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ABSTRACT: [Purpose] In this study, we investigated the intra-rater and the inter-rater reliability of the tandem gait
test. [Subjests and Methods]: Fifty-seven adult people (49 females and 8 males, 66.2 ± 8.3 years) were assessed twice
by two assessors who had different clinical experience. The participants were instructed to walk heel to toe on a line
of 50 mm width, red tape. We measured the three different values by tandem gait tests using the time of 5 m tandem
gait and the number of mis-step(s). Intra- and inter -rather reliability were tested with the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and Bland-Altman analysis. [Results and Conclusion] The tandem gait tests can guarantee high reliability
under a specific measurement condition, such as two or more repetitive measurements, and depend on the clinical experience of the assessor.
Key words: tandem gait, Bland-Altman analysis, systematic bias
要旨：〔目的〕本研究は，継ぎ足歩行テストの異なる3種類の測定値について，検者内・検者間信頼性を検討すること
を目的とした。
〔対象と方法〕健常成人（57名，平均66.2歳）に，長さ5 m，幅50 mmのテープ上を継ぎ足歩行させ，臨
床経験の異なる2名の検者に，その所用時間（TGT）とミス・ステップ数（TGI-1，-2）を測定させた。信頼性の検討
には級内相関係数（ICC）とBland-Altman分析を用いた。〔結果〕いずれのテストにおいても，臨床経験の少ない検者
の測定値は，臨床経験を有する検者より低いICC（1，1）を示し，系統誤差を有していた。検者間信頼性に関しては，
測定項目が比較的少ないTGT，TGI-1の2回目の測定値で，高いICCが得られた。またBland-Altman分析によっても，
TGT，TGI-1の2回目の測定値で系統誤差が消失した。継ぎ足歩行を評価方法として使用する場合，所要時間のみを測
定するTGTが最も検者内・間信頼性が高いことが明らかとなった。〔結語〕TGT，TGI-1のいずれについても，高い信
頼性を補償するためには，少なくとも2回測定し，2回目の測定値を採用することが望ましいと考える。しかし，いず
れのテストに関しても，検者の測定に対する熟練度の影響を考慮する必要性が示唆された。
キーワード：継ぎ足歩行，Bland-Altman分析，系統誤差
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I. はじめに

第23巻5号

しかし，これらの手法では，特に加算誤差や比例誤差
といった系統誤差の抽出は困難で，複数の測定値が内

バランスは静的バランスと動的バランスとに大別さ

包する誤差の量や種類に関する情報を得ることはでき

れる。前者は支持基底面内でのバランス保持であるの

ない 13)。特に系統誤差は，同一条件下での繰り返しに

に対し，後者は支持基底面が移動した状態でのバラン

よる克服が困難であること，どの程度の系統誤差が混

ス保持である 1,2)。動的バランスの評価，練習方法の1つ

入しているかが不可知であること，試験の計画・実施

に，継ぎ足歩行がある。継ぎ足歩行とは，床面に引い

段階で発生した系統誤差には検定・推定が本質的に無

た一直線上を，一側のつま先に対側の踵を接触させな

力となることから，
「試験現場で闘うべき最大の敵」と

がら歩行する応用歩行の1 つで，特別な器具を使用しな

されている 14)。この系統誤差の有無と内容を検討する

いため，広く臨床応用されている。継ぎ足歩行を動的

方法の1つに，Bland-Altman 分析がある 15)。Bland-Altman

バランス評価として使用している先行研究を参照する

分析は，ICC や相関係数では検討できない，2つの測定

と，その評価は，次の2つの方法に大別された。

値間にある誤差の量や種類を簡便な手順で明らかにで

まず1つめの方法は，一定距離，あるいは一定歩数の

きるという特徴を有している。加えて同分析方法は，2

継ぎ足歩行の可否により評価する方法である。例えば，

つの測定値間にある「ばらつき」が，どの程度のもの

4歩の継ぎ足歩行の可否，歩行補助具・介助の有無によ

か，換言すれば信頼性や基準関連妥当性の検討対象で

り，バランスを 4 段階に評価したものや 3,4)，2.5 m の継

ある測定方法を，臨床応用する際に問題あるかどうか

ぎ足歩行に要した歩数により評価している報告もみら

を検討することが可能である。そこで本研究では，臨

れた 5-7)。Wrisleyらは，高齢者の歩行中の姿勢制御を評

床・研究領域で様々な方法で実施されている継ぎ足歩

価するテストバッテリーであるFunctional Gait Assessment

行テストから，5 mの継ぎ足歩行の所要時間（tandem gait

（FGA）のテストの 1 つに，継ぎ足歩行テストを採用し

time；以下TGT）と，ミス・ステップ数から算出するTGI

ている。その方法は，12 フィート（約 3.6 m）の継ぎ足

を求め，ICC に加えて，Bland-Altman 分析を用いて，そ

歩行を行い，直線上から足部が逸脱せずに 10 歩，歩行

れら測定値の信頼性を検討した。

可能であれば“normal”と判断している 8)。成田らも65

II. 対

歳以上の健常高齢者について，同様の方法で評価して

象

9)

いる 。
2 つめの方法は，一定距離の所要時間や「ミス・ス

検者は 4 年制理学療法士養成校に在籍する女性学生

テップ」の数により評価する方法である。Nelsonらは， （以下，検者A）と，臨床経験6年間を有する男性理学療
20フィート（約6.1 m）の継ぎ足歩行の所要時間を用い
10)

法士（以下，検者B）とした。

ている 。Kerschan-Schindlらは，2 mの所要時間と，ミ

被検者はT県O市が主催する介護予防教室に参加した

ス・ステップ数を測定している 11)。Liu らは，5 m の継

健常成人57 名（女性49 名，男性8 名，年齢66.2 ±8.3 歳）

ぎ足歩行の所要時間に，ミス・ステップ数を2 倍したも

である。被検者には，本研究の目的及び測定内容を説

のを加算し，“Tandem Gait Index（以下，TGI）”として

明し，参加の同意を得た。また，本研究内容は，O市個

算出し，動的バランスを評価している 12)。しかし，ミ

人情報保護条例を遵守して実施され，国際医療福祉大

ス・ステップの操作定義は一定ではない。例えば，Liu

学研究倫理審査委員会の承認を得た。

らは足部が逸脱した場合のみをミス・ステップ数とし
ている 12) が，Kerschan-Schindl らは，一側のつま先に対

III. 方

法

側の踵が接触しない場合と，直線上から足部が逸脱し
た場合の両方をミス・ステップ数としている 11)。

1. 継ぎ足歩行の測定

上記のように，継ぎ足歩行を評価指標として用いる

被検者には，床面に引いた長さ5 m，幅50 mmのテー

場合，その評価手順は一定ではなく，さらに，評価方

プ上を，一側のつま先に対側の踵を接触させながら歩

法としての信頼性を検討した報告は少ない。一般的に，

行させた。同時に，歩行する際には，つま先と踵を接

信頼性や基準関連妥当性を検討する場合，対応する複

触させるとともに，テープ上から足部を逸脱させない

数 の 測 定 値 か ら，ピ ア ソ ン の 積 率 相 関 係 数（Peason’s

ように，可能な限り速く歩くよう被検者に指示した。

correlation coefficient，r），あるいは級内相関係数（intraclass

また，歩行中の上肢肢位は自由とした。5 mの継ぎ足歩

correlation coefficients；以下ICC）を算出することが多い。

行に要した時間を測定し，継ぎ足歩行時間（TGT）と
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した。測定値は 1/100 秒単位で記録し，小数点以下 2 位

れるが，このLOAは標本から得られたものであるため，

を四捨五入して 1/10 秒単位のデータとして解析の対象

母集団におけるLOA を推定しなければならない。この

とした。加えて，ミス・ステップ数を測定し，TGT に

ため，母集団における LOA の信頼限界は，標本から得

ミス・ステップ数を2 倍したものを加えてTGI を算出し

られたLOAの標準誤差（SELOA）から

た。本研究では，ミス・ステップとして，一側のつま
先に対側の踵が接触しない場合，直線上から足部が逸
脱する場合を，それぞれ「非接触」，「逸脱」と定義し
た。そして，Liu らの方法に準じて，「逸脱」のみをミ

–

下限

(d －1.96s) ±tSELOA

上限

(d ＋1.96s) ±tSELOA

–

で求められる。このとき，SELOA は，

ス・ステップ数としてTGIに算入したものをTGI-1 とし，
Kerschan-Schindlらの方法に準じて，
「非接触」と「逸脱」
の両方を算入したものをTGI-2として検討した 11,12)。ま
た，継ぎ足歩行は，同一日に，2 回実施し，それぞれ 2

で概算できる 15)。本研究では，LOAの信頼区間として，

名の検者によりTGT，TGI を測定した。

最も「あまい（optimistic な）」範囲である
–

–

(d －1.96s) ＋tSELOA ～(d ＋1.96s) －tSELOA

2. 統計学的検討
得られた TGT，TGI-1，-2 に関して，ICC を求めると
ともに，Bland-Altman分析により，検者間および検者内
信頼性を検討した。

を採用した。
本研究では，検者内・検者間信頼性のいずれについ
ても，上記のBland-Altman分析による系統誤差の検出及

1) 級内相関係数の算出

びLOAの算出を行った。

検者内信頼性としてICC(1,1) を求めた。また，検者間

IV. 結

信頼性については，ランダム効果と固定効果の両方を

果

検討するため，
それぞれICC(2,1)とICC(3,1)を算出した16)。
2) Bland-Altman 分析

初回の測定のTGT は，評価者A，B でそれぞれ15.5 ±

まず2 つの測定値の差（d）をy 軸，2 つの測定値の平

5.8 秒，15.6 ±5.7秒，2 回目の測定で14.9 ±4.7 秒，16.6±

均を x 軸とする散布図（Bland-Altman plot）を作成した

13.8 秒であった。初回の測定のTGI-1 は，評価者A，Bで

（図1 ～6）。次に2 つの測定値間の加算誤差の有無を判断

それぞれ18.0 ±8.0，16.7 ±6.9，2回目の測定で15.7 ±5.7，

–

するため，2 つの測定値の差の平均（d）の 95％信頼区
–

間を求めた。2 つの測定値の差の平均（d）の 95％信頼
–

–

–

区間は，標本数n，d の標準偏差（s），d の標準誤差（SEd）
と，自由度n-1のt 値から

17.2 ±14.2であった。TGI-2 に関しては，1 回目の測定で
は，評価者A，B でそれぞれ，22.6 ±10.8，23.5 ±8.5，2
回目の測定では，それぞれ 17.7±7.2，21.3±8.2であった。
TGT の検者内信頼性に関しては，ICC(1,1) は検者 A，
Bでそれぞれ，0.76，0.78となった。Bland-Altman分析で
は，検者Bで加算・比例誤差のいずれも認められなかっ
たが，検者 A では比例誤差が認められた。LOA は，検
者Aで–5.1 ～6.3 秒，検者Bで–4.5 ～6.1秒であった（表1，

で求められる。同区間が0 を含まない場合，測定値が一

図1）。また，TGI については，ICC(1,1)は，TGI-1の検者

定方向に分布しているとして，加算誤差が存在すると

A，Bでそれぞれ0.53，0.71，TGI-2 はそれぞれ0.40，0.72

判定した。

となった。Bland-Altman分析により，TGI-1，-2 ともに，

さらに，比例誤差の有無を判断するため，作成した

検者Aでは加算・比例誤差のいずれも認められたが，検

Bland-Altman plotについて，回帰式を算出し，さらに回

者B では，いずれも認められなかった。LOA は，TGI-1

帰の有意性の検定をおこなった。回帰が有意と判断さ

では，検者A，Bでそれぞれ–7.6 ～11.9，–6.0～8.5，TGI-

れた場合，比例誤差が存在すると判定した。

2ではそれぞれ–9.3 ～18.8，–6.7 ～11.2 となった（表1，図

また，TGT，TGI の測定時の誤差が臨床応用上問題あ

2，3）。

るかどうかを検討するために，2つの測定値間の誤差の

1回目の測定の検者間信頼性に関して，
TGTのICC(2,1)，

許容範囲である，“limit of agreement（以下，LOA）”を

ICC(3,1) は，それぞれ，0.77，0.70，TGI-1 は 0.81，0.76，

–

求めた 15)。LOAはd の95％信頼区間（①式）でも求めら

TGI-2は0.70，0.61となった。Bland-Altman分析では，TGT，
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TGT，TGI-1，-2の検者内信頼性
Bland-Altman 分析
ICC (1, 1)

LOA

加算誤差
95％信頼区間

有無

回帰直線の傾き

有無

TGT

検者 A
検者 B

0.76
0.78

–5.1 ～ 6.3
–4.5 ～ 6.1

–0.36 ～ 1.60
–0.11 ～ 1.73

なし
なし

0.23
0.18

p<0.05
p=0.05

あり
なし

TGI-1

検者 A
検者 B

0.53
0.71

–7.6 ～ 11.9
–6.0 ～ 8.5

0.39 ～ 3.89
–0.07 ～ 2.50

あり
なし

0.41
0.2

p<0.01
p=0.06

あり
なし

TGI-2

検者 A
検者 B

0.40
0.72

–9.3 ～ 18.8
–6.7 ～ 11.2

2.20 ～ 7.30
0.68 ～ 3.85

あり
あり

0.5
0.04

p<0.01
p=0.70

あり
なし

図3
図1

比例誤差

TGI-2の検者内信頼性に関するBland-Altman plot

TGTの検者内信頼性に関するBland-Altman plot

TGI-1，-2 のいずれも，加算誤差，比例誤差のいずれか
が認められた。
対して2回目の測定では，
TGTのICC(2,1)，
ICC(3,1)は，いずれも1.00，TGI-1 はいずれも0.98，TGI2はそれぞれ0.58，0.55となった。さらにBland-Altman分
析では，TGT，TGI-1には加算誤差，比例誤差のいずれ
も認められなかったが，TGI-2では加算誤差が認められ
た。TGT，TGI-1 のLOA は，1 回目の測定では±4.5 以上
であったが，2 回目の測定では± 2.0 以下となった。対
してTGI-2 のLOAは，1回目の測定では±10.0以上，2回
目の測定では±6.0以上であった（表2，図4～6）。

V. 考
図2

TGI-1の検者内信頼性に関するBland-Altman plot

察

測定値に含まれる誤差は，偶然誤差と系統誤差に大
別される。このうち偶然誤差は，同一条件下での測定
の繰り返しにより克服できるが，系統誤差は同手順で
は克服できない。また，実験計画・実施段階で発生し
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表2

TGT，TGI-1，-2の検者間信頼性
Bland-Altman 分析
ICC (2, 1)

ICC (3, 1)

LOA

加算誤差

比例誤差

95％信頼区間

有無

回帰直線の傾き 有無

TGT

1 回目
2 回目

0.77
1.00

0.7
1.00

–4.6 ～ 6.1
–0.6 ～ 0.5

–0.16 ～ 1.69
–0.13 ～ 0.04

なし
なし

0.2
0.01

p<0.05
p=0.19

あり
なし

TGI-1

1 回目
2 回目

0.81
0.98

0.76
0.98

–5.3 ～ 8.2
–1.3 ～ 1.8

0.19 ～ 2.63
–0.01 ～ 0.55

あり
なし

0.15
–0.03

p=0.08
p=0.23

なし
なし

TGI-2

1 回目
2 回目

0.70
0.58

0.61
0.55

–12.1 ～ 10.7
–13.7 ～ 6.1

–2.79 ～ 1.38
–5.6 ～ –1.97

なし
あり

0.27
–1.15

p<0.05
p=0.23

あり
なし

図4

図5

TGI-1の検者間信頼性に関するBland-Altman plot

図6

TGI-2の検者間信頼性に関するBland-Altman plot

TGTの検者間信頼性に関するBland-Altman plot

た系統誤差に対して，検定や推定をおこなうことは無
意味であることから，実験デザインの吟味とともに，
系統誤差を弁別し，抑制することが重要であるとされ
ている 14)。
測定方法の信頼性や基準関連妥当性に関しては，ピ
アソンの積率相関係数や ICC により検討する場合が多
い。しかし，相関係数やICCによる検討では，複数の測
定値間に含まれる系統誤差を検出，弁別することはで
きない。系統誤差である加算誤差と比例誤差を弁別す
る方法の1つとして，Bland-Altman 分析がある

13,15,17)

。作

成したBland-Altman plotが特定方向へ分布した場合，系
統誤差の存在が考えられる。加算誤差は，測定値（真

測値として設定した，2 つの測定値の平均（x 値）に関

の値）の大小にかかわらず，特定方向に生じる誤差で

わらず，測定値の差（d，y 値）が一様に分布する。統

ある。このため，Bland-Altman plot 上では，真の値の予

計学的には，2 つの測定値の差の平均（d）の 95％信頼

–
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区間が0を含まない場合，測定値が一定方向に分布して

者の測定技量に依存すると考えられる。また，検者の

いるとして，加算誤差が存在すると判断される。対し

測定技量にかかわらず，所要時間に加えてミス・ステッ

て比例誤差は，測定値（真の値）に比例して大きくな

プ数を測定するTGIは，
所要時間のみを測定するTGT に

る誤差のことである。Bland-Altman plot では，2 つの測

比べて系統誤差が生じやすく，LOA も大きくなること

–

定値の差の平均（d）を，真の値の予測値としているた

が明らかとなった。特に，TGT，TGI-1 の 2 回目の測定

め，散布図は右側に開いた扇形となる。統計学的には，

に関する検者間信頼性を除いては，LOAは±4.5以上で

Bland-Altman plotの回帰の検定で有意とされた場合，比

あり，この誤差範囲は臨床応用上，無視できない。ス

例誤差が存在すると判断される。本研究では，5 m の継

トップウォッチによる3～7秒の動作所要時間の測定の

ぎ足歩行の所要時間（TGT）と，ミス・ステップ数から

誤差範囲が0.2秒以内という先行研究 18) から，継ぎ足歩

算出する 2 種類の TGI について，Bland-Altman 分析を用

行の測定値の誤差には，測定誤差以外の要素が混入し

いて，その信頼性を検討した。

ていることが考えられる。

本研究の結果から，臨床経験を有する検者 B の検者

前述したように，TGTは5 m の継ぎ足歩行の所要時間

内信頼性については，TGT，TGI-1，-2 のいずれに関し

を計測するのみであるが，TGI-1は足部が直線上から逸

てもICC(1,1)は0.71～0.78 を示し，
“fair”と判断できた。

脱する回数を計測しなければならない。さらにTGI-2に

TGT，TGI-1 については，いずれの系統誤差も認められ

関しては，逸脱する回数に加えて，一側のつま先に対

なかったが，TGI-2 では加算誤差が認められた。対して，

側の踵が接触しない回数も計測しなければならない。

臨床経験のない検者AのICC(1,1) は，TGT，TGI-1，-2 の

検者の測定項目が多くなると，検者間信頼性について

順に低値となり，TGI-1，-2 に関しては，
“re-work”（要

は，検者の臨床経験の違いによる誤差の発生内容に差

再考）の信頼性係数しか得られていない。TGT，TGI-1，

が生じる。さらに，検者の臨床経験の有無にかかわら

-2のいずれのBland-Altman plotも，右に開いた扇形を呈

ず，測定項目が多くなるほど，検者内信頼性，特に臨

し，統計学的にも比例誤差が認められた。また，TGI-

床応用上の許容範囲であるLOAが拡大することが明ら

1，-2 では，加算誤差も認められた。さらに，臨床応用

かとなった。

上の許容範囲を示すLOA に関しては，いずれの検者に

以上のことから，継ぎ足歩行を評価方法として使用

ついても，TGT，TGI-1，-2 の順で広くなった（表1，図

する場合，測定項目が少ない TGT が最も検者内・間信

1～3）。

頼性が高いことが明らかとなった。また，検者信頼性

検者間信頼性に関しては，TGT，TGI-1 とも 2 回目の

に関しては，TGT，TGI-1のいずれについても，安定し

測定で，ICC(2,1)，ICC(3,1) のいずれも，0.98 以上を示

た測定結果を得るためには，少なくとも 2 回測定し，2

し，さらに加算誤差，比例誤差のいずれも認められな

回目の測定値を採用することが望ましいと考える。TGI-

かった（表 2）。すなわち TGT，TGI-1 については，2 回

2 については，複数項目を同時に測定しなければなら

目の測定では 1 回目で生じていた系統誤差が消失して

ず，1人の検者が測定する際には，その信頼性が低下す

いるため，ICC(3,1)とICC(2,1) が近似したと考えられる。

る。しかし，TGT，TGI-1 に関しては，1 回目の測定に

しかしTGI-2 に関しては，特に2 回目の測定のICC(2,1)，

比べて，2回目の測定のLOAが極端に狭小化しているこ

ICC(3,1) が，ともに“re-work”（要再考）の信頼性係数

とから，TGT，TGI-1 は 1 回の施行による練習効果が高

しか得られなかった。また TGT，TGI-1 の LOA は，1 回

いことが示唆される。今後は測定手順，オリエンテー

目の測定では±4.5以上であったが，2 回目の測定では，

ションを含めて，動的バランスの評価方法としての妥

いずれも± 2.0 以内となり，臨床応用上の許容範囲と

当性を検討する必要性がある。

なった。対して，TGI-2のLOAは，測定回数にかかわら

本研究で採用したBland-Altman 分析は，複雑な数学的

ず± 6.0 以上となった。加えて TGI-2 では，複数回の測

知識がなくても実施できる簡便な分析方法であるが，

定でも系統誤差（比例誤差）が認められた（表2）。Bland-

比例誤差と加算誤差が同時に存在する場合に，特に加

Altman plot についても，TGT，TGI-1 では，測定1 回目の

算誤差の判定には，注意が必要という指摘もある 13,19)。

プロットが右に開いた扇形となったのに対して，測定

比例誤差が存在する（Bland-Altman plotの回帰直線の傾

2回目のプロットは，x 軸周辺に集約していることが理

きが 0（ゼロ）ではない）場合，2 つの測定値の差の平

解できる（図 4，5）。しかし TGI-2 に関しては，測定回

均（d）は必然的に 0 からはずれ，加算誤差が過剰に見

数にかかわらずプロットが散らばっている（図6）。

積もられてしまう。また，比例誤差が一方向に偏り，加

以上のことから，継ぎ足歩行テストの信頼性は，検

–

算誤差が他方向に存在する場合は，加算誤差が少なく

Bland-Altman分析を用いた継ぎ足歩行テストの検者内・検者間信頼性の検討

見積もられてしまう。しかし，本研究のように，新し
い評価方法の信頼性や基準関連妥当性を検討する場合，
複数の検者・方法による測定値間に差がないというこ
とよりも，どの種類の誤差が，どの程度存在するか，ま
た，どの程度の誤差ならば臨床応用上問題ないかを明
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