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1. 緒言 

 足関節捻挫は，スポーツ活動で最も多く発生す

る外傷の１つで，ジャンプや他者との接触の多い

スポーツ種目で起こりやすい。通常よく遭遇する

スポーツ外傷であるが，競技復帰までには適切な

治療とリハビリテーションが必要である。それが

なされないと，痛みや腫れなどの不定愁訴や足関

節の不安定性などの後遺障害が残存してスポーツ

復帰が遅れたり，スポーツ活動の妨げになってし

まう。足関節の機能的不安定性には中枢神経系・

末梢神経系，筋疾患・障害からくる神経・筋因子

が影響している。自覚的な不安感が特徴で，下肢

バランス能も低下する。機能的不安定性の原因に

は数多くの報告があり，靭帯や関節包に分布する

メカノレセプターが損傷され，固有知覚が障害を

受けることにより，神経－筋のコントロール不全

が生じるという報告が多い。しかし，機能的不安

定性はその要素が多様なため，それを定量的に測

定することは困難であったが，現在のところ突発

的内反ストレス刺激による腓骨筋反応時間の測定

が最も参考になる(1)。 

 適切な治療・リハビリテーションをすることが，

機能的不安定性の残存を防ぐ最善の道と考えられ

るが，実際のところ，試合などを間近に控えてい

る場合はしっかりとした処置をせずに競技に復帰

してしまうことがある。また，適切な治療にもか

かわらず，約 10％の割合で不安定感を残すとされ

ている(1)。 

 本研究では大学運動部に所属する学生を対象と

した，足関節捻挫に関するアンケート調査，関節

可動域・筋力測定を実施した。その結果をもとに，

十分なリハビリテーション期間がとれない場合で

も後遺障害を残さずスポーツ復帰をするためには

どのようにすればよいか，足関節機能的不安定性

との関係から検討し，対処法を考えることを目的

とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

 茨城大学運動部に所属する学生で，足関節捻挫

を複数回経験し，不安定感がある者 8 名 10 足，不

安定感がない者 8 名 9 足とした。 

2-2 測定内容・方法 

1) 足関節捻挫に関するアンケート調査 

 全被験者に足関節捻挫に関するアンケート調査

を行った。アンケートの内容は足関節捻挫受傷歴，

現在の足関節の状態，受傷後の処置の仕方，日頃

のケア状況などである。 

2) 腓骨筋反応時間 

 腓骨筋反応時間の測定には，片側足関節に重力

による突発的内反ストレス刺激を模擬できる台を

用いて行った。被験者の長腓骨筋には表面電極を

貼付し，両足に均等に体重がかかるように台の上

に立たせた。被験者が自分の足元を見ないように

した状態で，突発的内反ストレス刺激を加え，腓

骨筋の反応を記録した。突発的内反ストレス刺激

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た。測定は 3 回行い，その平

均を測定値とした（図 1）。 

3) 関節可動域 

 足関節捻挫を受傷して腫脹が発生した場合，そ

の後十分な治療・リハビリテーションを行わない

と，腫脹が残存し，関節可動域が制限されること

がある。関節可動域が十分に確保されないと足関

節に不安定感を覚える原因になってしまう。 

 足関節の柔軟性をみるため，関節可動域を測定

した。被験者を椅子に座らせ，膝関節屈曲位で自

動運動による足関節の底・背屈角度を測定した。 

4) 足関節筋力 

 Cybex770-NORM（サイベックスジャパン社製）

を用い，60・180deg/sec の 2 角速度で，膝関節 0°
（最大伸展位）腹臥位にて足関節の底・背屈にお

ける等速性最大筋力を測定した。 

2-3 分析方法 

不安定感あり群となし群で腓骨筋反応時間・関

節可動域・足関節筋力の平均値の差の検定を行っ

た。また，関節可動域と足関節筋力の関係につい

て回帰分析を行い，その結果を不安定感あり群と

なし群で比較し，考察を行った。有意水準は 5％と

した。 

 

3. 結果と考察 

3-1 腓骨筋反応時間について 

 突発的内反ストレス刺激時の腓骨筋反応時間の

平均値について，不安定感あり群となし群間にお

いて，検定を行ったところ，有意差は見られなか

ったものの，不安定感あり群で遅延傾向がみられ

た（不安定感あり群：平均 0.08 秒，なし群：平均

0.06 秒，p=0.06）。先行研究の結果と異なる結果と

なったが，不安定感あり群がなし群より遅延傾向

にあったという点では共通していた。また，今回

の測定で，腓骨筋反応時間と自覚的不安定感との

間に相違がみられた。どちらの数値を優先するか

が問題となったが，腓骨筋反応時間の測定結果に

対する信頼度を考え，自覚的不安定感の結果を優

先してグループ分けを行った。 

 
図 1 腓骨筋反応時間の測定 
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3-2 関節可動域と筋力の関係性 

 足関節の底・背屈角度において，不安定感あり

群となし群で比較したところ，いずれも有意差は

みられなかった（図 2）。事前の予測では不安定感

あり群で関節可動域，特に背屈制限がみられるの

ではないかと考えていた。足関節捻挫を受傷した

場合，そのときの腫脹が残存し足関節の背屈を制

限してしまうことがよくあるからである。しかし，

本被験者では全体的に見ても，背屈角度では 10°
のものが 2 足あったものの，その他はほぼ正常値

である 20°を示しており，背屈制限はほとんどみら

れなかった。一方，底屈角度では正常値である 45°
を示したものはわずか 3 足であった。もともと関

節可動域には個人差があり，底屈角度に関しては

どれほど足関節捻挫が影響しているかはっきりと

はわからない。 
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図 2 不安定感の有無による関節可動域の比較 

 足関節の底・背屈筋力を測定したところ，不安

定感あり群となし群において，いずれも有意差は

みられなかった。東山ら(2)は捻挫経験者における

足関節筋力を測定し，足関節捻挫の既往歴が競技

復帰後も自覚的不安定感などの機能障害を有する

競技選手の足関節筋力に影響を及ぼしているかを

検討し，患側と健側で有意差はなかったと報告し

ている。 

相関関係をみるための回帰分析では，筋力の 2
角速度間の相関，底屈筋力と背屈筋力の間の相関

を不安定感あり群となし群でわけてみたところ，

どれも強い相関を示していた（図 3）。不安定感あ

り群となし群では，底屈筋力と背屈筋力の間の相

関で，不安定感なし群の方がより強い相関関係が

みられた。このことより，不安定感なし群はあり

群よりも底屈と背屈の筋力バランスがいいという

ことがうかがえる。今回の結果だけでははっきり

とはいえないが，足関節周囲の筋力バランスは不

安定感と関係していると考えられる。 
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図 3 不安定感の有無における底屈筋力と 

背屈筋力の相関 

足関節の可動域と筋力の関係について相関分析

した。これまで，このことについて研究したもの

は少ない。主働筋と拮抗筋のバランスが可動域に

影響を与えるということはよくいわれているが，

それと今回の実験結果を考えると，不安定感なし

群の方が関節可動域が広く，筋力も強いという仮

説が立てられる。しかし，結果は前にも述べたよ

うに有意差はみられなかった。他の項目でも分析

した結果，底屈角度と底屈筋力，背屈角度と背屈

筋力の関係において，有意な相関はみられなかっ

た。よって，足関節の可動域と筋力の相関は低く，

相互の関係はないと考えられる。 

 

3-3 機能的不安定性の対処法について 

 本研究では，足関節捻挫に関するアンケート調

査，関節可動域・筋力測定値をもとに，後遺障害

を残さずスポーツ復帰するためにはどのようにす

ればよいか，足関節機能的不安定性との関係から

検討し，対処法を考えることを目的とした。実験

の結果から関節可動域・筋力測定値において不安

定感あり群となし群で有意差はみられず，機能的

不安定性との関係性はわからなかった。先行研究

においても，このことに関して述べているものは

少なく，機能的不安定性の原因については数多く

の報告があるため，はっきりとしたことはわかっ

ていない。今回測定した関節可動域と筋力も機能

的不安定性に関係ないわけではないが，それほど

大きな因子ではないということが考えられる。 

 今回の結果からは足関節機能的不安定性の新た

な対処法を考え出すことはできなかった。現時点

ではバランスボード等を使ったディスクトレーニ

ングや関節可動域を回復するトレーニング，足関

節の底・背屈のバランスを考えた筋力トレーニン

グが有用であると考えられる。足関節機能的不安

定性について，関節可動域・足関節筋力との関係

性をはっきりさせ，新しい対処法を考えるために

も，より多くの被験者を対象に，より詳細な実験・

研究をすることが今後の課題である。 
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