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要旨：〔目的〕本研究は，端座位と立位で測定した足趾把持力と，その際の下腿筋活動を
比較し，足趾把持力測定における姿勢の影響について検討した。〔対象と方法〕健常成人
女性20名を対象に，端座位と立位の測定条件で足趾把持力と，その際の腓腹筋内側頭，ヒ
ラメ筋，前脛骨筋の積分筋電図を測定し，最大随意等尺性収縮に対する積分筋電図（%
IEMG）を算出して比較した。〔結果〕足趾把持力は，端座位と立位間で有意差は認めら
れなかった。下腿筋活動の比較では，腓腹筋内側頭の％IEMGにおいて端座位の方が立位
に比べて有意（p＜0．01）に高かった。ヒラメ筋と前脛骨筋では測定条件間に有意差は認
められなかった。〔結語〕足趾把持力が姿勢に影響されずに測定可能であることが示唆さ
れた。また，腓腹筋内側頭の％IEMGに有意差を認めたことから腓腹筋が筋力低下してい
る場合，端座位では足趾把持力の測定値に影響する可能性が示唆された。
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Abstract: [Purpose] This research considers the effects of posture on toe flexor strength
measured for a subject positioned on the edge of a seat and upright, and compares crural
muscle movement to study the effects of posture on toe flexor strength.
[Subjects and method] Toe flexor strength was measured for twenty (20) healthy adult fe-
male subjects positioned on the edge of a seat and standing. An integrated electro-
myogram was used to measure the medial gastrocnemius muscle, soleus muscle, and the
tibialis anterior muscle at this time, calculate %IEMG for maximum isometric voluntary
contractions, and compare to measured toe flexor strength.
[Results] No significant difference in toe flexor strength was found between the position at
the edge of a seat and standing. Comparison of crural muscle movement shows that seat
edge position was significantly higher (p<0.01) compared to the standing position for
%IEMG of the medial gastrocnemius muscle. No significant difference between measure-
ment conditions for the soleus muscle and tibialis anterior muscle was found. [Conclusion]
It has been suggested that toe flexor strength can be measured without being affected by
posture. The finding of a significant difference in the %IEMG of the medial gastrocnemius
muscle also suggests that when gastrocnemius muscle strength is reduced, values ob-
tained when toe flexor strength is measured for a subject positioned on the edge of a seat
will be affected.
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ａ．端座位 ｂ．立位
図1 端座位と立位における足趾把持力測定場面

Ⅰ．はじめに
理学療法において，対象者の能力を把握するために

粗大筋力を測定することは多い1）。なかでも，力量計
で簡便に測定できる握力は，上肢の粗大筋力の指標2）

のみならず，体力レベルの指標1）とされている。また，
高齢者の握力は，下肢や足趾の筋力3），片足立ち能力4），
および基本的Activity of Daily Living（以下，ADL）
の自立度5）との関連などが報告されており，重要な指
標の一つとして広く地域や臨床で用いられている。こ
のような背景から，握力に関する注目度は高く，測定
姿勢や肢位1，6），測定回数2），再現性6，7），上肢筋活動8）

などの検討が行われてきた。その中で，最大握力を発
揮する場合，多関節筋や手関節背屈角度など固定筋腱
作用（tenodesisi action）や手関節周囲筋の影響9－11）を
受けることが報告されている。
一方，足趾把持力は，短拇趾屈筋，長拇趾屈筋，虫

様筋，短趾屈筋，長趾屈筋の作用による複合運動であ
り，手の握力に相当するもの12）と考えられ，足底と地
面との摩擦を高めて身体の支持性を向上させる機能を
持ち13），歩行や姿勢制御に重要な役割を果たしている14）。
しかし，握力の測定方法とは異なり，測定姿勢や肢位
に関する十分な検討は行われていない。
先行研究における足趾把持力測定の多くは，端座

位12，15，16－18）で行われている。端座位の測定では，立位
が困難な対象者にも測定できる利点がある。しかし，
歩行時の推進力19），あるいはバランスを崩した際の姿
勢制御として機能する足趾把持力は，立位での活動が
要求される。また，足趾把持力への介入においても臥
位や座位よりも荷重下である立位が効果的17）といわれ
ている。
そこで本研究は，測定肢位を検討する一つとして端

座位と立位の2条件で測定した足趾把持力を比較した。
また，握力測定時の手関節周囲筋の作用と同様に足関
節周囲筋である下腿筋の影響・作用について検討する
ため，足趾把持力測定時の腓腹筋内側頭，ヒラメ筋お
よび前脛骨筋の筋活動についても測定し，足趾把持力
測定における姿勢の影響について検討した。

Ⅱ．方 法
1．対 象
下肢に整形外科的疾患および疼痛や外傷などの既往
がない健常成人女性20名を対象とした。対象者の平均
年齢は21．6±1．0（20－25）歳，平均身長は158．6±4．3
（155．0－173．0）cm，平均体重は51．8±5．1（45．0－

63．0）㎏であった。
対象者には本研究の趣旨と内容，個人情報の漏洩へ
の注意などを十分に説明した。また，研究への参加は
自由意志であり，研究同意の撤回がいつでも可能なこ
とを説明し，書面にて同意を得てから開始した。なお，
本研究は，所属機関の研究倫理委員会の承認（RS
1208283）を受けて実施した。

2．測定方法
1）足趾把持力の測定
ボールを蹴る際の肢を利き足（対象者の90．0％が右
足）とし，その利き足で足指筋力測定器T.K.K．3362
（竹井機器工業社製）を用いて足趾把持力（㎏）を測
定した。測定時には，足指把持力計の把持バーを被験
者の第1中足指節関節に合うように調節した。数回の
練習後に休息を設けながら1回3から5秒間で，2回
の測定を行い，その最大値を代表値として採用した。
測定肢位は端座位と立位の2条件とした。端座位は
高さが調節可能な治療台上に体幹垂直位，両上肢は
ベッドを把持，股関節および膝関節は屈曲90度位，足
関節は底背屈中間位とした（図1－ａ）。立位は平坦
な床上に歩隔を肩幅に開き，足指把持力計の高さに合
わせるために非測定肢には補高で調節した上で足関節
を内外転および底背屈中間位，両上肢を体側に下垂さ
せた（図1－ｂ）。なお，端座位と立位の測定順序は
ランダムに行った。

2）表面筋電図の測定
被験筋は，足関節周囲筋の表面筋電図で導出可能で
ある腓腹筋内側頭，およびヒラメ筋，前脛骨筋の3筋
とし，端座位および立位における足趾把持力測定時の
筋活動量を測定した。表面筋電図の測定は双極誘導法
で行い，電極はプリアンプ内臓パラレルバー電極DE
－2．1（Delsys 社製）を用い，皮膚処理を十分（皮膚
抵抗5kΩ以下）に行った上で，Perotto21）の記述を参
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表1 端座位と立位における足趾把持力測定時の％IEMG（n＝20）

端座位 立位
腓腹筋内側頭 39．9±21．4％ 26．5±18．5％＊＊

ヒラメ筋 42．8±26．1％ 37．0±21．4％
前脛骨筋 30．8±19．3％ 35．4±17．8％

（平均値±標準偏差） ＊＊：p＜0．01

考にして腓腹筋内側頭，ヒラメ筋，および前脛骨筋の
3筋に対して筋走行に沿って電極間の距離を約2㎝で
貼付した。すなわち，腓腹筋内側頭では膝窩皮線より
5横指遠位内側部，ヒラメ筋は腓腹筋内側頭筋腹の遠
位部でアキレス腱の内側前面部分，前脛骨筋は脛骨粗
面より4横指遠位部で脛骨稜より1横指外側部分にそ
れぞれ貼付した。計測された表面筋電図信号は，デー
タ収集・解析システムML846PowerLab4／26（ADIn-
strument 社製）を用い，サンプリング周波数1，000Hz
にてA/D変換を行い，帯域幅を20－500Hzとして
パーソナルコンピュータに取り込んだ。
最初に，3つの被験筋の最大随意等尺性収縮（Maxi-
mum Voluntary Contraction; MVC）を端座位にて測
定した。端座位並びに立位における足趾把持力測定時
の表面筋電図は，随意収縮力発揮のピークを中心とす
る3秒間において，前後1秒間分を除いた中間1秒間
の積分筋電図（Integrated Electronmyogram; IEMG）
を解析対象とした。
表面筋電図の解析には，測定・解析ソフトウェア

LabChart Pro v7．3．5（ADInstruments 社製）を使用
し，得られた IEMGは各筋の端座位におけるMVC
時の測定値を基準に正規化（%IEMG）した。
3）統計処理
統計処理は，得られたデータが正規分布に従わな

かったため，端座位と立位における足趾把持力，およ
び各筋の％IEMGの比較にはWilcoxon 順位付符号検
定を用い，統計学的有意水準を5％とした。

Ⅲ．結 果
1．足趾把持力の比較
端座位での足趾把持力は平均18．54±3．51㎏，立位
では平均19．18±4．12㎏であり，測定条件間に有意差
は認められなかった。

2．筋活動の比較
足趾把持力測定時における腓腹筋内側頭，ヒラメ筋
および前脛骨筋の筋活動を端座位と立位間で比較する
と，腓腹筋内側頭の％IEMGは，端座位の方が立位に
比べて有意（p＜0．01）に高かった。一方，ヒラメ筋
と前脛骨筋の％IEMGには有意差は認められなかった
（表1）。

Ⅳ．考 察
本研究は，端座位と立位という測定姿勢の影響を検
討するために足趾把持力と，その際の下腿の筋活動を
比較した。その結果，端座位と立位の足趾把持力に有
意差を認めなかった。このことから，足趾把持力が姿
勢に影響されずに測定可能であることが示唆された。
足趾把持力の測定で多く用いられている端座
位12，15，16－18）は，立位が不安定もしくは困難な対象者に
も測定できるという利点があり，測定に適した姿勢と
考えられる。
下腿筋活動において端座位の腓腹筋内側頭の％
IEMGが立位よりも有意に高かった要因として，端座
位における腓腹筋による足関節固定作用と足趾把持動
作への共同作用，および張力－長さ曲線22）による影響
を推察した。握力の場合，浅指屈筋による肘伸展方向
へのモーメントと総指伸筋による肘屈曲方向へのモー
メントの共同的作用8）によって手関節を固定する。こ
れと類似した現象として，足趾把持動作に拮抗する足
趾伸筋および足関節背屈筋群の作用に対する足関節固
定のために腓腹筋が活動すると考える。この腓腹筋の
活動は，足部に荷重されない端座位で高まるが，腓腹
筋を含めた抗重力筋の活動が必要最小限23，24）となり，
荷重下で骨・靭帯性の支持作用も働き，膝関節伸展位，
足関節底背屈中間位の肢位に固定される立位では低く
なるため，端座位と立位の腓腹筋内側頭％IEMGに有
意差を認めたものと考えられる。また，足趾把持動作
に作用する長拇趾屈筋と長趾屈筋は，腓腹筋と同じ足
関節底屈・回外作用25）を有し，これら筋が共同作用す
ると考えられる。端座位は膝関節屈曲位であり，腓腹
筋の筋長が静止長よりも短縮するために活動張力が減
弱26）する。その減弱を補うために運動単位の活動増加
やインパルスの同期化27）が生じて活動が高まったもの
と考える。その他，立位における姿勢制御の影響とし
て，立位で足趾把持動作を行う場合，重心を後方に移
動して前足部の屈曲動作を可能とする必要性がある。
重心線が足関節の後方を通る場合，足関節背屈筋であ
る前脛骨筋や長趾伸筋が活動する22，28）ために相反する
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腓腹筋の活動が抑制され，立位の腓腹筋内側頭の％
IEMGが端座位に比べて低くなったと考えられる。こ
のことは，有意差は認められなかったものの前脛骨筋
の％IEMGは端座位よりも立位の方が高かったことか
らも推察される。本研究の結果から，腓腹筋の筋力が
低下し，端座位において必要な筋活動ができない場合，
端座位における足趾把持力の測定値に影響を与える可
能性が考えられる。
一方，ヒラメ筋と前脛骨筋の％IEMGには，端座位

と立位間に有意差は認められなかった。この理由とし
て，下記の事項を推察した。ヒラメ筋と前脛骨筋のよ
うな単関節筋は，大きな運動ではなく関節の固定に作
用29）する。これら作用に，姿勢の影響が少なかったと
考える。また，ヒラメ筋および前脛骨筋は膝関節を介
さない単関節筋である。端座位および立位姿勢におい
て，張力－長さ曲線の関係に差異がないことから，筋
活動に有意差を認めなかったと推察した。
本研究は，健常成人の女性を対象としているため，

今回の結果が虚弱高齢者や筋力低下，立位が不安定な
対象者の場合も同様の結果となるとは限らない。今後
は，虚弱高齢者や男性など被験者による影響，非荷重
下など測定条件の影響について検討することが課題で
ある。
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