0.001<0.01)。健側群の男性は、トレーニング

を課していない大腿四頭筋の、ピークトルク値が、

有意に増加していた(p=0.003<0.01)が、H/Q 比が有

意に増加していた。チューブトレーニングにより

PTQh が増加し、H/Q 比が増加したと考えられた。 
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図 2 H/Q 比の変化(全体) 

 
3-3 %iPTQh 

トレーニング前の、全体の%iPTQh は、20.2～
76.8%(平均 52.6%)で、トレーニング後の%iPTQh
は、33.2～88.3%(平均 59.9%)だった。トレーニング

前後の%iPTQh に対応のある t 検定を行ったところ、

有意な差が見られた(p=0.00002<0.001、図 3)。トレ

ーニング後、健側群の男性も女性もトレーニング

前と比較して、有意に増加した(p=0.00002<0.001、
p=0.03<0.05)。全被験者についてトレーニング後

の%iPTQh が有意に増加した。チューブトレーニン

グによって、iPTQh に近づいたと考えられた。 
 
 

3-4 因子分析 

因子分析を行った結果、第一因子として、大腿

四頭筋ピークトルク(0.915)および iPTQh (0.886)が
（筋力因子と命名）、第二因子として、H/Q 比(0.910)
および％iPTQh(0.907)が（筋力比因子と命名）抽出

された。因子得点のプロットで、筋力因子におい

て、性差が見られた。つまり、男性は女性より筋

力が高いことがわかった。また、筋力因子におい

て、健側・患側間に差が見られた。 
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図 3  %iPTQh の変化(全体) 

 
3-5 多変量回帰分析 

 性別(x1)、トレーニング前後(x2)、健側患側群(x3)、
健側患側(x4)の 4 つの変数のなかで、どれが PTQh
を統計的に、有意に説明できるかを調べるために、

これら 4 変数を独立変数として、βの有意水準が

5%以下であることを、変数投入の打ち切り基準と

した、ステップワイズ法による回帰分析を行った。

その結果、性別、トレーニング前後、健側患側群

の 3 変数が PTQh を、統計的に有意に説明できた。

この回帰式において、決定係数は 0.447 と分散分析

の結果 1%水準で有意であり、 
PTQh=-20.91x1 + 12.294x2 - 13.679x3 + 121.298 

より、PTQh は性別のウエイトが最も大きかった。 
 %iPTQh について、同様な回帰分析を行った結果、

トレーニング前後(x2)、健側患側群(x3)の 2 変数

が、%iPTQh を、統計的に有意に説明できた。決定

係数は 0.307 と分散分析の結果 1%水準で有意であ

り、 
%iPTQh = -12.899x3 + 7.263x2 + 62.456 

より、健側患側群のウエイトが最も大きかった。 
 
4.参考文献 
1)  鳥居 俊：女子バスケットボール選手の外

傷 ・ 障 害 、 臨 床 ス ポ ー ツ 医 学 、
Vol.18,No9(2001-9)1003-1007 

2)  三木英之 他：非接触型膝前十字靭帯損傷受

傷場面の三次元動作解析、臨床スポーツ医学、 
Vol.19,No9(2002-9) 

3)  Moore,J.R.et al.:Prevention of anterior cruciate 
ligament injuries. National Strength and 
Conditioning Association Journal.11:35-40, 1989 

4)  三木英之：バスケットボールの ACL 損傷とバ

イオメカニクスからみた予防法、臨床スポーツ

医学、Vol.18, No1(2001-1)53-57 
 


