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非荷重によって生じた関節軟骨の廃用性萎縮は
生理的な再荷重によって回復する

ポスター発表1

カラゲニン誘発性筋炎モデルは筋損傷モデルと
なり得るか
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【目的】明らかに組織の損傷がある場合、疼痛が生じることは
想像にたやすいが、関節不動化により明らかな組織損傷がなく
ても疼痛が生じることが報告されている。一方、関節の固定や
安静は筋損傷の治療のためにも用いられる。つまり治療のため
に用いる一定期間の安静や固定が、筋組織の損傷以上に疼痛発
生や組織の回復に影響を及ぼす可能性があるが明らかではない。
この検証のためにまず関節不動化と共存しうる筋損傷モデルの
作製を検討した。特別な装置の必要がないモデル作製方法とし
て、薬剤投与法が考えられるが、既存の薬物による筋損傷は広
範囲にわたり、モデルとして不向きである。そこでカラゲニン
誘発性筋炎が筋損傷モデルとして使用できるかどうか検討する
こととした。
【方法】Wistar系雄性ラット14匹を用いた。カラゲニンを一側
腓腹筋に投与し24時間後に腓腹筋を採取する24h群と、投与
72時間後に筋採取する72h群、生理食塩水を投与するコントロ
ール群 (CON群)に無作為に分けた。72h群とCON群は薬剤投与
前、投与6・24・72時間後に皮膚と筋機械痛覚閾値を測定した。
測定結果は、解析ソフトR4.0.2 を用いて分割ブロット分析を行
った。採取した筋から凍結横断切片を作製し、連続した凍結横
断切片にヘマトキシリン－エオジン染色と、抗CD-68抗体なら
びに抗ジストロフィン抗体を用いた免疫組織化学染色を施し、
筋損傷の程度と炎症細胞の局在を比較した。
【結果】皮膚機械痛覚閾値はいずれの時点においても72h群
(34.6～38.5 g)とCON群 (35.0～40.9 g)とで差はなかった。一
方、筋機械痛覚閾値は両群間で有意差を認め、CON群では経時
的な変化を認めなかったのに対し、72h群は投与6時間後に低
値を示した。全群で刺入痕近くに損傷したと考えられる円形状
が崩れた筋細胞が確認できた。24h群および72h群では炎症細
胞の集積と筋細胞への浸潤が確認できた。炎症細胞は主に筋細
胞間結合組織に認められ、筋細胞の貪食像はそれに比べると軽
微であった。72h群では、筋細胞間結合組織にCD68陽性細胞
が多数認められたが、ジストロフィンの連続性は保たれていた。
24h群では72h群に比べ筋細胞間結合組織にCD68陽性細胞があ
まり認められなかったが、刺入部位周辺の筋細胞ではジストロ
フィンが不連続でCD68 陽性細胞が筋細胞中に浸潤している像
が確認できた。これらに比べるとCON群には、はっきりした
CD68陽性細胞は認められず、ジストロフィンの連続性も保た
れていた。
【考察】カラゲニンによる筋炎は生じたが、目的としていた筋
損傷は刺入による物理的なものであると考えられた。
【結語】筋損傷モデルとして本モデルを適用することは難しい
と結論した。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の動物実験委員会の承認 (2019-002)を得て行った。

【目的】
メカニカルストレス、特に荷重は関節軟骨にとって組織学的お
よび機能的維持のために必要不可欠とされる。荷重が欠如する
と、軟骨厚の減少と基質染色性の低下が生じ、これらの組織学
的変化は関節軟骨の廃用性萎縮として提唱された。しかし、こ
の廃用性萎縮における回復の可能性はこれまで明らかになって
いない。したがって、本研究の目的を、ラット後肢懸垂モデル
を用いて脛骨軟骨に廃用性萎縮を惹起し、その後再荷重を行う
ことで廃用性軟骨萎縮の回復の可能性を組織学的および免疫組
織化学的に明らかにすることとした。
【方法】
対象として9週齢のWistar系雄性ラット30匹を使用し、実験動
物は対照群、後肢懸垂群、再荷重群に分けた。対照群は4、6、
8週間の通常飼育を行い、後肢懸垂群は4週間後肢懸垂下で飼育
を行った。再荷重群は4週間の後肢懸垂の後、2週間および4週
間の再荷重を行った。後肢懸垂はワイヤーによる尾部懸垂方法
を採用した。飼育期間後、両膝関節の前額面標本を作成し、一
般染色としてヘマトキシリン・エオジン染色およびトルイジン
ブルー染色を、免疫組織化学的染色としてⅡ型コラーゲン、ア
グリカン、MMP13、ADAMTS5に対する染色を行った。その
後、光学顕微鏡を用いて、軟骨に対する評価として軟骨厚、基
質染色性、軟骨細胞密度、層割合を計測した。また骨に対する
評価として骨量と軟骨下骨厚を計測した。
【結果】
4週間の後肢懸垂によって、軟骨厚および基質染色性、骨量お
よび軟骨下骨厚の有意な低下を認めた。再荷重2週によって、
軟骨厚、基質染色性は対照群と同等まで回復し、細胞密度は再
荷重によって有意な増加を認めた。層割合では、非荷重によっ
て非石灰化層は有意に減少し、石灰化層は有意に増加したが、
4週間の再荷重によって対照群と同等まで回復した。骨におい
ては、対照群と同等まで回復するために骨量は2週間、軟骨下
骨厚は4週間を必要とした。免疫組織化学的分析では、Ⅱ型コ
ラーゲンは実験期間を通じて有意な変化を認めなかったが、ア
グリカンは実験期間を通じて有意に増加した。またMMP13お
よびADAMTS5は非荷重によって有意に増加した。
【考察】
本研究の結果より、非荷重によって生じた関節軟骨の廃用性萎
縮は再荷重によって回復することが明らかとなった。しかし、
その詳細なメカニズムは不明な部分が多いため、さらなる検討
を必要とする。今後は、免荷中における間欠的荷重の有効性や
再荷重中における積極的な運動療法の回復促進効果を明らかに
していきたい。
【結語】
ラット後肢懸垂モデルにおいて非荷重によって生じた関節軟骨
の廃用性萎縮は再荷重によって回復する
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究に関する全ての実験計画において金沢大学動物実験委員
会に倫理上の審議を依頼し，承認を得て実験を行った (実験番
号AP-204125)。また、実験および飼育に際しては金沢大学動
物実験規程を順守して行った。

123

P-1-1-3

ポスター発表1

P-1-1-4

糖尿病ラットのヒラメ筋及び⾧趾伸筋の筋張力
低下に再荷重が与える影響
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プレコンディショニング収縮は損傷性収縮後の
Ca2＋依存性STAC3の分解を防止し筋機能の回復
を促進する
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【目的】
本研究の目的は、非肥満の2型糖尿病モデルラットである
Goto-Kakizakiラット (GKラット)に対し、尾部懸垂法を用い廃
用性筋萎縮を作成後再荷重を行い、足関節底屈筋であるとヒラ
メ筋と足関節背屈筋である⾧趾伸筋の筋張力に与える影響を明
らかにすることとした。
【方法】
対象は8週齢のWistar系ラット (W群)32匹、GKラット (G群)32
匹とした。さらにW群、G群をそれぞれコントロール群，C群
(WC群、GC群)と2週間尾部懸垂する懸垂群，S群(WS群、GS群)，
尾部懸垂後1週間の再荷重を行うR1群 (WR1群、GR1群)，尾部
懸垂後2週間の再荷重を行うR2群 (WR2群, GR2群) に振り分け
た (各群n=8)。実験終了後、体重測定、血糖測定を実施し、両
後肢よりヒラメ筋および⾧趾伸筋を摘出、右両筋についてクレ
ブスリンガー液内にて筋張力を測定した。また、左両筋の湿重
量測定を行った。統計学的処理は、体重、血糖値、単収縮張力、
強縮張力、筋湿重量、体重で筋湿重量を除した相対重量比につ
いて、ニ元配置分散分析を用いた。交互作用がみられた場合は、
W群、G群の各条件間で一元配置分散分析を行い下位検定とし
て、Tukeyの方法を用いた。すべての統計処理は
SPSS.Ver25(IBM SPSS)を使用し、有意水準は5%とした。
【結果】
ヒラメ筋について、相対重量比ではW群とG群間で有意差はみ
られず、条件間ではS群は他群に比べ有意に低値を示した。ま
た、筋張力については、強縮張力で、W群、GK群間で有意差
はみられず、各条件間ではS群は他のすべての群に比べ有意に
低値を示し、また、R1群はC群、R2群より低値を示した。⾧趾
伸筋について、相対重量比ではG群はW群に比較し有意に低値
であり、各条件間ではC群、S群に比較し、R1群、R2群が有意
に低値であった。交互作用がみられため、一元配置分散分析を
実施し、W群ではWC群と比較してWR1群、WR2群が有意に低
値を示し、G群ではGS群と比較してGＣ群、GR1群、GR2群は有
意に低値を示した。また、ラット種間ではW群とG群間に有意
差があり、G群が低値を示した。また、筋張力については、強
縮張力で、G群とW群で有意差はみられず、S群は他のすべての
群に比較し有意に低値を示した。
【考察】
ヒラメ筋については、W群とG群の間に有意差はみられず、同
様の萎縮・回復傾向を示した。一方、⾧趾伸筋については相対
重量比で、GS群で萎縮がみられず、それに反して筋張力は低下
しており乖離がみられた。G群の⾧趾伸筋の筋張力が低下して
いたことは，糖尿病による神経系への影響が考えらえた。
【結語】
糖尿病ラットの⾧趾伸筋は萎縮、筋力低下を起こしやすい傾向
にある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は発表者が所属する組織の動物実験委員会(承認番号:
AP-184002)の承認を受けて行った。

【目的】
過度の伸張性収縮 (ECC)後に生じる筋張力低下の遷延には，ジ
ヒドロピリジン受容体 (DHPR)からリアノジン受容体 (RyR)へ
の興奮収縮連関不全を要因とした，筋小胞体からのCa2＋放出量
の低下が関与する．一方，事前に非損傷性のECCをプレコンデ
ィショニング収縮 (PC)として負荷しておくと，その後，損傷性
ECCにより生じる張力低下からの回復が促進される．本研究で
は，ECC後の張力低下の遷延ならびにPCの効果のメカニズムを
明らかにするために，DHPRとRyRの機能連関に重要な役割を
果たすことが新たに同定されたSH3 and cysteine-rich protein
(STAC)3に着目し検討を行った．
【方法】
ラットを，電気刺激により下腿三頭筋に損傷性収縮 (ECC100
回)のみを負荷するNon-PC群と，その2日前にPC (ECC10回)を
負荷するPC群に分け，損傷前から損傷4日後まで等尺性足関節
底屈トルクを測定した．いずれの群においても，損傷直後，1，
4日後に腓腹筋内側頭を摘出し分析に供した．
【結果】
Non-PC群では損傷直後から発揮トルクの低下が認められ，そ
れは損傷4日後においても完全に回復しなかった．これに対し，
PC群では損傷直後にトルクの低下は観察されたものの，損傷1
日後から著明な回復が認められ，4日後には発揮トルクはほぼ
完全に回復した．また，Non-PC群では損傷1，4日後において，
炎症細胞の浸潤を伴う細胞膜損傷，カルパイン1の活性増大，
STAC3の発現量低下が認められたが，PCはこれらの変化を全て
防止した．さらに，in vitroの実験系において，STAC3の分解は
Ca2＋濃度 (0.2-20 µM)依存性に生じ，それはカルパイン阻害薬
であるMDL-28170により抑制されることが示された．
【考察】
この10年ほどの間に，STAC3がDHPRのII-IIIループに結合し，
DHPRとRyRとの機能連関を担うタンパク質であることが示さ
れ，興奮収縮連関の理解が大きく前進した．本研究の結果，損
傷性ECC後の筋においてSTAC3の減少が認められたことから，
これがDHPRとRyRの連関不全や，それを原因とする筋小胞体
からのCa2＋放出量の低下に寄与することが示唆された．さらに，
PCは，過度のECCに伴う細胞外からのCa2＋流入によるカルパイ
ン依存性のSTAC3分解を防止することで機能回復に寄与するこ
とが示された．
【結語】
ECC後の張力低下の遷延には，筋細胞膜の損傷を起点とした
Ca2＋/カルパイン依存性のSTAC3の分解による興奮収縮連関障
害が関与すること，また，PCは，これらの変化を防止すること
で，筋機能の回復を促進することが示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，発表者が所属する組織
の動物実験倫理委員会 (承認番号:19-049_20-088)の承認
を得て実施した．
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ラットヒラメ筋の廃用性筋萎縮に対するベルト
電極式骨格筋電気刺激の効果－FOXOならびに
PGC-1α の動態に着目して－

ポスター発表1

筋損傷後のリンパ管は毛細血管よりも早く変化
する
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坂本 淳哉 3)，沖田 実 3)
1) ⾧崎大学大学院 医士薬学総合研究科医療科学専攻理学療
法学分野
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【目的】
廃用性筋萎縮の進行には筋構成タンパク質の分解亢進が強く影
響し，このメカニズムの一端にはforkhead box protein O
(FOXO)の発現亢進ならびにperoxisome proliferator activated
receptor γ coactivator (PGC)-1α の発現低下を契機とした
atrogin-1およびmuscle ring-finger protein (MuRF)-1の発現亢
進が関与すると報告されている．一方，ベルト電極式骨格筋電
気刺激 (B-SES)は広範囲の骨格筋に対して同時に筋収縮運動を
促すことができるため，従来の電気刺激装置よりも廃用性筋萎
縮の進行抑制効果が高いとされている．しかし，上記の分子機
構を含め，その生物学的機序は不明で，刺激条件の違いによる
影響も明らかにされていない．そこで，本研究では不動化した
ラットヒラメ筋を検索材料に用い，これらの点を検証した．

【目的】筋線維間に存在するリンパ管や毛細血管は、筋損傷後
の回復過程において、筋組織間質液等のクリアランスや筋線維
の新生に重要な役割を果たすと考えられるが、その全容は不明
である。そこで本研究の目的は、筋損傷後の筋線維の新生過程
とリンパ管・毛細血管の変化との関係を明らかにすることであ
る。
【方法】10週齢のC57BL/6J雄性マウスの左前脛骨筋に対し、
伸⾧性収縮(lengthening contractions:LC)を与え、筋損傷モデ
ルを作製した(LC群)。LC群は、LC実施2、4、7日後に筋を採取
し、2 day群、4 day群、7 day群とした。また、対照群として
LC非実施のControl(CON)群を作製した(各n =6)。組織学的評価
として、採取した筋に対しHE染色を行い、新生筋線維と考え
られる中心核筋線維の割合や横断面積を調べた。また、抗
LYVE-１抗体と抗CD31抗体を用いた二重免疫組織化学染色に
てリンパ管と毛細血管を同定し、数と面積を測定した。なお、
筋機能評価として、LC実施前と筋採取直前に最大足関節背屈ト
ルク(最大トルク)を測定した。
【結果】HE染色像の観察では、2 day群や4 day群で損傷筋線
維や核の集積を認めた。中心核線維はCON群、2 day群では認
めず、4 day群で全筋線維の0.05 ± 0.06 %、7 day群で16.2 ±
10.5 %の割合で認めた。中心核線維の横断面積は4 day群
(167.8 ± 170.8 µm²)に比べ7 day群(883.9 ± 75.3 µm²)で有意
に大きかった(p <0.01)。7 day群の最大トルク(1.05 ± 0.11
mNm)はCON群(1.52 ± 0.11 mNm)に比べ有意に小さかった(p
<0.01)が、2 day群(0.70 ± 0.16 mNm)や4 day群(0.82 ±
0.13 mNm)に比べ有意に大きかった(p <0.01)。リンパ管数は、
4 day群の (144.8 ± 23.9 個/mm²)が他の群に比べ有意に高値
を示した(p <0.01)。4 day群のリンパ管面積(91.8 ± 32.1 µm²)
は CON群(45.3 ± 17.1 µm²)と7day 群(47.5 ± 12.6 µm²)に比
べ有意に大きかった(p <0.01)。7 day群の毛細血管数(1081.1
± 155.2 個/mm²)は他の群に比べ有意に高値を示した(p <
0.05)。一方、毛細血管面積は群間で有意な差はなかった。
【考察】リンパ管は、損傷筋線維や核の集積が観察され炎症反
応が生じていると想定されると共に中心核筋線維が現れ始める
時期に増加し、損傷筋線維が減少し炎症反応が治まると共に中
心核筋線維が成⾧する時期に元の数に戻ると考える。一方、毛
細血管は中心核線維が成⾧する時期にリンパ管に遅れて増加す
ると考える。リンパ管の新生は血管新生抑制因子を抑制し毛細
血管の新生を促すとの報告もある(Pu, 2021)。リンパ管や毛細
血管の役割を考慮すると、これらの増加や減少の時期は妥当で
あると考える。
【結語】筋損傷からの回復過程でリンパ管は損傷４日目、毛細
血管は７日目に増加し、それぞれの回復の時期に重要な役割を
担うと考える。現在、これらの変化のメカニズムや、役割の検
証を行っている。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、大分大学動物実験委員
会の承認を得て実施した(承認番号:185701)。本研究に関わ
る開示すべき利益相反はない。

【方法】
実験動物には8週齢のWistar系雄性ラット39匹を用い，1)無処
置の対照群 (n =10)，2)両側足関節を最大底屈位で2週間ギプス
で不動化する不動群 (n =9)，3)不動の過程でB-SESによる筋収
縮運動を1:3の刺激サイクルで20分間行うB-SES①群 (n =9)，
同様に4)1:1の刺激サイクルで15分間行うB-SES②群に振り分
けた (n =11)．そして，B-SES①・②群に対しては，刺激周波数
50Hz，刺激強度4.7mAの条件で，1回/日 (6日/週)の頻度で延
べ2週間，B-SESによる筋収縮運動を負荷した．実験期間終了後
は両側ヒラメ筋を採取し，右側ヒラメ筋から作製した凍結横断
切片にはATPase染色を施し，typeⅠ・Ⅱ線維の筋線維横断面
積 (CSA)を計測した．一方，左側ヒラメ筋の一部はウェスタン
ブロット法に供し，総FOXOならびにリン酸化FOXOのタンパ
ク発現量を定量した．また，一部はreal time RT-PCR法に供し，
PGC-1α やatrogin-1，MuRF-1のmRNA発現量を定量した．
【結果】
type I・II線維のCSAは不動群，B-SES①・②群ともに対照群よ
り有意に低値を示したが，タイプI線維でのみB-SES②群が不動
群より有意に高値を示した．次に，リン酸化FOXOに対する総
FOXOの比率は不動群が対照群より有意に高値を示し，B-SES②
群は不動群より有意に低値を示した．また，PGC-1α のmRNA
発現量は不動群とB-SES①群が対照群より有意に低値を示した
が，B-SES②群は対照群との有意差を認めなかった．加えて，
atrogin-1とMuRF-1のmRNA発現量はいずれも不動群，B-SES①
・②群が対照群より有意に高値を示したが，B-SES②群は不動
群より有意に低値を示した．
【考察】
今回の結果から，B-SES②群にのみラットヒラメ筋の廃用性筋
萎縮の進行抑制効果が認められ，これには総FOXOの発現抑制
とPGC-1α の発現促進を介したatrogin-1ならびにMuRF-1の発
現抑制が関与していると推察される．
【結語】
B-SESを用いた廃用性筋萎縮の予防には，筋収縮頻度が重要な
要素であることが示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本実験は⾧崎大学動物実験委員会で承認 (承認番号:
1903281524)を受けた．
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深度センサを用いた肩甲骨上方回旋角度測定の
妥当性の予備的検討

ポスター発表1

健常者における上肢挙上角度に及ぼす肩甲骨3次
元動態の影響

○井原 拓哉 1)，牧野 浩二 2)，山田 英莉久 3)，
山本 晧子 3)，塚本 和也 3)，二村 昭元 1)，
藤田 浩二 1)
1) 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 運動器機能
形態学講座
2) 山梨大学大学院 総合研究部
3) 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 整形外科学

○乾 哲也 1,2)，佐原 亘 3)，吉尾 雅春 1)
1) 千里リハビリテーション病院 セラピー部
2) 大阪大学大学院医学系研究科 運動器バイオマテリアル学
3) 大阪大学医学部付属病院 リハビリテーション部
【目的】最終域での上肢挙上角度の差を臨床で経験するが、そ
の差が何に起因しているかは十分に明らかにされていない。そ
の理由としては肩甲骨の動態を正確に把握することが困難であ
ることが挙げられる。我々は初めて2D/3D registration法を用
いて体幹に対する肩甲骨、上腕骨の動態を明らかにし、上肢挙
上角度の差が何に起因するのか解析したので報告する。

【目的】
肩関節運動障害の治療では、初期症状として現れる肩甲骨の僅
かな運動の異常を検出し、正しく評価することが重要であると
されている。しかしながら、臨床現場では視診や触診を基に評
価が行われており、多くの場合定量評価は行われていない。様
々な定量評価法は存在するが、高価で特殊な設備が必要である
こと、侵襲を伴うことなどから一般的な臨床現場への導入は容
易でなく、普及していない。従って、現場への導入が容易な機
器を用いて、非侵襲的かつ高精度に肩甲骨運動を定量化するこ
とが、肩関節障害の治療・予防に必要不可欠である。そこで、
本研究では近年、安価に入手でき、精度も大幅に向上した深度
センサを利用した肩甲骨運動の異常検知技術を確立することで、
臨床現場における肩関節障害の治療および予防の発展に貢献す
ることを目的とする。本研究では予備的検討として、深度セン
サを用いて算出する上肢下垂時の肩甲骨上方回旋角度の妥当性
の検討を行った。
【方法】
対象は肩関節に愁訴のない健常成人男性4名8肩であった。上肢
を下垂した状態での安静座位中に、Azure Kinect DK (Microsoft
社製)の深度カメラおよびRGBカメラを用いて、身体背面の色、
深度情報を30frames/sで取得し、3次元点群データを作成した。
作成した点群データから皮膚の膨隆の程度の情報を用いて、肩
甲骨内側縁および肩甲棘の位置を推定し、三次元空間における
肩甲骨の上方回旋角度を推定値として算出した。また、触診に
基づいて同定した肩甲骨内側縁に沿った２個のカラーマーカか
ら算出する角度を、真値として用いた。各肩において2試行ず
つ実施し、計16試行のデータを使用した。推定値には連続する
10frameの平均値を、真値には1frameの値を用いた。妥当性の
検討として、真値に対する推定値の差の絶対値の和の平均値
(Mean Absolute Error:MAE)および、真値と推定値の相関係数
を算出した。解析にはPython 3.8を使用した。
【結果】
MAEの平均値± 標準偏差は6.2± 5.4° であった。相関係数はr
=0.49 (p =0.05)であった。
【考察】
本研究の結果、真値と測定値との相関係数は有意にはならなか
ったものの、MAEは十分小さく、深度センサを用いた肩甲骨角
度の推定は、実用に足る可能性がある。しかしながら、症例数
が少なく、健常例のみでの検討であったため、今後は症例数を
増やすとともに挙上位や挙上動作中の角度、肩関節障害を有す
る患者を含めた検討を進めるとともに、精度を高めていく必要
がある。
【結語】
深度センサを用いた肩甲骨角度の推定は、実用に足る可能性が
ある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、ヘルシンキ宣言に沿った研究であり、発表者が所属
する施設の研究倫理委員会 (承認番号:M2021-295)の承認を
得て実施した。

【方法】対象は健常人15名15肩 (男性13名、女性2名、平均年
齢27.7歳)とした。上肢の最大挙上角度を角度計で計測し、そ
の平均値でHigh群とLow群にわけた。肩関節屈曲、肩甲骨面挙
上、外転動作を行い2D/3D registration法を用いて動態解析を
行った。肩甲骨及び肩甲上腕関節の三次元動態は二元配置反復
測定分散分析を用いて比較し、多重比較にはpost hoc検定
(tukeyのLSD)を実行した(P <0.05)。
【結果】角度計による挙上角度の平均値は172度であり、High
群8名、Low群7名に分かれた。肩甲骨内旋は屈曲 (挙上105°
以上;P<0.05)、肩甲骨面挙上 (挙上120° 以上;P<0.01)、外
転 (挙上135° 以上;P<0.01)すべてにおいてHigh群よりLow群
の方が有意に10～25° 大きかった。また屈曲の最大挙上位の
み有意差を認め(P＝0.0157)、肩甲骨はLow群よりもHigh群の
方が13.5° 後傾していた。肩甲骨の上方回旋、肩甲上腕関節で
の回旋角度と並進移動では有意差を認めなかった。
【考察】3D electromagnetic devicesを用いた先行研究と比較
すると、結果はおおむね一致している結果となった。しかしな
がらこの研究手法では、測定誤差が上肢挙上120° 以上では大
きくなると報告されている (Karduna AR et al., 2001)。今回我
々は体幹に対する肩甲骨と上腕骨の動きを評価することに成功
し、上肢挙上角度全域にわたって肩甲骨動態を正確に評価でき
た。
【結語】いずれの挙上面で上肢を挙上しても、肩甲骨が内旋し
ていると上肢の挙上角度が小さくなることが明らかとなった。
より高い挙上角度を獲得するには、肩甲上腕関節の動きよりも
肩甲骨の動きに着目することが有効であろうと考えられた。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の研究倫理委員会 (承認番号:10189)の承認を得て実施し、全
被検者にインフォームドコンセントを行い、研究の同意を得た。
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上肢挙上時と下降時の肩甲骨周囲筋活動比率の
違い

結帯動作と肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位
の内旋可動域の関係性について

【目的】
肩関節有疾患者では上肢挙上時に肩甲上腕関節の筋だけでなく、
肩甲骨周囲筋にも異常な筋活動が生じる。特に、前鋸筋 (SA)や
僧帽筋下部 (LT)の筋活動が減弱し、代償的に僧帽筋上部 (UT)
の筋活動が増大しやすい。また、上肢挙上だけでなく、下降時
に疼痛や動作困難を訴える症例も多い。上肢下降時には挙上時
と異なる肩甲上腕リズムが報告されており、筋活動も異なると
が考えられる。このように、上肢挙上や下降時の肩甲骨周囲筋
活動バランスを評価し、動作を改善させる必要があるが、正常
値は明確ではない。本研究では、若年健常者における正常値を
調査し、挙上時と下降時の特徴を分析した。
【方法】
対象は、神経学的疾患のない健常男性26名 (年齢27.2± 2.7歳)
とした。課題は、下垂位から肩関節屈曲90度までを2秒で屈曲
させ (挙上低角度)、さらに2秒かけて90度から最大屈曲位まで
屈曲させた (挙上高角度)。その後、最大屈曲位から2秒かけて
90度位まで下降させ (下降高角度)、最後に90度から下垂位ま
で2秒間で下降させた (下降低角度)。この時のSA、UT、僧帽筋
中部 (MT)、LTの筋活動を測定した。さらに、正規化のために
屈曲MMT段階5の筋活動も測定した。解析には、各運動範囲の
筋電図積分値のを算出後、屈曲MMT時の筋電図積分値で相対
化した。最後に、UTに対する各筋の筋活動比率を示すUT/SA、
UT/MT、UT/LTを計算し、挙上時と下降時の特徴を分析した。
【結果】
左右で同様の傾向であったため、右の結果を示す。挙上低角度
のUT/SAは0.66、UT/MTは2.34、UT/LTは0.87であり、挙上
高角度のUT/SAは0.83、UT/MTは2.37、UT/LTは0.71となっ
た。一方、下降高角度では、UT/SAは0.98、UT/MTは2.65、
UT/LTは1.25であり、下降低角度ではUT/SAは1.00、UT/MTは
2.13、UT/LTは1.64であった。全体的に、挙上より下降で値が
大きく、またUT/MTはUT/SAやUT/LTより値が大きかった。
【考察】
本研究の結果は上肢挙上、下降時の正常値であり、有疾患者の
筋活動比率を分析する上での基準となる。挙上に対し下降です
べて値が大きかったことから、下降時にはSA、MT、LTに対し
てUTの筋活動が大きくなるといえる。有疾患者では、UTの筋
活動が増大し、SA、LTの筋活動が減弱しやすいことから、肩
甲骨周囲筋活動のバランスを整えるためには、下降を用いた運
動は適切ではない可能性が考えられた。逆にいうと、肩甲骨が
下方回旋していく下降時にはSAや LTではなく、同じ上方回旋
作用を持つUTの遠心的な収縮で肩甲骨運動を主に制御してい
ると考えられた。
【結論】
本研究では、上肢挙上、下降時における肩甲骨周囲筋活動の比
率の正常値を示した。下降では挙上よりUTの割合が大きくな
る傾向があり、UTの遠心性収縮を用いて肩甲骨運動を制御し
ている可能性が考えられた。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が属する施設の研究倫理委員会 (承認番号:
2021001)の承認を得た。

【目的】
我々は結帯動作の評価に肩関節伸展位での内旋可動域測定が有
用であることを報告した (白井ら，2021)。しかし、この方法
における肩関節内旋可動域は14.9± 4.1° であり、可動域が小
さいため、肩関節疾患を有する患者への活用が困難と予測され
た。可動域が小さくなった要因として、肩関節内旋可動域の測
定時に測定者が肩甲帯屈曲を制御したためと考えた。そのため、
肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位の内旋可動域であれば可動
域は大きくなり、用いやすい評価になると考えた。そこで本研
究では、肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位での内旋可動域と
手を後方に回し母指と第7頸椎棘突起との距離に相関関係を有
するのかを調査した。
【方法】
対象は健常成人18名 (男性11名、女性7名)とした。年齢は25.1
± 2.9歳であった。測定課題は肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸
展位での内旋可動域と結帯動作とした。方法は、背臥位にて肩
関節30° 伸展位での内旋可動域を測定した。この時、肩関節内
旋時に生じる肩甲帯屈曲は許容した。また、結帯動作は手を後
方に回させ、母指と第7頚椎棘突起との距離を測定した。対象
者の体格差を考慮するため、この測定した距離から第7頚椎棘
突起と第5腰椎棘突起の距離で相対化した値を算出した。この
結果を結帯距離とした。Shapiro-Wilkの正規性の検定より正規
性を認めたため、Pearsonの積率相関を用いて、肩甲帯屈曲を
許容した肩関節伸展位での内旋可動域と結帯距離の相関関係を
分析した。有意水準は5％とした。
【結果】
肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位での内旋可動域と結帯距離
の相関関係は、r=-0.53(p<0.05)であり、有意な負の相関を認め
た。また、肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位での内旋可動域
は18.9± 5.5° であった。
【考察】
本研究より、肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位での内旋可動
域と結帯距離には相関関係があることが示された。先行研究で
報告した肩甲帯屈曲を制御した肩関節伸展位での内旋可動域が
14.9± 4.1° に対し、本研究の肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸
展位での内旋可動域は18.9± 5.5° であった。このことから、
先行研究に比べ本研究の方法を用いることができる対象者の幅
は広いと考える。しかし、日本整形外科学会・日本リハビリテ
ーション医学会が定めた肩関節内旋可動域よりは小さく、肩関
節疾患を有する患者に今回の方法が実施可能かは不明である。
今後は肩関節疾患を有する患者に適用できるのかを調査してい
きたいと考える。
【結語】
肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位での内旋可動域は結帯動作
の評価に有用と考える。しかし、肩関節疾患を有する患者に適
用されるかは調査が必要である。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:2020001)の承認を得て実施した。

○井尻 朋人 1)，鈴木 俊明 2)
1) 医療法人寿山会 喜馬病院
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○白井 孝尚 1)，井尻 朋人 2)，鈴木 俊明 3)
1) 医療法人 寿山会 法人リハビリテーション部
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科
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Box and Block Testの運搬相における肘関節トル
クによるパワーの評価

腸腰筋が表層に描出される部位について―超音
波画像診断装置での検討―

【目的】
本研究では，脳卒中患者の上肢機能の評価の一つであるBox
and Block Test (BBT)のブロックを運んでいる期間 (運搬相)にお
ける前腕のパワーおよびそれを構成する成分に着目して解析し
た．脳卒中患者の回復過程において，それらの成分がどのよう
に変化するのか，BBTの点数およびFugl Meyer Assessmentの
点数とどのような関係があるのかを明らかにすることを目的と
した．
【方法】
対象は当院回復期病棟に入院中の脳卒中患者13名 (69.7± 12.7
歳)と，脳卒中および上肢に整形外科的な疾患の既往のない健
常者12名 (48.1± 28.0歳)とした．脳卒中患者の計測は，入院
期間中に1ヶ月の期間を空けて2度，麻痺側のみの計測を実施し
た．健常者の計測は，左右1試行ずつを同日に計測した．計測
はモーションキャプチュアシステム (Vicon社製)を用いて行い，
関節の位置座標を取得した．運動力学的な変数は，剛体リンク
セグメントモデルによって上肢をモデル化し，ニュートン・オ
イラーの運動方程式を解いて算出した．
【結果】
脳卒中患者の1回目と2回目におけるBBTの点数は，10名の患
者でMCDを超える改善を示した．また，BBTの運搬相における
前腕のパワーに対する肘関節トルクのパワー (％)は，1回目の
試行群より2回目の試行群で増大した (Mann-WhitneyのU検定
:p＜0.05)．肘関節トルクのパワーは，前腕のパワーに対して，
健常者では平均156.0%であったのに対し，脳卒中患者の1回目
では平均74.9%，2回目では平均100.6%であった．BBTの点数
と前腕のパワーに対する肘関節トルクのパワーとの相関係数は
r=0.58，FMAの点数と前腕のパワーに対する肘関節トルクの
パワーとの相関係数はr=0.72であった．
【考察】
健常者において，前腕のパワーを構成する成分は，肘関節トル
クによるパワーが大半を占めている．脳卒中患者の2回目の試
行群において，前腕のパワーに対する肘関節トルクによるパワ
ーが増大し，健常者との差分が減少したことから，BBTの運搬
相における上肢の制御が代償によるものではなく，健常者の制
御に近づくように改善したことが示唆された．BBTの点数との
相関係数よりも，FMAとの相関係数が大きかったことから，肘
関節トルクによるパワーに着目することで，上肢の身体機能の
改善を判断する新たな評価指標となり得ることが示唆された．
【結語】
上肢機能の評価の一つであるBBTの運搬相において，肘関節ト
ルクによるパワーを観察することは，上肢の制御の変化が身体
機能の改善によるものか，あるいは代償によるものかを判断す
ることができる新たな評価指標の一つとなり得ることが示され
た．
【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は，当院の倫理審査の承認を得て実施した (承認番号:
21-026)．

【目的】
腸腰筋の機能低下により、立位保持や歩行動作の実用性が低下
することを経験する。これまで腸腰筋の筋活動に関する検討で
は針電図を用いられることが多く、表面筋電図を用いた検討も
行われているが、電極位置は明確となっていない。本研究では、
腸腰筋が表層に描出される部位について、超音波画像診断装置
を用いて検討し、表面筋電図で電極貼付位置の検討を行った。
【方法】
対象は、健常成人男性11名の22肢とし、測定肢位は背臥位と
した。超音波画像の測定は、SONON300Lと、そのアプリ
sononX (HEALCERION社製)機能が搭載されたiPad Air (apple社
製)を用いた。超音波画像の描出として、測定側の上前腸骨棘
を通り、両側の上前腸骨棘を結ぶ線に対する垂線を規定した。
その交点をA0とし、そこから1cmずつ8cm下方までを各々A1
からA8とした。そして合計９か所にプローブを配置して超音
波画像を描出することとした。プローブを股関節部の前面に対
して垂直かつ皮膚や皮下組織を圧迫しないようにあて、画像を
描出した。そして各部位ごとに外側から1cm単位に腸骨筋と大
腰筋が表層に描出されるかを確認し、集計した。
【結果】
腸骨筋が表層に描出された部位を以下に示す。A1の外側0-1cm
で15肢、A2の外側0-1cmで22肢、外側1-2cmで19肢、A3の外
側1-2cmで14肢、A4の外側2-3cmで18肢、A5の外側2-3cmで
20肢、3-4cmで17肢、A6の外側3-4cmで17肢、A7 の外側
3-4cmで15肢であった。なお、大腰筋が表層に描出された部位
はなかった。
【考察】
今回、腸骨筋が表層に描出された部位は、鼡径靭帯と類似する
ように内下方に向かって広がっていた。また、鼡径靭帯から内
腹斜筋が起始することからも、鼡径靭帯よりも上方では、腸骨
筋の表層に内腹斜筋が位置すると考えられる。さらにA3から
A6の外側0-1㎝、A7の外側0-2cm、A8の外側0-3cmでは、表層
に縫工筋が描出され、その深層に腸骨筋が描出された。よって、
表面筋電図にて腸骨筋の計測が可能な部位は、鼡径靭帯より下
方かつ、縫工筋より内側の部位になると考えられる。また、今
回の計測において大腰筋は、全対象で表層に描出されなかった。
河上らは、大腰筋の筋腹は鼡径靭帯の高さ付近まで存在し、鼡
径靭帯より遠位ではほとんど存在しないとしている。解剖学的
にも鼡径靭帯より内側上方では、表層に内腹斜筋が位置してお
り、大腰筋が表層に描出されなかったと考える。
【結語】
今回、腸骨筋の描出が可能な領域は、鼡径靭帯より下方かつ、
縫工筋より内側であり、この部位において腸骨筋の表面筋電図
での計測が可能であることが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:21-01)の承認を得て実施した。

○榊原 時生 1,2)，仰木 裕嗣 3)
1) 湘南慶育病院 リハビリテーション部
2) 慶應義塾大学 SFC研究所
3) 慶應義塾大学 政策・メディア研究科

○楠 貴光 １)，大沼 俊博 １)，伊藤 翼宙 １)，
鈴木 俊明 ２)
1) 園部病院 リハビリテーション科
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科
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Iliocapsularisの作用の検討 －筋伸⾧による弾性
率の変化に着目して－

ポスター発表1

超音波画像診断装置を用いた大腰筋および大腿
直筋の筋厚計測における信頼性 と股関節屈曲角
度-トルク特性との関係

○嚴田 光里 1)，八木 優英 1)，建内 宏重 1)，
所 桃花 2)，市橋 則明 1)
1) 京都大学大学院 医学研究科
2) 神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション
科

○伊藤 和寛 1)，齋藤 恒一 1)，山口 和輝 1)，
前川 遼太 2)，中俣 孝昭 1)，畠中 泰彦 1)
1) 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2) 近江温泉病院 総合リハビリテーションセンター

【目的】
Iliocapsularisは股関節前方の関節包に付着し、その筋張力によ
り関節包の機能を強化し股関節の安定化に関わると考えられて
いる。これまでにiliocapsularisの解剖学的な特徴は明らかとな
ってきたが、生体内でのiliocapsularisの機能は明らかではなく、
その作用でさえ解明されていない。そこで、本研究の目的は超
音波診断装置せん断波エラストグラフィ (以下、SWE)を用いて、
iliocapsularisの作用を明らかにすることとした。

【目的】
大腰筋(以下，PM)は静的，動的姿勢制御において重要であり，
加齢による筋量減少が著しいとされる．よって，筋力トレーニ
ングの方法および信頼性と利便性を担保した効果判定の方法を
確立する必要がある．また，股関節屈曲運動では，PMと大腿
直筋(以下，RF)が発揮トルクの半分を占め，トレーニング効果
は弁別する必要がある．そこで今回，効果判定方法の確立に向
け超音波画像診断装置によるPMとRFの筋厚計測の信頼性を検
証し，筋量と股関節角度-トルク特性との関連を検討した．
【方法】
対象は健常成人31名とした．筋厚は超音波画像診断装置
(Xario100, canon社)にて撮像した．PMは側臥位で第4腰椎棘突
起レベルの右側腹部から椎体，肋骨突起，下大静脈，腹大動脈
を明瞭に確認した位置で撮像した．RFは背臥位で上前腸骨棘と
膝蓋骨上縁の中点で撮像した．撮像は検者2人がそれぞれ2回行
い，慣性計測装置(Blue Trident, VICON社)をプローブに設置し
初回と2回目のプローブ 角度を合致させた．筋厚計測は画像解
析ソフト(Image J, アメリカ国立衛生研究所)を使用し身⾧，体
重で正規化した筋厚(mm/kg/m)を算出した．最大等尺性股関節
屈曲力は徒手筋力測定器 (μ Tas F-1，アニマ社)にて股関節屈曲
0，30，60，90，105度で3回計測し，平均計測値に推定股関
節中心から測定器間の距離を乗じ，身⾧，体重で正規化した股
関節屈曲トルク(Nm/kg/m)を算出した．筋厚計測の検者内信頼
性をICC(1,2)，検者間信頼性をICC(2,2)にて検討した
.Bland-Altman分析にて系統誤差の有無を判定し，95％信頼区
間における最小可検変化量のMDC95を算出した．両筋厚は検者
2名の4回計測値を平均し，各股関節角度のトルクについてPM
はSpearmanの順位相関係数，RFはPearsonの積率相関係数を求
め検討した．有意水準は5％未満とした．
【結果】
検者2名の筋厚計測のICC(1,2)はPMで0.994と0.997，RFで
0.991と0.995であった．また，系統誤差は認めず，MDC95(m
m)はPMで0.93と1.88，RFで0.97と1.23であった．ICC(2,2)は
PMで0.995，RFで0.973であった．また，系統誤差は認めず，
MDC95(mm)はPMで1.82，RFで2.19であった．PM筋厚は股関
節30度(r=0.43)，60度(r=0.37)，90度(r=0.48)，105度(r=0.47)
におけるトルクとの間に有意な相関を示した．RF筋厚は股関節
90度(r=0.39)におけるトルクの間でのみ有意な相関を示した．
【考察】
PMとRFの筋厚計測は高い信頼性を有し筋量増大は2.2mm以上
の変化で判定可能と考える．
また， 股関節屈曲トルクと筋厚の相関において，PMは屈曲域
で認めるもＲＦは限定的であることから，トルクと筋厚計測に
てPMのトレーニング効果を弁別可能と考える.
【結語】
PMのトレーニング方法の確立にはトルクと筋厚変化の分析が
有益である．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，発表者が所属する組織の倫理審査委員会の承認(承
認番号:384)を得て実施した．また，対象者に書面，口頭で説
明し同意を得て実施した．

【方法】
対象は健常若年女性15名 (年齢22.5± 1.3歳)とし、右下肢の
iliocapsularisで計測を行った。測定部位は、下前腸骨棘の内下
方を基準として、筋腹が中央になる部位とした。弾性率測定に
はSWEを用いた。測定肢位は以下の7肢位とした;①安静肢位
(股関節屈曲0º、外転0º、外旋0º)、②屈曲15º、③伸展15º、④
外転15º、⑤内転15º、⑥外旋15º、⑦内旋15º。対象者には完
全に脱力するように指示し、ベルトで骨盤を十分に固定した。
弾性率の計測は各肢位につき3回行い、平均値を解析に用いた。
弾性率は筋が伸⾧されるほど高い値を示し、筋の伸⾧量はその
筋のモーメントアームと反対方向の関節角度変化量に影響を受
ける。そして、筋の作用はその筋のモーメントアームの向きで
決まるため、本研究では関節運動に伴う弾性率を比較すること
で筋の作用を推定した。Holm補正を用いたWilcoxonの符号順
位付検定で安静肢位と各肢位の弾性率、屈曲-伸展間、外転-内
転間、外旋-内旋間の弾性率をそれぞれ比較した。有意水準は5
％とした。
【結果】
級内相関係数ICC (1,3)は全ての肢位で0.913以上であり、測定
の高い再現性が認められた。各肢位の弾性率の中央値 (単位:
kPa)は以下の通りである;安静肢位12.9、屈曲6.8、伸展17.7、
外転10.2、内転9.2、外旋14.7、内旋9.9。Iliocapsularisの弾性
率は安静肢位と比較して、屈曲で有意に低値を示し、伸展で有
意に高値を示した。また、屈曲と比較して伸展で弾性率が有意
に高値を示した。
【考察】
本研究結果より、iliocapsularisは伸展位で有意に伸⾧されてい
ることから、屈曲の作用を有するといえる。また、統計的に有
意ではないものの外旋で伸⾧される傾向があった。しかし、伸
⾧量の程度には個人差が大きく、骨形態などがiliocapsularisの
作用に影響している可能性がある。今後は男性被験者も対象と
し、骨形態との関係を明らかにする必要がある。
【結語】
弾性率の変化から筋の作用を検討した結果、iliocapsularisは股
関節屈曲の作用を有することが示された一方で、内外転や内外
旋の作用については明確な傾向は認められなかった。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、発表者が所属する施設の研
究倫理委員会 (承認番号:R0881-6)の承認を得て実施した。ま
た、対象者には十分な説明を行い、書面にて同意を得た上で研
究を実施した。
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大腿四頭筋における筋厚・筋輝度とMRI筋体積
および筋内脂肪割合との関連―⾧軸上の撮像部
位の違いによる検討―

ポスター発表1

伸張性収縮後の即時的および遅発的なMRI T2値
の変化と超音波法における筋輝度および筋厚変
化の関連

○福元 喜啓 1,2)，谷口 匡史 2)，八木 優英 2)，
廣野 哲也 2,3,4)，山縣 桃子 1,2)，中井 隆介 5)，
山田 陽介 6)，木村 みさか 7,8)，市橋 則明 2)
1) 関大医科大学 リハビリテーション学部
2) 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻
3) 中京大学 スポーツ科学部
4) 日本学術振興会 特別研究員（PD）
5) 京都大学 人と社会の未来研究院
6) 国立健康・栄養研究所 身体活動研究部
7) 京都先端科学大学 総合研究所
8) 同志社女子大学大学院 看護学研究科

○佐伯 純弥 1)，塩谷 彦人 2)，川上 泰雄 2)
1) 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻
2) 早稲田大学 スポーツ科学学術院

【目的】伸張性収縮を伴う運動後には筋内水分量の即時的およ
び遅発的な増加によってMRI におけるT2緩和時間 (T2値)が増
加し、それぞれ筋活動および筋微細損傷の評価として用いられ
ているが (Adams et al., 1992; Larsen et al., 2007)、MRIの撮影
環境は限局される。一方、運動後には超音波Bモード画像にお
ける筋輝度および筋厚が即時的および遅発的に増加する (Chen
and Nosaka, 2006; Taniguchi et al., 2020)。本研究では、超音
波法を用いた筋輝度および筋厚の評価がMRIにおけるT2値を用
いて評価した筋活動および筋微細損傷の評価の代用となるか検
討するために、運動後の即時的および遅発的なT2値の変化と、
筋輝度および筋厚の変化の関連を検討することを目的とした。

【目的】超音波画像における筋厚と筋輝度は簡便な筋の量的・
質的指標であり、特に大腿四頭筋 (QF)は多く測定されている。
QFの超音波画像は一般に最大膨隆部である大腿中央部にて撮
像されるが、大腿遠位部の画像を用いた報告も散見される。し
かし、遠位部における筋厚・筋輝度が正確に筋量や筋内脂肪量
を反映するかは明らかでない。本研究の目的は、QF⾧軸上の
異なる部位で計測した筋厚・筋輝度と、MRIで測定した筋体積
・筋内脂肪割合との関連を調べることである。
【方法】対象は地域在住の成人135名とした。超音波画像装置
(GEヘルスケア社製)を用いて右側の大腿四頭筋を撮像した。上
前腸骨棘と膝蓋骨上縁との中点 (A)、大転子と大腿骨外側上顆
との中点 (B)および上前腸骨棘と膝蓋骨上縁との遠位25%(C)の
3部位で、大腿直筋 (RF)上にプローブを接触させ撮像した。得
られた画像から、RFと中間広筋 (VI)の筋厚、RFの筋輝度を計測
し、RFとVIの合計筋厚をQF筋厚とした。3.0TのMRI装置
(SIEMENS 社製)を用いて右大腿部のMRI撮像を行った。RF、VI、
外側広筋 (VL)、内側広筋 (VM)の筋体積および筋内脂肪割合を
求め、さらに4筋を合計したQF筋体積、平均したQF筋内脂肪割
合を算出した。また、右膝関節の最大伸展筋力を計測した。各
部位の筋厚、筋輝度を反復測定分散分析で比較した。また筋厚、
筋輝度と筋体積、筋内脂肪割合、筋力との相関係数を求め、部
位による相関係数の違いをMeng's検定で分析した。
【結果】RFとVIの筋厚は遠位に近づくに従い有意に小さく、
RF筋輝度は有意に高くなった。RF筋厚とRF筋体積との相関係
数は部位A (r=0.775)、B (r=0.718)、C (r=0.644)と小さくなり、
Aの相関係数はCよりも有意に大きかった。一方、VI筋厚とVI
筋体積 (r=0.594～0.670)、QF筋厚とQF筋体積 (r=0.698～
0.720)、QF筋厚と筋力 (r=0.655～0.683)との相関係数には、3
部位での有意差がなかった。同様に、RF筋輝度とRF筋内脂肪
割合 (r=0.604～0.642)、QF筋内脂肪割合 (r=0.559-0.595)、お
よび筋力 (r=-0.693～-0.648)との相関係数にも、3部位での有
意差はなかった。
【考察】本研究の結果、RF筋厚でRF筋体積を推定するために
は、RFの最大膨隆部あたりで撮像をする必要があるが、RFと
VIを合計したQF筋厚であれば、大腿遠位部であっても大腿中
央部と同程度にQF全体の筋体積や膝伸展筋力を推定できるこ
とが示唆された。また、RF筋輝度は、大腿遠位部であっても大
腿中央部と同程度にRFまたはQF筋内脂肪割合や膝伸展筋力を
推定できることが示唆された。
【結語】大腿遠位部で測定したQFの筋厚と筋輝度は、大腿中
央部の値と同程度にQFの筋体積、筋内脂肪割合と筋力を推定
できる。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の研究倫理委員会 (承認番号:R1746)の承認を得て実施された。
対象者には事前に研究内容を説明し，書面にて研究に参加する
同意を得た。

【方法】対象は健常成人男性11 名の非利き腕であった。運動
課題は肘関節屈曲の最大伸張性収縮とし、運動範囲は肘関節屈
曲90° から0° 、角速度は30° /s、反復回数は6回× 5セットと
した。運動課題実施前、直後、および3日後に上腕近位60％に
おけるMRI T2強調画像および超音波Bモード横断画像の撮影を
行った。上腕二頭筋のT2値をエコー時間の異なる4枚のT2強調
画像から解析ソフトOsiriXを用いて算出し、筋輝度 (8ビットグ
レースケールにおける輝度平均値)および筋厚を超音波Bモード
画像から解析ソフトImageJを用いて算出した。さらに、運動後
の各評価項目について運動前からの変化量を算出した。統計解
析として、各測定項目の経時変化を検討するために反復測定一
元配置分散分析およびHolm法を用いた多重比較検定を行った。
さらに、T2値と筋輝度および筋厚の関連を検討するために、従
属変数をT2値の変化量、独立変数を筋輝度および筋厚の変化量
としたステップワイズ重回帰分析を用い、運動直後および運動
3日後のそれぞれの時点におけるT2値と筋輝度および筋厚の変
化量の関係を検討した。有意水準は5%とした。
【結果】分散分析および多重比較検定の結果、T2値、筋輝度、
筋厚はすべての時期で有意差が認められ、運動前から運動3日
後にかけて増加した。重回帰分析の結果、運動直後のT2値変化
量の説明因子は抽出されなかった。運動3日後のT2値の変化量
の説明因子として、運動3日後の筋輝度の変化量 (標準偏回帰係
数β =0.92)のみが抽出された。決定係数は 0.84であった。
【考察】運動直後のT2値変化量は筋輝度および筋厚の変化量と
関連しなかった。一方、運動3日後のT2値変化量は筋輝度の変
化量で80％以上説明できることが示され、運動直後の遅発的な
筋輝度変化はT2値変化で示される運動後の筋の微細損傷を反映
することが示唆された。
【結語】運動後の遅発的なMRI T2値変化は超音波法における
筋輝度変化と関連することが示された。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、
所属機関倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号:
2019-351)。対象には研究内容について十分な説明を行い、書
面による同意を得た。
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高齢者における異なる関節角度で測定した筋硬
度と関節可動域との関連性-Strain Elastography
を用いた検討-

ポスター発表1

斜面上での重量物保持動作における脊柱起立筋
筋内活動分布の検討

○水谷 将之介 1)，三次 史也 2)，岩本 義隆 1)，
石井 陽介 1)，高橋 真 1)
1) 広島大学大学院 医系科学研究科健康科学プログラム生体
運動動作解析学研究室
2) 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 リハビリ
テーション科

○中川 晃一 1,2)，片岡 英樹 1,2)，井上 凛子 1)，
近藤 佑太朗 1,2)，野元 祐太郎 1,2)，後藤 響 1,2)，
山下 潤一郎 1)，本田 祐一郎 2,3)，坂本 淳哉 2,3)，
沖田 実 2,3)
1) 社会医療法人⾧崎記念病院 リハビリテーション部
2) ⾧崎大学大学院 医歯薬学総合研究科理学療法学分野
3) ⾧崎大学 生命医科学域（保健学系）

【目的】腰痛は世界中で最も頻繁にみられる職業上の健康問題
であるといわれている．不均一な地面上での作業は腰痛の原因
因子の一つとして考えられており，斜面上での持続的な重量物
保持動作が脊柱起立筋(以下，ES)の筋活動を増加させると報告
されている．また，筋内活動のばらつきが小さくなることで，
腰痛のリスクが増大することが報告されているが，不均一な地
面上での重量物保持動作におけるESの筋活動のばらつきを検討
した報告はない．
そこで本研究では, 斜面上での重量物保持動作がESにおける筋
内活動のばらつきに与える影響を検討し, 職場環境によって引
き起こされる腰痛の発生機序について新たな知見を得ることを
目的とした.

【目的】
骨格筋の伸張性が低下すると関節可動域 (ROM)制限に発展する
ことは良く知られており，基礎研究ではそのメカニズムも明ら
かとなっている．一方，超音波画像診断装置におけるStrain
Elastography (SE)は骨格筋の伸張性低下と関連する筋硬度の測
定が可能であり，臨床でも活用されている．われわれもこれま
で若年成人と入院高齢者を対象に，股関節外転0° における⾧
内転筋のStrain Ratioと股関節外転ROMとの関連性を検討した．
その結果，これらには有意な相関が認められ，筋硬度の測定に
よって骨格筋の伸張性低下が評価できる可能性が見いだされた．
しかし，先行研究では加齢や関節角度によっても筋硬度は変化
すると報告されており，加齢の影響を除いた上で異なる関節角
度で検討する必要がある．そこで，本研究では地域高齢者なら
びに入院高齢者を対象に⾧内転筋の筋硬度を異なる関節角度で
測定し，外転ROMとの関連性を検討した．
【方法】
対象は地域高齢者12名 (男性:6名，女性:6名，年齢:82.0±
5.3歳，BMI:21.8± 1.7kg/m²)，入院高齢者13名 (男性:6名，
女性:7名，年齢:82.0± 5.4歳，BMI:20.0± 2.5kg/m²)とし
た．地域高齢者の臨床虚弱尺度は1～3が10名，4～6が2名で
あり，入院高齢者では1～3が1名，4～6が6名，7～８が6名で
あった．評価項目は外転ROMおよびSE装置 (JS２，メディケア
ー社製)を用いて測定した⾧内転筋のSRとした．SRは短軸像を
基にカプラメントに対する⾧内転筋の歪み比を算出し，外転0
° と最終域で測定した．統計処理として二群間の比較は
Mann-WhitneyのU検定を適用し，両群を含めた各測定条件の
SRと外転ROMとの関連はSpearmanの順位相関係数を用いて検
討した．なお，有意水準は5％未満とした．
【結果】
ROMは入院高齢者が地域高齢者と比較して有意に低値であっ
た．外転0° で計測したSRは両群間に有意差を認めなかったが，
最終域でのSRは入院高齢者が有意に低値であった (p<0.01)．ま
た，外転0° でのSRとROMには有意な相関は認められなかった
が，最終域でのSRとROMには有意な正の相関が認められた (ρ
=0.58，p<0.01)．
【考察】
今回の結果から，入院高齢者は地域高齢者に比べてROM制限
が強く，最終域で測定した筋硬度が高かった．また，外転0°
で測定した筋硬度とROMには相関はないものの，最終域で測
定した筋硬度はROMと有意な相関が認められた．以上のこと
から，ROMの制限因子となっている骨格筋の伸張性低下を筋
硬度によって評価する際はROMの最終域での測定が有用と思
われる．
【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は所属大学院の倫理委員会の承認を受けて実施した (許
可番号;21080503)．また，ヘルシンキ宣言および人を対象と
する生命科学・医学系研究に関する倫理指針に従い実施し，口
頭と書面にて説明し，同意を得た上で行われた．

【方法】対象者は健常若年男性6名とした．課題動作は10° の
斜面上で体重の10%の重量物を保持する動作とした．斜面の条
件は, 右側が斜面の山側(以下，up条件)，右側が斜面の谷側(以
下，down条件)，平坦(以下，flat条件)の3条件とし，無作為な
順序で行った. また, 疲労の影響を考慮し, 対象者は条件間に15
分間の休憩を行った．解析区間は動作開始直後1秒間とした．
課題中のES活動は, 合計64個の電極を持つ高密度筋電図計
(quattrocento, OT-Bioelectronica社製)を用いて, 単極誘導によ
り導出した. 得られたデータを基にMatlab R 2021a (Math
Works社)を用いて，二乗平均平方根 (以下，RMS)，修正エント
ロピー (以下，Ent)，筋活動重心 (以下，centroid)を算出した．
統計学的解析には統計ソフトウェアJMP Pro ver.15 (SAS
Institute社)を用い，Shapiro-Wilk検定により各データに正規性
があることを確認し，3条件に対して分散分析を行った．その
後，事後検定としてTuckyのHSD検定を行った．有意水準は5%
とした．
【結果】RMSはup条件において，down条件，flat条件と比較し
て有意な増加を認めた (p<0.05)．一方で，Ent，centroidはそ
れぞれに有意な差は認めなかった．
【考察】RMSはup条件において有意な増加が認められたが，
Ent，centroidは条件間に有意な差を認めなかった．斜面上での
重量物保持動作では，平坦な地面上と比較して重力の斜面と水
平な成分が加わる．この増加した負荷に対してESは筋全体を活
動させて応えていると考えられる．以上のことから，不均一な
地面上での重量物保持動作においてESの筋内活動のばらつきが
腰痛の発生に与える影響は少ない可能性が示唆された．
【結語】本研究により, 斜面上での重量物保持動作では山側の
ESの活動が増加すること，ESの筋内活動分布は影響を受けない
ことが明らかとなった．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，発表者が所属する施設
の研究倫理委員会(承認番号:E-467)の承認を得て実施した．
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慢性腰痛者と健常群との歩行をkineticsの観点か
ら検討 ―加速度計を用いて―
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高強度吸気筋トレーニング中の頚部呼吸補助筋
は表面筋電図を用いて随意制御可能か

○岩本 博行，江口 淳子，中山 彰一
福岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科

○藤沢 椋太 1,3)，河村 健太 2)，瀬高 裕佳子 2,3)，
小林 雅明 3)，禹 炫在 2)，冨田 和秀 2,3)
1) 宮本病院 機能訓練室
2) 茨城県立医療大学 理学療法学科
3) 茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科

【目的】慢性腰痛患者の歩行の研究は，筋電図を用いての筋活
動の違いや三次元動作解析装置を用いて検討しているものが殆
どである．腰痛は同一姿勢を⾧時間とることで発生する場合と
腰部を可動する事で発生する場合がある．今回、加速度計を用
いて2種類の腰痛群と健常群の3群で歩行の特徴の違いを
kineticsの観点から検討した．

【目的】
吸気筋トレーニング(IMT)時の筋活動は表面筋電図 (EMG)を用
いて報告されている。先行研究では，横隔膜や肋間筋以外にも
頚部呼吸補助筋の筋活動が増加すると報告されており，吸気抵
抗が高くなるにつれ不随意的に頚部呼吸補助筋が多く動員され
る。しかし，横隔膜や肋間筋を優先的に強化したい場合に，選
択的にIMTができるかは不明である。頚部呼吸補助筋の活動を
随意制御しながら選択的に呼吸筋のIMTができれば，より呼吸
機能が改善する可能性がある。
本研究の目的は，頚部呼吸補助筋である斜角筋のIMT中の筋活
動をEMGで視覚的フィードバック (VF)することで，斜角筋の
動員を随意制御することが可能か明らかにすることである。
【方法】
健常成人7名 (男性5名，女性2名，25.6± 6.0歳)を対象とした。
吸気抵抗負荷はIMT器具(POWERbreatheKH2)を使用した。吸
気圧は，IMT器具のマウスピース接続口から差圧トランジュー
サ (TP-604T)を介して呼吸アンプ(AR-601G)で増幅した。EMG
信号は表面筋電位計測装置(P-EMG plus)を用いて，電極を右側
の斜角筋，横隔膜に貼付した。吸気圧とEMGの各信号は，A/D
変換器(PowerLab/16SP)を介してデジタル変換し，PC上の時系
列解析アプリケーションソフト(LabChart)にてサンプリング周
波数4kHzで同期させて記録した。測定は端座位にてIMT器具を
左手で把持して行った。最初に最大吸気圧 (MIP)を計測した。
その後MIPの30%，40%，50%，60%の各負荷強度でIMTを行
わせた。次に，被験者にはIMT中の斜角筋EMGのVFを加えなが
らEMG波形を減少させるよう教示して，MIPの30%，40%，
50%，60%の各負荷強度でIMTを行わせた。各負荷強度でそれ
ぞれ5試行し，平均的な3試行を解析した。各EMG解析の指標
は二乗平均平方根(RMS)を算出し，MIP時のRMSで除した百分
率とした。統計解析はSPSS Ver.28にて線形混合モデルを使用
し，有意水準を5％とした。
【結果】
30%IMT中の斜角筋RMSはVFの有無で有意差を認めなかった
(p=0.09)。40%IMTでは44.1％から22.9％と有意に減少した
(p=0.027)。50%IMTでは51.8％から27.0％と有意に減少した
(p=0.004)。60%IMTでは57.3％から32.0％と有意に減少した
(p=0.003)。VF後に横隔膜RMSが増加した対象者も確認できた
が，有意差は認めなかった。
【考察】
斜角筋は呼吸中枢からの呼吸性の不随意運動と，頚部の動きな
どの非呼吸性の大脳皮質由来の支配を受けている。本研究では
VFによって大脳皮質由来の随意的な出力を制御できたことで，
斜角筋のEMGが減少したと考える。斜角筋のEMGをVFするこ
とで，頚髄損傷による肋間筋麻痺に対して外肋間筋や横隔膜を
選択的にトレーニングできる可能性がある。
【結語】
斜角筋EMGのVFを用いることで，IMT中の頚部呼吸補助筋であ
る斜角筋の筋活動を随意制御できる可能性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:984)の承認を得て実施した。

【方法】対象は，クリニックに通院中の慢性腰痛患者を
McKenzieによる診断カテゴリーを用い，2群に群分けした．
Postural Syndromeで同一姿勢を⾧時間とると痛みが生じる群 (
以下,P群)は17名,平均年齢48.6± 12.1歳で,Dysfunction
Syndromeで腰椎可動時に痛みが生じる群 (以下，D群)は17名,
平均年齢53.2± 18.1歳で,両群間の平均年齢,身⾧,体重に有意差
はなかった．健常群は男性17名,平均年齢27.6± 9.0歳であった．
方法は，DELSYS社製の三軸加速度計内蔵TrignoTMセンサーを
第3腰椎棘突起に貼付し，加速度計のサンプリング周波数は
148Hzとした．裸足にて普段の速度での10m歩行を2回測定し
,2回目の歩行中盤の5歩行周期の解析を行った．前後・側方・
垂直成分のroot mean square (以下，RMS)値とパワースペクト
ラム解析 (以下，PS)の基本周波数スペクトラムに対する5Hz以
上の高周波スペクトラムの比率値を検討した．統計処理にはR
コマンダー4.01を用い，一元配置分散分析を行った．有意水準
は5％未満とした．
【結果】身⾧,体重,歩行速度は3群間で有意差はなかった．RMS
では側方成分において健常群 (中央値0.122)とD群 (中央値
0.114)に対してP群 (中央値0.167)が有意に大きかった (P＜
0.01)．PSでは前後・側方成分において健常群 (前後:中央値
0.379,側方:0.790)に対してP群 (前後:中央値0.280,側方:
0.669)，D群 (前後:中央値0.244,側方:0.670)ともに有意に小
さかった (P＜0.01)．垂直成分において健常群 (中央値0.463)に
対してP群 (中央値0.394)が有意に小さかった (P＜0.05)．
【考察】RMS値が大きいほど動揺歩行であり, P群は同一姿勢の
保持にて疼痛が発生するため，代償的に側方動揺が大きくなっ
ていると考える． また,高周波スペクトラム比率値が小さいP群，
D群は精緻な姿勢制御ができず，Global筋群での歩行となり,特
にP群は三次元的な姿勢制御が困難であると考える．
【結語】今回,2群の腰痛群と健常群の歩行をkineticsの観点か
ら検討した．腰痛群でもP群，D群で歩行の戦略に違いがある
ことが示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は,発表者が所属する施設の
研究倫理委員会 (承認番号:22019 )の承認を得て実施した．
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下前腸骨棘遠位に存在する疎性結合組織の動態
と周囲筋との関係

ポスター発表1

背筋機能不全筋骨格コンピュータモデルにおけ
る歩行時腰椎反力の検討

○山口 将也 1)，福島 和也 1)，堤 真大 1,3)，
工藤 慎太郎 1,2,3)
1) 森ノ宮医療大学 保健医療学部理学療法学科
2) 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究所
3) 森ノ宮医療大学 インクルーシブ医科学研究所

○三浦 寛軌 １)，金井 章 ２)，高山 大地 ３)
1) ハピナス訪問看護ステーション 理学療法士
2) 豊橋創造大学 保健医療学部理学療法学科
3) なし なし

【目的】
本研究では，歩行時の背筋張力と腰椎安定性との関係性を明ら
かにすることを目的に，背筋機能不全モデルを作成し，腰椎椎
体間における垂直方向関節反力について検討した．
【方法】
対象は20 歳代健常成人男性9 名とし，10 mの歩行路を歩幅
50 cm，歩行率100 steps/minで歩行させ，三次元動作解析装
置で2 回計測した．動作解析の結果から筋骨格モデリングソフ
トを用いて健常モデルの腰椎垂直方向関節反力 (以下，腰椎反
力)を推定した．さらに脊柱起立筋の筋張力を０Nにした脊柱起
立筋ゼロモデルと，多裂筋の筋張力を０Nにした多裂筋ゼロモ
デルを作成して腰椎反力を推定した．歩行相毎に健常モデルと
各ゼロモデルの最大腰椎反力を比較検討した．
【結果】
脊柱起立筋ゼロモデルの腰椎反力は，健常モデルと比較して全
ての歩行相、全ての椎体間で低下し有意差を認めた (p <0.01)．
また効果量も全ての歩行相・椎体間で大きな効果を認めた (d
>0.8)．
多裂筋ゼロモデルの腰椎反力も，健常モデルと比較して全ての
歩行相、全ての椎体間で低下し有意差を認めた (p <0.01)．ま
た効果量はTH12/L1～L4/5の全ての歩行相で小さな効果を認
めた (d >0.2)．L5/Sでは全ての歩行相で中等度の効果を認めた
(d >0.5)．
【考察】
椎体間の垂直方向への反力は椎間板内圧を上昇するように作用
している．椎間板は内圧上昇により支持性が増強するという生
物学的機能を有しており、脊柱起立筋および多裂筋の機能不全
モデルでは椎間板内圧が減少し支持性が低下していることが考
えられる．
脊柱起立筋および多裂筋の筋線維は複数の椎体をまたいでいる．
一つの筋線維が複数の椎体間の腰椎反力を高めることができる
ため，全ての椎体で効果が得られたと考える．なかでも脊柱起
立筋は背部を広く走行するため，より高い効果が得られたと考
える．
【結語】
背筋機能不全は腰椎反力が低下するため，歩行時の腰椎安定性
を低下させることが示唆された．
また歩行時の腰椎反力には脊柱起立筋が高い効果を与え，多裂
筋は小～中等度の効果を与えた．
【倫理的配慮、説明と同意】
対象へは本研究について口頭で説明し，紙面にて同意を得て行
った．なお本研究は豊橋創造大学倫理委員会の承認
(H2018012)を得て実施した．

【目的】
近年股関節前面部痛の原因として下前腸骨棘遠位に存在する疎
性結合組織の変性が注目されている。この疎性結合組織は、共
に股関節屈筋群である大腿直筋 (RF)と腸腰筋 (IP)に近接して位
置する。筋間に存在する疎性結合組織は、筋張力の伝達や互い
の円滑な収縮を担うが、RFとIP間でのこの疎性結合組織の役割
は明らかでない。本研究は、健常者におけるその役割を考察す
るため、他動膝屈曲時のRFの伸張が隣接するIPの筋硬度に及ぼ
す影響を解析することを目的とした。
【方法】
健常男性15名(20.7± 0.5歳)を対象とした。腰部、股関節に整
形外科的既往のあるもの、整形外科テスト
(FABER/FADIR/Thomas test)が陽性のものは除外した。RF、IP
の筋硬度は、超音波画像診断装置(Aplio300)のShear Wave
Elastgraphyモードによって測定した。共に大腿骨頭レベルで
短軸像を描出した後、それぞれの筋の⾧軸像を撮像、筋内にそ
れぞれ3か所の関心領域を設定し平均値を筋硬度とした。肢位
は、Biodex system4を使用し、背臥位にて骨盤後傾位、検査側
の股関節を中間位にて固定した状態で、膝関節0、30、60、
90° の4条件で筋硬度の計測を行った。得られた筋硬度を従属
変数とし、筋間・膝角度間における2要因の差を、二元配置分
散分析を用いて統計学的に解析した。事後検定は要因ごとに一
元配置分散分析を行い、有意差を認めた場合はTukey法で多重
比較を行った。統計学的有意水準は5％未満とした。
【結果】
二元配置分散分析の結果、RFとIPの筋硬度は、筋要因および膝
角度要因で有意な主効果を認め(筋要因, p=0.002; 膝角度要因,
p<0.001)、有意な交互作用も認めた(p<0.001)。事後検定の結
果、RFの筋硬度は０° と60° (ｐ=0.014)、0° と90° (p<0.001)
の間に有意な差を認め、90° の筋硬度は他のすべて角度におけ
る筋硬度よりも有意に高い値を示した(p<0.001)。IPにおいて
は、一元配置分散分析の結果、いずれの角度間にも筋硬度の差
を認めなかった(p=0.775)。
【考察】
膝屈曲60° 以降でRFの筋硬度が有意に上昇した一方で、IPに関
しては筋硬度の有意な変化は見られなかった。よって、健常例
では下前腸骨棘遠位に存在する疎性結合組織は、RFとIP間の筋
張力の伝達ではなく、互いの円滑な可動に関与していると考え
る。股関節前面部痛を認める患者では、この疎性結合組織に器
質的な変性が生じる事が知られている。今後、股関節前面部痛
を認める患者例において、関節肢位の変化に伴うRFとIPの筋硬
度の関係が、健常例と比較して異なるのか検討する必要がある
と考える。
【結語】
健常例では、股関節屈伸中間位にて膝を屈曲させた場合、RFと
IPは円滑に可動することで、互いの筋硬度の影響を及ぼさない
ことが明らかになった。
【倫理的配慮、説明と同意】
森ノ宮医療大学の倫理委員会(＃2021-022)から倫理的な承認
を受け、すべての処置はヘルシンキ宣言に則って行われた。対
象者には趣旨を説明し同意を得た上で実施した。
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分娩方法の違いが腹部筋群に与える影響

ポスター発表1

端座位での前方リーチ動作における体幹伸展筋
の筋活動について

○半田 瞳，中村 雄一，半田 学
株式会社 TRIGGER RESEARCH LAB

○木津 彰斗 1)，宮﨑 大貴 1)，東久保 佳生 1)，
石濱 崇史 2)，末廣 健児 2)，鈴木 俊明 3)
1) 京都田辺記念病院 リハビリテーション部
2) 医療法人社団石鎚会 法人本部
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
妊産婦で多いマイナートラブルは腰痛および骨盤帯痛であり,
産後も⾧期的に持続することが報告されている. これは, ホルモ
ンの変化による関節の弛緩性の増加や姿勢の変化により体幹筋
群の不均衡が生じて起こるとされている. 骨盤帯痛は経膣分娩
で出産した女性にくらべ帝王切開で出産した女性の方が多いこ
とが報告されている一方, 経膣分娩により骨盤底筋損傷を起こ
すことが多くの研究によって明らかにされている.
そこで本研究は経腟分娩および帝王切開で出産した女性の腹部
筋群の筋厚を測定し, 分娩方法の違いが腹部筋群に与える違い
を検証することを目的とした.
【方法】
対象者は, 出産経験のない女性12名と, 産後2年以上経過した女
性26名とした. 出産経験は1回のみで, 産後リハビリテーション
などのケアを受けた方や腹部に手術歴のある女性は除外した.
出産経験を有する女性は分娩方法により帝王切開群 (CS群)およ
び経膣分娩群 (VA群)に群分けし, 出産経験のない女性をコント
ロール群 (CR群)とした. 測定には超音波診断装置を使用し, 対象
筋は，腹直筋(RA)，外腹斜筋(EO)，内腹斜筋(IO)，腹横筋(TrA)
とした．測定肢位は安静背臥位で，いずれも安静呼気時に測定
した．測定部位は, RAは筋腹上，EO, IO, TrAは前腋窩線上にて
肋骨辺縁と腸骨稜の中央部で脊柱と垂直にプローブを置いて測
定した. 統計解析は介入前の各群の特性について対応のない t
検定を用いて比較した．群間による差の比較を行うため一元配
置分散分析を用い, 有意差が認められた場合には事後検定
(Bonferroni 法)を行ったなお，有意水準は 5％ とした．
【結果】
介入前の測定値は，すべての項目で有意な群間差は認められな
かった．CS群とVA群はCR群に比較してRA, IOが有意に低値を
示し, VA群はCR群と比較しTrAが有意に低値を示した.
【考察】
分娩方法に関係なく, 妊娠により腹部筋群に力学的ストレスが
かかることでRAおよびIOの筋厚に影響を及ぼすことが示唆さ
れた. 経膣分娩は帝王切開にくらべTrAが低下していたことから
, 分娩方法によりTrAがより影響を受けることが考えられる.
【結語】
分娩方法にかかわらず, 出産経験のある女性は骨盤底筋だけで
なく腹部筋群に対するケアも必要であると考えられる. 経膣分
娩を行った場合, IOやTrAといった姿勢制御や体幹の安定性に関
与する筋群が弱化することから, 腰痛や骨盤帯痛のリスクファ
クターとなる可能性が考えられる.
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し, 口頭
での説明と書面にて同意を得て実施した.

【目的】
端座位での前方リーチ動作は、立ち上がり動作の獲得や体幹お
よび股関節伸展筋の活動を促す治療手技として用いられている。
我々の先行研究にて、前方リーチ動作は速度が速くなると動作
開始とともに骨盤は後傾する傾向を確認した。また、速度の違
いに関わらず前方リーチ動作は胸椎屈曲により開始していた。
しかし、これらの運動が生じる筋活動は明確になっておらず、
本研究は前方リーチ動作における体幹伸展筋の筋活動について
検討をおこなった。
【方法】
対象は、健常男性20名とした。開始肢位は両肩関節屈曲90°
位で両上肢を空間保持した端座位とし、両股関節と膝関節屈曲
90° 位、股関節内外旋中間位に規定した。測定方法は、端座位
姿勢より0.5秒にて20㎝前方の目標物へリーチする課題とし、
課題中の筋活動および座圧中心の計測をおこなった。筋電図の
測定には表面筋電計MQ-Air (キッセイコムテック社)、座圧中心
変化の計測は重心動揺計JK-101Ⅱ (ユニメック社)を使用した。
対象筋の電極貼付位置は、最⾧筋は第2腰椎棘突起側方3㎝、多
裂筋は第4腰椎棘突起側方3㎝とし電極間距離は2㎝で配置した。
筋電図解析方法は、野瀬らの研究を参考にCOP移動開始から前
方リーチ終了までの時間を100％とし、20％ごとにRoot Mean
Square処理をおこない検討した。
【結果】
動作開始直後から20％の時期に最⾧筋および多裂筋の筋活動は
減弱し、40％以降増大する傾向を認めた。座圧中心は動作開始
とともに後方へ移動した後、前方へ移動する結果となった。
【考察】
最⾧筋、多裂筋ともに動作開始20％の時期で筋活動は減弱し、
座圧中心は後方へ移動した。先行研究にて、指尖が前方へ移動
する直前に骨盤の後傾を認めており、本研究の20％の時期は動
作分析からこれに相当する相であると考える。そのため、骨盤
を背面より支える多裂筋の筋活動が減弱することで開始肢位を
保持出来ず、後傾方向への角度変化を示すと考えた。池田らは
端座位での側方リーチ課題にて、移動開始前から直後に骨盤は
リーチする方向とは逆方向に傾斜することで、リーチ側への体
幹の過度な傾斜を制動し、円滑な動作開始をおこなうと述べて
いる。本研究においても、リーチ方向とは逆方向となる骨盤の
後傾の動きについては、動作開始を円滑におこなう姿勢調整機
構の作用と示唆される。また、同時期に生じる最⾧筋の筋活動
の減弱は、骨盤が後傾することに対して姿勢を保持するために
生じる胸椎の屈曲と関連している可能性が考えられた。
【結語】
胸椎の屈曲および骨盤の後傾は、体幹伸展筋の筋活動が減弱す
ることで生じる可能性が示唆された。今後は、同じ動作におけ
る股関節周囲筋や体幹屈曲筋の筋活動に関する検討が必要であ
ると考える。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
で説明と書面にて同意を得て実施した。
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端座位での前方リーチ動作における脊柱および
股関節の角度変化

ポスター発表1

立位での一側上肢の身体の側面に沿った下方リ
ーチ肢位保持ー左右下肢の荷重量を決定する要
因ー

○宮﨑 大貴 1)，木津 彰斗 1)，東久保 佳生 1)，
石濱 崇史 2)，末廣 健児 2)，鈴木 俊明 3)
1) 京都田辺記念病院 リハビリテーション部
2) 医療法人社団石鎚会 法人本部
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○小島 佑太 1,2)，鈴木 俊明 1)
1) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科
2) 和松会 六地蔵総合病院 リハビリテーション科

【目的】
脳卒中後片麻痺患者の非麻痺側上肢のみでの下衣脱衣に必要な
下方リーチにおける姿勢、下肢荷重量の関係性を理解すること
を目的とし、健常成人の前額面における下方リーチ肢位保持時
の体幹・下肢の関節角度および左右下肢荷重量の関係性につい
て検討した。
【方法】
対象は健常成人16名(平均身⾧171.7cm± 4.3)とした。測定課
題は体重計2台の上での立位で一側上肢を身体の側面に沿って
膝関節外側裂隙部 (以下、膝外側部)までの1/3時点、2/3時点
に位置する大腿外側部と膝外側部までの各距離へ下方にリーチ
した肢位保持とした。そして、各リーチ保持課題をランダムに
実施し、後方からデジタルカメラで撮影した。角度算出には撮
影した画像から対象者の体幹、両下肢のマーカーに対して画像
解析ソフトImageJを用いて分析し、運動学的検討をおこなった。
統計学的処理は正規性が棄却されたため、Friedman検定を実施
し、Bonferroni法を用いて各課題間での多重比較検定を実施し
た。
【結果】
立位と比較して1/3時点・2/3時点・膝外側部時点でリーチ側
への体幹側屈と骨盤傾斜が増大し、リーチ側下肢へ荷重量の増
大を認めた。1/3時点と比較して2/3時点、膝外側部時点でリ
ーチ側への体幹側屈と骨盤傾斜が増大し、第5腰椎棘突起の非
リーチ側への側方移動を認めた。2/3時点と比較して膝外側部
時点でリーチ側への体幹側屈増大と骨盤傾斜が増大し、第5腰
椎棘突起の非リーチ側への側方移動を認めた。
【考察】
下方リーチにおけるリーチ側への体幹側屈と骨盤傾斜はリーチ
側上肢を下方に伸ばすために関与したと考える。しかし、リー
チ側への骨盤傾斜が足底を接地した状態で生じるため、リーチ
側股関節外転と非リーチ側股関節内転が増大し、非リーチ側へ
の骨盤側方移動量が増大したと考える。リーチ側下肢荷重量は
立位と比較して1/3時点においてリーチ側への体幹側屈と骨盤
傾斜に伴い増大するが、1/3時点と比較して2/3時点・膝外側
部時点では非リーチ側への骨盤側方移動によりリーチ側下肢荷
重量の増大を認めなかったと考える。また、胸腰椎移行部側屈
とリーチ側下肢荷重量には正の相関があり、リーチ側への胸腰
椎移行部側屈がリーチ側下肢への荷重量の増大に関与したと考
える。
【結語】
下方リーチには体幹側屈が主に関与しており、なかでもリーチ
側下肢へ荷重するためには胸腰椎移行部側屈がリーチ側下肢荷
重量を決定する要因であったと考える。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は発表者が所属する施設の研究倫理審査委員会の承認を
得て実施した。

【目的】
我々の先行研究において、端座位での前方リーチ動作の速度を
変化させて脊柱の角度変化を検討した際、動作速度に関わらず
胸椎の屈曲により動作を開始する結果を得た。また、胸椎は肋
骨を介して胸郭を形成するため椎体間で可動性が異なることが
示唆された。加えて、速度が速い課題にて動作開始時に骨盤の
後方への傾斜を認めたものの、主たる関節運動は明確となって
いない。そこで、本研究では本動作における各関節の角度変化
について検討した。
【方法】
対象は健常男性20名とした。開始肢位は、両肩関節屈曲90°
位、両股関節・膝関節屈曲90° 位の端座位姿勢である。課題は
20cm前方へ0.5秒でリーチ動作を実施し、脊柱および股関節の
角度変化を計測した。角度を算出するため第1・6・10・12胸
椎、第1・3・5腰椎、上前腸骨棘、上後腸骨棘、大転子、大腿
骨外側上顆にマーカーを貼付した。算出角度は、第1・6・10
胸椎を結ぶ線のなす角度 (Th6)、第6・10・12胸椎を結ぶ線の
なす角度 (Th10)、第1・3・5腰椎を結ぶ線のなす角度 (L3)、
上前腸骨棘・上後腸骨棘を結ぶ線の垂線と大転子・大腿骨外側
上顆を結んだ線のなす角度 (Hip)とした。また、重心動揺計
JK-101Ⅱ (ユニメック社)を座面に配置し、時間軸として座圧中
心の移動開始を0%、動作終了を100%と設定し、20%刻みで角
度を算出して検討をおこなった。
【結果】
Th6はわずかに屈曲した後、60%以降は伸展への角度変化を示
し、Th10は40%まで屈曲が増大し、60%以降は伸展方向への
角度変化を認めていた。L3は伸展を認めた後、40%以降は屈曲
方向への角度変化を示し、Hipは運動開始時にごくわずかに伸
展するが、40%以降すぐに屈曲への角度変化が増大していく傾
向を認めた。
【考察】
測定開始から40%にかけて股関節の角度変化は示さず胸椎が屈
曲する傾向を認めた。40%以降は股関節の屈曲角度が増大し、
主たる運動が股関節に切り替わったと考える。加えて、胸椎は
Th6と比較しTh 10にて屈曲角度が大きく生じた結果から、胸
椎の屈曲は主に下位胸椎部で生じることが明確となった。L3は、
20％で伸展方向への角度変化を認めた。我々の先行研究では、
速い速度の課題にて指尖が前方へ動きだす前に骨盤が後傾する
結果であった。本研究においても、骨盤と靭帯結合している第
4・5腰椎が瞬間的に後下方へ移動することでL3は伸展方向へ
の角度変化を示したと考える。
【結語】
本研究の結果、運動開始直後の胸椎の屈曲は下位胸椎部で生じ
ていた。また、骨盤の後傾運動における股関節および腰椎の角
度変化についても明確となった。今後は、動作速度の違いによ
る角度変化や筋活動についても検討していきたい。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
での説明と書面にて同意を得て実施した。
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立位前下方リーチ動作における胸腰椎移行部・
腰椎・骨盤アラインメント変化の多様性につい
て

ポスター発表1

端座位での前方リーチ動作における股関節周囲
筋の検討
○東久保 佳生 1)，木津 彰斗 1)，宮﨑 大貴 1)，
石濱 崇史 2)，末廣 健児 2)，鈴木 俊明 3)
1) 京都田辺記念病院 リハビリテーション部
2) 医療法人社団石鎚会 法人本部
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○池田 匠 1)，末廣 健児 2)，石濱 崇史 2)，
鈴木 俊明 3)
1) 医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院 リハビリテーシ
ョン部
2) 医療法人社団石鎚会 法人本部
3) 医療法人社団石鎚会 法人本部
4) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
我々の先行研究において、端座位にて前方リーチ動作の速度を
変化させ脊柱および骨盤の角度変化を検討した結果、動作速度
に関わらず胸椎の屈曲にて動作を開始する特徴を認めた。また、
速度の速い課題では、骨盤が一度後傾しすぐに開始姿勢まで前
傾した後、15㎝以上リーチすることで骨盤の前傾角度は増大す
る傾向を認めた。しかしながら、この骨盤の運動に関与した筋
活動については明確になっていない。そこで本研究は、端座位
での前方リーチ動作における骨盤の運動に関与すると考えられ
る股関節周囲筋の筋活動について検討することを目的とした。
【方法】
対象は、健常男性10名(年齢25.0± 2.0歳)とした。開始肢位は
両肩関節屈曲90° 位で両上肢を空間保持させた端座位とし、両
股関節と膝関節屈曲90° 位、両股関節内外旋中間位、骨盤前後
傾中間位に規定した。測定方法は、端座位姿勢より0.5秒にて
20㎝前方の目標物までリーチする課題とし、課題中の筋活動お
よび座圧中心の計測をおこなった。筋電図の測定には表面筋電
計MQ-Air (キッセイコムテック社)、座圧中心変化の計測は重心
動揺計JK-101Ⅱ (ユニメック社)を使用した。対象筋の電極貼付
位置は、大腿直筋は下前腸骨棘と膝蓋骨上縁を結ぶ線の近位
1/3、大殿筋上部線維は上後腸骨棘2横指下と大転子外側端を
結ぶ線の中点、内側ハムストリングスは膝蓋裂隙より15cm近
位の筋腹上、外側ハムストリングは筋線維の近位1/3とし電極
間距離は2㎝にて配置した。筋電図解析方法は、野瀬らの研究
を参考にCOP移動開始から前方リーチ終了までの時間を100％
とし、20％ごとにRoot Mean Square処理をおこない検討した。
【結果】
各筋にて動作開始40％の時期までは筋活動の増大は認めず、
40％以降に増大する傾向を認めた。また、座圧中心は動作開始
とともに後方へ移動した後、前方へと移動する結果となった。
【考察】
本研究の結果、動作開始40％の時期までは各筋にて筋活動の明
らかな増大は認めなかった。先行研究にて本動作は胸椎の屈曲
で開始されることが示されており、40％までの時期は積極的な
股関節の運動が生じなかったと考えられる。40％以降において
は、リーチ距離を延⾧させる主たる運動が胸椎から股関節に切
り替わったことで、大腿直筋は股関節屈曲による骨盤前傾に作
用し、大殿筋・内側および外側ハムストリングは骨盤前傾を制
動する股関節伸展作用として活動を認めたと考えた。
【結語】
本研究は、先行研究を基に0.5秒での動作課題にて股関節周囲
筋の筋活動について検討をおこなった。しかし、臨床場面にお
いて立ち上がり動作の速度には個人差があり、今後は動作速度
を変えたときの筋活動について精査する必要がある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
で説明と書面にて同意を得て実施した。

【目的】我々は立位から膝蓋骨直上までの 前下方リーチ動作
を研究課題とし、矢状面上の姿勢変化についての検討をおこな
った結果、本課題の初期相では胸腰椎移行部と腰椎の屈曲運動
が、リーチ距離が延⾧した局面では骨盤の前傾が姿勢変化の構
成要素としての重要性が示された。また、胸腰椎移行部と腰椎
の屈曲運動には、被験者によるばらつきが存在する可能性が示
唆された。本研究では、立位下方リーチ動作課題における胸椎
・腰椎・骨盤それぞれの空間上の位置変化を分析し、姿勢変化
の多様性について解釈をすすめた。【方法】対象は健常成人男
性30名(25.1± 2.9歳)である。運動課題として、立位にて両指
尖を両足尖へ向けた開始肢位から膝蓋骨直上の高さまで、2秒
間で前下方へリーチさせた。被験者の第1・6・12胸椎棘突起、
第1・3・5腰椎棘突起にマーカーを貼付し、課題試行中の矢状
面上における姿勢変化をビデオカメラにて撮影した。ビデオ映
像より、開始肢位の指尖の高さを0%、膝蓋骨直上の高さを
100%リーチ距離としてその間を20％ごとに5分割し、各リー
チ距離を規定した。各リーチ距離に指尖が達した時点の第1胸
椎と第5腰椎を結ぶ線の前傾角度(以下、T1-L5前傾角度)、第12
胸椎と第5腰椎を結ぶ線の前傾角度 (以下、T12-L5前傾角度)に
ついて、フリーソフトimageJを用い分析した。統計学的処理は、
Tukey testを用いて多重比較検定を実施し、開始肢位を含む各
リーチ距離間を比較した。有意水準は5%とした。【結果】
T1-L5前傾角度、T12-L5前傾角度ともに開始肢位から100%リ
ーチ距離まで一様に漸増しており40%リーチ距離以降で有意に
増大を認めた。また、T12-L5前傾角度は開始肢位と20％リー
チ距離において各個人データの分散が大きいものの、40%リー
チ距離以降では収束を認めた。【考察】結果より、リーチ距離
の延⾧にともない体幹全体の前傾角度は漸増するが、開始肢位
と20%リーチ距離では胸腰椎移行部と腰椎領域の前傾角度にば
らつきを認めた。各被験者の姿勢変化を確認すると、開始肢位
における胸腰椎移行部や腰椎の屈曲角度に個人差を認め、20％
リーチ距離まではその開始姿勢の個人差を反映した形で胸腰椎
移行部と腰椎領域の前傾角度に多様性を生じたものと考えた。
その後、40%リーチ距離以降においては開始肢位の個人差にか
かわらず骨盤前傾といった一定の動作戦略へ収束するのではな
いかと考えられた。【結語】立位前下方リーチ動作の初期相で
は、開始肢位の個人差を反映し、胸腰椎移行部と腰椎領域の前
傾アライメントに多様性を認めた。また、リーチ距離が延⾧す
るとこれらの多様性は一定の動作戦略へと収束する可能性が示
唆された。【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣
言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭で説明の上、書面にて
同意を得て実施した。
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タイピングにおける時間的一貫性に寄与する手
指運動パターンの検討

ポスター発表1

咬合圧バランスによる遠隔促通効果が青斑核と
脊髄興奮性に及ぼす影響

○伊藤 貴紀 1)，吉田 実央 2)，国分 貴徳 3)
1) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 博士後期課
程
2) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 博士前期課
程
3) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

○平林 怜 1,2)，江玉 睦明 1,2)，岡田 芳幸 3)，
山田 勇輝 2)，阿部 明日香 1)，大河内 偉琉 1)，
中島 早紀 1)，横田 裕丈 1,2)，関根 千恵 1,2)，
大西 秀明 1,2)
1) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
3) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 口腔健康発育歯科
障害者歯科学

【目的】ヒトの中枢神経系は目的とするタスクを正確に実行す
るために，関節自由度を拘束して，制御を簡単にする．これま
での上肢・手指の運動制御研究において，近位関節と遠位関節
の運動を時間的に同期させたパターンや近位関節の運動を多関
節運動の生成に取り込まないパターンが制御を簡易化し，正確
な運動に寄与することがリーチ(Bizzi+1984, Hogan+1984)や
投球動作(Hore et al., 2005)，ピアノ動作(Furuya and
Kinoshita 2008)から紐解かれてきた．しかし，キーボードの
タイピングにおける制御則は未解明な点が多い．キーボードの
タイピングはキー入力を連続的に行う到達運動であり，どのキ
ーを入力するかによって始点と終点が決まっている．そのため，
指先の運動空間はキーボード上に拘束されており，ゆえに指先
位置の移動には主として手と指の関節が貢献する．したがって，
運動空間の拘束条件や指先の運動に貢献する関節の種類がこれ
までの研究の対象動作と違うために，タイピングの多関節運動
を制御する規則性は異なる可能性がある．本研究の目的は，時
間的一貫性のあるタイピングに寄与する手指運動パターンの検
討を行うこととした．
【方法】対象は健常成人10名とし，約5,000字からなる定型分
のタイピングを行った．三次元動作解析システムを用いて右手
に貼付したマーカの位置情報を取得した．解析区間は課題文の
中で頻出(8回出現)する語句("ryouhou")の入力試行とし，キー
入力時間・手関節マーカを基準としたMP関節・PIP関節マーカ
位置の変化量を算出した．また，全ての対象者の入力ミスの回
数の平均値+2SDを超える対象者2名を除き，8試行のうち全て
の対象者においてミスのない4試行を採用した．
【結果】8名全ての解析対象者において，各試行のキー入力時
間は平均値± 2SDの範囲に収束していた．8名のうち3名は手関
節マーカに対してPIP関節マーカ位置の変化量が大きく，他方5
名はMP関節とPIP関節マーカ位置の変化量に差はなかった．
【考察】文脈や入力ミスによる影響のない語句入力において各
キー入力時間のばらつきはなかった．また手指関節の運動を優
位に選択するパターンと，手関節と手指関節の運動を同期させ
るパターンが見られた．これらの結果はタイピングの時間的一
貫性に運動パターンの違いは影響し得ない可能性を示唆した．
【結語】タイピングにおいて時間的一貫性のある運動の実行に，
手関節と手指関節の関節自由度の拘束の違いは影響し得ないこ
とが示唆された．これらの拘束条件の違いがどのような身体変
数に起因するかを探索することで，タイピングの習熟を加速さ
せるための運動学的根拠を導く．
【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は発表者が所属する施設
の倫理審査委員会 (承認番号;20505)の承認を得て実施した．

【目的】
咬合は，咬合圧の刺激による歯根膜受容体からの三叉神経入力
や，咀嚼筋による筋紡錘からの求心性インパルスによって，青
斑核と脊髄を活性させる遠隔促通効果が認められている．しか
し，左右の不均衡な咬合圧は，青斑核と脊髄に対する遠隔促通
効果が不均衡に生じるか不明である．そこで，本研究の目的は，
不均衡な咬合圧バランスが遠隔促通効果に及ぼす影響を検討す
ることとした．
【方法】
対象は健常成人として，不正咬合者を除外した正常咬合者18名
とした．まず，最初に最大咬合による左右の咬合圧を計測した．
次に，下記に示す6条件で左右の脊髄興奮性と青斑核の活動指
標である左右の瞳孔径を計測した．咬合圧計測は，咬合力，左
右の咬合圧バランスを計測して，咬合圧が高い側をhyper側，
低い側をhypo側とした．筋電図電極は両側の咬筋，前側頭筋，
ヒラメ筋に貼付した．咬合条件は歯列の接触がないno-bite条件，
歯列の接触はあるが噛みしめていない接触あり条件，右咬筋最
大随意収縮 (MVC)の12.5%，25%，50%MVC条件とmax条件の
6条件とした．脊髄興奮性はH波を用いて評価した．H波の計測
は両下肢の脛骨神経に電気刺激をし，刺激強度は安静時のヒラ
メ筋H波振幅値が最大M波振幅値の20%になるように設定した．
また，青斑核の活動指標として左右の瞳孔径を計測した．解析
項目は各咬合条件での各筋の筋活動，左右のH波振幅値，左右
の瞳孔径とした．統計処理として，各条件間の比較では多重比
較検定のBonferroni法を行い，hyper側とhypo側の比較では対
応のあるt検定を行った．いずれも有意水準は5%とした．
【結果】
咬筋と前側頭筋の筋活動は，12.5%，25%，50%MVC，max条
件でhypo側と比較してhyper側が有意に高値を示した (p <
0.05)．脊髄興奮性と瞳孔径はno-biteと比較して12.5%，25%，
50%MVC，max条件で有意に高値を示した (p <0.05)．また，
脊髄興奮性はmax条件でhypo側と比較してhyper側が有意に高
値を示した (p <0.05)．瞳孔径は12.5%，25%，50%MVC，
max条件でhypo側と比較してhyper側が有意に高値を示した (p
<0.05)．
【考察】
本研究の結果より，左右の咬合圧バランスの不均衡は，青斑核
と脊髄興奮性の活動にも不均衡が生じた．青斑核や脊髄興奮性
の不均衡は，認知機能や運動機能に悪影響を及ぼすことが報告
されていることから，咬合圧バランスの補正が重要である可能
性が示唆された．
【結語】
咬合圧バランスの不均衡は遠隔促通効果にも不均衡が生じるこ
とが明らかとなった．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づいたものであり，本学の倫理委
員会 (承認番号:18618-210528)の承認を得て実施した．また，
対象者には実験内容及び対象者の権利についての説明を書面お
よび口頭で十分に行い，実験参加への同意を得た上で実験を実
施した．
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運動イメージと反復末梢磁気刺激の併用は脳波
活動を変調させる

ポスター発表1

運動様式の違いが感覚運動野領域のβ 帯域脳律
動に及ぼす影響

○牛尾 龍 1)，田村 宏佑 1)，藤川 翔也 1)，
大角 知央 1)，澤井 舜 2,3)，村田 伸 1,3)，中野 英樹 1,3)
1) 京都橘大学 健康科学部理学療法学科
2) 京都橘大学 大学院健康科学研究科
3) 京都久野病院 リハビリテーション課

○菅原 和広 1,2)，齊藤 秀和 2,3)，赤岩 眞悠 4)，
佐々木 健史 1,2)，臼井 桂子 2)，松橋 眞生 5)，
白石 秀明 6)，⾧峯 隆 2)
1) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科理学療法学第一
講座
2) 札幌医科大学 医学部神経科学講座
3) 札幌医科大学 保健医療学部作業療法学科作業療法学第一
講座
4) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科
5) 京都大学大学院 医学研究科てんかん・運動異常生理学講
座
6) 北海道大学病院 小児科

【目的】脳卒中発症後，運動機能が実用レベルまで回復する割
合は下肢より上肢で低いことから，上肢機能障害を改善させる
リハビリテーション手法の開発は必要不可欠である．脳内で運
動をシミュレートする運動イメージ (Motor imagery:MI)は，
実運動を必要としないため随意運動が乏しい重度運動麻痺患者
において有効なツールとなっている．近年，MIの効果を修飾さ
せる方法として反復末梢磁気刺激 (Repetitive peripheral
magnetic stimulation:rPMS)が注目されており，MIとrPMSの
併用は皮質脊髄路の興奮性を増大させることが報告されている．
しかしながら，MIとrPMSの併用がMI想起能力に及ぼす効果を
検証した研究は少なく，特に脳波活動に及ぼす影響は十分に検
討されていない．これを検証することにより，rPMSを活用し
たMIの形成に関わる神経基盤の重要な知見になると考える．そ
こで本研究は，健常者を対象とした基礎的研究として，MIと
rPMSの併用が脳波活動に及ぼす影響について明らかにするこ
とを目的とした．
【方法】対象は健常成人17名とし，MI群８名とMI＋rPMS群9
名にランダム割り付けした．両群ともに安静 (5秒)，準備 (2秒)，
イメージ (5秒)を1試行とした右手関節背屈のMI課題を計60試
行実施した．上記に加え，MI＋rPMS群にはMI課題中に右前腕
部にrPMSを同時付与した．rPMSには磁気刺激装置 (MagPro
R20, MagVenture社)を用い，周波数20Hz，刺激時間5秒，刺
激強度を運動閾値の1.2倍に設定して刺激した．8の字コイル
(MC-B70, MagVenture社)は右橈側手根伸筋上に設置した．全
ての対象者は介入前後に安静時脳波活動 (90秒間)を測定した．
脳波の測定には生体信号収録装置 (MP6100，ミユキ技研社)を
用い，国際10-20法に準じた19ch，サンプリング周波数
1,000Hzで測定した．脳波の処理にはMATLAB (MathWorks社)
とEEGLABを使用し，Exact low resolution brain
electromagnetic tomography解析を用いて電流源密度の皮質分
布を比較検討した．有意水準は5%未満とした．
【結果】MI＋rPMS群ではトレーニング後の安静時脳波活動に
おいて前帯状皮質のβ 帯域に有意な増大を認めた (p <0.05)．
一方，MI群では安静時脳波活動に有意差を認めなかった (p >
0.05)．
【考察】前帯状皮質は運動関連脳領域との連結が豊富であり，
行動の認知制御や注意機能を担っている．特にMIにおいては内
的に集中した注意プロセスに関与することが報告されている．
以上のことから，MI＋rPMS群ではMIの形成に関わる注意機能
が増大した結果，前帯状皮質のβ 帯域に有意な増大を認めたこ
とが示唆された．
【結語】本研究により，MIとrPMSの併用は脳波活動を変調さ
せることが明らかにされた．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，ヘルシンキ宣言に示さ
れた倫理と個人情報に配慮し，口頭での説明と書面にて同意を
得て実施した．なお本研究は，発表者が所属する施設の研究倫
理委員会の承認を得て実施した．

【目的】自己ペースによる一側上肢の運動直後に，運動対側の
感覚運動野周辺部にβ 帯域の事象関連同期 (Event-related
synchronization: ERS)が観察される．このERSはbeta rebound
と呼ばれ，運動に伴う末梢感覚入力や運動抑制に関与すること
が報告されているが，その発生機序は未だ解明されていない．
そこで本研究では，関節運動の有無による脳律動変化を比較し，
自己ペースでの運動後にみられるBeta reboundの出現に関する
生理学的機序を明らかにすることを目的とした．
【方法】対象は健常成人15名とし，306 ch全頭型脳磁計を使
用し，自己のペースにて右示指中手指節関節 (MP関節)伸展を
伴う右示指伸筋の収縮 (以下，関節運動あり条件)とMP関節伸
展を伴わない右示指伸筋の収縮 (以下，関節運動なし条件)時の
脳磁場変化を0.03-200 Hzのfilter，600 Hzのsamplingで計測し
た．関節運動あり条件では床面から約3 cmのMP関節伸展を行
い，関節運動なし条件では右示指をプラスティック板上に固定
し，両運動課題ともに約10秒に1回の筋収縮頻度で右示指伸筋
の収縮を行った．右示指伸筋から筋電図を計測し，右示指伸筋
の筋活動開始を運動開始基準 (0 ms)とした．また，関節運動の
有無を確認するために右示指先端に加速度計を設置した．両運
動課題における脳律動解析には 204chのplanar型センサーの信
号を用いた．Temporal spectral evolution (TSE)を用い，運動開
始前6000 msから5000 msをbaselineに8-13 Hz (α 帯域)およ
び18-23 Hz (β 帯域)の相対値を算出し，関節運動の有無の影響
を検討した．
【結果】筋電図による筋収縮時間の平均は関節運動あり条件で
は97 ms，関節運動なし条件では122 msであった．両運動条件
で運動開始に関連した脳律動変化 (α 帯域peak潜時，約1150
ms;β 帯域peak潜時，約1000 ms)が運動対側中心部に観察さ
れた．全被験者で両条件ともに運動後にbaseline (100 %)を上
回るβ 帯域のERSが観察されたが，α 帯域では15名中6名での
みbaselineを上回るpower変化が観察された．β 帯域のERSの変
化量は関節運動あり条件で163 %，関節運動なし条件で139 %
となり，関節運動なし条件はbaselineより有意に高値となった
が，関節運動あり条件より有意に低値となった．
【考察】関節運動なし条件における運動後のERS変化は，関節
運動あり条件より低値を示したものの明らかなbeta Reboundが
観察された．関節運動なし条件においては，関節位置変化がな
いが筋収縮に伴う主動作筋の筋緊張変化があることから，運動
後にみられるbeta reboundは筋緊張変化も関与すると考えられ
る．
【結語】関節運動が生じない自己ペースでの筋収縮においても
baselineを超えるERSが観察されたことから，運動後のbeta
reboundは位置感覚入力の変化の他に筋緊張変化に関連した反
応であることが示された．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する施設の
研究倫理委員会 (承認番号:29-2-58)の承認を得て実施した．
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脳由来神経栄養因子が末梢電気刺激の刺激効果
にもたらす影響 ～触覚方位弁別課題を用いた検
証～

ポスター発表1

体性感覚刺激を用いたOddball課題中のN140は
運動によって変調する

○松田 裕弥 1)，菅原 靖 2)，赤岩 眞悠 1)，
齊藤 秀和 3)，柴田 恵理子 4)，佐々木 健史 5)，
菅原 和広 5)
1) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科
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宮口 翔太 1,2)，大鶴 直史 1,2)，大西 秀明 1,2)
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【目的】
指尖部に対する末梢電気刺激は一次体性感覚野の活動性を変調
することで，触覚機能を変化させることができると報告されて
いる．しかし，その刺激効果には大きなばらつきが認められ，
その原因については十分に解明されていない．外部からの刺激
入力によって生じる皮質活動の可塑的変化には脳由来神経栄養
因子 (BDNF)が重要な役割を担っていると考えられている．
BDNFが末梢電気刺激による刺激効果に影響をもたらしている
と考えられるが，十分な解明に至っていない．本研究では，指
尖部に対する末梢電気刺激が触覚方位弁別能力にもたらす効果
にBDNF遺伝子多型が影響をもたらすのかについて検証した．
【方法】
対象は健常成人24名 (Val/Val群:12名，Met carrier群:12名)
とした．末梢電気刺激 (PES)は右示指末端に対して20 Hzの刺
激パルスを1秒on-5秒offの刺激サイクルで30分間与えた．刺激
強度は痛みの生じない最大強度から0.1 mAを減算した強度とし
た．触覚機能の評価として，触覚方位弁別課題 (GOT)を刺激前
後と刺激後30分に実施した．GOTでは8条件の異なる幅の縞が
刻まれたドーム状の機器を対象者の右示指に押し当て，その縞
の方位を回答させた．それらの回答率から75%の確率で正答で
きる刺激幅 (弁別閾値)を算出した．統計解析として，各群にお
いてPESがもたらす効果を検証するために，Friedman検定を実
施した．また，各群における刺激前の弁別閾値と弁別閾値の変
化率の相関関係を検証するためにPearsonの積率相関係数もし
くはSpearmanの順位相関係数を用いた．有意水準はいずれも
5%とした．
【結果】
弁別閾値はVal/Val群で刺激前，直後，30分後において，それ
ぞれ1.10 ± 0.41 mm，1.14 ± 0.30 mm，0.98 ± 0.22 mmで
あった．Met carrier群では，それぞれ0.88 ± 0,12 mm，0.84
± 0.33 mm，0.87 ± 0.25 mmであり，いずれの群においても
刺激前後で有意差は認められなかった．Val/Val群では刺激前
の弁別閾値と刺激直後および刺激後30分の弁別閾値の変化率の
間に有意な負の相関が認められ，刺激前の触覚方位弁別能力が
低い対象者の方が末梢電気刺激後に触覚方位弁別能力が向上し
た．一方，Met carrier群では相関関係が認められなかった．
【考察】
末梢電気刺激による弁別能力の変化には一次体性感覚野の抑制
機能の変化が関与し，BDNF遺伝子多型は人為的な刺激によっ
て生じる皮質領域の可塑的変化に影響を与えることがわかって
いる．そのため，末梢電気刺激によって生じる一次体性感覚野
の可塑的変化にもBDNF遺伝子多型が影響を及ぼしたために，
BDNF遺伝子多型によって末梢電気刺激が触覚方位弁別能力に
もたらす効果が異なったと考えられる．
【結語】
指尖部への末梢電気刺激がもたらす触覚方位弁別能力の変化に
BDNF遺伝子多型が影響を及ぼす．
【倫理的配慮】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:18781-211217)の承認を得て実施した．

【目的】高頻度 (標準)刺激と低頻度 (標的)刺激の2種類の外的
刺激を提示し，標的刺激にのみ反応するOddball課題を行うと，
注意機能を反映する事象関連電位 (ERP)が観察される．しかし,
これまでの先行研究では注意を向ける部位と運動部位の関係が
注意機能を反映するERPへ及ぼす影響については明らかになっ
ていない．そこで本研究では，体性感覚刺激部位と運動部位が
一致する条件と不一致とする条件でOddball課題を用いてERP
の変化を調査した．
【方法】対象は健常成人14名とし，標的刺激に反応して右示指
で素早くボタンを押す運動課題と，標的刺激の回数を数えるカ
ウント課題のERPを計測した．体性感覚刺激はリング電極より
右示指，右小指に行い，刺激強度は感覚閾値の3倍，持続時間
は0.2 msとした．標的刺激と標準刺激の提示割合は2:8とし，
示指刺激を標的刺激とする示指標的条件と，小指刺激を標的刺
激とする小指標的条件の2条件を両課題で実施した．脳波は国
際10-20法に従い，両耳朶を基準電極としてFz，C3，Cz，C4，
Pzより導出した．ERPの解析は刺激のonsetを基準 (0 ms)とし
て100回以上の加算平均を行い，-100 0 msをBaselineとして
N140振幅及び頂点潜時を調査した．運動課題とカウント課題
間の比較には示指標的と小指標的条件ごとに振幅及び潜時に対
して対応のあるt検定を行った．また，運動課題における示指
標的 (一致)と小指標的 (不一致)条件間の比較には，運動課題の
振幅値をカウント課題の振幅値で除した値を算出し，対応のあ
るt検定を行った．有意水準は5 %とした．
【結果】運動課題における反応時間は一致条件 (示指標的，示
指運動)において406.3 ± 62.8 (mean ± SD) ms，不一致条件 (
小指標的，示指運動)においては424.3 ± 89.5 msであった．
N140潜時は一致条件では145.1 ± 1.6 ms，不一致条件では
148.3 ± 2.6 msとなり条件間に有意な差は認められなかった．
N140振幅は一致条件および不一致条件でカウント課題と比較
して運動課題で有意に大きくなったが，一致条件と不一致条件
の比較では有意な差は認められなかった．
【考察】体性感覚刺激部位と運動部位の一致不一致に関わらず，
運動課題中のN140振幅がカウント課題と比較して有意に増大
した．N140は前帯状回の神経活動によって生じることが報告
されている．また，本研究の反応時間は約410 msであり，
N140がみられた潜時はボタン押しの運動準備期にあたり，運
動準備期には補足運動野や帯状回が活動していることが報告さ
れている．以上のことから，運動準備期に生じる神経活動が
N140振幅に影響を与えることが示唆された．
【結語】体性感覚刺激を用いたOddball課題中に記録される
N140は注意を向ける位置と運動部位に関係なく，運動によっ
て変調することが明らかになった．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は札幌医科大学倫理審査の
承認を得ており (承認番号: 29-2-58)，被験者には実験内容を十
分に説明し，同意を得た．
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空間性注意に関わる脳内神経基盤の解明:半側
空間無視の発症機序解明を目指して

ポスター発表1

パーキンソン病モデルラットに対する経頭蓋直
流電気刺激の疼痛緩和効果

○岩切 満梨乃 1)，竹尾 雄飛 1,2)，安倍 レオ 3)，
池田 尊司 4)，原 正之 5)，菅田 陽怜 2,3,6)
1) 大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2) 大分大学 大学院医学系研究科博士課程医学専攻
3) 大分大学 大学院福祉健康科学研究科健康医科学コース
4) 金沢大学 こどものこころの発達研究センター
5) 埼玉大学 理工学研究科
6) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース

○出澤 真乃介 1,2)，加藤 隼平 2)，高島 一郎 2)
1) つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科
2) 産業技術総合研究所 人間情報研究部門

【目的】パーキンソン病 (PD)関連疼痛に対する経頭蓋直流電気
刺激 (tDCS)の効果を明らかにするための基礎研究として、モデ
ル動物を用いて1)tDCS前後の異常疼痛行動の変化と2)その背景
にある感覚皮質の神経活動変化を明らかにすることを目的とし
た。
【方法】対象はWistar系雄ラットとした。PD関連疼痛モデル
ラット (以下、PDラット)の作成には、線条体への6-ヒドロキシ
ドーパミン (6-OHDA)投与を用いた。＜実験1. PDラットにおけ
る疼痛評価＞PDラット両前肢の電子フォンフレイ検査 (e-vFT)
を6-OHDA投与前 (pre)から投与後6週までの計5時点で実施し
た。その後、tDCS用に左の運動感覚野に刺激電極、小脳上に参
照電極を設置し、20 分/日 (50µA)、 5日間の陽極刺激を与えた。
tDCS前 (6-OHDA投与後8週、0日目)、tDCS後 (1 5日目)、tDCS
終了後5日間 (6 10日目)の合計11時点でe-vFTを実施した (n=8)。
一部の動物 (n=4)についてはe-vFTをtDCS前からtDCS開始後 24
時間までの計8時点でも実施した。時点間の比較には一元また
は二元配置分散分析を用い、有意水準は5％とした。＜実験2.
感覚応答計測＞PDラットの第一次体性感覚野 (S1)の感覚応答
を膜電位イメージング法により計測した。前肢へは電気刺激
(0.1-0.4mA)を与え、データから最大応答範囲 (MAA)を算出し
た。擬似刺激 (sham)群 (n=3)とtDCS群 (n=3)とで、tDCS開始後
2および4時間後のデータを時点間および群間で比較した。
【結果】＜実験1＞PDラットはpreと比較して、6-OHDA投与後
6週まで全ての時点で両側前肢において有意に逃避閾値の低下
を認めた。tDCSにより低下した逃避閾値は上昇するが、tDCS
を終了すると翌日には0日目のレベルまで再び閾値が低下した。
tDCSによる逃避閾値の改善効果はtDCS開始から4-6時間後にピ
ークとなり、その後8-24時間後には改善効果が消失した。
＜実験2＞両群ともMAAは0.35mA刺激で飽和した。0.1mA感
覚刺激では応答を認めないが、一方で0.15mA以上の感覚刺激
では一様に飽和状態の0.6倍程度の応答範囲であった。全感覚
刺激条件で2時間後には群間差を認めなかったが、4時間後には
tDCS群において0.15-0.3mA感覚刺激で最大応答範囲の縮小が
みられた。
【考察】本研究のPDラットも先行研究と同様に異常疼痛を生
じた。また、PDラットは先行研究で報告されているナイーブ
ラットの感覚応答特性と比較すると、異常に感覚応答が増大し
ていることが明らかとなり、他の異常疼痛モデル動物と類似の
現象がみられた。tDCSはPDラットにおいて短期的に感覚応答
を抑制する効果があり、異常疼痛の改善に貢献する可能性が示
唆された。
【結語】PDラットの異常疼痛の背景には感覚応答の異常な増
大が存在し、tDCSは短期的にその増大を抑制する改善効果を有
する可能性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する組織の
動物実験倫理委員会 (承認番号:2021-0382)の承認を得て実施
した。

【目的】
半側空間無視(USN)は、大脳半球損傷の対側に提示された刺激
に対する反応や定位の障害と定義される。しかし、USNの神経
メカニズムは、十分に解明されているとは言い難い。そこで本
研究では、「空間性注意の左右半球間の差」に着目し、左右空
間への視覚刺激に対する脳の反応性の左右差について明らかに
する。
【方法】
右利きの健常人20名を対象とし、課題にはハンドメンタルロー
テーションを用いた。モニター中央の固視点を中心とした上下
左右に「手」の画像を提示した。被験者はモニターに映し出さ
れた固視点を注視したまま0度、90度、180度、270度の4方向
へ回転した「手」の画像が右手または左手であるかをできるだ
け早く正確にボタンを押し、回答した。課題遂行中の頭皮脳波
を64チャンネル脳波計によって計測した。脳律動解析は
MATLABを用いて実施した。まず、最小ノルム推定法による電
流源推定の後に、バンドパスフィルタにより空間性注意に関連
があるとされるα 帯域の脳律動を抽出した。次に、α 帯域の時
系列パワー変化を抽出するためにHilbert変換を行い、得られた
包絡線に対して視覚刺激提示前の脳波を用いてベースライン補
正を行った。その後、脳律動のピーク (事象関連脱同期:ERD)
が観察された200～700msの脳律動を平均化した。さらに、脳
律動の左右半球間の偏りを示す指標であるLaterality Index(LI)
を算出し、1標本t検定を行った。有意差を認めたものに対して
はBonferroni補正を行った。なお、眼電図で視線の動きをモニ
ターし、視線が固視点から逸脱したtrialは解析から除外した。
【結果】
左側への視覚刺激に対して、右半球の下頭頂葉(IPL)と外側後頭
回(LOC)においてLIが有意に高い値を示した(p <0.01)。また、
右側への刺激に対しては左半球の上頭頂小葉(SPL)において有
意に低いLIを示した(p <0.01) 。
【考察】
空間性注意の特徴として、視覚刺激に対して半球のα 帯域の
ERDに左右差が生じることが報告されている。本研究でも、左
側への視覚刺激に対するα 帯域のERDが右半球へ偏りを示し、
これまでに報告されている空間性注意に関わる半球差を後押し
する結果となった。中でもIPLは側性化が顕著であり、空間性
注意に強く関連していることが今回示された。その他右半球へ
側性化を認めた領域は、腹側注意ネットワークを構築している
LOCであった。一方で、右側への視覚刺激に対する左半球への
側性化を認めた領域は、運動イメージの関連領域であるSPLで
あったことから、運動イメージを司る領域にも半球間の左右差
が生じた可能性が示唆された。
【結語】
空間性注意にかかわる脳領域は右半球有意であった。また、運
動イメージを司る領域は左半球有意である可能性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究計画は全て、「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」に従って大分大学医学部倫理審査委員会による倫理審査
を受け、承認を得たうえで実施した。
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ラット青斑核への電気刺激が一次体性感覚野の
神経活動へ与える影響

ポスター発表1

短時間末梢神経電気刺激が足関節随意運動時の
皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響

○鈴木 孝昇 1,2)，⾧坂 和明 2,3)，大槻 智史 4)，
大鶴 直史 2,3)，大西 秀明 2,3)
1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健学専攻
理学療法学分野
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
3) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学
科
4) 富山大学大学院 医学薬学研究部 システム情動科学講
座

○尾川 雄紀 1,2)，竹中 悠真 2)，菅原 憲一 2)
1) 湘南慶育病院 リハビリテーション部
2) 神奈川県立保健福祉大学大学院 保健福祉学研究科

【目的】
先行研究において15分以上の末梢神経電気刺激(ES)は，皮質脊
髄路の興奮性を変化させ，その詳細が示されている．しかし，
効果の根拠となる短時間のESおよびその消失が皮質脊髄路に与
える影響の詳細は不明である．そこで，本研究は短時間のESの
刺激強度の相違及び随意運動との組み合わせによる運動制御に
対する皮質脊髄路興奮性の影響を検討した．
【方法】
対象は健常成人36名とした．運動課題は，右足関節の単純反応
時間 (RT)課題とし，課題条件を，①運動なし，②足関節底屈，
③足関節背屈とした．②③はいずれも30%MVCの力を瞬間的に
発揮した．ESは腓骨小頭下の右総腓骨神経に与え，周波数
50Hz，で反応音の前2～3s間でランダムに持続した．刺激強度
はESなし，感覚閾値*1.1倍，運動閾値*1.1倍の3条件とした．
皮質脊髄路興奮性の指標として，経頭蓋磁気刺激(TMS)によっ
て誘発される運動誘発電位(MEP)を前脛骨筋(TA)およびヒラメ
筋(soleus)より，反応音後30ms，60ms，90msの3時点 (TMS
タイミング)で各10回ずつ記録した．得られたMEPは，安静時
のMEP振幅値で除してMEP安静時比として算出した．また，
課題条件②③では，各パフォーマンステストを各ES強度で10
回ずつ挿入しRTを計測した．統計解析として，RTは課題条件
とES強度を要因とした二元配置分散分析，MEPは課題条件と
ES強度，TMSタイミングの3要因で三元配置分散分析を行い，
有意差が認められた場合は多重比較(Shaffer法)を行った．なお，
有意水準は5%とした．
【結果】
RTはいずれも有意な主効果を認めなかった(全てp>0.05)．MEP
安静時比について，TAおよびsoleusのいずれもTMSタイミング
で主効果を認めた(p<0.05)．また，TAの課題条件とTMSタイミ
ングの間で一次の交互作用を認めた (p<0.05)．ES強度ではいず
れも有意な主効果を認めなかった(全てp>0.05)．多重比較の結
果，MEP安静時比について，TAは30msと60msと比較して
90msで増大し，soleusは30ms，60ms，90msの順で増大した．
【考察】
今回与えたES強度およびタイミングでは運動開始前に終了した
ESによる効果として， RTの結果からES強度の違いがRTに影響
を与えないことが示唆された．MEP安静時比の結果より，運動
開始に近づくほど皮質脊髄路の興奮性は増大するが，ES強度の
違いは皮質脊髄路の興奮性に対して特異的な影響を与えないこ
とが示唆された．
【結語】
今回随意運動開始前に与えたESに関する各条件においては随意
運動における皮質脊髄路興奮性へ影響を与えないことが示唆さ
れた．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:保大第5-21-12)の承認を得て実施した．

【目的】
脳幹部に位置する青斑核は全脳に渡る広い軸索投射を有し，覚
醒や注意に関与している．一方で当該核はラットの髭の感覚に
関連する視床亜核の細胞発火頻度を上昇させることも明らかに
なっており，感覚機能にも影響を与えることが示唆されている．
しかしながら，皮質レベルでの神経細胞の活動に青斑核のどの
ような活動が影響を与えるのかは明らかになっていない．本研
究ではラットを対象に，青斑核へ異なる周波数で電気刺激を行
い，体性感覚由来の皮質活動がどのように変化するのかを電気
生理学的手法および光学イメージング技術を用いて検証した．
【方法】
本研究はWistar系雄性ラット (体重:250-330 g)を用いた．動
物はイソフルラン (1.5 %)麻酔下とし，青斑核に同心円刺激電
極を留置した．また，一次体性感覚野の直上の頭蓋骨を除去し，
局所フィールド電位 (LFP)の記録用銀ボール電極を置いた．青
斑核の刺激は単相性のパルスを用いて，刺激強度100-150 µA，
刺激幅200 µsecとし，20分間の刺激を行った．刺激頻度は0.1
(n =6)，1.0 (n =6)，4.0 Hz (n =6)の3条件とし，個体ごとに
ランダムに振り分けて実施した．一次体性感覚野の活動はラッ
ト前肢への電気刺激 (刺激幅1.0 ms)を行って誘発されるLFP波
形の振幅値によって評価した．刺激強度は個体ごとの振幅値が
最も大きくなる値を予め求めておき，その70 %の電流強度を採
用した．光学イメージングは内因性信号変化を検出することが
できるフラビン蛍光イメージング法を用いて，前肢刺激によっ
て生じる一次体性感覚野の活動を青斑核刺激の前後で計測し，
比較した． 統計解析では，各条件におけるLFP振幅値の時間的
な変化をFriedman検定にて行い，その後Dunn s多重比較テス
トを行った．有意水準は5 %とした．
【結果】
取得された皮質LFPの振幅値は，1.0 Hzの条件においてのみ刺
激前と比較して刺激20分後に有意に増大した(P =0.0013)．そ
の一方で，他の2つの刺激頻度では変化がなかった．光学イメ
ージングの結果，1.0 Hz条件では刺激前と比較して一次体性感
覚野の活動が上昇し，広範囲に広がっていることが観察された．
【考察】
本研究の結果は，青斑核への1.0 Hz刺激が一次体性感覚野の神
経活動を特異的に増大させることを示す．先行研究から，この
周波数特異的な作用は青斑核のノルアドレナリン神経細胞によ
る影響であると示唆される．将来的に一次体性感覚野の活動上
昇が当該伝達物質に起因するか検証し，さらには覚醒下での動
物においても再現されるのか検証することが重要である．
【結語】
青斑核の1.0 Hzの電気刺激は一次体性感覚野の活動を増大させ
る．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は所属機関の動物実験委員会の倫理承認 (承認番号
02112)を得て行われた．
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立位姿勢の継続による上肢の脊髄前角細胞の興
奮性の経時的変化

ポスター発表1

脳活動は高負荷自転車エルゴメータ運動によっ
て，運動終了後30分間上昇し続ける．

○竹内 航平 1,2)，嘉戸 直樹 3)，鈴木 俊明 1)
1) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科
2) 医療法人凰林会 榊原白鳳病院 リハビリテーション科
3) 神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科

○岡本 彬 1,4)，福田 耕平 2)，上土井 亮太 3)，
土井 篤 4)
1) 医療法人 相生会 にしくまもと病院 セラピスト課
2) 社会医療法人 春回会 ⾧崎北病院 総合リハビリテーシ
ョン部
3) 株式会社 ReLife aid リハビリケアセンターすまいる 北部
4) 熊本保健科学大学大学院 保健科学研究科 リハビリテー
ション領域

【目的】
立位や座位、背臥位といった姿勢の違いが上肢の脊髄前角細胞
の興奮性を変化させることがF波やH波を用いた先行研究で報
告されており、姿勢保持に伴う筋収縮や上位中枢の興奮性が影
響すると考えられている。しかし、姿勢保持の継続が上肢の脊
髄前角細胞に及ぼす影響についての報告は少ない。そこで本研
究では、理学療法場面を想定して立位開始から20分間の立位保
持中に、脊髄前角細胞の興奮性の指標となるF波を右短母指外
転筋より記録し、その経時的変化について検討した。
【方法】
対象は、整形外科学的、神経学的に異常のない健常成人11名 (
平均年齢24.3± 2.2歳)とした。検査肢位は背臥位および立位と
し、開眼状態で前方の目印を注視させ、身体を動かさないよう
に指示した。立位でのF波の記録開始は、座位から立位への姿
勢変化後の、重心動揺が生じやすいとされている立ち上がり後
10秒を経過した時点とした。F波の記録には、Viking EDX
(Natus)を用いた。刺激条件は、部位を右手関節部の正中神経、
強度を最大M波の120％、頻度を0.5Hz、持続時間を0.2ms、回
数を連続30回とした。記録条件は、探査電極を右短母指外転筋
の筋腹上、基準電極を右母指基節骨底上、接地電極を右前腕部
へ配置した。手順は、はじめに背臥位にてF波を記録し、その
後立位にて記録開始時点から2分毎にF波を記録した。F波の記
録の試行数は、記録時間が理学療法場面を想定した20分間とな
るように計11試行とした。F波の分析項目は、振幅F/M比およ
び出現頻度とした。統計学的解析は、背臥位での測定値を1と
して立位での11試行の相対値を求めた上で、Friedman検定を
実施した。なお、有意水準は5％とした。
【結果】
立位保持中の右短母指外転筋の振幅F/M比相対値および出現頻
度相対値には統計学的に変化はなかった。
【考察】
本結果にて立位保持中の右短母指外転筋の振幅F/M比相対値お
よび出現頻度相対値には統計学的に変化はなかったことから、
立位姿勢を継続しても上肢の脊髄前角細胞の興奮性への影響は
少ないことが示唆された。立位では姿勢保持筋である下肢筋や
体幹筋の筋収縮が、脳幹および大脳へ相対的な興奮性の影響を
与えるとともに、固有脊髄路を通じて上肢の脊髄前角細胞へ興
奮性に影響する可能性がある。一方、立位では上位中枢からの
下行性入力が脊髄へ抑制的に作用し、脊髄前角細胞の興奮性は
変化しないことが報告されている。今回、立位保持にて上位中
枢からの抑制機構が働いたことや、姿勢保持筋の筋収縮強度が
低かったことにより、上肢の脊髄前角細胞の興奮性への影響が
少なかったと考えた。
【結語】
健常者における立位姿勢の20分間の保持は、上肢の脊髄前角細
胞の興奮性に影響を与えないことが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
での説明後、書面にて同意を得て実施した。

【目的】
我々は昨年及び一昨年の本学会において，低・高負荷自転車エ
ルゴメータ運動 (エルゴ運動)前後における経頭蓋大脳磁気刺激
による運動誘発電位の変化、及び低負荷エルゴ運動前後の脳波
(EEG)の変化を報告した．今回は，高負荷エルゴ運動前後にお
けるEEGの変化を検討したので報告する
【方法】
健常男性11名 (平均年齢21.8 ± 2.7歳)に対して高負荷エルゴ運
動を実施した．高負荷エルゴ運動は１分間毎に運動負荷を段階
的に上げ，エルゴ運動を10分間60rpmで維持するように指示
し，各被験者が疲労困憊になるように設定した．実施するに当
たり，運動前・中・後に心拍数，修正Borgスケールの計測と，
運動前後 (運動前，運動直後，30分後)に血液採取し，血中乳酸
値の測定を行った．また運動前後の脳活動の評価として，ワイ
ヤレス型の脳波計 (インタークロス社製intercross-415)を用い
てEEGの測定を行った．EEGの記録部位は国際脳波記録法に基
づき， F3，C3，P3，F4，C4，P4の頭皮上の6部位にて測定し，
δ (0.5-4Hz)，θ (4-8Hz)，α 1 (8-11Hz)α 2 (11-14Hz)，β 1
(14-20Hz)，β 2 (20-30Hz)波のパワースペクトルの積分値
(PSD)を算出した．F3とF4から得られたPSDの平均値を前頭部
(Frontal)，C3とC4から得られたPSDの平均値を中心部
(Central)，P3とP4から得られたPSDの平均値を頭頂部
(Parietal)とし，部位別による比較検討を行った．統計解析は，
運動前後の血中乳酸値，PSDのそれぞれの変化をWilcoxon符号
付順位和検定にて検討した (有意水準を5％)．
【結果】
修正Borgスケール，血中乳酸値は運動前と比較し，運動直後，
運動30分後に有意に上昇した (p ＜ 0.01)．また設定した10分
間の運動時間に達する前に，全対象者が運動を中断した (運動
実施時間:411.8 ± 82.4秒)．EEGは，運動直後に全周波数帯
でPSDの変化率が上昇し (p ＜ 0.05，p ＜ 0.01)，α 1波，α 2
波，β 1波，β 2波にて運動直後から30分後にかけて運動前と
比較し有意に上昇した (p ＜ 0.05，p ＜ 0.01)．
【考察】
修正Borgスケールと血中乳酸値より本研究の高負荷エルゴ運動
は疲労困憊まで追い込めていたと考えられる．また，EEGの結
果より高負荷エルゴ運動終了後少なくとも30分間は脳の広範囲
で脳の賦活化が生じていた可能性がある．疲労が起きると脳活
動は低下するが，強度が増加するとα 波，β 波は上昇するとさ
れており，本研究のような漸増的に運動負荷を上げる短時間の
運動では，運動終了後に持続して脳活動を上昇させたのかもし
れない．【結語】
短時間の高負荷自転車エルゴメータ運動は，運動終了後から30
分間持続して脳活動が上昇した．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:18054)の承認を得て実施した．
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機能的磁気共鳴画像を用いた到達動作の計測環
境の構築 -脳血管障害患者における検討-

ポスター発表1

安静時脳機能結合の動的変化がオフライン運動
学習に及ぼす影響

○山本 哲 1)，石井 大典 2)，石橋 清成 3)，河野 豊 4)
1) 茨城県立医療大学 理学療法学科
2) 茨城県立医療大学 作業療法学科
3) 茨城県立医療大学付属病院 リハビリテーション部
4) 茨城県立医療大学 医科学センター

○川添 隆伸 1)，井上 紗瑛 1)，高野 創 1)，
安元 優衣 1)，松下 光次郎 2)，菅田 陽怜 1)
1) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース
2) 岐阜大学 工学部機械工学科機械コース

【目的】
運動課題間の休息時に課題のパフォーマンスが向上することを
「オフライン運動学習」という。近年では、オフライン運動学
習に関わる脳活動を調べることで、運動の学習能力を事前に予
測できるという研究が散見される。一方、運動学習研究で使用
される課題には、反応速度や巧緻性など様々な側面から研究が
行われており、運動学習に関する共通の認識は確立されていな
い。そこで、本研究では特に手指巧緻性に関連する運動学習に
着目し、運動学習課題のパフォーマンスと休息期間の脳活動と
の関連性について検討した。
【方法】
対象は18歳以上の健常右利き男女22名(平均 20.8 ± 0.83 歳)
とした。はじめに、64チャンネル脳波計にて開眼状態での安静
時脳波を5分間計測したのち (Rest1)、圧力センサーを用いた指
圧による力制御学習課題を5分間実施した (Task1)。その後、
開眼状態で安静時脳波を15分間計測し (Rest2)、再びTask1と
同じ力制御学習課題を5分間実施した (Task2)。脳波解析には、
Rest1とRest2の開始5分～10分の安静脳波データを用い、
Rest1及びRest2のネットワーク解析を行い、安静時脳内ネット
ワークの変化 (Rest2-Rest1)を算出した。最後に、Taskの結果
と安静時脳内ネットワークの変化 (Rest2-Rest1)の結果を用い
た全脳相関解析を実施した。
【結果】
Task1とTask2の結果を比較したところ、Task2の学習の成績は
誤差が減少し有意差がみられた。休息前後の課題の成績と安静
時脳内ネットワークの変化による全脳相関解析の結果では、
Rest1よりもRest2において一次運動野 (M1)と下頭頂小葉 (IPL)
との安静時ネットワークが強くなる被験者ほどオフライン運動
学習量が大きかった。
【考察】
IPLは微細な動きに関連しており、その運動の内容が記憶され
ることが報告されている。また、微細な運動制御では、IPLと
M1が強調して働くということも報告されている。本研究の課
題が、手指の微細な力制御を必要とする運動学習課題であった
ことを踏まえると、微細な運動制御にかかわるM1―IPLの脳機
能結合が休息時に強化されたことによって、オフライン運動学
習が促進された可能性がある。
【結語】
手指巧緻性に関連するオフライン運動学習では安静時に、M1
とIPLの脳内ネットワークが確認された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究では全て、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針」に従って大分大学医学部倫理審査委員会による倫理審査を
受け、承認を得たうえで実施した (承認番号:1966-T18)。研
究計画は全てヘルシンキ宣言に則り、被験者には研究目的・方
法・研究によって起こり得る事象を文書により説明し、文書に
て同意を得たうえで実験を実施した。

【目的】脳卒中患者における機能的磁気共鳴画像 (fMRI)を用い
た脳賦活評価では、主に手指屈曲伸展課題 (FT)が良く用いられ
ている。FTと到達動作課題 (RT)では、賦活される脳領域が異
なると報告されているが、脳卒中患者におけるRTの測定は困難
であることが多く、殆ど行われていない。今回、MRI内で到達
動作を計測するシステムを新たに構築し、１症例に対してFTと
RTを行い、その賦活動態の比較を行った結果を報告する。【方
法】症例は60歳代男性、右視床出血発症後12年が経過。現在
のBrunnstrom stageはⅤレベル。深部感覚の重度鈍麻を認める
が、日常生活は自立している。症例は1.5T-MRIのベッドで背臥
位となり、課題30秒、休憩30秒× 5回のブロックデザインにて
fMRIの計測を行った。FTは事前に練習を行った上で、左手指
屈曲―伸展を0.5Hzの速さで行った。RTは、腹部の上の架台に
置いたスイッチと前胸部を往復する到達動作課題 (標的サイズ
95mm)とし、0.3Hzの速さで行った。また、ヘッドコイルの下
部を覆い、症例からスイッチが見えない状態とした。スイッチ
は押下により電子音が鳴るようプログラムされ、聴覚フィード
バックにて押下を確認できる状態とした。fMRIデータは前処理
の上、General Linear Modelにて、課題時に賦活する領域の解
析を行った。多重比較補正はFamilywise Error、有意水準は5%
とした。【結果】FTでは、右一次運動野 (M1)のみ賦活を認め
た。RTでは、右M1に加えて左右運動前野、補足運動野、左右
上頭頂小葉等の広範な領域の賦活を認めた。両課題において、
左M1の賦活は認めなかった。【考察】Filmonら(2009)は、健
常者における非視覚のRTでは、運動前野、補足運動野、M1、
一次感覚野、帯状皮質、頭頂間溝、上頭頂小葉、内側頭頂皮質
等の広範な領域が賦活すると報告している。本研究の結果は先
行研究における賦活と類似しており、適切に課題施行環境の構
築ができたと考えられる。また、運動時のM1の賦活動態は、
錐体路の障害が軽度の場合には健常者に近く対側性であり、錐
体路の障害が重度の場合には同側半球を含む広範な活動が生じ
る(Grefkes, 2014)。本症例のFTの結果では、対側M1に限局し
た賦活を認め、運動麻痺は軽度であった。さらに、RTにおいて
も同側M1の賦活は認めなかった。これらの結果は、FTと同様
にRTにおいても、同側性・対側性のM1の賦活による錐体路障
害の評価が可能であることを示唆する。【結語】本研究では、
fMRI中において、到達動作課題を行う環境を構築できた。脳賦
活の個別性を考慮することで介入効果が高まることが考えられ
るため、今後、非侵襲的脳刺激を行い、その賦活動態と上肢機
能の変化を検討したい。【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、
発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号:e232)の
承認を得て実施した。また、研究開始前に研究対象者に対し書
面を用いて本研究の説明を行い、同意を得た。
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練習直後の干渉課題は、系列特有学習の統合を
妨げない
耀都 1)，谷

浩明 2)，渡邉

ポスター発表1

言語的な教示による転移効果の阻害

○木村 剛英 1)，松浦 亮太 2)
1) つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科
2) 上越教育大学大学院 学校教育研究科

観世子 2)

○柴崎
1) 医療法人財団順和会山王病院 リハビリテーションセンタ
ー
2) 国際医療福祉大学 保健医療学部理学療法学科

【目的】
患者やアスリートに新たな動作を指導する際、すでに習得した
動作を足がかりとして新たな動作の習得に結びつけることは多
い。すなわち、成立した運動学習の転移効果を狙う戦略である。
この時、セラピストは新たな課題の内容を丁寧に教示するが、
この言語的な教示は運動学習の転移効果に影響するだろうか。
運動学習は明示的なフィードバックを必要とする時期を経て、
最終的に意識せずとも課題が遂行できる自動化の段階へと至る。
そして、この自動化の段階で明示的なフィードバックを付与す
ると、運動学習の成果は損なわれる。そこで、成立した運動学
習からの転移効果を狙う場合、明示的な言語的教示を多用する
と転移効果が得られにくい可能性はないだろうか。
以上より本研究の目的は、言語的な教示の付与が運動学習の転
移効果に及ぼす影響を明らかにすることとした。

【目的】
理学療法では患者に動作手順の学習 (系列学習)を促す場面があ
る。こうした系列を潜在的に学習させることは、顕在学習に障
害があっても潜在学習の能力は残存している認知症患者などに
は有効と考えられる。この潜在的な系列学習の統合は通常の運
動技能の記憶に比べて早いのではないかとされているが、明ら
かにされていない。
そこで、潜在的な系列学習の評価法である交互系列反応時間課
題の練習直後に干渉課題を挿入することで、潜在的な系列学習
の統合について検証した。
【方法】
視覚、筋骨格系、神経系の異常がない15名の健常成人 (年齢＝
21.1± 0.3歳)を対照群 (7名)と干渉課題群 (8名)の2群に無作為
に分けた。
コンピュータ画面上に連続で呈示される刺激に対して、対応す
るキーを押す課題である交互系列反応時間課題を用いた。1回
の試行をブロックと定義し、刺激の規則性が異なる課題Aと課
題Bを用いた。
課題を反復し練習する練習相では、課題Aを5ブロック行った。
そして、練習相終了から4～5時間後に、そのパフォーマンスの
保持を評価する保持相として課題Aを5ブロック行った。課題
終了後に、課題の潜在性を評価した。また、干渉課題群は練習
相終了直後に干渉課題として課題Bを5ブロック行った。
データ処理のため、ブロック5つを1エポックと定義し、練習相
をエポック1、干渉課題をエポック2、保持相をエポック3とし
た。さらに、系列の構造上、出現する頻度が異なるため、出現
頻度が多いものを高頻度トリプレット、低いものを低頻度トリ
プレットと定義した。従属変数である平均反応時間を群および
エポック、トリプレットごとに算出した。統計解析は、群、エ
ポックとトリプレットを用いて、3元配置分散分析反復測定を
行った。多重比較検定はBonferroni法を用いた。なお、有意水
準は5％とした。すべての分析は、SPSS (IBM 26)を用いた。
【結果】
トリプレットとエポックに主効果がみられ (p<0.001)、高頻度
のトリプレットは低頻度のトリプレットの反応時間より短く、
エポック3はエポック1の反応時間より短かった。そして、群要
因の主効果と交互作用はみられなかった(p>0.05)。また、課題
は潜在的に行われた。
【考察】
練習の早期から潜在的な系列特有学習が行われた。さらに、課
題Aは課題Bの干渉の影響を受けておらず、学習の統合は早期
から行われたと考えられる。このことから、患者に動作手順な
どの系列を習得させる際に、潜在的な系列学習を用いることは、
早期からパフォーマンスを安定させる可能性がある。
【結語】
潜在的な系列学習は早期から統合し、干渉課題の影響を受けな
い。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:19-Ig-203)の承認を得て実施した。参加者は、実験に先立っ
て書面によるインフォームド・コンセントを得た。また、本研
究において開示すべき利益相反はない。

【方法】
健常成人22名 (20.2± 0.6歳) を教示群 (11名) と非教示群 (11名
) に割り付けた。転移効果の評価には、マウストラッキング課
題を用いた。
マウストラッキング課題では、ディスプレイ上を8の字に移動
するターゲット (半径4 mmの赤い円) を、カーソル (半径4 mm
の白い円) で追跡する。カーソルの操作にはマウスを用いるが、
マウスの動きに対しカーソルが画面の中心から60° 回転した向
きに移動するよう仕掛けを施した。この課題を1セットを60秒
(8の字を8回描く) として、計7セット行った。なお、6セット
目のみ回転角度を80° に変えた。教示群には実験開始前に6セ
ット目のみ回転角度が80° になることを伝えた。一方、非教示
群は全てのセットで回転角度が60° であると、虚偽の情報を伝
えた。測定指標はターゲットとカーソル間の距離 (誤差距離) と
し、1セット内の誤差距離の平均値 (cm) を求めた。
1から5セット目までの各群の成績、そして、教示の影響を評価
する6から7セット目までの各群の成績を、反復測定二元配置分
散分析にて評価した (被験者間要因:群 [教示群 vs. 非教示群]、
被験者内要因:セット数)。事後検定にはBonferroni法を用いた。
【結果】
1から5セット目までの誤差距離について、セット数要因で主効
果を認めた (p <0.001)。一方、6から7セット目までの誤差距
離においては、交互作用が有意であり (p =0.009)、その後の
検定にて6セット目のみ、各群間で有意な誤差距離の違いがあ
った (p =0.006)。
【考察】
5セット目までの成績の変遷は教示群・非教示群で同じであっ
た。しかし、教示の有無が影響する6セット目の成績は教示群
で有意に悪化した。これらの結果は、本研究の仮説を支持する
内容であった。
【結語】
言語的な教示は運動学習の転移効果に必ずしも有効ではないこ
とが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に則り、本人の同意を得た。本研究は
所属機関の倫理委員会の承認を得て実施された (承認番号
:29-30)。
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結合動作における全体法・部分法の運動学習効
果の差異 ―練習中における部分法の特徴にも着
目して

ポスター発表1

ハンドリングにおける能動運動と受動運動の運
動学習効果の特徴―三次元空間でのリーチ動作
を学習課題として（第１報）

○嶋田 剛義 1,2)，鈴木 博人 1)，松坂 大毅 1,3)，
我妻 昴樹 1,4)，藤澤 宏幸 1)
1) 東北文化学園大学大学院 健康社会システム研究科
2) 医療法人社団広安会 愛子整形外科 リハビリテーション
科
3) IMSグループ イムス明理会仙台総合病院 リハビリテーシ
ョン科
4) 東北文化学園大学 医療福祉学部

○鈴木 博人 1)，我妻 昂樹 1,2)，松坂 大毅 1,3)，
嶋田 剛義 1,4)，藤澤 宏幸 1)
1) 東北文化学園大学大学院 健康社会システム研究科
2) 東北文化学園大学 医療福祉学部
3) イムス明理会仙台総合病院 リハビリテーション科
4) 愛子整形外科 リハビリテーション科

【目的】
理学療法士 (PT)の徒手的な動作指導 (ハンドリング)には、受動
運動の場合と能動運動を伴う場合とある。近年、受動運動が能
動運動と同等の運動学習効果を示すことが報告されているが、
二次元空間での実験が多く、三次元空間での検証が不足してい
る。そこで本研究の目的は、三次元リーチ動作を学習課題とし、
能動・受動運動の観点からPTによるハンドリングの運動学習効
果を明らかにすることとした。

【目的】
運動学習研究の関心事に全体法と部分法の効果の差異があり、
未だ不明な点が多い (Fontana, 2009)。また、理学療法士は動
作を単位動作に分けて練習させる場合があるが、そのような部
分法を取り上げた報告はない。そこで、結合動作を学習課題と
して取り上げ、全体法と単位動作に分けた部分法の運動学習効
果の差異を明らかにすることとした。
【方法】
対象は健常青年20名とし、全体法群と部分法群に10名ずつ無
作為に割り付けた。学習課題にはカーソル操作による標的通過
課題を用いた。この課題における結合動作は次の2つの単位動
作で構成された。一つは肘関節屈伸運動によるレバーを操作す
る動作 (以下:レバー操作動作)でカーソルを左右方向に変化さ
せ、もう一つはレバー先端に付いたアナログ出力型徒手筋力計
の把握動作 (以下:把握動作)でカーソルを上下方向に変化させ
るよう設定した。標的はレバー操作動作 (肘関節屈曲0° 100°
)と把握動作 (0kgw 5kgw)を組み合わせて5つ配置した。実験期
間は2日間 (1日目:練習前テストと練習、2日目:保持テスト)
とした。被験者には、できるだけ速く、正確に標的を通過する
よう求めた。練習前テスト後、各群に分かれ、計3ブロック練
習した。全体法群は課題全体を通して練習を、部分法群は、は
じめにレバー操作動作と把握動作をそれぞれ練習した後、最後
に課題全体を練習した。データ解析として所要時間、標的通過
率及びカーソル総軌跡⾧を算出した。統計解析には
Smirnov-Grubbs検定後、混合計画における二元配置分散分析を
実施し、事後検定にShefferの検定を用いた。

【方法】
対象は健常青年27名とし、無作為に能動群13名と受動群14名
に割り付けた。測定課題は障害物回避リーチ動作 (視覚情報遮
断・非利き手)とし、上記と異なる健常青年が視覚情報を用い
て実施した際の平均データを学習目標 (model)とした。
対象者には各々の形態に合わせて調整された測定環境 (座面高
・障害物位置・標的位置)で座位をとらせ、体幹をベルトで固
定した。測定には三次元動作解析装置を使用し、反射マーカー
を中指末端と標的中央に貼付した。測定手順について、説明動
画の視聴後、プレテストを３試行実施した。その後、練習期間
を二日間 (10試行/日)設けた。両群ともに同一のPTが指導を担
い、能動群には誘導への能動的な追従を求め、受動群には誘導
中に力を入れないように要求した。また、事後にはモニターで
標的到達位置を確認させた。練習期間終了の翌日 (第1)と1週間
後 (第2)には保持テストを3試行ずつ実施した。データ解析とし
て、指先標的間距離、所要時間、指先軌道、指先総軌道⾧を求
め、さらにmodelとの誤差を算出した。統計解析について、従
属変数を上記４パラメータ、独立変数を群とテストとした二元
配置分散分析 (混合計画)を行い、事後検定には多重比較検定
(Shaffer法)を用いた。有意水準はα =0.05とした。

【結果】
部分法群の1名を除く19名が解析対象となった。分散分析の結
果、すべての変数でテストによる主効果のみ認めた。両群とも
に練習によりパフォーマンスが改善し、保持テストまで維持さ
れていた。事後検定の結果、保持テストにおいて全体法群のカ
ーソル総軌跡⾧が部分法群より有意に短かった。また、部分法
群が分割して練習した動作を統合させる際、標的通過率が一時
的に低下することが観察された。
【考察】
カーソル総軌道⾧における群間差について、部分法群は2つの
単位動作を結合させる練習の不足が影響したと推測された。そ
のため、単位動作に支障のない健常者において部分法は全体法
に劣る結果となったと考えられる。また、部分法群で観察され
た標的通過率の一時的な低下から、2つの単位動作を結合させ
る際に挑戦的な試行が生じる可能性が示唆された。
【結語】
健常者を対象とした結合動作の運動学習において、全体法が優
れている可能性が示唆された。また、部分法群が課題全体を実
施する際に挑戦によるエラーが生じる可能性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
対象者には研究の趣旨を書面及び口頭にて説明し、書面にて参
加の同意を得た。なお、本研究は発表者所属の研究倫理審査委
員会 (承認番号:文大倫第20-02号)の承諾を得て実施した。

【結果】
測定に支障のなかった各群10名ずつを解析対象とした。指先標
的間距離では、両群ともにプレテストから有意な改善が認めら
れた。所要時間誤差では受動群のみプレテストから有意な改善
を示したが、群間の差は認められなかった。一方、指先軌道誤
差では能動群のみ有意な改善を示し、第1・第２保持テスト時
に群間差も認められた。また、指先総軌道⾧誤差では受動群の
ばらつき増加が特徴的であった。
【考察】
到達位置や動作時間については、受動運動による固有受容性情
報の知覚が運動学習にプラスの効果を示したと考えられた。一
方、三次元の指先軌道形成においては受動群が能動群に劣る結
果となった。これは、筋トルク産生に関する誤差修正の機会が
受動運動で不足したことが影響したと推察した。
【結語】
ハンドリングによる受動的練習では位置や時間の学習が可能で
ある。一方、三次元の運動軌道の学習には能動的練習を含める
必要性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者所属の研究倫理審査委員会(承認番号:
18-03)の承認を得て実施した。
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運動課題の反復練習が体性感覚gatingに及ぼす影
響

ポスター発表1

IMUセンサを用いた運動学的歩行分析の計測信
頼性

○赤岩 眞悠 1)，松田 裕弥 1)，齊藤 秀和 2)，
柴田 恵理子 3)，佐々木 健史 4)，菅原 和広 4)
1) 札幌医科大学 大学院 保健医療学研究科
2) 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 作業療法学
第一講座
3) 北海道文教大学 人間科学部 理学療法学科
4) 札幌医科大学 保健医療学部 理学療法学科 理学療法学
第一講座

○北地 雄
総合東京病院 リハビリテーション科

【目的】比較的安価なIMUセンサによる運動解析が簡便に実施
できるようになってきた。IMUセンサを用いた運動学的歩行分
析の信頼性を検証する。
【方法】サンプルサイズ計算から33名が必要となり、骨関節疾
患の既往のない32名の健常成人が研究に参加した (年齢26.0±
3.6歳、身⾧164.1± 7.3cm、体重54.9± 7.2kg、棘果⾧84.3±
3.8cm、男性18名、女性14名)。使用したIMUセンサは関節角
度の出力を実装するwearnotch (Notch Interfaces Inc)であり
100Hzで計測した。IMUセンサはメーカー推奨を参考に装着し
た。対象者は快適歩行速度で約20秒の歩行を3試行し、約2週
間後に再テストを同様に実施した。初期接地の推定は第2仙骨
部の前後加速度と、右第5中足骨頭部に貼付したセンサの推定
位置から行い、1歩行周期100点に標準化した。解析対象は右
下肢とし、1試行における歩行開始と停止の5歩行周期を除外し、
中間の安定した歩行の各関節運動の平均値を求め、その最大値
を統計解析に使用した。実装されている関節角度 (股関節屈伸、
内外転、回旋、膝関節屈伸、足関節底背屈、回旋)に加え、剣
状突起部、股関節部、第5中足骨頭部の推定位置 (座標データ)
からTrailing Limb Angle (TLA)も計算した。計測信頼性は同日
内の3試行、および再テスト信頼性を求め、相対信頼性として
two-way random effect modelのICC (2.1)を、絶対信頼性として
MDCをそれぞれ統計ソフトR version 3.6.3を用いて計算した。
同日内のICC 0.9を得るために必要な測定回数も計算した。
【結果】歩行速度は初回1.36± 0.1m/s、再テスト時1.38±
0.11m/sであり、再テストまでの期間は14.9± 2.8日であった。
初期接地の推定に用いた右第5中足骨頭部と第2仙骨部の二乗平
均平方根誤差は0.05秒であった。ICCの最低値は同日内の股関
節が0.69 (外転)、膝関節が0.65 (屈曲)、足関節が0.27 (背屈)、
TLAが0.48であり、再テスト信頼性は股関節が0.21 (外旋)、膝
関節が0.54 (伸展)、足関節が0.013 (回外)、TLAが0.18であっ
た。MDCの最大値は同日内の股関節が9.2° (内旋)、膝関節が
13.2° (屈曲)、足関節が12.0° (背屈)、TLAが7.2° であり、再
テストMDCは股関節が14.5° (内旋)、膝関節が11.9 (屈曲)、足
関節が17.9° (底屈)、TLAが7.5° であった。0.9以上の信頼性
を得るためには最大で24回 (足関節背屈)の計測が必要であった。
【結語】IMUセンサを用いた歩行分析の計測信頼性を高める方
法の検討が必要である。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は倫理委員会の承認を得た
(TGH-125)。研究参加者には書面を用いて説明し研究参加の同
意を得た。

【目的】
随意運動時に体性感覚誘発電位 (SEPs)を記録すると，安静時と
比較して振幅が減少する．この現象はgatingと呼ばれ，SEPs誘
発時の体性感覚刺激に対し，運動遂行によって生じる求心性入
力による干渉作用と，運動関連領野による抑制作用が影響する
ことで生じると考えられている．我々はこれまで，運動パフォ
ーマンスが高い被験者ほどgatingの生じる程度が大きくなるこ
とを明らかにした．この結果から，運動課題の反復によって運
動パフォーマンスが向上することでgatingの生じる程度は大き
くなると考えた．そこで本研究では運動課題の反復練習前後に
おけるgatingの変化を調査した．
【方法】
対象は右利き健常成人15名とした．対象者は右手に2つの木球
を把持し，安静課題 (rest)と木球を反時計回りに素早く回転さ
せるBall Rotation課題 (BR課題)を実施した．各課題は60秒を1
setとし，2 setを1 blockとした．実験開始時にrestのSEPsを記
録し，その直後にBR課題時のSEPsを記録した (pre)．その後BR
課題を4 block練習したのち，再度BR課題時のSEPsを記録した
(post)．末梢神経刺激は右正中神経に行った．脳波は国際
10-20法に従い，F3，C3 (C3の2 cm後方)，P3から記録し，
SEP振幅はpeak to peak法にて算出した．右短母指外転筋 (APB)，
浅指屈筋より筋電図を導出し，BR課題時の筋活動を計測した．
また，運動パフォーマンスの指標としてBR課題の球回し回数を
計測した． 球回し回数，筋活動量の比較には対応のあるt検定，
SEP振幅の比較には反復測定分散分析を用いた．
【結果】
球回し回数はpreと比較してpostで有意に増加し，右APBの筋
活動量は有意に減少した．N20/P25 ，P25/N33 ，N33/P45振
幅はrestと比較してpre，postで有意に減少した．しかし，すべ
てのSEP成分でpreとpostに有意差を認めなかった．
【考察】
全被験者においてBR課題の反復練習によって運動パフォーマン
スが向上した．一方，gatingは課題の反復練習前後で生じてい
たが，gatingの生じる程度に統計学的な差はみられなかった．
反復練習前ではBR課題遂行中に高い筋活動量を示したことから，
一次運動野 (M1)から正中神経刺激による体性感覚刺激に対し
ての抑制作用によってgatingが生じた．しかし，反復練習後で
はBR課題中の筋活動量が減少したことから，M1からの抑制作
用は減少したと考えられる．しかし，運動課題の反復により運
動学習に関わる運動関連領野の興奮性増大と球回し回数の増加
に伴う求心性入力の増加によってgatingが生じたと考えられる．
【結語】
運動課題の反復練習により運動パフォーマンスは向上し，BR課
題中の筋活動量は減少したが，gatingの生じる程度は変化しな
かった．このことから，反復練習前後ではgatingの発生機序が
異なる可能性が示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は所属施設の倫理審査の承認を得ており (承認番号:
2-1-91)，被験者には実験内容を十分に説明し，同意を得た．

146

P-1-4-2

ポスター発表1

P-1-4-3

歩行中の下腹部合成加速度を用いた股関節屈曲
角度の推定

ポスター発表1

立ち上がり動作における左右別の足底圧計測の
再現性-複数回測定の再現性と経過に伴う変動係
数の変化-

○稲井 卓真 1)，小林 吉之 2)，須藤 元喜 3)，
山城 由華吏 3)，植田 智也 3)
1) 産業技術総合研究所 くらし工学研究グループ
2) 産業技術総合研究所 運動機能拡張研究チーム
3) 花王株式会社 東京研究所

○吉田 啓晃 1)，中山 恭秀 2,3)，樋口 謙次 1)，
安保 雅博 2)
1) 東京慈恵会医科大学附属柏病院 リハビリテーション科
2) 東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座
3) 東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科

【目的】
変形性股関節症は動作能力や生活の質の低下を引き起こす疾患
であるため，この疾患の進行を防ぐことは重要である．近年の
先行研究 (Kumar et al., 2017)によれば，変形性股関節症の可
変的なリスクファクターとして立脚初期の股関節屈曲角度の増
加が報告されているため，立脚初期の股関節屈曲角度を日常的
かつ継続的に評価することはこの疾患の進行を防ぐために重要
といえる．慣性計測装置と呼ばれる簡易センサに着目した先行
研究 (Lim et al., 2019)は，骨盤上のひとつの慣性計測装置から
股関節屈曲角度の推定が可能だと報告しているが，3軸加速度 (
・速度・位置)を入力情報としているため慣性計測装置の僅か
な傾きが誤った推定結果を引き起こす可能性がある．そこで本
研究では，この課題を解決するために3軸の「合成」加速度波
形に着目し，歩行中の (骨盤上の)下腹部合成加速度から股関節
屈曲角度を推定した際の精度を検証することを目的とした．
【方法】
本研究は，産総研の歩行データベースに登録されている健常成
人305名 (平均年齢51.8歳)を対象とした．課題動作は10m程度
の歩行路の快適歩行とし，三次元動作解析装置と床反力計を用
いた．解析区間は 左下肢の1歩行周期とした．両側の上前腸骨
棘のマーカーから中点を計算し，下腹部の合成加速度を計算し
た．骨盤座標系と大腿座標系から股関節屈曲角度を計算した．
各被験者の下腹部の合成加速度と，股関節屈曲角度それぞれに
主成分分析を実施し，主成分得点を得た．下腹部の合成加速度
の主成分得点を説明変数，股関節屈曲角度の主成分得点を従属
変数とした重回帰モデルを構築した．妥当性を検証するために，
leave-one-out法を用いた．股関節屈曲角度の実測値と推定値か
らRMSEと相関係数を計算した．
【結果】
股関節屈曲角度の実測値と推定値から計算されたRMSEと相関
係数は，それぞれ5.5± 3.5度と0.99であった．
【考察】
本研究の主たる知見は，歩行中の下腹部合成加速度から股関節
屈曲角度の推定が平均およそ5度以下の精度で可能であること
である．先行研究 (Lim et al., 2019)は，骨盤上の3軸加速度 (・
速度・位置)を入力情報として歩行中の股関節屈曲角度を推定
し，RMSEは3.1± 1.5度だったと報告している．本研究と比べ
て先行研究のRMSEが数度低かった理由としては，推定モデル
の入力情報が多かったことが考えられる (本研究:合成加速度，
先行研究:3軸加速度)．しかし，本研究は合成加速度を用いて
おり，慣性計測装置に傾きが生じていたとしても一切影響はな
く安定した結果が得られるため，このポイントが優位性だと考
える．
【結語】
歩行中の下腹部合成加速度から股関節屈曲角度の推定が平均お
よそ5度以下の精度で可能である．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究で用いたデータは，発表者が所属する機関の倫理審査委
員会に承認された上で収集されたものである．実験時に書面に
よる説明を行い，同意を得た．

【目的】立ち上がり動作の足底圧 (立ち上がり足底圧)は、両下
肢均等の荷重量を指示しても動作中に健側へ偏位しやすく、左
右下肢の力発揮率や力発揮の大きさの指標となる。これまで、
両側下肢の立ち上がり足底圧の再現性に関する報告はあるが、
左右に分けて計測する場合の検討はない。また術後経過でその
ばらつきはどのように変化しているかは明らかではない。検討
1では、大腿骨頚部・転子部骨折患者を対象とし、立ち上がり
足底圧の計測値の精度を級内相関係数にて検討した。検討2は、
経過に伴い動作のばらつきが変化するか変動係数の変化をシン
グルケースで検討した。
【対象と方法】検討１:大腿骨頚部・転子部骨折術後患者40名
(平均81.2歳、術後25.2日)を対象に、立ち上がり足底圧を3回
ずつ測定した。測定機器はWin FDM-T(zebris社製)とし、高さ
45㎝の椅子から、左右の下肢に均等に荷重するように指示した。
諸家の報告を参考に、準備期のRFD(rate of force
development) [N/s/kg]、上昇期のPeak値[N/kg]を左右下肢で算
出した。統計解析は、級内相関係数ICC (1,1)を求め、計測値の
ばらつきが収束するための回数として、Spearman-Brownの公
式を用いて、ICCが0.9以上となるための回数を求めた。
検討2:大腿骨頚部・転子部骨折術後の3例を対象に、術後1～
5か月まで、1か月ごとに立ち上がり足底圧を計測した。検討1
と同様の方法で3回ずつ計測し、変動係数の変化を経時的に検
討した。
【結果】検討1:RFD (患側/健側)は16.8± 4.8/25.9±
6.1N/s/kg、Peak値は5.1± 1.0/6.5± 0.8N/kgで、ICC (1,1)は、
患側RFD0.74、患側Peak値0.86であった。ICCが0.9以上となる
ための回数は、患側RFDは3.1回以上、患側Peak値は1.5回以上
と算出された。
検討2:3症例においてRFD、Peak値は増加傾向を示した。変動
係数は、患側RFD0.05～0.4、Peak値0.01～0.16であった。
RFDは対象者間の差が大きく、経時的変化は一定の傾向を示さ
なかった。
【考察】RFDは、足底圧が最大増加を記録した90ms間におけ
る増加量を1.0sに換算したものであり、動作速度の影響を受け
やすい。一般的に、動作能力評価は最大努力下で行うことで計
測のばらつきが抑えられ、再現性は高くなる。立ち上がり足底
圧においても同様に、患側へ荷重するという荷重量の大きさは
最大努力を指示したことでPeak値に高い再現性が得られた。し
かし、動作速度が影響するRFDについては、立ち上がり動作に
速度を指定しなかったため、精度が低い結果となった。立ち上
がり足底圧と速度の関係を明確にすることは、健側へ偏位しや
すい患者に対する一つの治療指針を示す可能性があると考える。
【結語】立ち上がり足底圧の計測精度は、左右均等に荷重する
という指示ではPeak値の精度が高いが、RFDは低かった。RFD
の精度を高めるためには、速度に関する動作指示を考慮するこ
とが必要である。
【倫理的配慮】当大学の倫理審査委員会の承認 (24-304)を受
け実施した。
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歩行速度によって異なる脳卒中片麻痺患者の身
体認知

ポスター発表1

回復期病棟入院早期の患者における身体活動量
の計測期間の検討

○酒井 克也 1)，細井 雄一郎 2,3)，原田 悠亮 4,5)
1) 千葉県立保健医療大学 健康科学部
2) 医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院 リハビリ
テーション部
3) 立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科
4) 医療法人社団鎮誠会 令和リハビリテーション病院 リハ
ビリテーション科
5) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科

○有末 伊織 1)，田中 和樹 2)，島田 尚哉 2)，
池谷 彰 2)，中俣 恵美 1)，中野 真人 2)
1) 関西福祉科学大学 保健医療学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2) 社会医療法人 高清会 高井病院 リハビリテーション科
【目的】
近年，身体活動量を示す指標として歩数が使用され、様々な領
域や機器を用いて計測が行われている。清水ら (2014)は回復
期へ入院後1か月目の脳卒中患者における活動量を報告した。
回復期入院後早期の活動量の傾向を把握していくことで、より
早期から患者へ効果的なリハビリ介入や入院中の活動量を向上
させることができる。そのため、回復期入院後早期の活動量を
把握していくことが必要である。しかし、回復期病棟入院早期
における計測期間についての研究はみられない。そこで、本研
究は回復期病棟入院早期の患者に対する計測値に差がみられる
かどうかを検討し，計測期間の設定の一助とすることを目的と
した．
【方法】
2020年2月1日から2021年2月28日の間に回復期病棟を入退院
した262名の中で、本人または家族に同意が得られ、入院早期
の計測が可能であった25名とした。身体活動量の評価として，
Fitbit社製の腕時計型測定装置(Charge)を非利き手に装着し，歩
数を計測した．研究期間は同意が得られてからの5日間とし、1
日目にFitbitを患者へ貸し出し、5日目にFitbitを回収した。入
浴時以外は装着することとし、2日目～4日目の計測値を用いた。
計測値の分析を行うため、①2日目、3日目、4日目の3群と、
②2日目のみ、2日目と3日目の平均値、2日目から4日目の平均
値の3群にした。①および②に対する統計は，Shapiro-Wilk検
定により正規分布でなかったため、群間比較としてFriedman検
定を行い、日数によって差がみられるかどうか検討した。解析
には、IBM SPSS Statistics version 26を用い、有意水準を5％と
した。
【結果】
①の3群間 (各日における)は、有意差をみとめなかった
(p=0.13)。②の3群間 (2日目のみ、2日目と3日目の平均値、2
日目から4日目の平均値)に有意差をみとめた (p=0.02)が、事後
多重比較では有意差をみとめなかった (p=0.476、p=0.074、
p=0.346)。
【考察】
本研究によって、回復期入院早期の患者に対して、腕時計型活
動量計測装置を使用し、研究期間2日目～4日目の計測値間に差
をみとめず、2日目と2日間および3日間の平均値との間にも差
はみられなかった。この理由として、回復期リハビリテーショ
ン病棟では、主にADL向上による寝たきりの防止と在宅復帰を
目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟 (厚
生労働省 中医協)であり、起床から就寝まで1日の生活を繰り
返している。そして、入院早期の間で急激に機能改善するとい
うよりは、2週間や1か月などの期間を要しながら心身機能や
ADLの改善がみられると考えられる。
【結語】
本研究によって計測期間は短期間でもその患者の活動量を反映
し、回復期病棟入院早期の活動量を把握することができること
が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，関西福祉科学大学 研究倫理審査委員会の承認を得
ており (承認番号21－14)，対象者に対して研究の趣旨を口頭
と書面にて説明し，同意を得た．

【目的】運動イメージと運動実行の差は、自己の身体機能をど
の程度適切に認知しているかの指標であり、これを運動推定誤
差と呼ぶ。脳卒中片麻痺患者は運動推定誤差が小さいと身体機
能が高いと報告されている。身体機能を表す指標の一つは歩行
速度があるが、歩行速度が速ければ身体機能は高いために、誤
差は小さいのではないかと推測した。そこで本研究の目的は歩
行速度によって運動推定誤差が異なるかを検証することとした。
【方法】対象は脳卒中片麻痺患者34名とした (平均年齢66.1 ±
12.3歳)。方法は10m最大歩行速度を測定した後に、先行研究
に従い高速群 (0.8m/sec以上)と低中速群 (0.8m/sec未満)の2群
に分類した。運動推定誤差はTimed Up and Go Test (TUGT)を
用い、初めにイメージTUGT時間 (iTUGT)を測定し、その後実
際のTUGTを計測した。歩行速度は最大歩行速度とした。運動
推定誤差はiTUGTからTUGTを差分し算出した。2群間で基本属
性、運動推定誤差、下肢Brunnstrom Recovery Stage (BRS)、
Functional Balance Scale (FBS)、Functional Independence
Measure (FIM)に差があるかを検定した。さらに、運動推定誤
差と各評価項目との関連を相関分析した。
【結果】高速群は22名、低中速群は12名であり、基本属性に
有意差はなかった (P>0.05)。高速群は低中速群と比較し有意に
運動推定誤差値が小さく (高速群:3.14 ± 1.81秒、低中速群
:8.61 ± 6.34秒, P<0.05)、FBSとFIM運動項目の値が高かった
(FBS 高速群:52.8 ± 4.0点、低中速群:42.6 ± 5.9点 FIM
運動項目 高速群:77.7 ± 13.6点、低中速群:67.3 ± 14.3
点, P<0.05)。相関分析の結果、運動推定誤差はFBS、TUGT時間、
FIM運動項目と中等度の相関を示した (それぞれρ =-0.701,
0.655, -0.431, P<0.05)。運動推定誤差と下肢BRSは天井効果に
より相関関係がみられなかったが、低中速群のみ相関分析した
結果、中等度の正の相関関係がみられた (ρ =-0.630, P<0.05)。
【考察】歩行速度は運動イメージ能力と関連しており、歩行速
度が速いと運動イメージ能力が高い報告されている。そのため、
高速群は運動イメージ能力が高く自己の身体を適切に認知して
いるために誤差が少ないと推測した。
【結語】脳卒中片麻痺患者の運動推定誤差は歩行速度が速い対
象者は誤差が小さく、身体機能が高かった。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は所属する研究倫理委員会
の承認 (承認番号:01, 20210907)を得て、対象者に研究内容
を説明し同意を得た上で実施した。
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非接触運動計測システムと角度統計手法の統合
による頚髄症歩行特性評価

ポスター発表1

VRによる身体化と視覚効果を用いたリーチング
システムの開発

○飯島 弘貴 1,2,3)，小山 恭史 4)，藤田 浩二 5)，
高橋 正樹 3)
1) 名古屋大学 高等研究院
2) 名古屋大学 医学系研究科
3) 慶應義塾大学 理工学部システムデザイン工学科
4) 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科整形外科学
5) 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科運動器機能形
態学

○中村 昂平 1)，菅田 陽怜 2)，三木 将仁 1)，
原 正之 1)
1) 埼玉大学 大学院理工学研究科
2) 大分大学 福祉健康科学部

【目的】
本研究では、仮想ハンドの身体化とVRによる視覚効果を用い
た新しい上肢運動学習システム (VRリーチングシステム)の実現
を試みる。また、身体化した仮想ハンドに与える視覚的な効果
がリーチング運動に及ぼす影響を検証し、試作システムの有効
性を示すことを目指す。
【方法】
初めに、Unityを開発環境としてOculus Quest 2を用いたVRリ
ーチングシステムの試作を行った。具体的には、Unity上で仮
想ハンド、ターゲット (3本の円柱)、開始点 (赤い球)、炎のエ
フェクト (任意の時間で円柱上に提示可能)、および仮想実験環
境を作成し、リーチング軌道を計測してCSVファイルで出力す
るプログラムを作成した。試作システムでは、手の平の位置計
測をOculus Quest 2のハンドトラッキング機能で実現した。次
に、開発したシステムを用いて8人の協力者のもと行動実験を
行い、軌道データをもとに炎の視覚効果がリーチング運動に及
ぼす影響について検証した。研究参加者には、 (1)開始点に手
を入れて準備する、 (2)色が白から青に変化したターゲット (目
標ターゲット)に手の平を素早く入れる、 (3)手を開始点に戻す、
の3つの動作を指示した。目標ターゲットをランダムに変更し
ながら、これらの動作を計150回繰り返し行ってもらい、リー
チングの所要時間などについて検討した。
【結果】
ターゲット別にリーチングの平均所要時間をボックスプロット
で可視化したところ、いずれのターゲットにおいても炎のエフ
ェクトの有無による有意差は見られなかったが、炎のエフェク
トが発生している条件ではばらつきが大きくなる傾向が見られ
た。これについて、手の平の位置と目標ターゲット位置との平
均距離の時刻歴応答についても検討したところ、炎のエフェク
トを目標ターゲット上に提示した場合、運動開始直後において
信頼区間が広くなる傾向が見られた。
【考察】
炎のエフェクトの有無によるリーチングの平均所要時間に有意
な差は見られなかったものの、炎のエフェクトによりそのばら
つきが大きくなったことから、視覚効果の影響が示唆される。
また、運動開始直後の反応速度のばらつきも炎のエフェクトを
目標ターゲット上に提示した場合に大きくなることから、身体
化した仮想ハンドへの視覚的な効果がヒトの上肢運動学習に何
らかの影響を与える可能性があることが示唆された。
【結語】
本研究では、仮想ハンドの身体化とVRによる視覚効果を用い
たリーチングシステムを試作し、炎のエフェクトを提示するリ
ーチング実験によりその有効性を検証した。実験の結果、さら
なる検討が必要であるものの、試作システムの上肢運動学習へ
の適用可能性について示すことができた。
【倫理的配慮、説明と同意】
実験は埼玉大学倫理委員会の承認 (R3-E-21)を得て実施してお
り、研究参加者からは実験前にインフォームド・コンセントを
得ている。

【目的】
非接触センサを用いた歩行評価は計測空間の制約が少なく、リ
ハビリテーション現場への応用が期待されている。我々はレー
ザーレンジファインダーを用い、Timed Up and Go (TUG)テス
ト中の遂行時間や歩行速度、歩幅などの時空間パラメータを自
動算出する計測システムを構築し、運動器系や中枢神経系の患
者への実践を医工連携によって推進してきた。この一連の計測
の中で、上述の基本的な時空間パラメータでは捉えきれない、
脚や重心の移動軌跡が歩行周期間で不規則な動きを示す症例が
多数確認された。そこで本研究では、有疾患者の歩行特性をよ
り詳細に捉える計測システム構築を出口戦略とした、脚や重心
の軌跡不規則性を定量化する解析アルゴリズムを提案する。こ
の研究目的において、我々は下肢の痙性のために脚の移動軌跡
が不規則になる頚髄症患者をリクルートし、角度統計手法を用
いて構築した解析アルゴリズムの妥当性検証を行った。
【方法】
TUG歩行中にレーザーレンジファインダーによって取得された
脚の二次元位置座標 (各時刻歴、一時刻歴前ならびに一時刻歴
後の三時刻)を基に、脚の軌跡角度を算出した。TUG歩行中の
全ての軌跡角度を二次元極座標系にプロットした後に平均合成
ベクトルを患者ごとに求め、その平均合成ベクトルの⾧さを各
TUGテスト中の移動不規則性 (0-1)として定義した。この提案
指標の妥当性検証として、頚髄症患者 (n=24、平均年齢60.7歳
)と健常高齢者 (n=37歳、55.3歳)を対象とした線形判別分析を
行った。最後に、提案指標の頚髄症判別能におけるTUG総合時
間の影響を除外するため、TUG総合時間を共変量に含めた二項
ロジスティック回帰分析を行った。この回帰分析において、従
来手法 (カーブフィッティングを用いた移動不規則性評価)との
比較を行った。
【結果】
頚髄症患者は高齢健常者と比較して提案手法における移動不規
則性が増大し、線形判別分析は２群間を有意に判別した
(p=0.020)。また、ロジスティック回帰分析において、移動不
規則性はTUG遂行時間を考慮してもなお頚髄症と有意に関連し
た (p=0.050)。一方、従来手法に基づき算出した移動不規則性
は、TUG遂行時間を考慮した場合には頚髄症との有意な関連は
なかった。
【考察】
角度統計を用いた提案手法によって、不規則性を主とした頚髄
症患者の歩行特性を捉えることができた。カーブフィッティン
グを用いた比較手法では有意差がなかったため、角度統計手法
を用いた提案指標はより鋭敏に歩行不安定性を捉えていると考
える。
【結語】
角度統計手法を用い、非接触運動計測システム中における移動
不規則性を定量化した。提案手法は頚髄症患者の歩行特性を捉
える上で有用であった。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、所属施設の研究倫理委員会の承認を得て実施した。
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膝・足関節肢位および床反力中心位置による前
脛骨筋の膝伸展作用への影響 筋骨格シミュレ
ーションによる解析

ポスター発表1

新規の関節運動を導くAnkle Assist Ergometerの
開発
○平田 恵介 1,2)，山岸 幸太郎 3)，塙 大樹 4)，
宮澤 拓 2,4)，藤野 努 2,4)，横山 萌香 2,5)，
久保田 圭祐 2,6)，飯塚 浩ニ郎 3)
1) 東京家政大学 健康科学部
2) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科
3) 芝浦工業大学 システム理工学部
4) 人間総合科学大学 保健医療学部
5) 順天堂大学 スポートロジーセンター
6) 埼玉県立大学 研究開発センター

○小栢 進也 1)，島村 雅彦 2)
1) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
2) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

【目的】筋機能は動作分析や運動介入を考える上で必須の情報
である。筋は全身の関節運動に作用し複数の関節で運動を生じ
させる。筋の作用は姿勢や床反力中心に依存するため、筋機能
はこれらの影響を考慮して検討する必要がある。立脚初期にお
いて生じる膝屈曲運動は前脛骨筋が強く関与することがわかっ
ている。しかし、姿勢や床反力が前脛骨筋の膝屈曲作用にどの
ように関与するかは不明である。そこで、筋骨格シミュレーシ
ョン解析を用いて、膝屈曲、足背屈角度、床反力位置による前
脛骨筋の膝屈曲作用を検討した。
【方法】Matlabを用いて大腿・下腿・足部の3セグメント、股
・膝・足の3関節の2次元モデルを作成した。また下腿前面から
足部近位背面への走行する前脛骨筋を作成した。質量、慣性モ
ーメントなどモデルパラメータは先行研究のデータを用いた。
膝関節と足関節角度および床反力中心位置 (足部固定点)で下肢
姿勢の条件分けをした。膝関節は屈曲10° と20° 、足関節は背
屈0° 、底屈10° 、床反力中心は足部最後部 (踵後部)と足⾧の
10％踵より前方 (踵前部)のそれぞれ2条件、合計8条件とした。
前脛骨筋の発揮張力を0 50msecの時間で直線的に100Nまで増
加させた。ルンゲクッタ法を用いて1msec刻みで順動力学シミ
ュレーションを行い、50msec後と開始時の足、膝、股関節角
度の違いを比較した。また膝関節角度変化を足関節角度で割っ
た膝-足の角度変化割合を算出した。
【結果】すべての条件で足背屈、膝屈曲、股屈曲が認められた。
膝屈曲20° 、足底屈10° 、床反力踵前方の条件で最も強い膝屈
曲作用を認めた。足関節角度変化は5.29° , 9.32° , 3.79° , 6.42
° , 4.24° , 7.05° , 5.81° , 9.91° であり、それぞれEPB, EPA,
EDB, EDB, FPB, FPA, FDB, FDA条件を表す (Ｅ:膝屈曲10° , Ｆ:膝
屈曲20° , D:足背屈0° , P:底屈10° , B:踵後部, A:踵前部)。膝関節
角度変化は2.81° , 4.00° , 2.22° , 3.05° , 2.59° , 3.52° , 3.22°
, 4.39° であった。股関節角度変化は1.06° , 1.22° , 1.10° ,
1.36° , 1.16° , 1.36, 1.28° , 1.42° ° であった。膝-足の角度変
化割合は膝屈曲20° 、足背屈0° 、床反力踵後で最も高い値を
示し、0.53, 0.43, 0.59, 0.48, 0.61, 0.50, 0.55, 0.44であった。
【考察】膝屈曲、足底屈、足圧中心踵前方であるほど膝屈曲作
用が強い。特に足関節の底屈位と足圧中心の前方移動が前脛骨
筋による関節運動の効率性を高まることが明らかとなった。一
方、足背屈作用に対して膝関節作用が最も高まるのは膝屈曲、
足背屈、足圧中心踵後面である。逆に足関節底屈位で踵の前方
から接地するような歩容は膝屈曲を回避する歩容を選択してい
る可能性がある。
【結語】立脚初期の前脛骨筋は足背屈、膝屈曲、股屈曲作用を
有する。足圧中心の前方移動は相対的に足関節背屈よりも膝屈
曲の作用を強める姿勢であることがわかった。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は対象者・物を必要としな
いモデル解析である。

【目的】著者らは脳損傷者を想定し,歩行時の片側下肢関節運動
の再獲得を図るアンクルアシストエルゴメータ (AAE)の開発を
行なっている。これは駆動中のクランク角度に応じペダルに設
置された足関節部が他動底背屈を付与するエルゴメータである。
本研究ではAAEを用い,神経学的背景として想定している多関節
協調性を利用した運動学習効果を検証することを目的とした。
【方法】健常若年成人16名はメトロノームに合わせ毎分60回
転で,アシストなし1分 (最後の20サイクルをbaseline相と定義),
アシストあり7分 (最初と最後の20サイクルをperturbation相,
adaptation相と定義),アシストなし3分 (最初と最後の20サイク
ルをaftereffect相, washout相と定義)の計11分間エルゴメータ
を駆動した。アシストはクランクが上死点後90度に達してから
右足関節が背屈され,下死点までに背屈20度位を達成するよう
設定した。それ以外のクランク角度では足関節部はフリーの状
態とした。クランクと足関節部にそれぞれ取り付けられたロー
タリエンコーダにより,クランク角度と足関節角度のモニタと出
力が行なわれた。各相の足関節角度,角速度に反復測定分散分析
を行なった。
【結果】下死点後90度点の前後25度における足関節背屈角度
はアシストありperturbation相, adaptation相に比べ, アシスト
なしbaseline相, aftereffect相, washout相で有意に低く (p <
0.05), 機械的アシストに付随した変化を認めた。ただ下死点の
前後25度における足関節背屈角速度はbaseline相に対し,
perturbation相, adaptation相, aftereffect相までが有意に高く
(p <0.01-0.05), washout相で再び有意差を認めず(p=1.00), 機
械的アシストに依存しない変化を認めた。
【考察】本研究はアシスト付与直後のアシストのない
adaptation相に,直前までアシストが付与されていたクランク角
度において足関節角速度が維持されていることを明らかにした。
サイクリック動作はCPGを駆動し, 離散運動と異なる制御がな
され,ペダリング動作は歩行と神経基盤を共有する。本研究と同
様に駆動動作中に片側下肢に摂動を加える実験系である
split-belt treadmillは, 小脳機能の多関節協調性により摂動に適
応し, 新たな駆動運動パターンが生成されることで, 摂動が無く
なった後も適応後の運動パターンが残存する運動学習の知見を
提供した。すなわち,本研究のAAEが多関節協調性により足関節
運動を学習するツールであると考えられた。
【結語】本研究は可搬式エルゴメータを活用した臨床導入のハ
ードルが低いリハビリテーションツールの開発を試み, 脳損傷
者の歩行再建に寄与する理学療法の可能性を示した。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する施設の
研究倫理委員会 (SKE2021-01)の承認を得て実施した。
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多群比較のための固定NMFによる筋シナジー変
動解析手法の提案

ポスター発表1

⾧期の筋力増強運動における筋厚および重心動
揺の変化

○宇野 光平 1)，野嶌 一平 2)，松井 佑介 1, 3)
1) 名古屋大学 医学部保健学科
2) 信州大学 医学部保健学科
3) 東海国立大学機構 糖鎖生命コア研究所

○上門 大介，浅田 祐介，井手 賢斗，立石 圭佑，
成冨 耕治
社会医療法人天神会 古賀病院21 リハビリテーション課

【目的】
超音波画像診断装置(以下、エコー)の普及により、評価方法や
治療前後の効果判定が可視化できるようになった。股関節疾患
を有する患者の治療において、小殿筋が注目されており、エコ
ーによる形態評価や重心動揺計などを用いた機能評価が散見さ
れる。しかし、それらの報告は即時的なものが多く、⾧期的な
報告は少ない。よって、本研究の目的は、健常成人の小殿筋を
対象として筋力増強を⾧期的に行い、筋力と重心動揺の変化を
検証する事である。
【方法】
対象は下肢疾患のない健常成人男性12名(平均27.1± 3.3歳、身
⾧172± 3.9㎝、体重72．9± 16㎏)右下肢12脚とした。筋厚測
定は、エコー (アロカメディカル社製SSD-ALPHA10)を用いて、
小殿筋前部線維および小殿筋後部線維のランドマークを設定し
計測を行った。計測した画像は、画像解析ソフトImageＪ(米国
国立衛生研究所Version1.51j8)にて、3回計測した平均値を代
表値とした。筋力測定は、HHD(アニマ社製ミュータスF2)を用
いて測定を行った。重心動揺は、重心動揺計(アニマ社製ツイ
ングラビコーダーG6100)にてサンプリング周期20Hz、解析時
間30sにて計測した。計測は右脚の片脚立位とし、総軌跡⾧、
外周面積を記録した。各評価の測定者は、臨床経験9年目の理
学療法士1名とした。小殿筋の筋力増強運動は、各被験者の最
大筋力の20％に設定し、大腿遠位部に重錘負荷を行った。そし
て、股関節外転運動10回を2set、60BPMに統一し、週2回8週
間実施した。各評価に対し、開始時と8週間後の比較として
Wilcoxonの符号順位和検定を行った。なお、有意水準は5％未
満とした。
【結果】
小殿筋前部線維の筋厚は、開始時1.13± 0.26㎝、8週間後が
1.51± 0.3㎝であり、有意差を認めた(p＜0.001)。小殿筋後部
線維は、開始時1.18± 0.39㎝、8週間後が1.43± 0.4㎝であり、
有意差を認めた(p＜0.005)。HHDは、開始時最大外転筋力20.2
± 5.44㎏f、8週間後が30.1± 3.2㎏fであり、有意差を認めた(p
＜0.001)。外周面積の開始時は、4.8± 1.28週間後は3.5± 0.7
㎠であり、有意差を認めた(p＜0.005)。総軌跡⾧の開始時は、
130.27± 30.48㎠、8週間後は114.4± 19.7㎠であり、有意差
を認めた(p＜0.001)。
【考察】
諸角は、筋力増強開始から8週の筋出力増加は筋肥大によるも
のと報告している。また、筋力と重心動揺の関係を調査した山
﨑らの報告では、本研究と同様の傾向を示しており、筋力増強
により重心動揺が軽減したと考える。よって、本研究の結果か
ら小殿筋は、股関節を安定化させる重要な筋である可能性があ
ることが示唆された。
【結語】
小殿筋を対象筋として、8週間の筋力増強を実施し、筋力およ
び重心動揺の比較を行った。そして、両者ともに有意差を認め
た。今後、股関節疾患の患者への応用などを検討する。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
での説明と書面にて同意を得て実施した。

【目的】
筋制御のメカニズムの解明に寄与すると考えられている筋シナ
ジーの推定は、様々な課題において行われており、リハビリテ
ーションへの応用を目指した研究も行われている。しかし筋シ
ナジー推定とリハビリテーションには、未だ大きな隔たりがあ
るのが現状である。原因は多数あるものの、筋シナジー推定手
法であるNMFが異なる条件、異なる被験者間での比較に適して
いないことが大きな要因の一つである。そのため、これまでの
筋シナジー推定手法では、正常群と疾患群の比較や治療前後で
の比較が困難であった。こうした問題に対応するため、シナジ
ーの筋協調構造を条件間で共通とする連結NMFが提案されたが、
シナジーの活性化パターンの違いから差異を解釈することは容
易ではない。そこで我々はシナジーの活性化パターンを条件間
で共通とし、筋協調構造の違いから条件間の差異を解釈する新
たな筋シナジー推定手法を提案する。提案手法はこれまでの手
法のボトルネックを解消し、筋シナジーの治療前後での比較な
どを容易にすることを目的としている。
【方法】
健常大学生7名を対象とし、歩行時の左右7筋 (前脛骨筋、ヒラ
メ筋、腓腹筋内側頭、腓腹筋外側頭、大腿直筋、内側広筋、大
腿二頭筋、半腱様筋)の下肢表面筋電図を2000Hzで測定した。
測定中の音刺激の有無、音の速さなどにより5条件存在する。
筋電図データには整流化やフィルタリング、一歩行周期ごとの
ずれの補正など前処理を行った。前処理後のデータに対して提
案手法を適用し、各条件で5つの筋シナジーを推定した。
【結果】
5条件における歩行時の筋シナジーを比較したところ、音刺激
のある3条件での筋協調構造は似通っており、対照的に音刺激
のない2条件の筋協調構造はばらつきが大きいことがわかった。
【考察】
活性化パターンを固定した場合、音刺激のある場合の筋協調構
造はばらつきが少ないことから音刺激が筋の同時活性に寄与し
ている可能性が示唆された。本研究では健常大学生を対象とし
たが、今後疾患群においても同様の効果が見られればリハビリ
テーションの一助となる可能性がある。
【結語】
従来の筋シナジー推定手法はリハビリテーションへの応用にお
ける問題点が多数あったが、提案手法によりそのボトルネック
の一つが解消され、異なる条件でのシナジーの比較や治療前後
でのシナジーの比較が可能となった。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、口頭
での説明と書面にて同意を得て実施した。
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ポスター発表1

P-1-6-3

脳卒中者における回復期特異的な運動単位動員
特性の解明

ポスター発表1

橈骨遠位端骨折後に痛みを有する症例の安静時
脳波マイクロステート

○吉田 実央 1,2)，伊藤 貴紀 3)，国分 貴徳 4,5)
1) 埼玉県立大学大学院 博士前期課程
2) リハビリテーション天草病院 リハビリ部
3) 埼玉県立大学大学院 博士後期課程
4) 埼玉県立大学 理学療法学科
5) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

○大住 倫弘 1,2)，今井 亮太 3)
1) 畿央大学大学院 健康科学研究科
2) 畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター
3) 大阪河崎リハビリテーション大学 理学療法学専攻

【目的】ひとの頭皮上電位分布は，約80-120msec持続して別
のパターンへ遷移しながら安定しており，いわゆる準安定状態
にある．このように一定期間持続して出現する頭皮上電位分布
の時間的変化は情報処理過程の「内容」を表現していると考え
られており，これを分析するツールとしてMicrostate
segmentation解析がある．Microstate segmentation解析は精神
疾患における治療の効果判定などに応用されてきているが，疼
痛分野への応用は端緒についたばかりで，どのような脳波
microstateの特性が疼痛と相関しているかは不明である．本研
究では，橈骨遠位端骨折後に痛みを有する症例の安静時脳波を
記録し，痛みと相関する脳波microstate を明らかにすることを
目的とした．
【方法】橈骨遠位端骨折後に痛みを有する症例11名を対象に，
閉眼安静状態の脳波活動を3分間記録した (Sampling rate
512Hz, 電極数32ch)．そして，得られた安静時脳波データを
125Hzにダウンサンプリングした後に，1-40Hzでバンドパス
フィルタをかけ，MATLAB toolboxであるmicrostates toolbox
(Andreas et al., 2018)をMicrostate segmentation解析を実施し
た．具体的には，各瞬間における脳の電場のつよさを表す
Global Field Power (GFP)を計算し，このGFPがピークに達した
瞬間の頭皮上電位分布を描出し，それをk-mean法で４つの脳
波microstateプロトタイプにクラスタリングした．そして，こ
の脳波microstateプロトタイプを各症例ごとの脳波データへバ
ックフィッティングさせて，それぞれの脳波microstateにおけ
る出現頻度や持続時間などの変数を症例ごとに算出し，主観的
な痛みのつよさ (Visual Analogue Scale: VAS, 0-100)との相関
関係を分析した．
【結果】主観的な痛みのつよさと脳波microstate解析で算出さ
れた変数との間に統計学的有意な相関は認められなかった
(p>0.05)．しかしながら，注意機能を表している脳波
microstateの持続時間と主観的な痛みのつよさが相関している
傾向はあった．
【考察】痛みを有するひとは注意機能が低下していることは多
くの研究で報告されており，本研究のMicrostate segmentation
解析での結果はこれを表している可能性がある．
【結語】安静時脳波活動のMicrostate segmentation解析は，痛
みを有するひとの脳機能を簡便に定量化するツールになる可能
性はあるが，症例数を積み重ねて慎重に検討する必要がある．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，文部科学省及び厚生労
働省の定める人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に従
い，研究者等の責務，有害事象への対応を考慮した上で研究計
画書を作成し，畿央大学倫理委員会の承認を得た．また，個人
情報の保護に関する諸法令によるヘルシンキ宣言に基づいて対
象に本研究の目的及び意義並びに方法，研究対象者に生じる負
担，予測される結果等について十分に説明し，それらに理解が
得られた上で自由意思に基づいて同意を得て実施した．

【目的】脳卒中後の運動障害に対するリハビリテーションは集
中的リハビリテーションの時期が重要とされ，回復期はその中
核である．脳卒中後の運動障害の一つとして随意収縮障害が挙
げられる．これらを司るのは運動単位であり，随意筋収縮を調
節する生理学的最小単位である．先行研究において慢性期脳卒
中者を対象とした運動単位動員特性は明らかとなっている一方，
回復期脳卒中者を対象とした運動単位動員特性は依然未解明で
ある．中枢神経系の筋活動異常を反映する運動単位動員特性に
おいて，病期ごとの特徴を解明することは集中的リハビリテー
ション実施時期を科学的に担保することに貢献し得る．本研究
の目的は，回復期脳卒中者における運動単位動員特性から，脳
卒中後運動障害における病期による神経生理学的特徴を明らか
にするための基礎データを提示することである．
【方法】対象は回復期脳卒中片麻痺者６名で，使用機器は無線
表面筋電計 (Trigno Galileo, Delsys. inc)とロードセル(Interface.
inc)とし，それぞれ同期させて使用した．対象筋は非麻痺側，
麻痺側上腕二頭筋とした．肘関節屈曲最大等尺性収縮課題
(Maximum Voluntary Force : 以下，MVC)，肘関節屈曲等尺性
収縮にて一定の力を保持する課題 (以下，Hold)を非麻痺側，麻
痺側において実施した．MVCにおける肘関節屈曲最大等尺性収
縮力 (以下，最大肘屈曲力)とHoldにおける肘関節屈曲力の変動
係数 (以下，CV)をそれぞれ算出した．また，表面筋電計から取
得された筋活動電位は運動単位活動電位に分解したのち，非麻
痺側，麻痺側の平均発火頻度を算出した．統計学的解析は非麻
痺側，麻痺側の各パラメータに対し，Shapiro-wilk検定にて正
規性を確認後，対応のあるt検定を行なった．
【結果】最大肘屈曲力は非麻痺側の方が麻痺側よりも大きく
(p=0.00)，CVは麻痺側の方が非麻痺側よりも大きかった
(p=0.02)．平均発火頻度は麻痺側の方が非麻痺側よりも優位に
大きかった (p=0.02).
【考察】本研究結果のうち，力データにおける非麻痺側と麻痺
側の関係性は先行研究における慢性期脳卒中者と同様の結果で
あった．一方，運動単位動員特性を示す平均発火頻度は慢性期
と異なる特徴を有していた．したがって，回復期脳卒中者には
回復期特異的な運動単位動員特性を有する可能性が示唆された．
【結語】脳卒中後の随意収縮障害における運動単位動員特性は
脳卒中発症後の病期によって異なり，各時期における神経生理
学的特徴を踏まえたリハビリテーション介入方法を検討する意
義がある．
【倫理的配慮、説明と同意】所属施設倫理委員会の同意を得た
(承認日:2022年2月2日)．
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60mWの低出力レーザー照射による生体内散乱
光強度の計測

ポスター発表1

3種類の中鎖脂肪酸の骨格筋芽細胞への作用の差
異

○竹内 伸行 1,2,3)，松本 昌尚 2,3)，樋口 大輔 1,2)
1) 高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科
2) 高崎健康福祉大学大学院 保健医療学研究科 理学療法学
専攻
3) 本庄総合病院 リハビリテーション科

○西田 亮一 1,2)，森 拓也 1,4)，額賀 翔太 1,3)，
川原 勲 1,3)，宮川 良博 1)，國安 弘基 1)
1) 奈良県立医科大学 分子病理学
2) 高の原中央病院 リハビリテーション科
3) 阪奈中央病院 リハビリテーション科
4) 京都大学 倫理支援部

【目的】低出力レーザー療法(low level laser therapy, LLLT)は、
代表的な光線療法の一つであり、照射光は近赤外線領域の波⾧
である。LLLTでは、一般に治療対象となる組織に対し経皮的
にレーザーを照射するが、様々な理由により当該組織に照射困
難なことも多い。生体にレーザーを照射して、その周辺部を近
赤外線カメラで撮影すると、広範囲に散乱光を確認することが
でき、照射部位の周囲にも光が到達していることがわかる。こ
れは、治療対象の組織から離れた部位に照射しても、治療効果
を期待できる可能性を示唆するものである。臨床で用いられる
LLLTの出力は幅広く様々であるが、我々はこれまでに出力
10Wの半導体パルスレーザーの散乱光強度を報告(第60回日本
生体医工学会、2021)した。しかし、より低出力な
LLLT(100mW前後)の散乱光強度に関しては未検討であった。
本研究は出力60mWのレーザー照射による散乱光強度を確認す
ることを目的とした。

【目的】中鎖脂肪酸(MCT)は, 担癌体での抗腫瘍効果が見られ
るとともに、骨格筋における酸化ストレス(ROS)の減少, 骨格筋
の成熟を促すことが示されておりがん悪液質への効果に注目は
集まっている。われわれは、がん悪液質モデルマウスに対する
糖質とMCTの併用経口投与が癌関連骨格筋萎縮を抑制すること
を報告した. 今回, 3種類の異なるMCTが骨格筋に対する影響を
細胞培養実験により検証した。
【方法】実験には、MCTであるカプリル酸(C8)、カプリン酸
(C10)、ラウリン酸(C12)を用い、マウスC2C12筋芽細胞に対し
て10%FBS混合培養液にそれぞれ低濃度・高濃度処理し、48時
間培養した。その後、MTS assayによる増殖能を検討するとと
もに、蛍光染色によるミトコンドリア量、ミトコンドリアヒド
ロキシラジカル(OH・)、および、ミトコンドリアスーパーオキ
サイド(O2-)を解析し、ミトコンドリアに対する影響を検討し
た。

【方法】健常成人10人の前腕掌側を対象とした。レーザー治療
器は、SOFTLASERY JQ-W1(出力60mW、波⾧810nm、連続照
射、照射面積0.35mm[sup]2[/sup]、出力密度
171.43mW/mm[sup]2[/sup]、ミナト医科学)を使用し、散乱光
強度は光パワーメーターPM100USB(THORLABS JAPAN)を用い
て測定した。光パワーメーターのフォトダイオードセンサー
(9.7× 9.7mm)を前腕掌側に貼付し、センサー中心から2cm毎に
10cmまでの各部位にレーザーを照射し、皮膚表面の散乱光強
度を測定した。

【結果】細胞増殖能は、C8,C12では低濃度で細胞増殖を高濃
度で増殖抑制を示したのに対し、C10では濃度依存性に増殖抑
制が見られた。C2C12筋芽細胞におけるミトコンドリア量は高
濃度C12で減少したが、C8, C10では低濃度、高濃度とも有意
な変化を認めなかった。OH・は3種類のMCTとも変化は認めら
れなかった。O2-は、C10,C12では高濃度で増加したのに対し、
C8では増加は認められなかった。
【考察】本実験により3種のMCTでは筋芽細胞への作用に差異
が確認出来た。特に低濃度のC8ではROSを増加させることなく、
細胞増殖することが確認できた。今後、ミトコンドリア代謝や
細胞死への影響について検討を行う予定である。

【結果】2cm部位は51.474(95%CI38.497-64.451)μ W/cm2、
4cm部位は2.633(95%CI1.723-3.543)μ W/cm2、6cm部位は
0.360(95%CI0.157-0.562)μ W/cm2、8cm部位は
0.123(95%CI0.045-0.201)μ W/cm2、10cm部位は
0.076(95%CI0.010-0.141)μ W/cm2の散乱光を確認した。

【倫理的配慮、説明と同意】本実験は、細胞培養実験であるた
め該当しない。

【考察】出力60mWの低出力レーザー照射において、その照射
部位周辺に散乱光を認め、10㎝遠隔部でも明確な散乱光を確認
することができた。本研究結果から、治療対象とする組織にレ
ーザーを照射できない場合でも、その周辺部に照射することで
治療効果が得られる可能性が示唆された。ただし、生体反応を
引き起こすことができるレーザー光の強度は明確になっていな
い。今後は治療部位と照射部位の距離および照射光強度の関係、
加えて、生体反応を引き起こすことのできる (治療効果を得る
ことのできる)レーザー光の強度を検討する必要があると示唆
された。
【結語】レーザー照射部位周辺に散乱光を認めたことから、治
療対象の組織とは離れた部位にレーザーを照射しても治療効果
が期待できる可能性が示唆された。ただし、生体反応を生じる
レーザー光強度は曖昧であり、今後の検討が必要と考えられた。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の研究倫理委員会の承認(承認番号20200819)を得て実施した。
加えて、全被験者に本研究の目的と方法を説明し、書面で同意
を得て実施した。
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