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1．緒言 2）バランスボードトレーニング 

 自作のバランスボード（不安定板）を用いて、

バランストレーニングを行った。集中してバラン

スボードに片足で乗り、出来るだけ長く乗ってい

られるようにする。これを 5 分間何度か繰り返す

ことを 1 セットとし、間隔をあけて 3 セット行っ

た。トレーニングの頻度は、チューブトレーニン

グ同様 4回／週とした。 

足関節の捻挫はスポーツ外傷の中でも起こりや

すいものの一つで、あらゆるスポーツの中で多く

発生する。そして、そのほとんどが何らかの原因

で内反を強制されて起こる足関節内反捻挫である。

足関節の捻挫に限らず、一般にスポーツ外傷・障

害と言われるものは、スポーツを実践している者

なら誰でも一度は経験するもので、特別珍しいこ

とではない。むしろケガをして当たり前、という

感覚である。確かにスポーツ活動時に起こるケガ

を完全に防ぐことは不可能である。そのためいか

にして障害の程度を軽くするか、いかにして再発

を防ぐかが重要となるのである。 

 

2-4 測定方法・内容 

1）主観的不安定性 

 被験者全員に、自分の足関節についてどの位不

安定感を感じているか、「全く不安定感を感じな

い・１」から「非常に不安定感を感じる・５」ま

での５段階で自己評価してもらった。 

 実際、足関節捻挫の受傷後に十分なリハビリテ

ーションを行わずにスポーツに復帰し、再発させ

てしまったという者は多い。このようにして、捻

挫を繰り返す者の多くは、足関節の不安定感を持

っている。このとき足関節は、靭帯がゆるんで不

安定になり、関節を捻りやすくなっているため、

靭帯の働きの代用として、筋力の働きで関節の固

定力をサポートしたり、外力による危険な肢位を

防御したりする必要がある。つまり、内反捻挫の

場合には、内反を制動する筋群（前脛骨筋・腓骨

筋群）を重点的に強化しなくてはならないのであ

る１）。 

2）足関節背屈筋力 

 木製の台の上に握力計を固定して、足関節背屈

力を測定するための装置を作成し、足関節の背屈

筋力を測定した。 

3）突発的内反刺激時の腓骨筋反応時間 

 腓骨筋反応時間の測定のために、患側足関節に、

内反刺激を与えることのできる装置を作成した。

被験者の患側長腓骨筋に表面電極を貼り付けて、

足関節へ突発的内反刺激を与え、足関節に内反刺

激が加えられてから、腓骨筋が反応するまでの時

間を腓骨筋反応時間として測定した。（図 1）  そこで本研究では、スポーツ活動の中で多く発

生する足関節捻挫の多くを占める、足関節内反捻

挫の再発を防ぐために、受傷後に行うリハビリテ

ーションとして、足関節の外反に関わる筋群であ

る前脛骨筋と腓骨筋群の強化を目的としたチュー

ブトレーニングと、バランスボードを用いたトレ

ーニングを実施し、その効果について、「主観的

不安定性」「足関節背屈筋力」「突発的内反刺激

時の腓骨筋反応時間」の 3 つの項目から検討する

ことを目的とした。 
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図 1：腓骨筋反応時間の計測 
 

4）全身関節弛緩性 
2．研究方法 

中嶋らの提唱する、全身の 7 ヵ所で評価する関

節不安定性テスト２）を用いて、手関節、肘関節、

肩関節、膝関節、足関節、脊柱、股関節の弛緩性

を見た。各関節の弛緩性を陽性ならば 1 点（左右

片側ずつ評価するものに関しては、片側のみ陽性

ならば 0.5 点）とし、7点中 3点以上のものを、全

身的関節弛緩性あり、と評価した。 

2-1 被験者 

 茨城大学の学生で、足関節内反捻挫の受傷経験

があり、現在足関節に不安定感を感じている学生。 

 男子 7名、女子 1名、計 8名 10 足とした。 

 

2-2 実験期間 

 平成 14 年 12 月 2 日～平成 15 年 1 月 19 日まで

の 7週間トレーニングを行った。 
 

2-5 分析方法 
 

 上記の 1～3 の測定はトレーニング前後の 2 回、

4はトレーニング前に 1回測定を行い、その結果を

もとにｔ検定を行った。 

2-3 トレーニング方法・内容 

1）チューブトレーニング 

 ゴム製のチューブを用いて、足関節の外反に関

わる筋群（前脛骨筋・腓骨筋群）強化を目的とし

たトレーニングを行った。前脛骨筋と、腓骨筋群

それぞれの強化を目的とした 2 種類のトレーニン

グを、それぞれ 20 回を 1 セットとし、5 セット行

った。トレーニングの頻度は、4回／週とした。 

 

3．結果と考察 

3-1 主観的不安定性 

 被験者の中に、トレーニング後の値がトレーニ

ング前より高くなった者は無く、前の値が有意に



高かった（ｐ＝0.000004＜0.05）。トレーニング

後には被験者全員の足関節の不安定感が減少した。 

 また、被験者を、捻挫の受傷回数が 10 回以上の

「多い群」と 10 回未満の「少ない群」に分けて比

較したところ、2群の間に有意な差は見られなかっ

た。主観的不安定性の値は、捻挫の回数に左右さ

れないものと思われる。主観的不安定性は、捻挫

の受傷回数や、筋力などに関係なく、被験者自身

の捻挫に対する不安感や恐怖心が大きく関わって

いるものと考えられる。 

 

3-2 足関節背屈筋力 

トレーニング前後の背屈筋力（図 2）は、平均す

ると前：24.3kg、後：27.0kg で、トレーニング後

が有意に大きくなっていた（ｐ＝0.003＜0.05）。 

 多い群・少ない群に分けて比較したところ、ト

レーニング前後ともに、多い群が有意に大きい値

を示した（前：ｐ＝0.01＜0.05、後：ｐ＝0.001＜

0.05）。多い群の方が筋力が高いという結果が表

れたのは、捻挫を多く繰り返しているために低下

した足関節の機能を、周囲の筋力で補ってきたた

め、と考えることもできるが、個人の元々の筋力

が影響していることも考えなくてはならないので、

必ずしも受傷回数が多ければ、筋力が高いと結論

付けることはできない。 
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図 2：背屈筋力の前後の変化 

 

3-3 突発的内反刺激時の腓骨筋反応時間 

トレーニング前後の反応時間（図 3）は、平均す

ると前：0.11 秒、後：0.06 秒で、トレーニング後

の反応時間が有意に速くなっていた（ｐ＝0.03＜

0.05）。 

 多い群・少ない群に分けて比較したところ、多

い群ではトレーニング後の反応時間が有意に速く

なっていた（ｐ＝0.01＜0.05）が、少ない群では

前後の値に有意な差は見られなかった。また、ト

レーニング前の 2 群を比較すると、多い群の方が

有意に遅かった（ｐ＝0.004＜0.05）がトレーニン

グ後の 2 群間に有意差は見られなかった。多い群

でトレーニング前後の反応時間に、有意な差が見

られたのは、トレーニング前の反応時間が遅く、

回復する余地が大きかったためで、少ない群で有

意な差が見られなかったのは、トレーニングを行

う前の時点で、反応時間の遅延がなかったので、

それ以上速くなる余地がなかったためではないか

と考えられる。この結果を見ると捻挫の回数が多

いほど、腓骨筋反応時間は遅延する傾向にあると

いえる。 
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図 3：腓骨筋反応時間の前後変化 

 

3-4 全身関節弛緩性 

 被験者の中に全身関節弛緩性ありと評価される

者はいなかった。足関節の弛緩性のみを見てみる

と、陽性と判断されたのは 3 名で、左右ともに陽

性であった。また、この 3 名は左右とも捻挫の受

傷経験があり、いずれも多い群に入っていた。関

節弛緩性テストは先天的な弛緩性を見るもので、

捻挫の受傷回数が多いために陽性になったとは考

えにくいが、弛緩性があったために捻挫したと考

えることが出来るのではないかと思われる。 

 また、関節弛緩性テストの結果と主観的不安定

性、背屈筋力、腓骨筋反応時間それぞれの結果と

の相関について見てみたが、いずれも有意な相関

は見られなかった。 

 

4．まとめ 

 本研究では、足関節の内反捻挫に対するリハビ

リテーショントレーニングを実施し、その効果を

「主観的不安定性」「筋力」「突発的内反刺激時

の腓骨筋反応時間」の 3 項目から検討することを

目的とした。主観的不安定性については、被験者

全員の値が、トレーニング後に減少していること

から、トレーニングを行ったことで、精神的な安

心感が得られたことが分かった。 

また、筋力・反応時間についても、有意に高か

った。筋力はトレーニングによって確実に高まっ

ていることが分かった。反応時間はトレーニング

前に遅延の見られた者と、そうでない者に分かれ

た。捻挫の受傷回数が多いものほど反応時間の遅

延が見られる傾向にあることが分かった。トレー

ニングによる反応時間の改善は、反応時間の遅延

が見られた者ほど大きかった。 
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