
高齢者の転倒と足指機能との関係
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要旨：［目的］高齢者の足指機能が過去一年間の転倒経験と関係するかを調査した。［対象］対

象は地域在住の女性高齢者25名（平均年齢71± 5 歳）とした。［方法］足指機能は，足指押力，

足指押力が最大値に到達するまでの所要時間（最大値到達時間），筋力発揮時の継時的波形を

測定した。また，過去一年のあいだに経験した転倒経験ならびに転倒しそうになったニアミス

経験について調査した。［結果］転倒・ニアミスあり群の足指押力は，なし群よりも有意に低

かった。また，転倒・ニアミスあり群の最大値到達時間は，なし群よりも有意に遅延してい

た。さらに，転倒・ニアミスあり群の波形は，筋力発揮時や脱力時にも上下に乱れて安定しな

かったのに対し，なし群の波形は滑らかに筋力を発揮し，また脱力できていた。［結語］足指

機能は，地域在住の女性高齢者の転倒と関わりがある可能性が示された。
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Ⅰ．はじめに

高齢者が死に至る原因の第 5位は「不意の受

傷によるもの」となっている。このうち 2 / 3

は，転倒によるものとされる。注目すべきは，

転倒によって亡くなる人の約 2 / 3 は65歳を超

えることである1,2)。高齢者の転倒原因は，生

理学的な要因や身体機能，環境などの外的要因

などさまざまである。この身体機能はバランス

能力と関わりが強く，バランス能力は神経機

構，感覚系機能，認知機能，筋機能，骨関節機

能などで構成されている。したがって，これら

の機能が低下するとバランスに障害を生じる。

これらの要因は，単独で障害されることは稀

で，複数の機能が同時に低下することで転倒リ

スクが高まる。実際に，地域の高齢者を調査し

た先行研究3) によると，転倒の危険要因を抱え

ない者の転倒リスクは 8％であったのに対し，

危険要因を複数抱える者は転倒リスクが78％に

まで高くなると報告されている。このバランス

能力低下は，基本動作にまで影響を及ぼし，さ

らに活動性の低下を引き起こし閉じこもりへと

つながる。このことから，高齢者の転倒予防を

目的とした身体機能の把握が必要であることが

わかる。身体機能の低下がバランス能力の衰退

にどのような役割を果たすのかを理解すること

は，高齢者の転倒予防の助けとなるであろ
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う4)。

通常，高齢者では加齢変化により筋が反応す

るまでの開始時間に遅延が生じる。また，その

反応が少ないために姿勢制御が障害される5)。

その結果，崩れた姿勢から再びバランスを取り

戻すには長い時間が必要となる。すると，予測

的すなわち先を見越したバランス制御を行おう

とした時，姿勢反応の活動が遅延することが頻

繁に起こる。これが，ドアを開けたりするよう

な遂行課題で不安定性を生じる原因となる6)。

物品を持ち上げたり運搬したりといった運動課

題で，身体を安定化する能力が低下すること

は，高齢者に起こる転倒の主たる原因となって

いる可能性がある。このように，高齢者の転倒

には随意的な反応時間の遅延や筋力の弱化が転

倒に影響していることが予想される。そこで，

本研究は地域在住高齢者の足指機能が転倒と関

わりがあるかについて調査を行うこととした。

Ⅱ．方 法

1．対象

対象は，体力測定会への参加希望者を募集

し，それに応じた地域在住の女性高齢者25名と

した。対象者の平均年齢は71± 5 歳であった

（表 1 ）。対象の取り組み基準は，研究への参加

に同意が得られること，要介護認定を受けてい

ないこと，麻痺などの明らかな神経症状が見受

けられないこととした。対象の除外基準は，研

究参加への同意が得られないこと，腰痛や膝痛

などの疼痛や疲労などの理由により計測が実施

できない者とした。なお，対象者は自家用車や

自転車，あるいは徒歩により自ら調査に参加で

きる程度に自立した高齢者であった。

対象者には，あらかじめ研究の趣旨と内容を

十分に説明し，研究参加の同意を得たうえで研

究を開始した。研究の参加は自由意志であるこ

と，調査に協力しないことや途中で中止した場

合であっても対象者の不利益を生じることがな

いこと，計測後においても同意を撤回できるこ

とを説明した。

2．方法

測定項目は，足指押力，足指押力が最大値に

到達するまでの所要時間（最大値到達時間），

筋力を測定している時の継時的な波形，過去一

年のあいだに経験した転倒ならびに転倒ニアミ

スについて調査した。

足指押力は，足指押力測定器7)（竹井機器工

業）を用いて測定した。対象者の測定肢位は端

座位とし，両上肢は胸の前で組ませた。また，

体幹は垂直位とし，股関節および膝関節は90度

屈曲位とし，足関節は中間位とした。足指の押

す力を測定するフォースプレートには，母指球

などが触れないように留意し，足指のみがセン

サー部分に乗るように測定器の位置を調整し

た。足指押力の測定時間は 5秒間とし，最大努

力下で足の指全体を床方向へ押し続けさせた。

その後，5秒間の脱力を行わせ，それを 3回繰

り返すように指示した。足指がフォースプレー

トに力を加える際には，体幹を前屈して足指に

体重を荷重したり，足関節を底屈して力を加え

たり等，足指の筋力以外の影響が測定値に反映

されないように注意した。測定は，あらかじめ

練習をした後に，左右 1 回ずつ行った（図 1 ）。

足指押力は，足押力測定器からストレインアン

プ TSA-110（T.K.K.1268，竹井機器工業）に

出力され，A/D コンバーター（T.K.K.5721，

竹井機器工業）を介してデジタル変換した信号
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表 1 対象の属性

女性 （人） 25

年齢 （歳） 71.4（5.2)

身長 （cm） 150.0（4.4)

体重 （kg） 48.2（6.6）

BMI （kg/m2） 21.4（2.9）

平均値（標準偏差）



をパソコンで読み込んだ。継時的に出力される

測定値は波形として表示され，その波形はパソ

コンに保存された。その波形を CSV データに

数値変換し，最大値を足指押力として採用し

た。足指押力の最大値到達時間は，取り込まれ

た波形と CSV データから最大値到達時間を二

人の検者により選択し，採用した。

転倒歴は，過去一年のあいだに経験した転倒

の有無について対象者に口頭で質問し，対象者

に想起してもらう聞き取り法にて調査した。併

せて，同様の方法で過去一年の間に転倒しそう

になった転倒ニアミスについて調査した。転倒

を経験した者と転倒ニアミスを経験した者を

「転倒あり群」に，転倒と転倒ニアミスともに

経験していない者を「転倒なし群」に分類し

た。

統計解析は，転倒あり群と転倒なし群の足指

押力を Mann-Whitney 検定にて比較した。ま

た，転倒あり群と転倒なし群の最大値到達時間

を Mann-Whitney 検定にて比較した。統計解

析には SPSS Statistics 23（IBM）を用いた。

Ⅲ．結 果

対象者25人のうち，過去一年のあいだに転倒

とニアミスを経験した者は 9人，転倒・ニアミ

スともに経験しなかった者は16人であった。転

倒・ニアミスの発生率は36.0％であった。足指

押力の平均値は6.41±2.64kgf であり，足指押

力の最大値到達時間は，平均 4,349.60 ±

1,617.55msec であった。次に，転倒・ニアミ

スの有無別に足押力を比較した結果，転倒あり

群（4.62±2.41kgf）の方が転倒なし群（7.42

±2.25kgf）よりも有意（p ＜0.01）に低値で

あった（図 2 ）。また，転倒・ニアミスの有無

別に最大値到達時間を比較した結果，転倒あり

群（4,880.00±1,494.64msec）の方が，転倒

なし群（3,406.67±1,448.40msec）よりも有

意（p ＜0.05）に遅延していた（図 3 ）。

Ⅳ．考 察

今回，足指機能と地域在住高齢者の転倒との

関わりについて調査した。本研究の対象者に発

生した転倒ならびにニアミスの発生率は合計で

高齢者の転倒と足指機能との関係 45

図 1 足指押力の測定方法の説明風景

あらかじめ測定方法を説明し，練習を行ってから測定を開始した。

足指だけで力を加えるように注意した。
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図 2 転倒・ニアミスなし群と転倒・ニアミスあり群の足指押力の比較

Mann-Whitney 検定，＊＊ p ＜0.01
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図 3 転倒・ニアミスなし群と転倒・ニアミスあり群の最大値到達時間の比較

Mann-Whitney 検定，＊ p ＜0.05
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図 4 -A 転倒・ニアミスなし群の足指押力の波形

転倒経験のない者の足指押力の継時的な波形の代表例を示す。

縦軸は足指押力を示し，横軸は左から右へと時間が経過していることを示してい

る。

筋力はスムーズに発揮でき，波形もほぼ垂直に立ち上がっている。

また，脱力もスムーズに行えており脱力を維持できている。

10,000
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1,000

図 4 -B 転倒・ニアミスあり群の足指押力の波形

転倒・ニアミス経験ありの者の足指押力の継時的な波形の代表例を示す。

足指押力が最大値に到達するまでに繰り返し上下し，また維持し続けることがで

きていない。

脱力しようとしてもスムーズに脱力できず波形が上下している。



36.0％であった。通所リハビリテーションサー

ビスを利用する在宅障害高齢者を対象とした先

行研究によると，転倒・ニアミスの発生率は

55.5％であったと報告されている8)。本研究の

転倒・ニアミス発生率は，先行研究と比較する

と低値である。これは，先行研究の対象者が在

宅障害高齢者であるのに対し本研究の対象者は

元気な地域在住高齢者であったからであろう。

次に，転倒・ニアミスの有無別に足指押力を

比較した結果，転倒あり群の方が転倒なし群よ

りも低い値を示した。つまり，転倒やニアミス

を経験する高齢者の足指押力は，何らかの影響

により低下している可能性がある。このことか

ら，高齢者の足指押力は転倒と何らかの関係が

ある可能性が示された。ただし，本研究は女性

のみを対象としたため，今後は男性においても

本研究の結果が適応できるのか，継続した調査

が必要である。一方，足指機能評価の内容妥当

性について検証された先行研究9) によると，足

趾把持力では重心動揺および FRTと有意な相

関が認められたものの，足指圧力は有意な相関

が認められなかったと報告されている。これ

は，本研究の結果とは異なる結果を示してい

る。先行研究の対象者は健常成人女性であった

のに対し，本研究の対象者は地域在住高齢者で

あった。このことにより，足指機能とバランス

能力との関わりについて異なる結果を呈した可

能性がある。いずれも推論の域をでないが，足

指機能の評価は，年齢や身体機能の状態に影響

されるのかもしれない。今後の検討課題とし

た。

次に，転倒あり群の足指押力最大値到達時間

は，転倒なし群よりも遅延していた。これは，

本研究の対象者は元気な地域在住高齢者であっ

たことを考えると，加齢変化に加えて日頃の運

動習慣などが影響したものと推察した。高齢に

なると，誰もが神経の働きが低下し，筋自体の

収縮速度が低下する。その理由は，60歳を過ぎ

ると加齢とともに運動ニューロンの数が減少す

るからであり，運動不足の場合はとくに速い速

度での筋活動が困難となる10,11)。だが高齢者

であってもトレーニングを行うことで若年者と

同様のトレーニング効果が得られ，加齢によっ

て失われた筋力や筋パワー（筋力×筋収縮速

度）を補うことも可能である12)。今後は，転

倒あり群の足指押力においてもトレーニング効

果が得られるのか検討する必要があろう。さら

に，最大値到達時間は，転倒あり群では平均

4.9秒程度であったのに対し，転倒なし群では

平均3.4秒程度であった。足指機能の測定方法

が異なるので純粋に比較することはでいない

が，20代健常成人の足指把持力の最大値到達時

間は0.66±0.26秒であったと報告されてい

る13)。この値と本研究の結果を比較すると，

転倒なし群であっても最大値到達時間は遅延し

ていることは明らかであり，足指機能にも加齢

による影響があると考えられる。さらに，転倒

あり群と転倒なし群とのあいだに約1.5秒程度

の差が認められた。この約1.5秒の差が転倒と

関わりがあると思われた。

本研究は地域在住高齢者の足指機能と転倒と

の関わりについて調査した。その結果，転倒あ

り群の足指押力は転倒なし群よりも低下してお

り，また足指押力の最大値到達時間が遅延して

いた。これらのことから，地域在住高齢者の足

指機能は転倒と関わりがあることが明らかと

なった。
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