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マラソン競技後の M-Test 体幹動作の特徴
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要旨：マラソン競技後の選手の体幹動作について，M-Test の体幹動作（前屈，後屈，側屈，回旋）
を用いてその特徴を調査した。その結果，前屈及び後屈の不調（M-Test では腎 / 膀胱経および
脾 / 胃経の異常）が 8 割を占めており（合計 81.5%）
，側屈と回旋の不調は非常に少なかった（合
計 18.5%）。性，年齢，種目，運動習慣，腰背部不調について調べた結果，女性の後屈（62.3%）と，
男性の前屈（53.3%）が非常に多いという特徴がみられた。
キーワード：M-Test，マラソンランナー，体幹動作

1．はじめに

左右の側屈と回旋）を行い，各動作の不調をチェックした。

M-Test は全身に及 ぶ 数 種 類の動 作を用いて経 絡
に伸展負荷をかけて異常経絡を検出する検査方法であ

得られたデータは，後日 Microsoft 社製

Excel 2010 を

用いて解析した。

り，その結果から治療穴を選穴できる治療方法でもある
[1],[2],[3],[4],[5]。動作を指標として簡便に全身状態を把握

３．結果

できる M-Test は，即時に全身状態の評価と治療ができる

３．
１ 属性
対 象 者 は 女 性 66 名（33.0%）
，男 性 122 名（63.0%）
，

ことから，動作が基本となるスポーツの場面で有用なツール
である [6],[7],[8],[9]。我々はスポーツ選手を対象に M-Test

性別無回答 8 名（4.0%）の計 196 名であった。平均年齢

が有用であるかどうかを実際の場面に即した検討を行って

は 41.3±10.3 歳であり，
女性が 40.2 歳，
男性が 41.8 歳であっ

きた。その中で，競技別に M-Test の陽性動作に特徴が

た。種目別の参加者は 10km が 107 名（54.6%）
，フルが

あることを明らかにしてきた [10],[11],[12],[13]。今回は競技

78 名（39.8%）であり，
性別では女性で各々 55 名（28.1%）
，

後のマラソンランナーを対象に検討を行った。マラソンラン

11 名（5.6%）
，
男性で 52 名（26.5%）
，
67 名 (34.2%）であっ

ナーはレース後に腰背部の不調を訴えることが多いことか

た。無回答は 11 名（5.6％）であった（表 1）。

ら，M-Test 動作の中でも体幹動作に着目し，性別や年齢，

表1

参加種目や腰背部の症状を指標に陽性動作の特徴を検討
した。

人数

２．方法
2011 年 11 月 27 日，茨 城 県 つくば 市 で 開 催 され
た「エコシティー第 31 回つくばマラソン」のフルマラソン
（42.195km．以下，フル）または 10km 種目に参加し，競

年齢と性別
平均年齢

種目
フル

10km

女性

66（33.0）

40.2

55（28.1）

11（5.6）

男性

52（26.5）

67（34.2）

122（63.0）

41.8

無回答

8（4.0）

8名

11（5.6）

計

196

41.3

196

※名（%）
で示す。

技後に筑波技術大学ボランティアブースに来訪してボラン

３．
２ M-Test 動作

ティア施術を受けた者を対象とした。

M-Test は全身の各関節において，十二経絡を伸展負

対象者は各種目のレース後にブースへ来訪し，性別，年
齢，参加種目，運動習慣，腰背部の不調の有無に関する

荷する動作によって構成される。各動作は全身を上・下半

予診票を記入した後，M-Test の体幹動作（前屈，後屈，

身に，さらに前面，後面，側面に分類した 6 つの面に属し，
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体幹動作は各々，下半身の前面，後面，側面に属する。

解析した結果を示す。10kn では後屈が 44 名（43.6%）と

伸展負荷を受ける経絡との関係をまとめると，前屈は下半

最も多く，
以下，
前屈が 37 名
（36.6%）
，
側屈が 13 名
（12.9%）
，

身後面に属し腎 / 膀胱経を，後屈は下半身前面に属し脾

回旋が 7 名（6.9%）であった。一方，フルでは前屈が 39

/ 胃経を，左右の側屈と回旋は下半身側面に属し肝 / 胆

名（50.0%）と最も多く，以下，後屈が 25 名（32.0%）
，側

経を伸展負荷する動作となる（表 2）。

屈と回旋が各 7 名（9.0%）であった。

表2

M-Testの体幹動作と経絡の関係

体幹動作

表 2-1

属する面と異常経絡

前屈

下半身後面

腎 / 膀胱経

後屈

下半身前面

脾 / 胃経

性別 n=181
女性
n=61

男性
n=120

年齢 n=181
30 歳≦ 40 歳≧
n=104
n=77

種目 n=179
10km
n=101

フル
n=78

前
64
45
39
15
33
37
屈 （24.6） （53.3） （42.9） （43.3） （36.6） （50.0）
後
30
39
25
38
30
44
屈 （62.3） （25.0） （39.0） （37.5） （43.6） （32.0）

側屈
下半身側面

体幹動作と性別、年齢、種目の関係

肝 / 胆経

回旋

競技後のランナー 189 名の M-Test 体幹動作の異常の
結果は，前屈が 82 名（43.4%）で最も多かった。次いで

側
屈

14
11
7
6
9
13
（9.8） （11.7） （11.7） （10.6） （12.9） （9.0）

回
旋

12
9
7
2
5
7
（3.3） （10.0） （6.4） （8.7） （6.9） （9.0）

※名（%）
で示す。

後屈が 72 名（38.1%）
，側屈が 20 名（10.6%）
，回旋が 15
名（7.9%）であった。この結果を M-Test の分類と異常経

運動習慣，腰背部の不調とM-Test 体幹動作の結果を

絡でみると，後面・腎 / 膀胱経が 43.4%，前面・脾 / 胃経

示す（表 2-2）。運動習慣については，
週のうち”3 日以下”

が 38.1%，側面，肝 / 胆経が 18.5% であった（図 1）。

または”4 日以上”の運動習慣に二分して解析を行った結
果，各々 81 名と77 名に分けられた。”3 日以下”では，後

回旋 15名（7.9%）

屈が 33 名（40.7%）と最大であり，前屈，側屈，回旋と続
いた（各々 30 名（37.0%）
，12 名（14.8%）
，6 名（7.5%））。

側屈 20名
（10.6%）

一方，
”4 日以上”では前屈（34 名，44.1%）
，後屈（31 名，

前屈
82名（43.4%）

40.3%）
，側屈と回旋（各 6 名，7.8%）であった。腰背部
の不調は有無で分類し，
”なし”は 139 名で後屈，前屈，

後屈
72名（38.1%）

側 屈，回 旋 の 順（ 各々，59 名（42.4%）
，52 名（37.4%）
，
16 名（11.5%）
，12 名（8.7%））であった。一方，
”あり”が
48 名で前屈，後屈，側屈，回旋の順（各々，22 名（45.8%）
，
19 名（39.6%）
，4 名（8.3%）
，3 名（6.3%））であった。

図 1 マラソン後のM-Test 体幹動作の異常

表 2-2

※名（%）
で示す。
つぎに，性別および年齢別，種目別の M-Test 体幹動作

運動習慣 n=158

の結果を示す（表 2-1）。まず性別では女性 61 名，男性

屈と回旋は各々 6 名（9.8％）
，2 名（3.3％）と一割未満で
あった。一方，男性では前屈が最も多く64 名（53.3％）で
あり，以下，後屈 30 名（25.0%）
，側屈 14 名（11.7％）
，回
旋 12 名（10.0％）であった。年齢別では 181 名の結果を
30 歳以下
（77 名）と40 歳以上
（104 名）に二分して示す。
最多は共に前屈であり，各々 33 名（42.9％）
，45 名（43.3％）
であった。以下の順位も双方同様で後屈，側面の順であっ
た。種目別では 10km 101 名，フル 78 名，合計 179 名を
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腰背部不調 n=187

3 日以下
n=81

4 日以上
n=77

なし
n=139

あり
n=48

前屈

30
（37.0）

34
（44.1）

52
（37.4）

22
（45.8）

後屈

33
（40.7）

31
（40.3）

59
（42.4）

19
（39.6）

側屈

12
（14.8）

6
（7.8）

16
（11.5）

4
（8.3）

回旋

6
（7.5）

6
（7.8）

12
（8.7）

3
（6.3）

120 名の合計 181 名の結果が得られた。女性では，最多
は後屈で 38 名（62.3％）
，次に前屈が 15 名（24.6％）
，側

体幹動作と運動習慣、腰背部不調の関係

※名（%）
で示す。
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Investigating Different Traits Associated with Trunk Movements
after a Marathon Race Using the M-Test
SAKURABA Hinata1), KONDO Hiroshi1), IZUMI Shigeki2), SASAKI Ken3), NARUSHIMA Tomomi2),
ICHIKAWA Ayumi4), MORIYAMA Tomomasa3)
Center for Integrative Medicine, Tsukuba University of Technology1)
Faculty of Sports & Health Studies, Hosei University2)
Faculty of Health Sciences, Tsukuba University of Technology3)
Academic Affairs Section for Students with Visual Impairment, Tsukuba University of Technology4)
Abstract: We investigated the different traits associated with the trunk movements (flexion,
extension, lateral bending, and rotation) of a runner after a marathon race using the M-Test. Flexion
and extension (the unusual traits associated with the kidney/bladder meridian and the spleen/stomach
meridian using the M-Test) accounted for 80% (a total of 81.5%) of trunk movements, along with
lateral bending and rotation (a total of 18.5%). Traits such as sex, age, athletic event, exercise
habit, and low back discomfort were investigated; the sex of the runner was associated with greater
extension in women (62.3%) and greater flexion in men (53.3%).
Keywords: M-Test, Marathon runner, Trunk movements
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