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はじめに

手関節尺側部痛を来す疾患には，尺側手根伸筋

（Extensor carpi ulnaris ; ECU）腱鞘炎，三角線維軟

骨複合体（triangular fibrocartilage complex；TFCC）

損傷，尺骨突き上げ症候群などがある。中でも，ECU

腱鞘炎は，手関節部の腱鞘炎のうち de Quervain 病に

次いで 2 番目に頻度が高い。また，20～50 歳台を中心

に幅広い年齢層で発症し，約 70～80％の人が利き手に

発症する 1，2）。ECU 腱鞘炎は，繰り返す動作による使い

すぎ（Overuse）やテニスやゴルフなどのスイング動作

を伴うスポーツ活動中のひねり外傷，転倒によって発症

するが，Overuse による発症がその多くを占める。そこ

で，本研究では Overuse を来す動作の一つであるタイ

ピング動作に着目した。

キーボードやマウス，タッチ画面等の入力機器による

情報端末を使用する（Visual Display Terminals；以下，

VDT）作業に従事する労働者の割合は増加傾向にあり，

長時間化が進んでいる 3）。また，1 日のうち 4 時間以上

従事する労働者の割合は全労働者の半数近くにまで及

ぶ 4）。現代の事務や販売等事業所において VDT 作業時

間は増加傾向にあり 3），これを構成する一つであるタイ

ピング動作の特徴を理解することは筋骨格系への健康影

響を検討する上で重要である。

これまで，キーボードとテーブルとの高さを解消する

ことや浮動（手を宙に浮かせたまま作業すること）によ

る手関節の負担を軽減することを目的として，リストレ

ストが用いられてきた。先行研究では，リストレストは

手関節背屈及び掌屈を低減し，より中間位での手関節

肢位をもたらし，上肢の負荷を軽減する可能性がある 5）

ことや，極端な手関節肢位や上肢の負荷，不快感の減

少のために，リストレストを用いたタイピング動作が

推奨される 6，7）ことが報告され，タイピング動作中の矢

状面の運動に対する負担軽減について検討されてきた。

一方で，QWERTY 配列のキーボードの Back space や

Enter は，キーボードの右上に配置されているため，タ

イピング動作中の左手の運動に対して右手の左右方向の

運動が大きい 8）との報告があり，このような手（特に

右手）の水平面の運動による手関節の第 6 区画の腱鞘や

ECU 腱（図 1）9）への負担が Overuse による筋骨格系疾

患を来す一要因であると推測される。そこで，本研究で

はリストレストを用いることで，水平面の運動の生成に
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Vicon Nexus 2.5，サンプリング周波数：100 Hz）を用

いた。赤外線反射マーカーは右手関節尺屈角度の算出

のために，Plug-in Gait model に準じたマーカーセット

を使用した。また，右小指長の算出と試行中の右小指

MCP 関節上マーカーの軌跡長の算出のために，右小指

MCP 関節上のマーカーと右小指先端のマーカーを用い

た（図 2，右）。さらに，イスの高さの計測と Enter キー

の入力を判断するためにイスとキーボードの Enter キー

の端にマーカーを使用した（図 2，左・中）。また，試

行環境にはモニター用PC（DELL, Inspiron 5459），キー

ボード（logicool, G213），高さ 69cm のテーブル，被験

者が調節した高さのイス，リストレスト（サンワサプラ

イ，リストレスト TOK-MU3NBK）を用いた（図 2，左・

中）。

（2）試行内容

リストレスト非使用条件と使用条件にて，課題単

語”saitamakenritudaigaku”のタイピングをそれぞれ

行った。初めに，試行環境に慣れるため，課題単語のタ

イピング練習を 10 回行った。練習が終了した時点で，

検者が開始の合図をし，Enter キーを入力後，課題単語

を 1 回入力し，再度 Enter キーを入力して終了とする

試行を 10 回繰り返した。なお，試行開始前にイスの高

さの調節を行い，全ての試行が終了するまで変更しない

こととした。

寄与する ECU 筋活動が変化し得るのかを検証した。ま

た，ECU 筋活動の変化と身体特性及び水平面の運動の

変化との関係を示し，リストレストの使用の適応性につ

いて検討した。

対象および方法

整形外科疾患の既往のない健常成人 10 名（男性 5 名・

女性 5 名）とした。被験者には研究内容の十分な説明を

口頭及び書面にて行い，同意を得た。また，本研究は

倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 29976 

号）。

1）方法

（1）使用機器

ワイヤレス表面筋電図計（Delsys, DELSYS Trigno, 

サンプリング周波数：1,000 Hz）と 17 台の赤外線カメ

ラを用いた三次元動作解析装置（Vicon motion system, 

図 2　試行環境
モニター，キーボードを配置し，リストレスト使用時には手元にリストレストを置いた

（左）。被験者の周囲に 7 台のカメラを配置し，手周囲を捉えられるようにした（点線矢印）。
他 10 台は試行空間上部に設置して計測した（中）。また，イスの高さの計測と Enter キー
の入力を判断するためにイスの座面とキーボードの Enter キーの端にマーカーを使用し，
位置座標を取得した（実線矢印）。
右小指先端・MCP 関節上にマーカーを貼付し，右小指長及び動作中のマーカーの軌跡を捉
えた（右）。

図 1　伸筋腱区画（文献 7より改変引用）
ECU 腱は手関節背側部の第 6 伸筋腱区画内で伸筋支帯深
層の subsheath（腱鞘）により腱溝上に収められている。
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を取り，差の 2 乗の平方根の和を取得した。右手関節尺

屈角度及び右小指軌跡長は時間正規化を行わず，実時間

でのデータを採用した。タイピング時間，右手関節尺屈

角度，右小指軌跡長についてそれぞれ群間で比較した。

⑦ 統計処理

Shapiro-Wilk 検定を行い，データの正規性の確認後，

F 検定を用いてデータの等分散性を調査し，対応のある

t 検定により筋電図データの差の検定を行った（有意水

準 p ＜ 0.05）。統計学的差が見られなかったため，2 群

に分類した後，対応のない t 検定により群間における差

の検定を行った（有意水準 p ＜ 0.05）。

結　果

1）筋活動

試行開始や終了時の Enter キーの入力忘れや入力ミ

スがあり，5 回の解析対象が得られなかった被験者 1 名

を除いた。正規性・等分散性が確認された後，リストレ

ストの有無による右 ECU 筋活動の比較を行った。リス

トレスト非使用時と使用時の右 ECU 筋活動に有意差は

なかった（p ＝ 0.628）（図 3，左）。条件間で差が生じな

かったため，Decrease 群（3 名）と Increase 群（6 名）

に分け，両群の筋活動，身体特性，運動学的変数の結果

から被験者特性を検討した。

Increase 群では，リストレスト非使用時より使用時

において右 ECU 筋活動が有意に高かった（p ＝ 0.019）。

また，Decrease 群と Increase 群のリストレスト非使

用時の右 ECU 筋活動を比較すると，Decrease 群の右

ECU 筋活動に対して，Increase 群の右 ECU 筋活動が

有意に低値であった（p ＝ 0.029）（図 3，右）。

2）身体特性

身長・イスの高さ・右小指長はリストレスト使用時

に右 ECU 筋活動が減少した Decrease 群と増加した

Increase 群の間で有意な差は認められなかった（表 1）。

3）運動学的変数

Increase 群では，リストレスト非使用時より使用時

においてタイピング時間は有意に短かった（p ＝ 0.005）

（図 4）。条件間及び群間でのその他の変数に関しては有

意な差は認められなかった。 

考　察

タイピング動作に関わる先行研究では，矢状面の運動

に着目したものが大半であった 5，6，7）。しかし，タイピン

グ動作中の水平面の運動による手関節の第 6 区画の腱鞘

（3）解析方法

① データの処理

全ての計測データは NEXUS 2.5 を用いて，筋電図

データ，Plug-in Gait model により計算された右手関

節角度データ，右手・右手指・使用機器に貼付した

マーカーの位置データを出力し，プログラミング言語

Python を使用して，以下の詳細な解析を行った。

② 解析対象

10 回試行したうち，Enter キーの入力ミスのない（そ

の他のキーの入力ミスは含む）5 回を対象とした。また，

5 回の解析対象を得られない被験者は除外した。

③ 解析区間

開始の Enter から終了の Enter までとした。Enter

キーの入力は，Enter キーに貼付したマーカーの位置座

標から判断した。

④ 筋電図データ

4 次 Butterworth bandpass filter（カットオフ周波数

20-480 Hz）を通し，全波整流後，10 Hz で平滑化した。

その後，各被験者の各試行の %MVC を計算し，各試行

のタイピング時間で時間正規化を行った。5 試行の平均

値をデータの代表値として条件間で比較したが，統計学

的差が見られなかった。そこで，各被験者におけるリ

ストレスト非使用時と使用時の右 ECU 筋活動比を算出

し，リストレスト使用時に右 ECU 筋活動が減少した群

（以下，Decrease 群）と増加した群（以下，Increase 群）

に分類し，身体特性と運動学的変数の比較を行った。

⑤ 身体特性

身長，イスの高さ，右小指長を身体特性として解析し

た。身長については，計測開始前に各被験者に聴取した。

また，イスの高さについては，イスの座面に貼付した

マーカーから高さを算出した。さらに，右小指長につい

ては，計測開始前に，イス座位にてテーブルに手を置い

た静止位を取り，右小指 MCP 関節上のマーカーと右小

指先端のマーカーの位置座標から長さを算出した（図 2，

右）。身長，イスの高さ，右小指長についてそれぞれ群

間で比較した。

⑥ 運動学的変数

タイピング時間，右手関節尺屈角度，右小指軌跡長を

運動学的変数として解析した。タイピング時間について

は，開始の Enter から終了の Enter までの実時間とし，

各被験者の 5 試行の平均値をデータの代表値とした。ま

た，右手関節尺屈角度については NEXUS 2.5 により出

力された関節角度データを用いた。さらに，右小指軌跡

長については，解析区間中の t ＋ 0.01 秒から t 秒時点で

の右小指 MCP 関節上マーカーの水平面の位置座標の差
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使用時の右 ECU 筋活動の比較を行ったが，リストレス

トの有無による右 ECU 筋活動に有意差は見られなかっ

た。その理由として，各被験者の右 ECU 筋活動の値に

ばらつきが見られたことや，リストレスト使用時に，右

ECU 筋活動が減少した被験者や増加した被験者が存在

していたことが挙げられる。そこで，各被験者における

リストレスト非使用時とリストレスト使用時の右 ECU

筋活動比を算出し，リストレスト使用時に右 ECU 筋活

や ECU 腱への負担が Overuse による筋骨格系疾患を来

す一要因であると推測される。そこで，本研究ではリス

トレストを用いることで，水平面の運動の生成に寄与

する ECU 筋活動が変化し得るのかを検証した。また，

ECU 筋活動の変化と身体特性及び水平面の運動の変化

との関係を示し，リストレストの使用の適応性について

検討した。

初めに，全被験者におけるリストレスト非使用時と

図 3　右ECU筋活動の比較
全被験者（n ＝ 9）の条件間での右 ECU 筋活動を比較した（左）。エラーバーは標準偏
差を示した。また，リストレスト使用時と非使用時の右 ECU 筋活動比を算出し，リス
トレスト使用時に右 ECU 筋活動が減少した群を Decrease 群（n ＝ 3），増加した群を
Increase 群（n ＝ 6）に分けて，各群の条件間での右 ECU 筋活動を比べた（右）。

表 1　年齢，性別，身体特性

Increase 群（n ＝ 3） Decrease 群（n ＝ 6） p

年齢（歳）  20.0 ± 0.0 20.3 ± 0.47 ─
性別（男／女） 3 ／ 0 3 ／ 3 ─
身長（cm） 163.67 ± 7.59 169.62 ± 7.12 0.34
イスの高さ（cm）  51.81 ± 0.91 51.36 ± 0.55 0.44
右小指長（mm）  70.66 ± 2.23 69.04 ± 6.2 0.71

平均値 ± 標準偏差で示した．有意水準 p ＜ 0.05。

図 4　運動学的変数の比較
Decrease 群と Increase 群に分け，タイピング時間，右手関節尺屈角度，右小指 MCP 関節上マーカー軌跡長の結果を
比較した。エラーバーは標準偏差を示した。
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点，検討できていない身体特性及び運動学的変数，環境

要因の検討不足，リストレストを置いた時の肘関節伸展

角度や肩関節屈曲角度の変化について考慮できていない

点が挙げられる。また，本研究では，前腕及び手関節の

ホームポジションは各被験者の自由とし，拘束しなかっ

た。先行研究では，前腕の回内・回外が ECU 及び ECU

腱の走行を変化させる 11）と言われており，ホームポジ

ションにおける前腕及び手関節肢位の違いが手関節尺側

部の作業負担に変化を及ぼす可能性があると考える。今

後の研究として，効率的なタイピング動作の特徴付けや

ホームポジションの定量化を行い，これらの違いがタイ

ピング動作時の水平面の運動に与える影響の違いや，リ

ストレストの適応について検討していく必要がある。

以上の研究の限界を踏まえ，今後の研究を行うことで

作業負担の少ない姿勢や動作の指導，ECU 腱鞘炎の予

防及び再発予防に寄与し，理学療法へ還元できると考え

る。

結　論

効率的なタイピング動作ができる者はリストレストの

使用によって右手の水平面の運動を変えないが，右尺側

手根伸筋の筋活動を増加させるため，リストレストの使

用は推奨されない可能性がある。
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動が減少した群（Decrease 群）と増加した群（Increase

群）に分類し，両群の身体特性及び運動学的変数の結果

から被験者特性を検討した。

身体特性については，Decrease 群と Increase 群にお

ける身長，イスの高さ，右小指長に有意な差は見られ

なかった。したがって，リストレストの使用による右

ECU 筋活動の増減にはこれらの特性が寄与していない

可能性が示唆された。この結果より，試行環境や人体寸

法が被験者特性を決定する可能性は低いのではないかと

考える。

運動学的変数については，Decrease 群の条件間にお

けるタイピング時間に有意な差は見られなかった。一

方で，Increase 群の条件間におけるタイピング時間は

有意に短縮した。条件間での入力課題量は変わらないた

め，タイピング時間の短縮はタイピング速度の上昇を

意味すると考える。したがって，タイピング速度の上

昇は，タイピング動作中の右 ECU 筋活動の増加を説明

する変数である可能性が示された。また，Decrease 群

と Increase 群の条件間での右手関節尺屈角度と右小指

MCP 関節上マーカーの軌跡長には有意な差は見られな

かった。つまり，リストレストの使用はタイピング動作

中の右手の水平面の運動を変化させない可能性が示唆さ

れた。

さらに，Increase 群ではリストレスト非使用時に対

して使用時において，右 ECU 筋活動が有意に高く，

また，リストレスト非使用時における Decrease 群と

Increase 群の右 ECU 筋活動を比較した時，Increase 群

は Decrease 群に対して有意に低値であった。したがっ

て，Decrease 群に対して Increase 群ではリストレスト

を使用する環境よりリストレストを使用しない環境にお

いて，低負荷な右 ECU 筋活動でタイピング動作を行う

特性を有する被験者が含まれていた可能性が示された。

また，このような被験者はリストレストを使用したタイ

ピング動作の時，右 ECU 筋活動を増加させることでタ

イピング速度を上昇し，効率化を図る可能性が示唆され

た。効率的なタイピング動作は，タイピング速度，タイ

ピング中の入力ミスとその修正，タイピングに対する注

意や運動量の結果によって示される 10）と言われている

ことから，Increase 群の一部の被験者は，効率的なタ

イピング動作が可能な者であり，リストレストの使用は

推奨されない可能性があると考える。

本研究の限界として，Increase 群に対して Decrease

群の解析対象が十分得られなかったため， Decrease 群

の被験者特性の特徴付けが困難であった。また，上述し

た効率的なタイピング動作の定義付けが不十分である
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