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【要旨】 

超高齢社会のわが国において、入院患者の退院後の身体機能を縦断的に追跡していくことは重要な課題である。 

しかし、入院患者を対象として使用されている身体機能評価は在宅・地域高齢者では時間的・環境的制約を受けや

すい。最大一歩幅(Maximal Step Length:以下 MSL)は簡便かつ短時間で実施可能であり、難易度も高いバランス評

価指標である。本研究では、MSLの検査者・環境による再現性に関する知見を得たため、以下に報告する。 
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【はじめに】 

急速に進行する高齢化に対し、わが国では地域包括

ケアシステムの構築が進められ、様々な地域で高齢者

に対する健康増進事業や介護予防事業が進められてい

る 1)。地域高齢者が要介護状態となる主な原因として

転倒・骨折が挙げられ 2)、その予防対策が急がれてい

る。高齢者は若年者と比較して加齢とともに著しい身

体機能の低下をきたすことから、縦断的に身体機能を

追跡していくことが重要である。歩行やバランス能力

の客観的評価指標としてTimed Up & Go test(以下 T

UG)やBerg Balance Scale(以下 BBS)は高い信頼性を

認めるという報告は多数見受けられる 3)が、環境・時間

的制約を受けやすい。望月は、臨床的バランス評価指

標に関するアンケート調査において、測定時間が短い

ことが重視されていたと報告している 4)。 

最大一歩幅(Maximal Step Length：以下 MSL)は武

藤らが推奨する健脚度の項目の1つである 5)。MSLは下

肢筋力や TUG との関連が報告されており 6)-7)、バラン

ス能力の評価指標としても有用である。MSL は静的立

位から一側下肢を前方に大きく踏み出し、もう一方の

下肢をそろえる動作の軸足のつま先から踏み出したつ

ま先までの距離を測定する。この動作特性から、足底

や床面素材による影響が考えられるが、この点に関し

て検討した報告はない。また、MSLの測定値を身長や下

肢長で正規化した数値を用いた報告がある 8)-10)が、MS

L の測定値がどの程度体格の影響を受けるかに関して

検証した報告はない。 

本研究では、足底面や、床面素材を変えることによ

る MSL の再現性を検証するとともに、MSL と身体的特

徴との関係性を検討することとした。 

 

【対象と方法】 

1) 対象者 

被検者は当院リハビリテーション課に在籍する

男性30名のうち、バランス能力に影響を及ぼす疾

患を有するもの、運動時痛があるもの、研究活動

に賛同されないものを除外した25名とした。なお、

本研究は西堀病院倫理委員会の承認を受けており

(倫理審査承認番号-67)、対象者には本研究の趣旨、

内容、調査結果の取り扱いなどに関して口頭で説

明し同意を得ている。 

2) 測定項目および測定方法 

被検者の年齢・身長は問診にて聴取した。下肢

長は棘果長(上前腸骨棘から内果までの距離)、股

下長(恥骨結合から床面までの距離)を左右 1回測

定し、その平均値を算出した。 

3) MSL 

MSL は身体教医学研究所で開発された方法に準

じて測定した(図 1)。本研究では視線の指示はせ

ず、Step後、5秒静止困難な場合は再測定した。

検査者は4年目(A)、7年目(B)、9年目(C)の理学

療法士3名とした。MSLは異なる接地面を2条件、

靴装着の有無 2条件を、右下肢をステップ側とし

た計4条件を2回ずつ測定した。被検者は1日に

左右各 1 回の測定を限度とし、2 名以上の検査者

の同一日の測定を避けた。 

4) MSLの測定条件 

(1) 接地面条件 

200㎝の線に50㎝間隔で目印をした床面と板

上の2条件とした(図2)。 

(2) 足底条件 

靴装着、裸足の2条件とした。なお、靴は普 
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段履きなれた靴とし、靴の足底素材については統

  一していない。 

5) 統計解析 

分析は各標本の正規性を Shapiro-Wilk 検定に

て確認し、検者内信頼性および同一条件における

検者間信頼性を級内相関係数ICC(1、1)および(2、

2)にて検証した。検者内信頼性の検証には、接地

面条件を床、足底条件を裸足とした時の右下肢ス

テップの測定値を用いた。検者間信頼性の検証は、

4 条件それぞれで行った。異なる条件間の測定値

の比較では、先の検討にて検者内信頼性を確認後、

一検査者による測定値を用い、①接地面条件を床

で統一し靴装着の条件を変えた場合②接地面条件

を板で統一し靴装着の条件を変えた場合③足底条

件を靴で統一し接地面条件を変えた場合④足底条

件を裸足で統一し接地面条件を変えた場合の計 4

条件間の比較を行った。異なる条件間の再現性は

ICC(1、2)にて検証した。また、MSLと身体的特徴

の関連性を検討するため Pearsonの積率相関係数

を用いた。なお、相関分析の際のMSL測定値には、

接地面条件を床、足底条件を靴とした時の右下肢

ステップの測定値を用いた。統計ソフトはSPSS22.

0を使用し危険率5%未満を有意とした。 

 

【結果】 

1) 対象者の基本属性およびMSL測定値 

除外対象に該当した 5名の内訳は全て運動時痛

があるものに該当し、腰痛 4名、膝痛1名であっ

た。 

年齢は26±6歳、身長は169.8±6.3㎝、棘果長

は74.9±4.1㎝、股下長は78.0±3.5㎝であった。

各条件におけるMSL測定値を表1に示す。 

2) 検者内信頼性 

検査者ごとの級内相関係数および有意確率(P)

を表 2に示す。同一検者による 2回の測定値間に

おいて高い再現性を認めた。 

3) 検者間信頼性 

右下肢 Step の 4 条件それぞれの級内相関係数

および P値を表3に示す。検者間による測定間に

おいても高い再現性を認めた。 

4) 異なる条件における再現性 

異なる条件における級内相関係数を表 4に示す。 

接地面を床で統一し、靴装着の有無の条件を変更

した場合では、級内相関係数.650であり中等度の

再現性を認めた(P<.01)。接地面を板上で統一し、

靴装着の有無の条件を変更した場合では、級内相

関係数.799 であり高い再現性を認めた(P<.01)。

接地面を床と板上で変え、靴装着にて条件を統一

した場合では、級内相関係数.927であり高い再現

性を認めた(P<.01)。接地面を床と板上で変え、裸

足にて条件を統一した場合では、級内相関係数.8

87であり高い再現性を認めた(P<.01)． 

5) 相関 

MSL と身体的特徴との関連を表 5 に示す。相関

係数(r)および P値は身長(r=.653，P=.01)、棘果

長(r=.660，P=.01)、股下長(r=.406，P=.01)であ

り、全ての値と有意な正の相関を認めた。その中

でも、棘果長との間に最も強い相関関係を認めた。 

 

【考察】 

合田らは地域理学療法の評価指標の条件に関するア

ンケート調査を実施した結果、短時間で実施できる評

価指標であることが 91.6%と非常に高かったと報告し

ている 11)。また、宮田らは回復期リハビリテーション

病棟退院後 6か月間の転倒予測指標としてBBSは天井

効果を認めた 12)と報告しており、地域あるいは在宅の

理学療法領域での使用に耐え得る、簡便かつ難易度が

高いバランス指標の検討が必要である。このような背

景において、今回我々は MSLに着目し、検者間・検者

内信頼性を確認したところ、いずれも高い再現性を認

めた。武藤らはすでに MSLの再現性に関する報告をし

ており 5)、本研究においても先行研究を支持する結果

となった。 

足底・床面素材を変更した MSL測定値の検者内信頼

性においても高い再現性を認めたが、特に足底条件

(靴・裸足）の条件を統一することで高い再現性を認め

た(ICC:0．887～0．927)。これは、足底素材の摩擦抵

抗の変化に応じてバランス戦略が変化することが影響

していると考えられる。杉山らは歩行中の足底圧分布

の測定において靴や床面の違いにより圧力は様々であ

り、評価方法を考える必要があると報告している 13)。

また、沼田らは靴製甲部の固定は高齢者の低下した足

関節機能を補助することで安定性を高め、安定域面積

の拡大に寄与していると報告している 14)。また、重心

動揺計やFunctional Reach testでは裸足より靴装着

にて重心動揺面積の有意な増大を認めたとも報告して

おり、静的バランス評価においては裸足よりも靴を装

着した方が、重心動揺が増大するという報告も散見さ

れる 15)-16)。しかし、本研究では、裸足での測定値(136.

1cm～139.5cm)よりも靴装着での測定値(143.3cm～149.

8cm)の方が高値を示した。この要因として、裸足と靴

装着における足底環境の変化がバランス戦略に影響を

与えたことが考えらえる。MSLは動作特性上、一側下肢

を前方に踏み出すという動的なバランス制御を要する

ため、静的バランス制御よりも、より摩擦抵抗の影響

を受けやすいことが考えられる。靴装着では足底がゴ
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ム製素材であるため摩擦抵抗が強く、踵接地からのバ

ランス戦略を選択するのに対し、裸足では摩擦抵抗の

低さから滑ることを予測し全足底または前足部接地で

のバランス戦略を選択する等、摩擦抵抗に応じてバラ

ンス戦略を変化させたことで、測定値に差が生じた可

能性がある。しかし、本研究では動作解析は実施して

おらず、本考察の検証は今後の課題としたい。 

本研究の結果、MSL は短時間で簡便に下肢機能を評

価する指標であり、縦断的に身体機能を追跡していく

ための指標として有用である可能性が示唆された。 

本研究の限界として、MSL と他のバランス評価指標

との関連を検証できていないため、MSL の妥当性や疾

病を罹患した患者への信頼性に関しては検討できてい

ないため今後の課題としたい。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1 各条件におけるMSL測定値  
平均値 標準偏差 最大値 最小値 

床面・靴 149.8 13.1 181.0 130.5 

板上・靴 143.3 12.3 173.5 122.5 

床面・裸足 139.5 9.5 159.5 125.5 

板上・裸足 136.1 9.3 155.5 123.0 
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表2 各検査者の級内相関係数 

 級内相関係数 
95%信頼区間 

P value 
下限 上限 

検査者A .984 .964 .993 .000 

検査者B .929 .842 .969 .000 

検査者C .967 .925 .985 .000 

 

表3 各検査者間の級内相関係数(右下肢ステップ) 

  級内相関係数 
95%信頼区間 

P value 
下限 上限 

床面-靴 .988 .976 .994 .000 

板上-靴 .978 .958 .990 .000 

床面-裸足 .981 .963 .991 .000 

板上-裸足 .971 .938 .987 .000 

 

表4 異なる条件間における級内相関係数 

  級内相関係数 
95%信頼区間 

P value 
下限 上限 

床面-靴と裸足 .650 .215 .845 .006 

板上-靴と裸足 .799 .550 .911 .000 

床面と板上-靴 .927 .836 .968 .000 

床面と板上-裸足 .887 .746 .950 .000 

 

表5 MSLと身体的特徴との関連 

  身長 棘果長 股下長 

MSL 
相関係数(r) .653 .660 .406 

有意確率(P) .000 .000 .044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 MSL測定方法 
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① 開始肢位はナイロンテープに両足尖部を揃えた立位姿勢とした。 

② できるだけ大きく一側下肢を踏み出す。この時に両下肢が離れた場合やバランスを崩して姿勢保持困難な場合

は再測定した。 

③ 踏み出した下肢にもう一側の下肢を揃え、5秒静止後に計測した。この時に両下肢が離れた場合やバランスを

崩して姿勢保持困難な場合は再測定した。 

④ 測定は50㎝間隔のマーキングの最も近いマークから踏み出した足尖までの距離を除して計測した。 

 

 

（A）                         （B） 

図2 床面環境について 

（A）木材板に200cmのナイロンテープを貼り、50㎝間隔に目印を付けた。 

（B）床面に200㎝のナイロンテープを貼り、50㎝間隔に目印を付けた。 
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