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ABSTRACT: [Purpose] In this study, we examined the absolute reliability of two different tandem gait tests with
minimal detectable change (MDC). [Subjects] The subjects were 28 healthy adults (mean age 63.4  7.7 years).
[Methods] The subjects walked 5 m with tandem gait, and we examined tandem gait time (TGT) and tandem gait index
(TGI: add TGT to double-missed steps). We calculated standard error of measurement (SEM) of TGT and TGI in 4
different ways. Moreover, we examined measurement error of TGT and TGI by 95% confidence intervals of minimal
detectable change (MDC95) obtained from SEM. [Results] MDC95 of TGT were 3.4–3.5 sec, and of TGI were 4.1–4.3.
[Conclusion] We consider that the changes of TGT and TGI in this study were measurement errors, as the variances
of measurement error found by the calculation method were too small for clinical application.
Key words: absolute reliability, minimal detectable change, tandem gait
要旨：
〔目的〕本研究では，最小可検変化量（MDC）を用いて継ぎ足歩行テストの絶対信頼性を検討した。
〔対象〕
健常成人 28 名（年齢 63.4 ± 7.7 歳）とした。
〔方法〕被検者に 5 m の継ぎ足歩行をさせ，次の 2 つの指標を検討対象
とした。1) 所要時間（TGT），2) ミス・ステップ数の 2 倍を TGT に加えたもの（TGI）。両指標について，4 つの異
なる方法により算出した「測定の標準誤差（SEM）」から，4 種の MDC の 95％信頼区間（MDC95）を求めて，両指
標の測定誤差を検討した。〔結果〕4 種類の方法で求めた MDC95 は，それぞれ 3.4 ～ 3.5 秒，4.1 ～ 4.3 であった。〔結
語〕TGT で 3.4 秒，TGI で 4.1 以内の変化は測定誤差によるものと判断できた。また両指標において，算出方法に
よる測定誤差の差異は臨床応用上無視できるものであった。
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I. はじめに

第25巻1号

ぎ足歩行の所要時間やミス・ステップといった測定項
目を少なくすることや，検者の熟練度を考慮すること

継ぎ足歩行は，床面に引いた一直線上をつま先に対
側の踵を接触させながら歩行する応用歩行の 1 つであ

で，系統誤差の影響を少なくできることが明らかとなっ
た 14)。

る。この継ぎ足歩行は，動的バランスの評価や，その

Bland-Altman 分析などで系統誤差の混入が否定され

向上練習として臨床応用されているが，特に動的バラ

れば，測定の信頼性を低下させる誤差として考えられ

ンスの評価方法としての測定手順は統一されていない。

るものは，偶然誤差である。偶然誤差は，生物学的な

動的バランスの評価方法としての継ぎ足歩行（以下，

個体差と，測定の際に生じる測定誤差に分けられる。

継ぎ足歩行テスト）を用いている先行研究によると，
その測定手順及び評価方法は3 種類に大別できる。1 つ

この測定誤差を検討する絶対信頼性の検討方法として，
「測定の標準誤差（standard error of measurement，以下

めの方法は，正確に継ぎ足歩行ができる歩数，すなわ

SEM）」や「最小可検変化量（minimal detectable change，

ち「ミス・ステップ」するまでの歩数により評価する

以下 MDC）」がある。MDC は，再テストなどの繰り返

方法である

1-5)

。2 つめの方法は，一定距離を継ぎ足歩

行させた際のミス・ステップ数により評価する方法で

し測定により得られた 2 つの測定値の変化量が，測定
誤差によるものであるという限界域を示したもので，

ある 6-8)。これらの方法に対して，一定距離の継ぎ足歩

一般的にはMDCの95％信頼区間であるMDC95 が用いら

行の所要時間により評価する方法が 3 つめの方法であ

れる。MDC95 以内の測定値の変化は測定誤差によるも

る 9-13)。しかし，これら分類間のみならず，同じ分類内

ので，MDC95 より大きな変化は「真の変化」と，危険

であっても，継ぎ足歩行の距離や進行方法，ミス・ス

率 5% で判断される 16)。例えば，介入前後の，2 つの測

テップの定義はまちまちで，統一されていない。また，

定値を比べる際，その差が MDC95 以内であれば，測定

いずれの継ぎ足歩行についても，評価方法としての信

誤差によるものとして介入の効果はないと判断される。

頼性についての報告は少ない 8,13,14)。我々は，近年，諸
外国での報告が多い，所要時間により評価する方法（方
法3）による継ぎ足歩行テストに着目し，その信頼性に
ついて検討している 14)。
一般的に，信頼性や基準関連妥当性を測定する場合，

対して，その差が MDC95 より大きければ，介入による
「真の変化」が生じたと判断される。
この MDC は SEM から算出されるが，その SEM の算
出方法は複数報告されている 16-23)。本研究では，異な
る算出方法による SEM から複数の MDC を算出し，算出

対応する複数の測定値に対して，それら測定値が連続

方法間の MDC の違いを検討することを目的とした。加

変 数 で あ れ ば，ピ ア ソ ン の 積 率 相 関 係 数（Peason’s

えて，統一された手順のない継ぎ足歩行テストに対し

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

て，上記の統計学的検討を通じて，評価指標としての

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

根拠を模索することも本研究の目的とした。

れら相関係数を用いて信頼性を検討する方法は，
「相対

II. 対象と方法

信頼性 relative reliability」といわれる。この相対信頼性
では，複数の測定値間の一致の程度についての情報は
得られるが，それらの測定値が内包する誤差の量や種
類に関する情報を得ることはできない 15)。対して，測

1. 対象者
対象者は T 県 O 市が主催する，介護予防事業の指導

定値の中にどの種類のばらつきや誤差が，どの程度混

者養成講座に参加した，健常成人 28 名（女性 24 名，男

入し て い るか を 検討 す る 方法 が「絶 対 信頼 性 absolute

性 4 名，年齢 63.4 ±7.7 歳）とした（表1）。いずれも，少

reliability」である。特に，信頼性を検討しようとしてい

なくとも 5 m の歩行が可能で，自立生活を送っており，

る評価方法を臨床応用する際には，測定の際の誤差を

要介護高齢者，虚弱高齢者は含まない。被検者には，本

最小限にする対策を検討できるという点で，相対信頼

研究の目的及び測定内容を説明し，参加の同意を得た。

性よりも絶対信頼性の方が実用的である。
測定値が内包する誤差は，偶然誤差と系統誤差に大
別されるが，この系統誤差の混入を検討できる絶対信
頼性の1 つがBland-Altman 分析である。我々は先行研究
において，Bland-Altman 分析を用いて継ぎ足歩行テスト
における系統誤差の影響を検討した。結果として，継

表1
年齢
性別
身長
体重

対象者の属性
63.4 ± 7.7 歳
女性 24 人 / 男性 4 人
155.0 ± 7.8 cm
57.6 ± 10.2 kg
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また，本研究内容は，O 市個人情報保護条例を遵守す

下 ICC）を用いる方法で，SEM は③式で求められ

るとともに，国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認

る 19,21-24)。

を得た。

MDC2) = s 1 – ICC …③

2. 方法

また本研究では，同一検者が同一被検者に対して

継ぎ足歩行テストとして，被検者に，床面に引いた

1週間の期間を空けて2度測定を実施して検者内信

長さ 5 m，幅 50 mm のテープ上を，踵の低い靴か素足で，

頼性を検討する研究デザインであることから，③

一側のつま先に対側の踵を接触させながら歩行させた。

式右辺の ICC には ICC(1,1) を用いた。

また，つま先と踵を接触させるとともに，テープ上か

方法 3) 標準偏差（s）とピアソンの積率相関係数（r）

ら足部を逸脱させないように，可能な限り速く歩くよ

を用いる方法で，SEM は④式で求められる 19-21,25)。

う，被検者に指示した。検者は臨床経験7 年を有する理

MDC3) =

学療法士とした。5 m の継ぎ足歩行の所要時間を同一検
者が測定し，継ぎ足歩行時間
（tandem gait time，以下TGT）

方法 4)

s 1 – r …④

テスト，再テストの一対の測定値の差の標

とした。測定値は 1/100 秒単位で記録し，小数点以下 2

準偏差（sdiff）による方法で，SEM は⑤式で求めら

位を四捨五入して 1/10 秒単位のデータとして解析の対

れる 21)。

象とした。加えて，本研究では，Liu らの方法に準じて，
MDC4) =

直線上から足部が逸脱する場合をミス・ステップと定
義し，前述の TGT にミス・ステップ数を 2 倍したものを

s diff

------------- …⑤
2

加えて，Tandem Gait Index（以下 TGI）を算出した 13)。上

2 種類の継ぎ足歩行テストの絶対信頼性間に統計学

記の TGT，TGI は先行研究により系統誤差の混入が少

的な差の有無を確認するため，2 種類のテストの MSE に

ないとされた継ぎ足歩行テストである 14)。また，1 回目

ついて，paired 法を用いて検定した。paired 法とは，同

のテストから 1 週間後に同様の手順にて再テストを実

一被検者群に対して2 種類のテストを実施した際の，そ

施し，上記2 種類の測定値を算出した。

れぞれの MSE 間の有意差を検定する方法である。paired

統計学的検討として，本研究では再テスト法で得ら

法の手順は，まず，それぞれのテストについて，テス

れた 2 つの測定値について，絶対信頼性として，MDC

トと再テストの測定値の差（d）を求める。同一被検者

の 95% 信頼区間である MDC95 を用いて測定誤差の範囲

における 2 種類のテストの d の和のデータ群（dA1 ＋dB1，

を算出した。

dA2 ＋dB2，…，dAi ＋dBi ※ 1）と，d の差のデータ群（dA1–

MDC95 は次の①式で求められる。
MDC = SEM  1.96 

2

dB1，dA2–dB2，…，dAi–dBi）について，相関係数を算出
する。相関係数の無相関検定により，有意な相関が認

…①

められた場合は，2 つのテストの MSE の間に有意な差が
あると判断できる 6)。

1.96：95％信頼区間の z 値
2 ：正規化された 2 つの測定値群の分散の和の
標準偏差

なお，TGI は本来，順序尺度であるが，本研究では比
率尺度として取り扱った。また，統計学的有意水準は，

また本研究では，次の 4 つの方法により 4 種類の SEM
を算出し，それぞれ SEM1) ～ 4) とした。続いて，それぞれ
の SEM から求められた MDC95 を，それぞれ MDC95

1) ～ 4)

5％未満とした。
※1

dAi：被検者 i に対して，2 度実施したテスト A の測
定値の差

とした。
方法1) テスト，再テストの測定値から繰り返しの

III. 結

果

ある一元配置分散分析により，誤差の不偏分散（誤
差 分 散 error variance，mean square error，以下 MSE）
を求め，SEM を算出する方法。SEM は次の②式で
得られる 16-18)。
MDC1) =

本研究では，TGT はテスト，再テストでそれぞれ 15.3
±2.1秒，15.2±2.5秒，TGIは15.4±2.1，15.4±2.8となった。
4 種類の方法で求めた SEM は，TGT で 1.23 ～ 1.26 秒，

MS E …②

方法2) 測定値群の標準偏差（s）と級内相関係数（以

TGI で 1.48 ～ 1.54 となり，MDC95 は，それぞれ 3.4 ～ 3.5
秒，4.1 ～4.3 となった（表 2，3）。
また，TGT と TGI のそれぞれの MSE 間に有意差は認
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表2

ランスの評価方法としての実用性を検討してきた 14)。

各継ぎ足歩行テストのSEM

そこで本研究では，継ぎ足歩行テストのうち，先行研

SEM
SEM1)

SEM2)

SEM3)

SEM4)

1.26
1.54

1.24
1.51

1.23
1.48

1.26
1.54

TGT（sec）
TGI

第25巻1号

究により測定の際に系統誤差が混入しないとされたTGT
と TGI の 2 つのテスト値について，MDC の 95％信頼区
間である MDC95 を測定誤差の範囲として，その信頼性
を検討した。我々の先行研究 14) と本研究では，対象者
及びテスト－再テスト間の測定間隔が異なる。しかし，

表3

各継ぎ足歩行テストのMDC95
MDC95 1)

TGT（sec）
TGI

3.5
4.3

対象者の年齢構成や得られた TGT，TGI の測定値は，ほ

MDC
MDC95 2) MDC95 3)
3.4
4.2

ぼ同様となった。このことから，これら2 研究を継ぎ足
MDC95 4)

3.4
4.1

3.5
4.3

歩行テストの絶対信頼性を検討する連続した研究とし
て統一して，結果を一般化できると考える。
本研究結果から求められた MDC95 より，TGT で 3.5 秒
以内，TGI で 4.3 以内の測定値の変化は測定誤差による
もので，同値より大きな変化は「真の変化」と判断さ
れることが明らかとなった。すなわち，今後 TGT，TGI

められなかった。

を従属変数としてなんらかの比較をおこなう際に，事

IV. 考

前事後の 2 測定値間や群間に，TGT で 3.5 秒，TGI で 4.3

察

よりも大きな差が認められた場合は，その差は測定誤
評価方法の信頼性を低下させる誤差は，偶然誤差と
系統誤差に大別される。このうち系統誤差は同一条件
下での測定の繰り返しにより同手順では克服できない。

差以外の要因により生じたものであると判断すること
が可能となる。
加えて，TGT と TGI のMSE はそれぞれ，1.59，2.38 と

また，実験計画・実施段階で発生した系統誤差に対し

なった。paired 法を用いて検定した結果，両テストの

て，検定や推定をおこなうことは無意味であることか

MSE 間に有意差は認められなかった。このことから，両

ら，系統誤差は偶然誤差に比べて「悪質」な誤差であ

テストが内包する測定誤差については，統計学的には

る 25)。測定の際に，これら誤差を弁別，抑制して，信

差がないと判断でき，両テストは同等の絶対信頼性を

頼性を確認するには，次の 3 つの手順を踏む。

有すると考えられる。以上の結果および先行研究から，

まず，研究デザインの検討である。具体的には，反

TGT，TGI は測定に際しての系統誤差がなく，さらに同

復，無作為化，局所管理といった「フィッシャーの 3 原

等の絶対信頼性を有する評価方法であることが明らか

則」により，系統誤差の混入の回避，減少，偶然誤差

となった 14)。すなわち，評価方法の信頼性という視点

への転化を図る 26)。次に，この研究デザインによる結

からは，TGTとTGIは同等に取り扱うことが可能である。

果としての測定値に，系統誤差が混入しているかどう

前述したように，MDC を算出する上で必要となる

かを検討する。この検討のための統計学的手法の 1 つ

SEM の算出方法は複数報告されている。Stratford は，本

に，Bland-Altman 分析がある 27)。Bland-Altman 分析とは，

研究の方法 1 ～ 4）の 4 方法を用いて SEM を算出し，比

対応する 2 群の測定値間の平均と差から，それら測定

較している 20) ※ 2。結果として，MSW を用いる方法（方

値が内包する系統誤差の有無を可視的，あるいは統計

法 2）以外の方法で求められた SEM は，小数点第 4 位ま

学的に明らかにする方法である。

で近似したと報告している。また同報告では，算出方

ここまでの手順で，測定値に系統誤差が混入してい

法による SEM の違いは，サンプルサイズに起因すると

ないことが確認された後，3 番目の手順として，測定値

している。対して本研究では，継ぎ足歩行テストにお

に含まれる偶然誤差の量を明らかにする。この偶然誤

いて，SEM の算出方法の違いにより，MDC95 は TGT で

差の量を検討する方法として，SEM や MDC がある。こ

0.1 秒，TGI で0.2 秒の差を認めた（表 2）。しかし，これ

れらはいずれも，2 群の測定値から測定誤差を算出する

らの差は測定誤差の範囲として求めた MDC95 の 5％以

clinical

下の差であり，臨床応用上無視できるものと考えられ

「臨 床 的 に 意 義 の あ る 最 小 変 化 量（minimal
28)

important difference，MCID）」

の 1 つである。我々は，

る。以上のことから，TGT と TGI の測定誤差を検討す

評価手順が統一されておらず，信頼性・妥当性を検討

ることを目的として，絶対信頼性として MDC95 を算出

した報告が少ない継ぎ足歩行テストに注目し，動的バ

する際に，その数学的算出方法を問わず，絶対信頼性
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の検討が可能であることが明らかとなった。
※2

本研究の方法 2）である ICC(1，1) を用いて算出す
る SEM は，Stratford が報告している一元配置分散
分析表の要因内の平均平方（MSW）を用いて算
出する SEM に近似するため，同一とした 17)。

therapy. Acta Neurol Scand, 2005, 111: 385-390.
14) 下井俊典，谷

浩明：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．理学療法科学，2008,
23(5): 625-631.
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