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１．緒言 
人間の体の中で最も多い怪我は足関節の捻挫であ

り、日本では 1 日に 1 万 2000 人もの人が捻挫してい

る 1）。そして、足関節の捻挫は骨折よりも完治させ

るのが難しいと言われている。これは、足関節捻挫

は膝関節の前十字靭帯損傷や野球肩のように選手生

命をダイレクトに脅かす外傷・障害が少ないために、

軽視され放置に近い治療が障害を残してしまうから

である。 
不完全な状態でスポーツ活動を再開することによ

り不安定性・筋力低下・可動域制限・ステップ動作

やフォームの異常などが残存し機能低下や疼痛など

の後遺症が多い中、後遺症を残さないよう円滑な競

技復帰を果たすために適切なリハビリテーショント

レーニングが必要である。そこで、本研究では足関

節内反捻挫に対するリハビリテーションとして筋力

トレーニング、足関節に余計な負担がかかり捻挫に

繋がる O 脚・X 脚に対する下肢アライメントの矯正

を目的としたストレッチ、固有受容覚に着目したバ

ランストレーニング、背屈制限をなくすことを目的

とした足関節背屈可動域トレーニングを実施し、そ

の効果について「足関節背屈筋力」「腓骨筋反応時

間」「下肢アライメントの評価」「足関節背屈可動

域」の４項目から検討することを目的とした。 
 
２．研究方法 
2-1 被験者 

茨城大学ハンドボール部に所属する学生で、足

関節内反捻挫の受傷経験が複数回ある学生とし、

男 3 名、女子 7 名、計 10 名 20 足とした。 
2-2 測定期間 

平成 15 年 10 月 28 日～平成 15 年 12 月 23 日ま

での 8 週間、足関節内反捻挫に対するリハビリテ

ーショントレーニングを行い、トレーニングの前

後に「足関節背屈筋力」「足関節背屈角度」「突

発性内反刺激時の腓骨筋反応時間」「下肢アライ

メント」について測定を行った。 
2-3 トレーニング方法 

トレーニング頻度は週/4 回とした。 
2-3-1 チューブトレーニング 

足関節の外反に関わる筋群（前脛骨筋・腓骨筋

群）の強化を目的とした 2 種類のチューブトレー

ニングをエキセントリックエクササイズ 7）で行っ

た。（10 回×3 セット） 
2-3-2 バランストレーニング 

バランスボードを用いて、中央の丸い突起を中

心にして肩幅くらいの間隔で両脚で乗り、バラン

スをとりながら１分間乗った。（1 分×3 セット） 
2-3-3 足関節可動域トレーニング 

角度を調節出来るストレッチングボード（0～30
度）を用い、垂直に立つことが出来る角度に調節

し 1 分間静止して乗った。（1 分×3 セット） 
2-3-4 足部機能向上トレーニング 

足趾の運動に関するすべての筋群の強化するこ

とを目的としてタオルギャザーを行った。（1 回

×3 セット）  
2-3-5 ストレッチ 

内反捻挫の起こりやすい下肢アライメントを矯

正することを目的として、下肢の筋肉をほぐすス

トレッチを行い正常なアライメントを獲得した。 
(1) 仰向けに寝て、片脚を曲げ、膝を立てる。 
(2) 立てた脚と反対側の手で、曲げた膝をゆっく

りと内側に引き寄せるように倒す。 
(3) その脚を胸の上を通 し、半円を描くようにし

て外側に倒す。徐々に脚を伸ばしていき、両

脚をそろえる。（左右 1 回×3 セット） 
2-4 測定方法 

2-4-1 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

筋力を測定するための装置を使い、トレーニング

前後に足関節背屈筋力の測定を健側と患側の両方

で行った。 
2-4-2 突発性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、重力による突

発性内反刺激を与えることの出来る装置を使用し

た。被験者の長腓骨筋に表面電極を貼り付け、足

関節に突発的内反刺激を与え、台が落ちてから腓

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。 
2-4-3 足関節背屈可動域 

ストレッチングボードにある角度調節の目盛り

で測定を行った。 
2-4-4 下肢アライメントの評価 

両踵とつま先をつけ、直立した姿勢で正面から

被験者の両脚の撮影を行い、両膝の間隔を計測し

た。 
 
３．結果と考察 
3-1 足関節背屈筋力 

健側のトレーニング前の足関節背屈筋力は平均

10.5kg、トレーニング後の筋力は平均 15.7kg であ

った。健側のトレーニング前後の足関節背屈筋力

について対応のあるｔ検定を行ったところ有意な

差が見られた（P=0.001<0.05）。患側のトレーニ

ング前の筋力は平均 8.1kg、トレーニング後の筋力

は平均 14.2kg であった。患側のトレーニング前後

の足関節背屈筋力について対応のある t 検定を行

ったところ、有意な差が見られた

（P=0.0001<0.05）。 
 トレーニング前と後に分け、健側と患側の足関

節背屈筋力について対応のないｔ検定を行ったと

ころ、トレーニング前では有意な差が見られ

（P=0.04<0.05）、トレーニング後では有意な差が

見られなかった（P=0.23>0.05）［図 1］。これは、

トレーニング前の患側の筋力が健側に比べて有意

に低下していて、筋力が高まる余地があったため



トレーニングによって健側とほぼ変わりない程度

にまで回復したものと推察される。 
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3-2 足関節背屈角度 

トレーニング前の足関節背屈角度は平均 25.2 度、

トレーニング後の角度は平均 27.8 度であった。ト

レーニング前後の足関節背屈角度について対応の

あるｔ検定を行ったところ、有意な差が見られた

（P=0.004<0.05）。［図 2］ 
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3-3 突発性内反刺激時
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3-4 下肢アライメントの評価 

 両膝の間隔は、10 名中 8 名がトレーニング前と

比べて変化なく、1 名は広くなっていて、1 名は両

足がしっかりとついていなかったため比較出来な

かった。 
 
３．まとめ 
足関節捻挫に対するリハビリテーショントレー

ニングを８週間行い、トレーニングの効果を検討

した結果次のことが分かった。 
1)  足関節背屈筋力は、健側・患側ともトレーニ

ング後の値が有意に高く、またトレーニング

後には健側と患側間の有意差がなくなった事

から、本トレーニングは足関節背屈筋力向上

に有効であるである。 
2)  背屈角度は、トレーニング前と比べてトレー

ニング後の値の方が有意に大きかった。本ト

レーニングは背屈可動域の獲得に有効であっ

た。 
3)  腓骨筋反応時間は、健側・患側ともトレーニ

ング後の値が有意に高く、またトレーニング

図 1   *P<0.05 
**P<0.01 

図 3 *P<0.05 
**P<0.01 
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側に対して有意に遅かった

挫を繰り返すことによって
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ング後には健側・患側の差

いることから、トレーニン

、低下した腓骨筋反応時間

まで回復させることが出来

後には健側と患側の有意差がなかった。本ト

レーニングは腓骨筋反応時間の短縮に有効で

ある。 
4)  下肢アライメントの評価では、トレーニング

前と客観的に比較して下肢アライメントの矯

正は見られなかった。 
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