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サイドキック動作における足関節内反捻挫経験者群と非経験者群の Leg-heel-angle の比較

【要旨】

　足関節内反捻挫はスポーツ外傷のうち、最も損傷頻度が高いと報告されてい
る。また、先行研究の多くが足関節内反捻挫の代表的な受傷機転である歩行・走
行・着地動作に着目している。理学療法士の足部の評価として、下腿踵骨角 Leg…
Heel…Angle（以下、LHA）があり、今回はサイドキック動作における足関節内
反捻挫経験者群と非経験者群の LHA の比較をした。
　問診により条件を満たした足関節内反捻挫経験者群（以下、経験群）19 名と
足関節内反捻挫非経験者群（以下、非経験群）17 名にデジタルビデオカメラを
用いて静止立位時とサイドキック動作着地時の足部を後方から撮影した。成功し
たサイドキックを全て計測し、成功した中で最も着地時に LHA の値が大きかっ
たものを選択し、それを測定値とした結果、サイドキック動作時における経験群
の LHA と非経験群の LHA に統計学的な有意差はみられなかった。
　経験群は再捻挫を防止するため、足部筋群の働きにより動揺を抑制することが
示唆され、足関節内反捻挫の経験者は単に足関節の不安定性を有しているわけで
はなく、その他の要因によって再捻挫を誘発すると考えられた。

キーワード：足関節捻挫、Leg…heel…angle、サイドキック動作

【緒言】

　足関節捻挫はスポーツ外傷のうち、最も損傷頻度の高い外傷であることが報
告されている１）。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れ
ば、部位別傷害発生頻度において足関節捻挫が 69.7％で最も多く、単独傷害にお
いても足関節捻挫の発生件数が 14,376 件（14.4％）で最も多かった２）。これらの
損傷の多くは、足部または足関節の過度な内反を引き起こし、腓骨筋腱と外側側
副靭帯（特に前距腓靭帯）の損傷を伴う。損傷のメカニズムは、体重負荷時の足
部または足関節に強くて予期しない内反トルクを引き起こし、しばしば下腿の外
旋を続発する。足関節捻挫は高頻度で継続的に発生し反復することが特徴である
３）。森北４）はトップレベルのバレーボール選手 78 名のうち、91％が足関節捻挫
を経験しており、さらに 62％がその後２回以上の複数回捻挫を経験していると
報告している５）。足関節捻挫受傷後、応急処置や治療が行われない場合、疼痛や
腫脹、不安定感などの足関節不安定性が残存し、その割合は約 15〜60％と報告
されている６）。足関節捻挫の再発を繰り返し慢性化すると、不安定感や膝折れ等
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が起こり足関節不安定性または不安定症に移行する。不安定性が残存することに
より本来の競技能力を十分に発揮できなくなり、長期にわたって競技から離れる
ことを余儀なくされてしまうこともある７）。桜庭は足関節捻挫は高頻度で継続的
に発生し反復することが特徴であり、その治療・予防が大切となると述べてい
る８）。
　足関節部には強力な筋組織が少なく、その支持機構の大部分を靱帯に委ねてお
り、関節の運動や安定性に靱帯が極めて重要な役割を果たす。足関節捻挫によっ
てこれらの靭帯が損傷することで足関節の安定性は低下し、足部のアライメント
が崩れることが考えられる。また、足関節捻挫を繰り返すことによって生じる構
造的な変化として腓骨が後方偏位するといったマルアライメントが報告されてい
る。臨床において、踵骨の過剰な外反や扁平足、外反母趾など様々な足部のマル
アライメントがしばしばみられる。そういった場合、足部以外にも異常な姿勢や
動作を伴っている場合が多い。先行研究には足部からの運動連鎖や障害との関係
を調べた報告があることから、足部の異常は身体全体の異常を捉える上で重要で
あり、詳細な評価が必要とされる部位である。代表的な足部の評価として、静止
立位や歩行など動作中の下腿踵骨角 Leg…Heel…Anggle（以下、LHA）やアーチ
高率、前足部の動きなどが挙げられる９）。
　足部・足関節運動と足部アライメントの関連に関する先行研究の多くが歩行・
走行・着地動作に着目している。そこで今回、足関節内反捻挫の代表的な受傷機
転であるジャンプ動作とサイドステップ動作の複合運動であるサイドキック動作
と LHA の関連に着目する。サイドキック動作はバスケットボールやサッカーに
おいて大きな方向転換をする際に見られる。曲がろうとする方向とは逆の足（外
側の足）で床を蹴るようにして、もう一方の足を大きく踏み出す10）。サイドス
テップ動作やサイドキック動作等は横からの外力によって、足部に過剰な外側荷
重と足尖が内側を向いた toe…in を呈しやすい。toe…in での足関節内反の強制は足
関節捻挫を誘発しやすいと考えられる。LHA は後足部アライメントであり、下
腿骨（腓骨・脛骨）、距骨、踵骨がなす下腿と踵の肢位関係、後足部骨配列の位
置関係を示すものである。過去にサイドキック動作時の LHA について調べた研
究は存在しない。
　本研究の目的は、足関節内反捻挫経験者で LHA の値が大きくなるという仮説
を立て、足関節内反捻挫経験者と非経験者のサイドキック動作時と後足部のアラ
イメント指標である LHA の関連を検討する。
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【方法】

１．対象
　過去に足関節内反捻挫の既往があり、１年以内に下肢の整形外科的疾患を有さ
ないことを条件とした経験群 19 名と、過去に足関節内反捻挫の既往がなく、１
年以内に下肢の整形外科的疾患を有さないことを条件とした非経験群 17 名を対
象とした。足関節捻挫受傷後スポーツ活動を３日以上中止したものを捻挫の既往
ありとした。また事前に両群に関節弛緩性テストを行い、陰性であることを条件
に加え関節弛緩性の影響を除いた。
　全身関節弛緩性テストとして東大式を用い、手関節・肘関節・肩関節・膝関
節・足関節・股関節・脊柱の７項目を評価し、７項目中４項目以上陽性の場合、
全身関節の弛緩性あり10）とし全身関節弛緩性テスト陽性とした。

２．問診
　被験者に行った問診内容は、足関節捻挫の有無および初回足関節捻挫の時期、
再捻挫の有無および回数、内反捻挫時の受傷機転、捻挫時の医療機関受診の有
無、治療の有無を確認した。再捻挫は足関節内反捻挫受傷後、スポーツ活動を３
日以上中止したものと定義した。

３．測定機器
　サイドキック動作の解析は、ダートフィッシュ・ソフトウェア（株式会社ダー
トフィッシュ・ジャパン）のアナライザーを用いて解析した。
　足部アライメント評価は、後足部アライ
メント評価に用いられている LHA を測定し
た。LHA は足の第２趾尖を正面に、左右足
を平行（踵部間を 20cm 程度開ける）にして
立ち、膝窩中央から踵骨上縁を結ぶ線を３
等分した下 1/3（以下、下腿後面下 1/3 とす
る）と、アキレス腱中央を結ぶ線と踵骨中央
から結んだ線のなす角度の小数点第一位まで
を測定した。足部動揺は、ポイントとして
LHA の指標（図１）にシールを装着し、サ
イドキック動作着地時の LHA を測定した。

図１　LHAのシール装着部位
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４．測定手順
　開始位置から横 130cm11）のところ
にテープでラインを引き、ライン上に
着地するようにサイドキックを行っ
た（図２）。撮影にはデジタルカメラ

（CANONPENTAX…OptioRZ10）を使
用した。カメラは固定し測定終了まで
動かさず、カメラから着地地点の距離
も統一した。
　サイドキック動作を以下の手順で
行った。

（１）……開始肢位は上肢組んだ静止立位とし、進行方向と逆足の内側縁にラインが
くるように立つ。

（２）……検者の合図により被験者は 130cm 先（図２）のライン上に着地するように
真横に跳ぶ。

（３）……着地は進行方向と同側の足で行い、その後逆足を着地させ、開始肢位に戻
す。

（４）……数回練習後、成功試行を計測した。成功試行は、①開始地点から 130cm 先
のライン上に着地する。②着地時、足関節内外転中間位である。③着地後、
静止立位に戻る。上記３条件全てを満たしたものとした。

５．統計解析
　解析区間は足底全面接地から１秒間12）とし、LHA の値が最も大きいものを測
定値とした（回内は＋、回外は−とする）。データの解析には Shapiro-Wilk 検定
を用い、有意水準は 0.05 未満とした。

【結果】

　経験群におけるサイドキック動作時の LHA は 2.1°± 4.6°であった。一方、非
経験群における LHA は 2.9°± 3.8°であった。両者に回内方向への運動が見ら
れ、統計学的に有意な差はみられなかった。（P>0.05）

図２　開始位置から130cmの距離
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【考察】

　足関節外側靭帯を損傷している足関節内反捻挫経験者は動作時の足部不安定性
が増大するといわれている。そのため、我々は足関節内反捻挫経験者がサイド
キック動作の着地時に足部を制御することが困難になり、その LHA が内反方向
へ増大すると仮説を立て本研究を立案した。しかしながら、本研究の結果から、
サイドキック動作時における経験群の LHA と非経験群の LHA はともに外反方
向への運動が確認され有意な差はみられないことが明らかとなった。このことは
経験群がサイドキック動作の着地時に非経験群より LHA の値が増大する前に足
部の外転・回内筋群を収縮させ、足関節の内反方向への足部動揺を軽減させたこ
とにより LHA の値が減少した可能性がある。
　足部の不安定性に関しては、構造的不安定性と機能的不安定性の二つの視点か
ら述べられている。構造的不安定性は、関節構成体の損傷により生理学的な関節
可動域を逸脱し、副運動が増大して不安定性が残存している状態と定義されてい
る13）。足関節内反捻挫は前距腓靭帯を中心とした靭帯損傷を高確率で合併するた
め、靭帯の弛緩や断裂による構造的不安定性を残すと考えられる。また、機能的
不安定性は、構造的不安定性の有無にかかわらず、足関節捻挫受傷後に不安定感
が残存している状態と定義されている13）。この機能的不安定性に関しては、いく
つかの動作や腓骨筋反応時間の延長が報告されている。この原因としてメカノレ
セプターからの求心性情報の減少に起因する神経筋の協調性の破綻が考えられて
いる14）。しかしながら、足関節内反角度と腓骨筋群の反応の関係を詳細にする先
行研究が存在しておらず、足関節のどの角度に対しての腓骨筋群の反応なのか解
明されていない。さらに、健常群と足関節内反捻挫群での腓骨筋群の反応時間に

0.00
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6.00

8.00

con sp

図３サイドキック動作時の LHA（°）
バーは標準偏差を示す。

CON：足関節内反捻挫非経験群
SP：足関節内反捻挫経験群
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有意な差がないという報告もある15）。
　今回の研究で踏み切りから着地までで底屈位に強いられた足関節は非経験群よ
りも構造的不安定性が増している経験群において、早期に腓骨筋が反応したと推
察し、そのため着地１秒間での LHA に有意差がなかったと考える。腓骨筋が経
験群で早期に反応し収縮した要因には、構造的不安定性による踏み切りから着地
での足関節内反角度の増加が考えられる。我々が仮説として考えた足部の動揺に
よる LHA の増大は、今回測定を行った着地から１秒間ではなく、足関節底屈を
強いられ不安定性が増す踏み切りから着地直前で動揺が起きているかもしれな
い。しかし、本研究結果より、サイドキック動作における着地時の経験群と非経
験群の LHA に有意な差がないことが明らかになった。経験群は再捻挫を防止す
るため、着地時の足部・足関節筋群の働きにより動揺を抑制することが示唆され
た。足関節内反捻挫経験者は単純な動作によって足関節の不安定性を有している
わけではなく、その他の要因によって不安定になり再捻挫を誘発すると考えられ
ため、その様々な要因について研究することが臨床的意義になると考える。
　本研究では被験者は足部に集中し、疲労を可能な限り取り除いた環境下で検査
を行った。足関節捻挫は運動による集中力低下および疲労がある状態で受傷する
と考えられる。本研究では、本来の受傷機転に近い状態と異なっていることから
結果に影響した可能性があり研究の限界と考えられる。
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