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足関節捻挫用サポーターの効果

【要旨】

［目的］
　……　本研究の目的は足関節捻挫後の不安定感が残存する対象者に対する足関節捻

挫用サポーターの有用性についてパフォーマンスと主観的な着用感の面から検
討することである。

［対象］
　……　スポーツ中に足関節捻挫を受傷した経験があり、主観的な足関節不安定感を

訴える男子学生 15 名を対象とした。

［方法］
　……　足関節捻挫用サポーター着用時と非着用時に３種類のパフォーマンステスト
（片脚左右跳び、片脚前後跳び、Ｔ字走）を実施した。

［結果］
　……　すべてのパフォーマンステストの結果でサポーター着用時と非着用時では有

意差が認められなかった。対象者を不安定感の高い群と低い群の２群に分けた
場合、不安定感が高い群のみサポーター非着用時と比較して着用時は片脚左右
跳びの結果の有意な短縮が認められた。

［考察］
　……　足関節捻挫用サポーターにより着用時の安心感は高まり、ある程度以上の不

安定感を有する場合、パフォーマンスを向上させる有効性を認めた。

キーワード：足関節捻挫用サポーター、足関節不安定感、パフォーマンステスト
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Ⅰ．はじめに

　足関節捻挫はスポーツ外傷のうち、多くのスポーツで最も損傷頻度の高い外
傷である１）。2004 年のスポーツ安全協会によるスポーツ等、活動中の傷害調査
によると、足関節は捻挫が 69.7％で最も発生頻度が高く、足関節捻挫の発生数は
14.4％とすべての傷害の中で第１位であった２）。これらのことから足関節捻挫後
の理学療法をするだけではなく、予防や再発予防に果たす理学療法士の役割は大
きいと考える。
　足関節捻挫後のスポーツ復帰のために足関節の不安定性を補うための代表的な
固定方法にはテーピング、バンテージ、サポーターが挙げられる。テーピングは
スポーツ現場で最もよく用いられる足関節固定法で、目立ちにくく、関節運動
を制動する効果が高い３−５）とされている。しかし、その制動力は運動開始 10 分
後には 18〜40％減少するとの報告６−８）もあり、長時間のスポーツ活動における
テーピング固定の有用性については限界がある。また、使い捨てであるためにコ
ストがかさむ、皮膚トラブルを引きおこしやすいなどの短所がある。一方で、バ
ンテージ固定の長所は持続的な固定性があり、コストがほとんどかからない。し
かし、着用時において目立つことや違和感があることが短所として挙げられる。
また我々は中学生・高校生の女子サッカー選手にバンテージの巻き方を指導した
が、技術不足により指導した通りに巻くことが難しいと感じた。昨今、素材技術
などの進歩に伴って様々な足関節捻挫用サポーターが開発され、テーピング固定
と比較するとコストが低く着脱が容易で、緩みの心配がないなどの理由で推奨さ
れることが多くなってきている９）。本研究の目的は、パフォーマンスと主観的な
着用感の面から足関節サポーターの有用性について検討することである。

Ⅱ．対象と方法

１．対象
　スポーツ中に足関節捻挫を受傷した経験があり、主観的足関節不安定感を訴
える男子学生 15 名（年齢：21±1.07 歳、年齢範囲：19〜24 歳、身長：173.67±
4.19cm、体重：66±5.36kg、BMI：21.9±1.81、平均値±標準偏差）を対象とし
た。足関節不安定感は Karlsson らの足関節機能的安定性スコア１）が 100 点中 95
点以下で、かつ２年以内に下肢に骨折などの重篤な整形外科疾患の既往歴のない
ことを対象の条件とした。
　本研究は神戸国際大学リハビリテーション学部理学療法学科倫理委員会了承



− 62 − − 63 −

足関節捻挫用サポーターの効果

のもと、対象者に本研究の目的及び研究方法を口頭ならびに文面にて説明し、
本人の意思により本研究に参加する旨の同意書を得て行われた（承認番号　第
G2016-047 号）。

２．方法
　対象者の足関節不安定感を評価した Karlsson らの足関節機能的安定性スケー
ル１）（表１）で評価した。このスケールは「痛み」、「腫脹」、「主観的不安定感」、

「硬さ」、「階段昇降」、「ランニング」、「日常生活」、「装具の使用」の８項目で足
関節の不安定感を評価するスケールである。91−100 ポイントが「Excellent」、
81−90 ポイントが「Good」、61−80 ポイントが「Fair」、60 ポイント以下が

「Poor」とされ、合計スコアが低い方が、足関節の不安定感が強いことになる。

チェック項目 右 左

痛み

なし 20 20
練習中に 15 15
不整地を歩いている時 10 10
整地を歩いている時 5 5
常に痛む 0 0

腫脹
なし 10 10
練習中に 5 5
いつも 0 0

主観的不安定感

なし 25 25
年に１〜２回練習中に 20 20
月に１〜２回練習中に 15 15
不整地を歩いている時 10 10
整地を歩いている時 5 5
いつも 0 0

硬さ
なし 5 5
起床時または練習中に 2 2
常に 0 0

階段昇降
問題なし 10 10
不安定性があり不安 5 5
できない 0 0

ランニング
問題なし 10 10
不安定性があり不安を感じる 5 5
できない 0 0

日常生活

問題なし 15 15
スポーツを除いては問題なし 10 10
スポーツによって行うことが難しい 5 5
日常生活に支障をきたす 0 0

装具の使用
使用なし 5 5
練習中は使用 2 2
日常生活でも使用 0 0

表１．Karlsson らの足関節機能的不安定性スケール
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一般的に合計点が 81 ポイント以上であれば、足関節機能的不安定性は「なし」
と定義されている１）が、本研究では左右どちらかのスコアが 95 点以下を対象の
条件とした。低いスコア、また左右が同スコアの場合、対象者が強い不安感を訴
えた下肢を対象側とし、以下の３種類のパフォーマンステストを実施した。
①片脚左右跳び（図１）
　……　片脚左右跳びは対象側の下肢

で 30cm ラインを左右に 10 往
復跳び越えるのに要する時間を
計測した。サポーター着用時と
サポーター非着用時の２条件と
し、各条件で２回計測し、平均
値を記録した。片脚でラインを
越えなかった場合は再度測定を
行った。全てのパフォーマンス
テストは運動学習の影響に配慮し、サポーター着用時と非着用時の測定の順は
ランダムとした。また、各試行間には十分な休憩を取り、疲労感が結果に影響
しないよう配慮した。

②片脚前後跳び（図２）
　……　片脚前後跳びは対象側の下肢

で 30cm ラインを前後に 10 往
復跳び越えるのに要する時間を
計測した。サポーター着用時と
非着用時の２条件とし、各条件
で２回計測し、平均値を記録し
た。片脚でラインを越えなかっ
た場合は再度測定を行った。全
てのパフォーマンステストは運
動学習の影響に配慮し、サポーター着用時と非着用時の測定はランダムとし
た。また、各測定間には十分な休憩を取り、疲労感が結果に影響しないよう配
慮した。

図１．片脚左右跳び

図２．片脚前後跳び
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③Ｔ字走（図３）
　……　Ｔ字走は前方ダッシュ、左右サイドス

テップ、後方ダッシュの動きで、規定コー
ス完了に要する時間を測定した。５m×５
m のＴ字とした。計測はサイドステップ
開始を左側から開始する場合と、右側から
開始する場合の２種類とし、２種類×２回
で、サポーター着用時と非着用時の２条件
下の計８回実施した。左右の順番はランダ
ムとし、サポーター着用の有無で、左右の
各所要時間の平均値を記録した。目印であ
るテープを越えていない場合は再度測定し
た。

　サポーターはアンクルガード・ショート
AG-3（アルケア社製）（図４）を使用した。
　対象者の主観的評価はサポーター着用時の
パフォーマンステスト中の足関節の違和感と
安定感を０〜３の４段階で評価した。サポー
ター着用による違和感は３点：「全く違和感
がない」、２点：「あまり違和感がない」、１
点：「少し違和感がある」、０点：「すごく違
和感がある」とした。サポーター着用による
安定感は３点：「すごく安定感がある」、２点：「少し安定感がある」、１点：「あ
まり安定感がない」、０点：「全く安定感がない」とした。点数が高いほど装着コ
ンプライアンスが良好なことを示す。
　統計解析では各テストの結果の等分散性を事前に確認した。一標本ｔ検定を用
いて全対象者のサポーター着用時とサポーター非着用時のそれぞれのパフォーマ
ンステストの結果を比較した。次に Karlsson らの足関節機能的安定性スケール
で平均よりも高いスコアの対象者（高スコア群）と、低いスコアの対象者（低ス
コア群）のパフォーマンステストの結果は二標本ｔ検定を用いて比較した。統計
解析には PASW…Statistics…21 を用い、有意水準は p<0.05 とした。

図３．左Ｔ字走

図４．アンクルガード・ショートAG-3
（アルケア社製）
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Ⅲ．結果

　各パフォーマンステストは事前に、健常男性６名（年齢：21.3±0.5 歳、身長：
170.3±0.5cm、体重：60.8±0.5kg、BMI：21.01±1.26）を対象とし、検査内およ
び検者間信頼性を確認した（表２）。
　サポーター着用時と非着用時のパフォーマンステストの結果を（表３）に示
す。サポーター着用時と非着用時ではすべてのパフォーマンステストで有意な差
が認められなかった。着用安心感は 1.87±1.13 点、違和感は 1.07±0.60 点であっ
た。
　高スコア群、低スコア群のパフォーマンステストの結果を（表４）に示す。非
着用時では２群間で片脚左右跳びの結果に有意な差が認められなかったが、サ
ポーター着用時では低スコア群は高スコア群と比較して所要時間が有意に短縮さ
れた。

検者内信頼性 検者間信頼性
片脚左右跳び 0.97 1.00
片脚前後跳び 0.94 1.00

右Ｔ字走 0.94 0.98
左Ｔ字走 0.95 1.00

平均値±標準偏差
検者内信頼性は２回反復して測定した
検者内信頼性は２名の検者で測定した

非着用 着用
片脚左右跳び 15.25±1.72 15.94±1.65
片脚前後跳び 15.20±1.61 15.16±2.42

右Ｔ字走 14.75±1.00 14.90±1.73
左Ｔ字走 14.58±0.77 14.74±0.99

平均値±標準偏差

高スコア群 低スコア群
身長 173.44±5.00 174.00±3.00
体重 65.22±3.73 67.17±7.44
BMI 21.70±1.30 22.19±2.50

着用時の違和感 1.22±0.67 0.83±0.41
着用時の安定感 1.56±1.01 2.33±1.21

片脚左右跳び
非着用 15.36±0.81 16.80±2.25
着用 15.98±1.78 14.16±0.92 ＊

片脚前後跳び
非着用 15.10±1.46 15.36±1.93
着用 15.55±2.57 14.57±2.28

右Ｔ字走
非着用 14.86±1.15 14.58±0.80
着用 15.35±2.11 14.24±0.62

左Ｔ字走
非着用 14.67±0.73 14.45±0.87
着用 14.90±1.18 14.49±0.63

平均値±標準偏差
BMI:…Body…Mass…Index
＊；p<0.05

表２．各パフォーマンステストの検者内・検者間信頼性
（ICC：IntraclassCorrelationCoefficient）

表３．全対象のサポーター非着用、着用時の
パフォーマンステストの結果

表４．高スコア群と低スコア群の比較
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Ⅳ．考察

　本研究の目的は、足関節不安定感を有する対象者に対して足関節サポーターの
有用性についてパフォーマンスと主観的着用感の視点から検討することであっ
た。その結果、全対象者ではサポーター着用時と非着用時ではパフォーマンステ
ストの結果に有意差が認められなかった。また、サポーターを着用した際に足関
節安定感が高まり、着用による違和感にも大きな問題は認められなかった。しか
し、不安感の高い群は低い群と比較してサポーター着用時の片脚左右跳びの結果
が有意に短縮された。
　足関節捻挫はスポーツ時において最も発症頻度の高い外傷である。受傷直後に
炎症症状が起こり、受傷後１〜３日経過すると患部に腫脹の残存があっても熱感
や発赤は消失する。疼痛は重症度により疼痛の期間が変わる。軽度の場合、数日
から１週間程度で痛みは治まるが、重度の場合１カ月以上痛みが持続する場合も
ある。Boyce ら10）は受傷早期にエアキャスト装具などを用いた固定が、このよ
うな持続する疼痛や後遺症を予防できるとしている。また、慢性期においても関
節不安定性・炎症症状・筋力低下・可動域制限などが起こり、疼痛などの後遺症
や足関節捻挫の再発などを招きやすい。
　足関節捻挫後は前距腓靭帯損傷による前方不安定性、踵腓靭帯損傷による内反
不安定性をきたし易い。また、前方不安定性により距骨が前方に偏位すること
が、足関節背屈可動域制限の一要因としてあげられる11）。さらに、筋力低下は動
的な足関節の安定性を損ねる可能性が非常に高い。しかし、足関節捻挫はスポー
ツ現場では軽視される傾向にあり、受傷後に治癒が不完全な状態でスポーツを再
開することが多く見られる１）。このような現状からもスポーツ復帰時に関節の不
安定性を制動するテーピング、サポーターなどが足関節捻挫の予防および再発予
防に非常に重要になると考える。
　スポーツ時において、テーピングは目立ちにくく、制動力が高いことから選手
は好んで使用する傾向がある。しかし、テーピングを効果的に巻くにはスキルが
求められる。さらに、使い捨てのためコスト面にも問題がある。一方で足関節捻
挫用サポーターは着用感の問題や靴が履けないといった理由で敬遠されることが
多い。本研究の主観的着用感の評価では対象者はサポーター着用による違和感は
低く、パフォーマンステスト時の安心感が高まったと回答したことから、サポー
ターが着用時に違和感を与えるとは言いにくい結果となった。
　全対象者におけるパフォーマンステストの結果を比較した場合、サポーター着
用の有無による有意差が認められなかった。しかし、不安定感の高い群がサポー
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ターを着用した片脚左右跳びテストの結果は不安定感の低い群よりも有意に速く
なっていた。これらのことから、足関節捻挫後の不安定感をもつ全対象者にサ
ポーターが有効なのではなく、足関節にある一定以上の不安定感を感じる場合に
サポーターが有効となることが示された。
　また、３種類のパフォーマンステストの中で、片脚左右跳びだけに有意差が認
められた。サポーター、テーピングの効果は、足関節捻挫で多い内反や外反へ
の固定であるとされている12）。片脚左右跳び中には着地・踏切の際に足関節に内
反・外反になる肢位が求められるので、不安定感の強い対象者はサポーターによ
る関節制動が作用すること、そして主観的な安定感が高まったことにより、高い
パフォーマンスを発揮できたと考える。
　足関節捻挫後の固定法にはスポーツ中の足関節の過度な動きを制限し、外傷を
防ぐと共に、利用者に着用時の違和感やパフォーマンスに影響を与えないことが
重要である。本研究の結果から足関節捻挫用のサポーターはある程度以上の不安
定感をもつ対象者には不安定感を和らげ、違和感も少なく、片脚左右跳びのパ
フォーマンスを高めることができる有用な固定法であることが分かった。
　本研究の反省点として、以下の２点が考えられる。①サンプル数が少ないこ
と、②靴を履かずにテストを実施したため、サポーター着用時に滑りやすいと訴
えた対象者がいたことである。
　今後の課題として、どの程度の足関節不安定感でサポーターの効果が認められ
るか明らかにするべきである。また、現在様々なサポーターが開発されており、
その種類による効果の違いを比較する必要があると考える。
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