
　下肢痙縮患者の歩行時の足底圧中心（COP）軌跡を評価し歩行特性を明らかにすることを目的とした．対

象は下腿三頭筋の modified Ashworth scale が１以上の患者 18 名と健常成人 20 名とした．シート式下肢加

重計上を裸足で快適歩行を行った．COP 後方移動量は下肢痙縮患者で健常成人より有意に大きかった（足長

の 17.4 ± 15.1% vs. 0.1 ± 0.6%）．健常成人の COP 後方移動量の平均 +2SD を基準値として下肢痙縮患者

を COP 後退群と前進群に分けたところ，12 名が COP 後退群となった．COP 後方移動量と COP 内方移動量には

強い相関がみられた（r = 0.950）．下肢痙縮患者の多くで COP が後方移動すると同時に内方移動していた．
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下肢痙縮患者の歩行時における足底圧中心の定量的評価
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【要　旨】

１．背景

　足底圧中心（Center of pressure；COP）軌跡は

歩行分析の一指標として用いられ，歩行障害を呈す

るいくつかの疾患でも報告がある 1〜6）．健常歩行で

は，足底の接地は踵部，足底外側，第一中足骨頭の

順で接するため，heel-toe パターンとも言われる7）．

脳卒中患者に下肢痙縮を呈する歩行では，立脚相で

足関節が内反尖足を呈することが多い 8〜12)．そのた

め下肢痙縮患者の歩行における接地は，forefoot13）

や flat foot13）になりやすい．このような場合，円

滑な歩行が妨げられ，歩行速度の低下や転倒リスク

が懸念されるにもかかわらず，これまでのところ脳

卒中患者の COP 軌跡に着目した報告はほとんど見当

たらない 13）．COP 軌跡を評価することは，患者への

適切な歩行指導に繋がり，その臨床的意義は大きい

と思われる．

　我々は，下肢痙縮患者の歩行は健常歩行と異なり，

その多くは立脚相 COP が後方へ移動するいわゆる

toe-heel パターンを呈するという仮説を立てた．本

研究の目的は，歩行時の COP 軌跡の特性を下肢痙縮

患者と健常者で比較し，さらに COP が後方へ移動す

る歩行特性を明らかにすることとした．

２．方法

２．１．対象

　対象は，脳卒中後の下肢痙縮患者と既往に整形外

科的疾患のない健常成人とした．取り込み基準は，

①初発脳卒中片麻痺患者，②下腿三頭筋の modified 

Ashworth scale（MAS）が１以上の者，③杖なしで裸

足歩行が可能な者とした．除外基準は，評価に支障

をきたす程度の高次脳機能障害を認めた者とした．

本研究は藤田医科大学疫学・臨床研究倫理審査委員

会の承認を得て実施し，全対象者には個人情報の保

護や，本研究以外には使用しないことを十分に説明

し，書面で同意を得た（承認番号 HM16-264）.

２．２．測定指標

　基本情報は年齢，性別，麻痺側は診療記録から調

２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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前後長の違いには，以下の２要因が関与する可能性

が考えられた．一つ目は，歩行速度が COP 前後長と

関係性があることが考えられる．先行研究では，

COP 前後長は速い歩行速度で長く，遅い速度で短く

なるとされている 15）．本研究結果からも，下肢痙縮

患者群と健常群の歩行速度はそれぞれ 0.5m/s と

1.3m/sで下肢痙縮患者群の方が遅かった．二つ目は，

下腿三頭筋の痙縮が COP の前方移動を制限したこと

が考えられる．歩行の立脚相で生じる過度な足関節

の底屈は下腿の前傾を制限する 12）． 本研究では，下

腿三頭筋の痙縮により足関節は過度に底屈し，下腿

の前傾が制限されたことで COP 前後長が小さくなっ

たと考えられた．

４．３．COP の後方移動と内方移動の関連

　麻痺側の初期両脚支持期に COP 内方移動量と COP

後方移動量の間に強い相関を認めた．足関節の内反

の多くは尖足を伴い 7），後脛骨筋の痙縮が原因であ

るとされる 12）．本研究結果からも，初期接地が内反

尖足でそのまま荷重することで COP は後方移動と同

時に内方移動もしていることが考えられた．従って，

COP 内方移動量に着目することは，下肢痙縮の呈す

る歩行評価をするための一指標となる可能性，さら

に痙縮治療の動作時の評価に用いられる可能性が示

唆された．

 

４．４．本研究の限界

　対象のサンプル数が比較的少数の検討であったこ

とと，下肢痙縮患者群と健常群の比較では歩行速度

と年齢に差がみられたことが挙げられる．COP 軌跡

と歩行速度 15），年齢 16）の関連はこれまでも報告さ

れている．今後，COP 前後長や後方移動，内方移動

の境界値をより正確に定義するためには，歩行速度

や対象者の年齢をマッチさせた検討が必要になるで

あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと

思われる． 

３．結果

　下肢痙縮患者群と健常群の基本特性および歩行パ

ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発

症からの日数は中央値964日（188日−6557日）であっ

た．COP 軌跡の COP 前後長は下肢痙縮患者群で 68.4 

± 18.4％，健常群で 82.8 ± 2.7％と健常群で有意

に大きく，また COP 後方移動量は下肢痙縮患者群で

17.4 ± 15.1％，健常群で 0.1 ± 0.6％と下肢痙縮

患者群で有意に大きかった．

　COP 後方移動量の基準値は，健常群の結果から

1.3％とした．その結果，COP 後退群は 18 例中 12

例（67％）であった．図 3 には COP 後退群と COP 前

進群の特徴的な１例の軌跡と，健常群の平均した

COP 軌跡を示す．表２に COP 後退群と COP 前進群の

歩行パラメータの比較を示す．両群間では下腿三頭

筋のMASと足関節背屈ROMに差はみられなかったが，

COP 内方移動量は COP 後退群の方が有意に大きかっ

た．さらに下肢痙縮患者群の COP 後方移動量は COP
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP
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図１ ウォークWay

図２ 足角の補正

　左図は足角の補正前，右図は補正後の COP 軌

跡を示す．足角（θ）は，足の長軸と進行方向の

なす角である．足角を 0°に補正するため，補正

前の任意の COP 座標（α，β）を三角関数の次式

（１）と（２）へ当てはめ，補正後の座  標 （α’，β’）

を算出した．なお，足の長軸は点線で図示する．

　　　 α’ ＝ αcosθ ‒ βsinθ   （１）

　　　 β’ ＝ αsinθ + βcosθ  （２）

査した．また足長，足幅，下肢 Brunnstrom Stage，

下腿三頭筋 MAS，他動的な足関節背屈 Range of 

motion（ROM）は，歩行計測と同日に理学療法士が

測定した．

　歩行の計測には，アニマ社製のシート式足圧接地

足跡計測装置ウォーク Way MW‐1000（ウォーク

Way）を使用した（図１）．歩行区間は，歩行開始時

の加速と終了時の減速を考慮して，測定区間の前後

２ m をインターバルとする計 6.4m とした．対象者

への教示は，「普段通りに歩いてください」に統一

した．対象は，快適速度でシート上を６回歩いた14）．

なお，初めの１回は練習としたため解析からは除外

したため，５回分のデータを使用した． 

　ウォーク Way とは，シート上を歩行することで足

底圧データから時間距離因子（歩行速度，立脚時間，

歩幅，足角など）と COP データを収集するシステム

である．このシステムでの足角は，足の長軸と進行

方向のなす角として計測される 4)．歩行シートのサ

イズは，長さ 2.4m，幅 0.8m である．なお，シート

は歩行情報を分析するパソコンと接続されている．

　ウォーク Way の解析は，本研究では下肢痙縮患者

群は麻痺側，健常群は右側とした．COPに関するデー

タは，進行方向を Y 軸，それに直交する X 軸で表さ

れる．異なる対象の COP 軌跡と比較するため，各対

象の COP 軌跡は一歩ずつ以下の方法で正規化した．

COP 軌跡の Y 座標は足長で除してから 100 を乗じ，

X 座標は足幅で除してから 100 を乗じた．立脚時間

に関しては 100 コマとした．さらに，足角（θ）を

０°に補正するため，三角関数の次式（１）と（２）

を用いた．ただし，補正前の任意の COP 座標を（α，

β），補正後の座標を（α’，β’）とした（図２）． 

COP 軌跡は，計測できた歩数で加算平均した．

　　　　

　　　　

　

　本研究では，解析肢の初期接地に続く両脚支持期

を初期両脚支持期と定義した 12）．初期両脚支持期で

の COP の後方と内方への移動量を解析した．評価指

標は，歩行パラメータである時間距離因子の歩行速

度（m/s），ケイデンス（steps/min），歩幅（cm）と， 

COP 前後長（％），COP 左右幅（％），COP 後方移動

量（％），COP 内方移動量（％）とした．

２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す
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用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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前後長の違いには，以下の２要因が関与する可能性

が考えられた．一つ目は，歩行速度が COP 前後長と

関係性があることが考えられる．先行研究では，

COP 前後長は速い歩行速度で長く，遅い速度で短く

なるとされている 15）．本研究結果からも，下肢痙縮

患者群と健常群の歩行速度はそれぞれ 0.5m/s と

1.3m/sで下肢痙縮患者群の方が遅かった．二つ目は，

下腿三頭筋の痙縮が COP の前方移動を制限したこと

が考えられる．歩行の立脚相で生じる過度な足関節

の底屈は下腿の前傾を制限する 12）． 本研究では，下

腿三頭筋の痙縮により足関節は過度に底屈し，下腿

の前傾が制限されたことで COP 前後長が小さくなっ

たと考えられた．
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　麻痺側の初期両脚支持期に COP 内方移動量と COP
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COP 内方移動量に着目することは，下肢痙縮の呈す

る歩行評価をするための一指標となる可能性，さら

に痙縮治療の動作時の評価に用いられる可能性が示

唆された．

 

４．４．本研究の限界

　対象のサンプル数が比較的少数の検討であったこ

とと，下肢痙縮患者群と健常群の比較では歩行速度

と年齢に差がみられたことが挙げられる．COP 軌跡

と歩行速度 15），年齢 16）の関連はこれまでも報告さ

れている．今後，COP 前後長や後方移動，内方移動

の境界値をより正確に定義するためには，歩行速度

や対象者の年齢をマッチさせた検討が必要になるで

あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと

思われる． 

３．結果

　下肢痙縮患者群と健常群の基本特性および歩行パ

ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発
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± 18.4％，健常群で 82.8 ± 2.7％と健常群で有意

に大きく，また COP 後方移動量は下肢痙縮患者群で

17.4 ± 15.1％，健常群で 0.1 ± 0.6％と下肢痙縮
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP
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図 3 各群の COP 軌跡

表 1 健常群と下肢痙縮患者群の基本特性および

歩行パラメータの比較 

　左図は COP 後退群の一例の軌跡，中図は COP 

前進群の一例の軌跡，右図は健常群の平均した軌

跡を図示する．矢印は初期接地した位置を示す．
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脚支持期以降は白塗りで示す． COP 後退群の軌跡

は，初期接地してから後方かつ内方へ移動してい

る点が特徴的である． 

COP：center of pressure 

表記：年齢，足長，足幅，歩行パラメータは平均

値 ± 標 準 偏 差 で 示 す．性 別，麻 痺 側，下 肢

Brunnstrom Stage，下腿三頭筋 MAS は人数で

示す． 

MAS, modified Ashworth scale

COP：center of pressure
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て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 
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　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと
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ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発

症からの日数は中央値964日（188日−6557日）であっ

た．COP 軌跡の COP 前後長は下肢痙縮患者群で 68.4 

± 18.4％，健常群で 82.8 ± 2.7％と健常群で有意

に大きく，また COP 後方移動量は下肢痙縮患者群で

17.4 ± 15.1％，健常群で 0.1 ± 0.6％と下肢痙縮

患者群で有意に大きかった．

　COP 後方移動量の基準値は，健常群の結果から
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COP 軌跡を示す．表２に COP 後退群と COP 前進群の
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP
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表 2  COP 後退群と COP 前進群の基本特性および

歩行パラメータの比較 

表記：年齢，足長，足幅，歩行パラメータは平均

値 ± 標 準 偏 差 で 示 す．性 別，麻 痺 側，下 肢

Brunnstrom Stage，下腿三頭筋 MAS は人数で

示す．足関節背屈 ROM は中央値（四分位範囲）

で示す． 

COP, center of pressure; 

MAS, modified Ashworth scale; 

ROM, range of motion 

図 4 下肢痙縮患者の COP 後方移動量と COP 内

方移動量の関係

２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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前後長の違いには，以下の２要因が関与する可能性

が考えられた．一つ目は，歩行速度が COP 前後長と

関係性があることが考えられる．先行研究では，

COP 前後長は速い歩行速度で長く，遅い速度で短く

なるとされている 15）．本研究結果からも，下肢痙縮

患者群と健常群の歩行速度はそれぞれ 0.5m/s と

1.3m/sで下肢痙縮患者群の方が遅かった．二つ目は，

下腿三頭筋の痙縮が COP の前方移動を制限したこと

が考えられる．歩行の立脚相で生じる過度な足関節

の底屈は下腿の前傾を制限する 12）． 本研究では，下

腿三頭筋の痙縮により足関節は過度に底屈し，下腿

の前傾が制限されたことで COP 前後長が小さくなっ

たと考えられた．

４．３．COP の後方移動と内方移動の関連

　麻痺側の初期両脚支持期に COP 内方移動量と COP

後方移動量の間に強い相関を認めた．足関節の内反

の多くは尖足を伴い 7），後脛骨筋の痙縮が原因であ

るとされる 12）．本研究結果からも，初期接地が内反

尖足でそのまま荷重することで COP は後方移動と同

時に内方移動もしていることが考えられた．従って，

COP 内方移動量に着目することは，下肢痙縮の呈す

る歩行評価をするための一指標となる可能性，さら

に痙縮治療の動作時の評価に用いられる可能性が示

唆された．

 

４．４．本研究の限界

　対象のサンプル数が比較的少数の検討であったこ

とと，下肢痙縮患者群と健常群の比較では歩行速度

と年齢に差がみられたことが挙げられる．COP 軌跡

と歩行速度 15），年齢 16）の関連はこれまでも報告さ

れている．今後，COP 前後長や後方移動，内方移動

の境界値をより正確に定義するためには，歩行速度

や対象者の年齢をマッチさせた検討が必要になるで

あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと

思われる． 

３．結果

　下肢痙縮患者群と健常群の基本特性および歩行パ

ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発

症からの日数は中央値964日（188日−6557日）であっ

た．COP 軌跡の COP 前後長は下肢痙縮患者群で 68.4 

± 18.4％，健常群で 82.8 ± 2.7％と健常群で有意

に大きく，また COP 後方移動量は下肢痙縮患者群で

17.4 ± 15.1％，健常群で 0.1 ± 0.6％と下肢痙縮

患者群で有意に大きかった．

　COP 後方移動量の基準値は，健常群の結果から

1.3％とした．その結果，COP 後退群は 18 例中 12

例（67％）であった．図 3 には COP 後退群と COP 前

進群の特徴的な１例の軌跡と，健常群の平均した

COP 軌跡を示す．表２に COP 後退群と COP 前進群の

歩行パラメータの比較を示す．両群間では下腿三頭

筋のMASと足関節背屈ROMに差はみられなかったが，

COP 内方移動量は COP 後退群の方が有意に大きかっ
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP
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２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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前後長の違いには，以下の２要因が関与する可能性

が考えられた．一つ目は，歩行速度が COP 前後長と

関係性があることが考えられる．先行研究では，

COP 前後長は速い歩行速度で長く，遅い速度で短く

なるとされている 15）．本研究結果からも，下肢痙縮

患者群と健常群の歩行速度はそれぞれ 0.5m/s と

1.3m/sで下肢痙縮患者群の方が遅かった．二つ目は，

下腿三頭筋の痙縮が COP の前方移動を制限したこと

が考えられる．歩行の立脚相で生じる過度な足関節

の底屈は下腿の前傾を制限する 12）． 本研究では，下

腿三頭筋の痙縮により足関節は過度に底屈し，下腿

の前傾が制限されたことで COP 前後長が小さくなっ

たと考えられた．

４．３．COP の後方移動と内方移動の関連

　麻痺側の初期両脚支持期に COP 内方移動量と COP

後方移動量の間に強い相関を認めた．足関節の内反

の多くは尖足を伴い 7），後脛骨筋の痙縮が原因であ
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尖足でそのまま荷重することで COP は後方移動と同

時に内方移動もしていることが考えられた．従って，
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る歩行評価をするための一指標となる可能性，さら

に痙縮治療の動作時の評価に用いられる可能性が示

唆された．

 

４．４．本研究の限界

　対象のサンプル数が比較的少数の検討であったこ

とと，下肢痙縮患者群と健常群の比較では歩行速度

と年齢に差がみられたことが挙げられる．COP 軌跡

と歩行速度 15），年齢 16）の関連はこれまでも報告さ

れている．今後，COP 前後長や後方移動，内方移動

の境界値をより正確に定義するためには，歩行速度

や対象者の年齢をマッチさせた検討が必要になるで

あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと

思われる． 

３．結果

　下肢痙縮患者群と健常群の基本特性および歩行パ

ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発

症からの日数は中央値964日（188日−6557日）であっ
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）
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２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）



臨床歩行分析研究会誌 Vol.6, No.2，2019

− 33 −

Quantitative evaluation of center of pressure during walking in patients with 
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Abstract
This study aimed to evaluate center of pressure (COP) trajectory during waking and to 
clarify specific features of gait performance in patients with post-stroke lower-limb 
spasticity. This study enrolled 18 patients with a modified Ashworth scale score for the 
gastrocnemius of ≧1 and 20 healthy adults. All participants walked on a seat-type load 
meter at a comfortable speed without any walking aid. Posterior COP shift was 
significantly higher in patients than that in healthy adults (17.4% ± 15.1% vs. 0.1% ± 
0.6%). We further classified patients into two groups based on the presence or absence of 
COP movement in the posterior direction of more than mean + 2SD of that of the 
healthy adults: with posterior COP shift (P-COP) group and without posterior COP shift 
(without P-COP) group. Of the 18 patients, 12 were assigned to the P-COP group. The 
amount of posterior COP shift was strongly correlated with the medial shift (r = 0.950, 
p < 0.001). In conclusion, the majority of patients showed posterior COP shift during 
walking. These data also suggest that COP trajectory is a new clinical maker of gait 
analysis. 

Key words: 
Center of pressure，gait，lower-limb spasticity，cerebrovascular disease，equinovarus 
foot

２．３．統計学的解析

　下肢痙縮患者群と健常群の２群間で基本特性，歩

行パラメータを比較した．次に COP 後方移動量の基

準値を健常群の COP 後方移動量の平均値 +2SD とし

て算出し，下肢痙縮患者群を基準値より COP 後方移

動量が大きい群（COP 後退群）と小さい群（COP 前

進群）の２群に分類した．COP 後退群と COP 前進群

の２群間で基本特性，時間距離因子と COP に関連す

る因子を比較した．また，下肢痙縮患者群の COP 後

方移動量と COP 内方移動量の関連性も検討した．

　２群間の比較には Mann-Whitney U 検定またはカ

イ二乗検定を用い，COP 後方移動量と COP 内方移動

量の関連性の検討には Spearman の順位相関係数を

用 い て 検 討 し た．な お，統 計 解 析 に は SPSS 

ver24.0（SPSS Japan，東京）を使用し，有意水準

は危険率５％とした．

 

内 方 移 動 量 と 強 い 相 関 を 認 め た（r=0.950, 

P<0.001）（図４）． 

４．５．結論

　脳卒中後の下肢痙縮患者の多くで COP が後方かつ

内方へ移動することが明らかとなった．下肢痙縮患

者の COP 軌跡の計測は，動的な痙縮を客観的に評価

する，歩行分析の新たな一指標となる可能性が示唆

された．
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前後長の違いには，以下の２要因が関与する可能性

が考えられた．一つ目は，歩行速度が COP 前後長と

関係性があることが考えられる．先行研究では，

COP 前後長は速い歩行速度で長く，遅い速度で短く

なるとされている 15）．本研究結果からも，下肢痙縮

患者群と健常群の歩行速度はそれぞれ 0.5m/s と

1.3m/sで下肢痙縮患者群の方が遅かった．二つ目は，

下腿三頭筋の痙縮が COP の前方移動を制限したこと

が考えられる．歩行の立脚相で生じる過度な足関節

の底屈は下腿の前傾を制限する 12）． 本研究では，下

腿三頭筋の痙縮により足関節は過度に底屈し，下腿

の前傾が制限されたことで COP 前後長が小さくなっ

たと考えられた．

４．３．COP の後方移動と内方移動の関連

　麻痺側の初期両脚支持期に COP 内方移動量と COP

後方移動量の間に強い相関を認めた．足関節の内反

の多くは尖足を伴い 7），後脛骨筋の痙縮が原因であ

るとされる 12）．本研究結果からも，初期接地が内反

尖足でそのまま荷重することで COP は後方移動と同

時に内方移動もしていることが考えられた．従って，

COP 内方移動量に着目することは，下肢痙縮の呈す

る歩行評価をするための一指標となる可能性，さら

に痙縮治療の動作時の評価に用いられる可能性が示

唆された．

 

４．４．本研究の限界

　対象のサンプル数が比較的少数の検討であったこ

とと，下肢痙縮患者群と健常群の比較では歩行速度

と年齢に差がみられたことが挙げられる．COP 軌跡

と歩行速度 15），年齢 16）の関連はこれまでも報告さ

れている．今後，COP 前後長や後方移動，内方移動

の境界値をより正確に定義するためには，歩行速度

や対象者の年齢をマッチさせた検討が必要になるで

あろう．しかしながら，下肢痙縮患者の COP 軌跡の

後方移動へ焦点を当てた報告はほとんどなく，その

意味で本研究結果は予備的データを提供したものと

思われる． 

３．結果

　下肢痙縮患者群と健常群の基本特性および歩行パ

ラメータの比較を表 1 に示す．下肢痙縮患者群の発

症からの日数は中央値964日（188日−6557日）であっ

た．COP 軌跡の COP 前後長は下肢痙縮患者群で 68.4 

± 18.4％，健常群で 82.8 ± 2.7％と健常群で有意

に大きく，また COP 後方移動量は下肢痙縮患者群で

17.4 ± 15.1％，健常群で 0.1 ± 0.6％と下肢痙縮

患者群で有意に大きかった．

　COP 後方移動量の基準値は，健常群の結果から

1.3％とした．その結果，COP 後退群は 18 例中 12

例（67％）であった．図 3 には COP 後退群と COP 前

進群の特徴的な１例の軌跡と，健常群の平均した

COP 軌跡を示す．表２に COP 後退群と COP 前進群の

歩行パラメータの比較を示す．両群間では下腿三頭

筋のMASと足関節背屈ROMに差はみられなかったが，

COP 内方移動量は COP 後退群の方が有意に大きかっ

た．さらに下肢痙縮患者群の COP 後方移動量は COP
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４．考察

　本研究は下肢痙縮患者の歩行時の COP が後方に移

動していることに着目した報告である．下肢痙縮患

者群の過半数で COP が後方へ移動しており，さらに

下肢痙縮患者群の COP は，後方へ移動量が大きいほ

ど，内方への移動量も大きかった．

４．１．COP の後方移動

　下肢に痙縮を呈する初期接地は forefoot13）や

flat foot13）となりやすいことから，初期両脚支持

期に COP が後方へ移動する患者が存在すると仮説を

立てた．結果として，下肢痙縮患者の 67％で COP

が後方へ移動する現象がみられ，仮説と矛盾しない

結果が得られた．本研究の対象者は，COP 後退群と

COP 前進群で歩行速度や下肢の運動麻痺，足関節背

屈 ROM，下腿三頭筋の MAS に差を認めなかった．し

かし，COP 後退群では下腿三頭筋の MAS が２以上の

症例が半数以上を占めていたことから，COP 後退群

は比較的痙縮が高かった．したがって，COP 後退群

で COP 後方移動量が大きかった要因として，下腿三

頭筋の痙縮の関与が考えられた．以上より，下腿三

頭筋の痙縮が高い患者では歩行時に足関節の底屈が

出現しやすく，初期接地が尖足となりやすい，いわ

ゆる toe-heel パターンを呈しやすい．このことか

ら初期両脚支持期での COP の後方移動を評価するこ

とは，動作時の痙縮を定量的に評価する一指標とな

る可能性が考えられた．

４．２．COP 前後長

　下腿三頭筋の痙縮が高い症例を対象とした場合，

踵部が接地できなくなるため，COP の前方移動量は

出現しなくなるか，あるいは小さくなると予測され

る．下腿三頭筋の MAS が３以上の患者を対象に足圧

分布測定システムを用いた報告では，COP 前後長は

足長に対し約 40％しかなかった13）．MAS が 1 以上を

対象とした本研究でも，COP 前後長は足長の 68％と

健常群より短く，下腿三頭筋の痙縮は COP 前後長を

短くする要因の一つであると考えられた．この COP
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