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Abstract

　In recent years, attention has been focused on toe flexor muscle strength which is a measure of flexion 
strength of a toe, as a new index indicating a relationship with a physical strength. For example, the 
relationship between toe flexor muscle strength and physical fitness in young people has been reported, 
but as far as we know, there are no reports regarding middle-aged and elderly women. Therefore, main 
research, we examined the relationship between toe flexor muscle strength and physical fitness in middle-
aged and elderly women. The toe flexor muscle strength and physical fitness were measured in 40 middle-
aged and elderly women (mean age 72.8 ± 8.2 years) living in the area. It was showed that the toe flexor 
muscle strength was associated with the body gravity sway (β=-0.378, p <0.012), vertical jump (β=0.275, 
p <0.001), and grip strength(β= 0.497, p < 0.005) of middle-aged women.
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原著

Ⅰ．緒　　言

近年，足趾の屈曲筋力を計測した足趾把持
力が体力との関係を示す新しい指標として注
目されている．足趾把持力は短母趾屈筋，長
母趾屈筋，虫様筋，短趾屈筋および長趾屈筋
の作用により起こり，手の握力に相当する筋
力として考えられている26）.また，足部機能
の一つである足趾把持力は，立位姿勢の保持
や歩行時の姿勢の安定，転倒を防ぐための重

心位置の調節に関与していることから23, 25），
特に中高齢者にとっては重要な筋力であると
考えられる．
足趾把持力と下肢筋力に関する報告におい
て，村田ら27）は，地域在住の高齢者の上下肢
筋力の代表値として頻繁に用いられる握力や
大腿四頭筋筋力よりも，足趾把持力の方が片
足立ちの保持時間に影響を与えていると報告
している．また，バランス評価でよく用いら
れる開眼片足立ち位での重心動揺の総軌跡長
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と下肢筋力である腸腰筋，大殿筋，中殿筋，
大腿四頭筋，ハムストリングおよび前脛骨筋
と足趾把持力に関する研究では，足趾把持力
が最も重心動揺と相関関係があることを報告
している23）．さらに，高齢者における下肢筋
力と立位動作能力との関係でも歩行速度と足
趾把持力が大腿四頭筋と同様に立位動作能力
において重要であることが確認されている3）．
従来は大腿四頭筋やハムストリングなどの主
要筋が重要とされてきたが，これらの研究結
果で示されているように，足趾把持力が他の
下肢の筋力よりも歩行速度や姿勢の安定，バ
ランス能力に極めて重要であることがわかる． 
足趾把持力と体力との関係性については，
安藤ら2）の研究によれば，女子大学生の足趾
把持力と新体力テスト項目である，握力，上
体おこしおよび立ち幅跳びとの間に有意な関
係が確認されている．また，Morita et al22）

による発育期の児童を対象とした研究では，
足趾把持力が高い児童ほど反復横とびや立ち
幅跳び，リバウンドジャンプといった下肢機
能に関わる体力が高いこと，また，男女の児
童を対象とした関ら32）の研究では，足趾把持
力と新体力テストにおける全ての項目におい
て有意な相関関係が得られたことを報告して
いる．さらに，山田ら39）の研究でも足趾把持
力と疾走速度との間に相関関係が認められ，
シューズ装着時よりも裸足の方が疾走速度が
速くなることを報告している．これらの先行
研究から，足趾把持力は下肢機能や走力，地
面をしっかり掴む動作や地面を意識する場面
において重要であることがわかる．
一方，高齢者における足趾把持力に関する
研究では，足趾把持力と開眼片足立ち時間お
よび10ｍ歩行時間との間に有意な相関関係が
認められているが5），立位バランスとの関係
は認められなかったという報告もあり29），見
解は統一されていない．以上の研究報告から，
足趾把持力は児童または大学生における体力
と大きく関連するが，中高齢者においては統
一した見解が見られない．
近年，サルコペニアやロコモティブシンド
ロームの予防が指摘されている通り，若年者

および中高齢者において，筋力低下や筋量の
減少，バランス能力の低下は，糖尿病などの
生活習慣病の有病率を高めることが指摘され
ている4）．Suwa et al33）の報告では，足趾把
持力や下肢筋力の低下は身体活動量の減少を
招く大きな原因であるとし，身体活動量の低
下は生活習慣病などの有病率を高めることを
報告している。したがって，足趾把持力と体
力との関係を明らかにすることは，高齢者の
健康の維持増進や介護予防の観点から極めて
重要と考える．また，近年，中高齢者におけ
る転倒予防の重要性が指摘されており，転倒
を未然に防ぐことが中高齢者の健康課題とさ
れている14, 34）．転倒を引き起こす要因として
は，立位保持能力，下肢筋力および敏捷性の
低下などが報告されている30, 31）．これらの身
体機能の低下には，立位姿勢の保持や重心位
置の調節に関与する足趾把持力の低下も関連
していると考えられることから，中高齢者に
おける足趾把持力と体力との関係を明らかに
することは重要であり，足趾把持力に関する
新たな知見につながる．加藤ら15）は，男性高
齢者より女性高齢者の下肢筋力の低下や骨密
度の低下，さらに転倒率が高いことを報告し
ている．特に中高齢女性は骨密度が著しく低
下しやすいことから，下肢機能やバランス機
能に関連する足趾把持力を維持することは，
中高齢女性の健康増進や介護予防において重
要と考える16, 18, 28, 30）．足趾把持力が下肢機能や
バランス機能の保持に関係していることを明
らかにすることができれば，中高齢女性の健
康増進や介護予防において重要な示唆を得る
ことができると考える．
そこで本研究では，中高齢女性の足趾把持
力に着目し，握力，重心動揺，垂直跳びおよ
び全身反応時間の体力因子との関係について
検討することを目的とした．

Ⅱ．対象者および方法

1 ．対象者
大阪市医師会が主催する健康のつどい

（2018年10月開催）において，体力測定に参
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ICC（1,1）は0.79を示し，測定の信頼性が
確認された．
足趾把持力の測定は，端座位にて膝関節
屈曲90度，足関節背屈 0度になるように下
肢の位置を決めた．さらに，足趾把持力計
バーを対象者の第 1中足指節関節に合うよ
うに調節し，平坦な床上に足を肩幅に開き，
両上肢を体側に下垂して上体を前方，後方
へ重心移動することがないように指示し
た．測定方法を十分に習得させた後，右・
左の順で左右 3 回測定し，左右それぞれ
の最高値の平均を算出して足趾把持力の
値とした．また，試行間の休憩時間は，
Trossman et al 38）の報告を採用し，60秒
の休息の後に再度測定を行った．

２ ）握力（竹井機器工業社製，T.K.K.5401）
人差し指の第 2 関節がほぼ直角になるよ

うに握り幅を調節し，握力計が身体や衣服
に触れないようにして力いっぱい握らせた17）．
測定は左右交互に計 4回実施し，左右それ
ぞれの高値の平均を算出して握力の値とし
た．

3 ）重心動揺（アニマ株式会社グラビコーダ 
　GP-31）

2 m前方の視標を注視させ，両脚立ちに
おける重心動揺を開眼にて30秒間測定し
た．測定は 1回とし，総軌跡長を重心動揺
の値とした21）．

加した中高齢女性40名（平均年齢72.8±8.2歳，
年齢範囲60-85歳）を対象に足趾把持力と体
力を測定した．対象者の選定にあたっては，
本研究の趣旨と内容について同意を得た者
で，体力測定の 5項目を行える者とした．ま
た，整形外科的疾患を有している者は対象者
から除外した．倫理的な配慮として，個人を
特定しないデータ収集・管理，本研究の目的
以外にデータを使用しないこと，個人情報の
漏洩防止に努めた．なお，本研究は神戸医療
福祉大学研究倫理委員会の承認（201910）を
得て実施した．

2 ．測定方法
足趾把持力と体力との関係を検討するため

に，全身の筋力の指標である握力，下肢機能
の指標である垂直跳び，調整力として重心動
揺，敏捷性や反応性を評価する全身反応時間
を測定した．また各測定方法については以下
に詳細に記述する．
1 ）足趾把持力
足趾把持力の測定は，竹井機器工業社製

（TKK3364）を用いて測定を実施した．さら
に，同一被験者を複数回測定した際の測定
値の信頼性として，1 回目，2 回目および
3回目の値を一元配置分散分析により級内
相関係数（ICC）を算出した．その結果，
右脚の足趾のICC（1,1）は0.77，左足趾の

写真１　足趾把持力測定
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4 ）垂直跳び（竹井機器工業社製，ジャンプ
　MD T.K.K.5406）

測定器のマット上に立たせ，腰に紐を巻
き付け，紐に緩みがないようにした．跳躍
前の立位姿勢の腰の高さを基準の 0 cmと
した．その場で膝を曲げ，腕を大きく振り
ながら真上に跳ばせた17）．測定は 2 回実施
して高値を垂直跳びの値とした．

5 ）全身反応時間（竹井機器工業社製，　T.K.K.
　5408）
膝を軽く曲げた状態で測定器のマット上
に立ち，発光時に両足がマットから離れる
ようにさせた9）． 5 回測定し，全測定デー
タの最高値と最低値を除く 3回の値の平均
を全身反応時間の値とした．なお，全ての
検査は，静寂な場所で行い，余計な刺激が
入らないように留意した．

3 ．統計処理
統計解析にはSPSS,Ver.21を用い，中高齢

女性の足趾把持力と体力の関係を検証するた
め，階層的重回帰分析を行った．投入した変
数間の多重共線性の有無を確認するため，相
関係数と変動インフレーション因子（variance 

inflation factor：以下VIFと略す）を算出し，
VIFは10を超えていないことを確認した．な
お，有意水準はp<0.05未満とした．

Ⅲ．結　　果

対象者の各体力測定の平均値と標準偏差を
表 1に示した．step 1 として，年齢を交絡因
子として調整するために強制投入法にて足趾
把持力を従属変数，年齢を独立変数とした．
step 2 として，ステップワイズ法にて足趾把
持力を従属変数，握力，垂直跳び，重心動揺
および全身反応時間を独立変数とし，表 2に
示した．足趾把持力と年齢（β=0.232，p 
<0.024）に有意な関係が示され，さらに，年
齢を交絡因子として調整すると，足趾把持力
と握力（β=0.497，p<0.005），垂直跳び（β
=0.275，p<0.001）および重心動揺（β =-0.378，
p<0.012）に有意な関係が示された．この回
帰式の決定係数はR 2=0.785（ p<0.001）であり，
足趾把持力の予測式として有意な関係が認め
られ，中高齢女性の握力，垂直跳びおよび重
心動揺においては，年齢を考慮しても足趾把
持力と関係があることが確認できた．

表1　体力測定項目の平均値と標準偏差（n=40）
平均値 標準偏差

足趾把持力（kg） 8.7 3.10
握　力（kg） 21.6 3.40
垂直跳び（cm） 23.0 4.90
重心動揺（cm） 58.3 21.6
全身反応時間（msec） 473.4 75.5

表2　足趾把持力の階層的重回帰分析（N=40）
測定項目 b SE β p VIF

年　齢 0.088 0.038  0.232* 0.024 1.763
握　力（kg） 0.454 0.112   0.497** 0.005 2.713
垂直跳び（cm） 0.175 0.067    0.275*** 0.001 1.981
重心動揺（cm） -0.054 0.018  -0.378* 0.012 2.945
全身反応時間（msec） -

R2    0.785*** 0.001
標準回帰係数（b）, 標準誤差（SE）, 標準化係数（β）, 有意確率（ p）

変動インフレーション因子（VIF）,VIF ＞ 10 で多重共線性の疑いが高いと判定される
*p＜ 0.05, **p＜ 0.01, ***p＜ 0.001
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下肢機能に関わる筋力は，介護予防の観点か
らも重要な体力因子であり，これらに大きく
影響を及ぼす足趾把持力は，今後，介護予防
においてより重要とされる筋力と考えられる．
最後に，足趾把持力と関係する因子として，
静的バランス能力の評価指標として用いられ
る重心動揺との関係性を確認できた．重心動
揺測定は，静止立位での姿勢保持の可否や安
定性の確認や，保持時間および重心動揺面積
を求めることができる10）．立位姿勢の保持は，
内耳からの平衡感覚，目からの視覚情報，ま
た，皮膚や筋，腱，関節などの体性感覚情報
が脳に伝えられ，脳は複数の感覚器からの情
報を統合して足や体幹の筋活動を調節すると
いう機序で行われている13）．重心動揺は年齢
と共に低下するだけでなく，転倒と密接に関
係しており，転倒者は非転倒者に比べて重心
動揺の面積が大きい11, 35）．足趾を含む足部は，
身体の支持や身体を前方に押しだす推進力の
役割を担い，歩行や姿勢制御に重要な役割を
果たしている6, 7, 23）．したがって，転倒予防や
介護予防の観点から，姿勢の保持やバランス
機能の調節には，足趾や足趾把持力が極めて
重要であるといえる．山口42）らは，健常成人
を対象に片足立ちでの重心動揺と足趾把持力
との間に有意な相関関係が認められたと報告
している．さらに，村田23）は，片足立ち時の
重心動揺に影響する筋力として大腿四頭筋よ
りも足趾把持力の方が大きく影響しているこ
とを報告している．また，足趾機能を高める
足底訓練において，足趾把持力の強化によっ
て，静的立位姿勢時の重心動揺に改善が認め
られた報告もある8, 26）．以上のことから，バ
ランス機能の調整や姿勢の保持には足趾把持
力が重要であることがわかる．一方，半田ら6）

によれば，足趾把持力と両足時における重心
動揺との関係性は認められず，足趾把持力が
重心動揺に及ぼす影響は少ないと報告してい
て統一した見解が得られていない．足趾把持
力とバランス機能との関係については今後も
検討していく必要があろう．

Ⅳ．考　　察

本研究の結果，階層的重回帰分析により年
齢を交絡因子として調整し，中高齢女性にお
ける足趾把持力と有意な関係を示した因子
は，握力，垂直跳びおよび重心動揺の 3項目
であった．
足趾把持力と関係する因子として，全身の

筋力の指標として用いられている握力との関
係性が確認できた．サルコペニアに関する研
究において，サルコペニア群と非サルコペニア
群では，サルコペニア群の握力が低値である
ことが明らかにされている12）．また，サルコペ
ニアは，手段的日常生活動作（Instrumental 
Activities of Daily Living : IADL）と関係が
あること37）や，握力や歩行速度の値が低い高
齢者ほどIADLを維持することが困難である
と指摘されている5）．さらに，村田ら24）の研
究では，握力よりも足趾把持力の方が加齢に
伴い低下するとされている．これらの報告か
らも足趾把持力は，日常生活において重要な
筋力であると考えられる．
次に足趾把持力と関係する因子として，跳
躍力や下肢パワーを示す垂直跳びとの関係性
が確認できた．垂直跳びなどの跳躍動作には，
膝関節伸展動作や足関節底屈動作に関わる筋
群が大きく貢献しており20），それらは姿勢制
御能力とも関係していることが報告されてい
る1）．田中ら36）の研究では，足関節底屈，背
屈の運動トレーニングにより垂直跳びの記録
が有意に増加したとしている．さらに関32）や
Morita et al22）の研究では，足趾把持力が高
い児童ほど，立ち幅跳びやリバウンドジャン
プと相関関係があると報告している．これら
のことから，跳躍動作には足趾把持力が大き
く関与しており，特に身体を前方へ押し出す
動作や上方へ跳ぶ動作を行う際には，足趾把
持力が重要となる．一方，近年では閉じこも
りや抑うつ状態の高齢者ほど垂直跳びが低値
を示し40, 41），身体活動水準レベルが高い者ほ
ど下肢機能である垂直跳びや反復横跳び，バ
ランス能力の値が高いことが明らかになって
いる19）．この報告からも，垂直跳びのような
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Ⅴ．本研究の限界

本研究において，足趾把持力と握力，垂直
跳びおよび重心動揺との間に有意な関係を確
認できたが，本研究で測定した以外の体力と
の関係を確認していないことから，足趾把持
力と体力の関係を言及するには限界がある．
今後は下肢筋力である大腿四頭筋，前脛骨筋
および下腿三頭筋などとの関連や，運動習慣
または生活習慣との関連を検証するなどし
て，足趾把持力に及ぼす影響を明らかにして
いく必要があろう．

Ⅵ．まとめ

中高齢女性における足趾把持力と体力との
関係について検討した結果，足趾把持力は握
力，垂直跳びおよび重心動揺との間で有意な
関係が示され，中高齢者にとって重要な筋力
であることが示唆された．
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